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1.  平成25年3月期第2四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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3月期第2四半期 7,754 △0.1 157 △64.0 100 △75.1 △137 ―
24年3月期第2四半期 7,764 △0.1 437 △15.7 403 △13.9 238 △16.5

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 △314百万円 （―％） 24年3月期第2四半期 △51百万円 （―％）

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3月期第2四半期 △8.56 ―
24年3月期第2四半期 14.81 14.80

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

25年3月期第2四半期 22,138 17,943 80.9 1,114.26
24年3月期 22,795 18,439 80.8 1,146.02
（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  17,917百万円 24年3月期  18,420百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
24年3月期期末配当金の内訳 創立90周年記念配当 1円00銭、東証一部上場記念配当 1円00銭 
25年3月期（予想）期末配当金の内訳 創立90周年記念配当 1円00銭 

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3月期 ― 8.00 ― 12.00 20.00
25年3月期 ― 8.00
25年3月期（予想） ― 11.00 19.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日）  
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無   

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

通期 16,058 0.5 791 △20.7 690 △28.2 195 △61.6 12.19



(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  

(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 
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、金融商品取引法に基づく四
半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
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、実際の
業績等は様々な要因により大きく変動する可能性があることをお含みおき下さい。業績予想に関連する事項については、添付資料P.3「連結業績予想に関する定
性的情報」をご覧ください。 

※  注記事項

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期2Q 16,114,089 株 24年3月期 16,114,089 株
② 期末自己株式数 25年3月期2Q 34,305 株 24年3月期 40,702 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 16,076,121 株 24年3月期2Q 16,073,594 株
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１． 当四半期決算に関する定性的情報 

(1) 連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間(平成24年４月１日から平成24年９月30日まで)におけるわが国経済は、東日

本大震災の復興需要などを背景に緩やかな回復基調にあるものの、欧州債務問題や中国をはじめとした新

興国の経済の減速感、また根強く残る賃金や物価のデフレ圧力など、景気の先行きは依然として不透明な

状況で推移いたしました。 

このような状況のもと、当社グループの当第２四半期連結累計期間の売上高は、7,754百万円と前年同期

比10百万円(0.1%)の減収となりました。売上高に含まれる海外売上高は、1,764百万円(対売上高22.8%)

と、前年同期比5百万円(0.3%)の増収となりました。 

利益面は積極的な先行投資により販売費及び一般管理費が前年同期比298百万円(7.8%)増加したことによ

り、営業利益は157百万円と前年同期比280百万円(64.0%)の減益となりました。さらに為替差損の増加など

により営業外損益が悪化し、経常利益は100百万円と前年同期比303百万円(75.1%)の減益となりました。特

別損失に投資有価証券評価損と固定資産除却損を計上した結果、税金費用を差し引いた 終損益は、四半

期純損失137百万円と前年同期比375百万円の減益となりました。 

    

(デンタル関連事業) 

国内では、前連結会計年度に市場投入した歯科用象牙質接着材「ビューティボンド マルチ」や薬用マウ

スウォッシュ「リステリン」などが売上に寄与しましたが、競合他社製品の低価格化が進む中、流通在庫

の調整局面が重なったことなどにより、前年同期比減収となりました。また、海外は北米・中南米や中国

で好調に推移したものの、韓国経済が低迷する中、低価格品へ購買意欲がシフトするなどの影響により、

全体では前年同期比減収となりました。 

これらの結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は、6,883百万円と前年同期比112百万円(1.6%)の減

収となり、販売費及び一般管理費の増加により、営業利益は186百万円と前年同期比304百万円(62.0%)の

減益となりました。 

 

(ネイル関連事業) 

 ネイル関連事業の市場は、東日本大震災による自粛ムードからの回復もあり、拡大傾向が見られている

一方で、激しさを増す価格競争の中、企業間の業績格差が顕在化しております。このような経営環境の中、

全国レベルでの営業展開と地方セミナーの実施やイベントでの効果的な企画などにより、徐々に自社ブラ

ンド製品の売上比率が上昇し、販売実績を伸ばしております。 

これらの結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は、829百万円と前年同期比101百万円(13.9%)の増収

となりました。利益面はのれん償却費の負担などにより営業損失42百万円となったものの、増収効果によ

り前年同期比29百万円の増益となりました。 
 

(その他の事業) 

 当社グループの株式会社昭研におきまして、歯科用研磨材の生産技術を応用し、工業用研磨材を製造販

売しております。当第２四半期連結累計期間の売上高は、44百万円と前年同期比0.9百万円(2.1%)の増収と

なり、営業利益は11百万円と前年同期比1百万円(9.6%)の減益となりました。 

 

参考：在外子会社財務諸表項目の邦貨への換算レート(当期末日レート、人民元は6月末レート) 

          米ドル   １ドル  ＝  77.60円(前年同期  76.65円) 

          ユーロ   １ユーロ ＝ 100.24円(前年同期 104.11円) 

          英ポンド  １ポンド ＝ 125.98円(前年同期 119.77円) 

    中国人民元 １元   ＝  12.76円(前年同期 12.47円) 
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(2) 連結財政状態に関する定性的情報 

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ657百万円減少し、22,138百万円とな

りました。 

資産は主に、投資有価証券が減少しております。 

負債は、前連結会計年度末に比べ161百万円減少し、4,194百万円となりました。未払法人税等の減少が

主な要因であります。 

純資産は、前連結会計年度末に比べ495百万円減少し、17,943百万円となりました。利益剰余金の減少が

主な要因であります。 

以上の結果、自己資本比率は前連結会計年度末に比べ0.1ポイント上昇し、80.9%となりました。 

 

(3) 連結業績予想に関する定性的情報 

   平成25年３月期の業績予想につきましては、平成24年５月11日に公表いたしました業績予想から修正し

ております。詳細につきましては、平成24年10月25日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参

照ください。 

      

通期連結業績予想   (単位：百万円) 

  前回予想(A) 今回予想(B) 増減額(B-A) 増減率 

売上高 16,677 16,058 △619 △3.7% 

営業利益 949 791 △157 △16.6% 

経常利益 825 690 △134 △16.3% 

当期純利益 511 195 △315 △61.7% 

 

なお、為替レートについては、各々次のとおり見直しを行っております。 

米ドル   １ドル  ＝ 77.60円(期初設定レート  78.00円) 

          ユーロ   １ユーロ ＝100.24円(期初設定レート 100.00円) 

英ポンド  １ポンド ＝125.98円(期初設定レート 120.00円) 

    中国人民元 １元   ＝ 12.76円(期初設定レート  12.50円) 

 

 

２． サマリー情報（その他）に関する事項 

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

該当事項はありません。 

 

(2) 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 

当連結会計年度の税引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、税引

前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。ただし、当該見積実

効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を使用

する方法によっております。 

 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１

日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しており

ます。これによる損益に与える影響は軽微であります。 



３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,286 6,904

受取手形及び売掛金 2,526 2,275

有価証券 79 416

商品及び製品 2,210 2,239

仕掛品 605 656

原材料及び貯蔵品 512 588

その他 846 821

貸倒引当金 △99 △68

流動資産合計 13,966 13,833

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 6,363 6,243

減価償却累計額 △4,019 △3,936

建物及び構築物（純額） 2,344 2,307

その他 6,567 6,582

減価償却累計額 △4,444 △4,403

その他（純額） 2,123 2,179

有形固定資産合計 4,467 4,486

無形固定資産   

のれん 356 311

その他 197 181

無形固定資産合計 553 493

投資その他の資産   

投資有価証券 3,023 2,428

その他 792 906

貸倒引当金 △9 △9

投資その他の資産合計 3,807 3,325

固定資産合計 8,829 8,305

資産合計 22,795 22,138
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 628 591

短期借入金 990 985

未払法人税等 239 82

役員賞与引当金 31 15

その他 1,354 1,421

流動負債合計 3,244 3,096

固定負債   

退職給付引当金 113 116

その他 997 981

固定負債合計 1,111 1,097

負債合計 4,355 4,194

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,474 4,474

資本剰余金 4,576 4,576

利益剰余金 9,774 9,439

自己株式 △55 △47

株主資本合計 18,769 18,443

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 298 182

為替換算調整勘定 △647 △709

その他の包括利益累計額合計 △349 △526

新株予約権 19 26

純資産合計 18,439 17,943

負債純資産合計 22,795 22,138
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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２四半期連結累計期間 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 7,764 7,754

売上原価 3,515 3,487

売上総利益 4,249 4,266

販売費及び一般管理費 3,811 4,109

営業利益 437 157

営業外収益   

受取利息 6 8

受取配当金 29 29

会費収入 42 38

貸倒引当金戻入額 54 29

その他 16 41

営業外収益合計 149 149

営業外費用   

支払利息 5 4

売上割引 72 75

当社主催会費用 56 44

為替差損 27 67

その他 21 13

営業外費用合計 183 206

経常利益 403 100

特別損失   

投資有価証券評価損 － 156

固定資産除却損 － 15

特別損失合計 － 171

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

403 △71

法人税等 165 66

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

238 △137

四半期純利益又は四半期純損失（△） 238 △137
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 四半期連結包括利益計算書 
 第２四半期連結累計期間 

(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

238 △137

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △168 △115

為替換算調整勘定 △121 △61

その他の包括利益合計 △289 △177

四半期包括利益 △51 △314

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △51 △314

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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（３）継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

（４）セグメント情報等 

前第２四半期連結累計期間(自 平成23年４月１日 至 平成23年９月30日) 

１. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

                                          (単位：百万円) 

報告セグメント 

 デンタル 

関連事業 

ネイル 

関連事業 

その他の 

事業 
計 

調整額 

（注）1 

四半期連結

損益計算書

計上額 

（注）2 

 売  上  高       

 (1) 外部顧客への売上高 6,995 727 40 7,764 ―  7,764 

 (2) セグメント間の   
内部売上高又は振替高

 ― ― 2 2 △2 ― 

計 6,995 727 43 7,766 △2 7,764 

セグメント利益又は損失(△) 491 △71 12 432 5 437 

（注）１ セグメント間取引消去によるものであります。 

 ２ セグメント利益又は損失（△）は四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

 

当第２四半期連結累計期間(自 平成24年４月１日 至 平成24年９月30日) 

１. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

                                                                                 (単位：百万円) 

報告セグメント 

 デンタル 

関連事業 

ネイル 

関連事業 

その他の 

事業 
計 

調整額 

（注）1 

四半期連結

損益計算書

計上額 

（注）2 

 売  上  高       

 (1) 外部顧客への売上高 6,883 829 41 7,754 ―  7,754 

 (2) セグメント間の   
内部売上高又は振替高

 ― 0 2 2 △2 ― 

計 6,883 829 44 7,756 △2 7,754 

セグメント利益又は損失(△) 186 △42 11 155 1 157 

（注）１ セグメント間取引消去によるものであります。 

 ２ セグメント利益又は損失（△）は四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

 

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

該当事項はありません。 




