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  （百万円未満切捨て）

（１）連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

  売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益 

  百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

25年５月期第１四半期  3,074  9.1  91  93.6  93  111.2  54  178.4

24年５月期第１四半期  2,819  △1.1  47  △49.7  44  △50.9  19  △60.0

（注）包括利益 25年５月期第１四半期 46百万円（ ％） 177.7   24年５月期第１四半期 16百万円 （ ％） △54.9

  
１株当たり 
四半期純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり 
四半期純利益 

  円 銭 円 銭 

25年５月期第１四半期  9.24  －

24年５月期第１四半期  3.32  －

  総資産 純資産 自己資本比率 

  百万円 百万円 ％ 

25年５月期第１四半期  11,837  6,271  53.0

24年５月期  11,826  6,278  53.1

（参考）自己資本 25年５月期第１四半期 6,271百万円   24年５月期 6,278百万円 

  
年間配当金

第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 合計 
  円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 
24年５月期  － 9.00 － 9.00  18.00

25年５月期  －       
25年５月期（予想）   9.00 － 9.00  18.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

３．平成25年５月期の連結業績予想（平成24年６月１日～平成25年５月31日）

  （％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

  売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
１株当たり 
当期純利益 

  百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭 

第２四半期（累計）  6,300  4.7  260  7.1  260  14.1  160  21.7  27.10

通期  12,600  3.0  570  15.1  570  16.6  350  51.0  59.28

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無



※  注記事項 

新規  社  （社名） 、除外  社  （社名）  

  

  

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  

  

  

  

（４）発行済株式数（普通株式） 

  
  

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）： 無

－ － － －

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用： 有

（注）詳細は、添付資料「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 （１）四半期連結財務諸表の作成に特

有の会計処理の適用」をご覧ください。

①  会計基準等の改正に伴う会計方針の変更        ： 有

②  ①以外の会計方針の変更                      ： 無

③  会計上の見積りの変更                        ： 有

④  修正再表示                                  ： 無

（注）「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第10条の５に該当するものであります。

詳細は、添付資料「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 （２）会計方針の変更・会計上の見積りの変

更・修正再表示」をご覧ください。

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年５月期１Ｑ 5,943,052株 24年５月期 5,943,052株

②  期末自己株式数 25年５月期１Ｑ 38,645株 24年５月期 38,625株

③  期中平均株式数（四半期累計） 25年５月期１Ｑ 5,904,422株 24年５月期１Ｑ 5,904,514株

 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示

時点において、四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続が実施中です。 

 

 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判

断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等

は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 

 なお、上記予想に関する事項は、添付資料「１.当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績予想に関する定

性的情報」をご覧ください。  
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、震災復興需要を背景として緩やかな回復が期待されていまし

たが、欧州の債務問題による世界景気の減速、更には円高の影響などで、厳しい状況が続きました。 

このような環境下、当社グループは、三方良し（買い手良し、世間良し、売り手良し）の製品・サービスの開

発・拡充に努めるとともに販売活動の強化を図ってまいりました。その結果、主力製品で一定の拡販ができ、ま

た、株式会社ユーホーニイタカの売上高も加わり、当第１四半期連結累計期間の売上高は、3,074百万円（前年同

四半期比 9.1％増）となりました。なお、株式会社ユーホーニイタカは、平成23年７月１日に営業を開始してお

り、売上高及び損益は、前第２四半期連結累計期間から発生しており、前第１四半期連結累計期間には実績があり

ません。 

一方、利益につきましては、自社製造品の売上増に加え、前述の株式会社ユーホーニイタカの利益も加わり、営

業利益は、91百万円（前年同四半期比 93.6％増）、経常利益は、93百万円（同111.2％増）、四半期純利益は、54

百万円（同178.4％増）となりました。 

  

 当社グループの品目別売上高は、次のとおりであります。当社グループは、業務用の化成品事業を行っており、

単一セグメントであるため、セグメント別の情報は作成しておりません。 

   

＜当社グループ製造品部門＞＜業務用洗剤・洗浄剤・除菌剤、固形燃料等＞ 

 景気低迷やデフレの影響で、当社グループが主に依拠するフードビジネス業界も厳しい状況にありましたが、

環境への配慮と高いコストパフォーマンスを特長とする主力製品の販売に努め、自社製造品の売上高を伸長させ

ることができました。また、株式会社ユーホーニイタカの製造品売上高も加わり、当第１四半期連結累計期間に

おける売上高は、2,358百万円（前年同四半期比 11.5％増）となりました。 

  

＜仕入商品等部門＞ 

 当社グループ製造品を中心に営業活動を推進したため、当第１四半期連結累計期間における仕入商品等の売上

高は、716百万円（前年同四半期比 1.7％増）となりました。 

  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

資産は前連結会計年度末と比較して10百万円増加し、11,837百万円となりました。主には、「受取手形及び売掛

金」が60百万円増加し、有形固定資産「その他」が89百万円減少しました。 

  

（負債） 

 負債は前連結会計年度末と比較して17百万円増加し、5,565百万円となりました。主には、「支払手形及び買掛

金」が99百万円、「短期借入金」が200百万円、それぞれ増加し、「未払法人税等」が92百万円、流動負債「その

他」が151百万円、固定負債「その他」が38百万円、それぞれ減少しました。 

  

（純資産） 

純資産は前連結会計年度末と比較して６百万円減少し、6,271百万円となりました。主には、四半期純利益54百

万円の増加、配当金の支払が53百万円であります。 

  

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

通期の業績予想につきましては、第１四半期連結累計期間における業績の進捗状況を踏まえ、平成24年７月10日

公表の通期の業績予想から変更は行っておりません。 

   

   

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（１）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

（税金費用の計算） 

税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税金等調整前当期純利益に対する税効果

会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税金等調整前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しておりま

す。   

    

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（減価償却方法の変更）  

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年６月１日以後に

取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

これにより当第１四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益それぞれに与える影

響額は軽微であります。   

   

   

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年５月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年８月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 993,126 1,021,611

受取手形及び売掛金 2,676,137 2,736,474

商品及び製品 572,322 576,101

仕掛品 42,792 48,819

原材料及び貯蔵品 358,157 381,857

その他 175,315 184,218

貸倒引当金 △3,665 △3,738

流動資産合計 4,814,187 4,945,344

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,625,809 2,600,887

土地 2,034,341 2,039,109

その他（純額） 1,163,991 1,074,504

有形固定資産合計 5,824,142 5,714,502

無形固定資産   

のれん 20,498 19,928

その他 159,387 148,102

無形固定資産合計 179,885 168,031

投資その他の資産   

その他 1,015,215 1,016,189

貸倒引当金 △7,017 △7,032

投資その他の資産合計 1,008,198 1,009,157

固定資産合計 7,012,226 6,891,691

資産合計 11,826,413 11,837,036

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,010,771 1,110,453

ファクタリング債務 1,277,606 1,292,744

短期借入金 650,000 850,000

未払法人税等 133,600 41,563

その他 1,134,813 983,137

流動負債合計 4,206,791 4,277,898

固定負債   

退職給付引当金 885,640 876,570

役員退職慰労引当金 205,558 198,977

その他 250,111 212,082

固定負債合計 1,341,309 1,287,629

負債合計 5,548,101 5,565,528
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年５月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年８月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 585,199 585,199

資本剰余金 595,337 595,337

利益剰余金 5,207,981 5,209,410

自己株式 △49,900 △49,919

株主資本合計 6,338,618 6,340,028

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △33,006 △30,525

為替換算調整勘定 △27,299 △37,994

その他の包括利益累計額合計 △60,305 △68,520

純資産合計 6,278,312 6,271,507

負債純資産合計 11,826,413 11,837,036
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（四半期連結損益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年６月１日 
 至 平成23年８月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年６月１日 
 至 平成24年８月31日) 

売上高 2,819,010 3,074,904

売上原価 1,735,149 1,852,033

売上総利益 1,083,861 1,222,870

販売費及び一般管理費 1,036,352 1,130,889

営業利益 47,509 91,981

営業外収益   

受取利息 176 176

受取配当金 2,268 1,421

受取手数料 963 984

消費税差額 － 2,320

その他 1,479 2,040

営業外収益合計 4,888 6,944

営業外費用   

支払利息 4,140 3,347

為替差損 2,419 1,117

その他 1,459 734

営業外費用合計 8,019 5,198

経常利益 44,377 93,726

特別損失   

たな卸資産廃棄損 － 1,370

特別損失合計 － 1,370

税金等調整前四半期純利益 44,377 92,356

法人税等 24,780 37,787

少数株主損益調整前四半期純利益 19,597 54,568

四半期純利益 19,597 54,568
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年６月１日 
 至 平成23年８月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年６月１日 
 至 平成24年８月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 19,597 54,568

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 797 2,480

為替換算調整勘定 △3,705 △10,695

その他の包括利益合計 △2,907 △8,214

四半期包括利益 16,689 46,353

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 16,689 46,353
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該当事項はありません。   

   

   

該当事項はありません。   

   

   

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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