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1.  平成26年3月期第1四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年6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 ％

26年3月期第1四半期 5,589 △8.0 373 △21.9 486 △3.2 200 △37.7

25年3月期第1四半期 6,073 △10.0 478 26.5 502 17.0 322 20.6

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 652百万円 （530.2％） 25年3月期第1四半期 103百万円 （△50.7％）

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

26年3月期第1四半期 8.45 ―

25年3月期第1四半期 13.56 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第1四半期 32,755 26,154 77.9
25年3月期 32,285 25,749 77.9

（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  25,519百万円 25年3月期  25,152百万円

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  
 

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

25年3月期 ― 10.00 ― 10.00 20.00

26年3月期 ―

26年3月期（予想） 10.00 ― 10.00 20.00

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26年 3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）

（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

第2四半期(累計) 12,000 2.7 760 0.2 850 9.5 520 9.6 21.89
通期 25,000 6.2 1,550 △5.8 1,700 △12.6 1,050 △11.5 44.21



(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  ：  無  

(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、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。 

※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、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。業績予想の前提となる条件及び業
績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料３ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報 （３）連結業績予想などの将来予測情報に関
する説明」をご覧ください。 

※  注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無

② ①以外の会計方針の変更   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  無

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 26年3月期1Q 25,372,447 株 25年3月期 25,372,447 株

② 期末自己株式数 26年3月期1Q 1,622,581 株 25年3月期 1,622,486 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 23,749,882 株 25年3月期1Q 23,750,310 株
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府による各種政策の効果により景気回復への期

待が高まっております。しかし、世界経済を巡る不確実性を背景とした景気の下振れリスク、また、雇

用・所得環境の先行きなど、依然として先行きは不透明な状況で推移してまいりました。 

 このような事業環境のなかで、当社グループは新製品上市による競争力の強化、新規テーマの獲得と

その拡販に努めてまいりましたが、工業用製品事業において、植物性油脂の販売が減少したことなどに

より、売上高、利益ともに減少いたしました。一方、家庭用製品事業においては、手指消毒剤をはじめ

とした感染予防対策関連商品の販売が増加したことにより、売上高、利益ともに増加いたしました。 

 この結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は55億８千９百万円（前年同四半期比8.0％減）と減

収となりました。また、利益面でも営業利益３億７千３百万円（同21.9％減）、経常利益４億８千６百

万円（同3.2％減）、さらに不動産事業における訴訟関連損失の計上もあり、四半期純利益でも２億円

（同37.7％減）と減益となりました。 

  

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

当セグメントにおきましては、植物性油脂の販売が減少したことなどにより、売上高、利益ともに

減少いたしました。この結果、売上高は40億６千万円（前年同四半期比9.6％減）、セグメント利益

（営業利益）は２億６千３百万円（同24.7％減）となりました。 

当セグメントにおきましては、手指消毒剤をはじめとした感染予防対策関連商品の販売が増加した

ことにより、売上高、利益ともに増加いたしました。この結果、売上高は13億１千９百万円（前年同

四半期比1.4％増）、セグメント利益（営業利益）は９千１百万円（同7.7％増）となりました。 

当セグメントにおきましては、マンション分譲事業からの撤退により売上高は減少いたしました

が、それに伴う販売費が減少したため利益は改善いたしました。この結果、売上高は７千６百万円

(前年同四半期比32.3％減)、セグメント利益（営業利益）は２千７百万円（同9.1％増）となりまし

た。 

当セグメントにおきましては、医薬品業界からの薬理・安全性試験の受託減により売上高が減少

し、損失が発生いたしました。この結果、売上高は１億３千２百万円（前年同四半期比21.1％減）、

セグメント損失（営業損失）は９百万円となりました。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

①  工業用製品事業

②  家庭用製品事業

③  不動産事業

④  その他の事業
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当第１四半期連結会計期間の総資産は、前連結会計年度（以下「前期」という。）比４億６千９百万

円増加し、327億５千５百万円となりました。これは主として、原材料及び貯蔵品の増加などにより流

動資産が２億１千４百万円増加し、投資有価証券の増加などにより固定資産が２億５千５百万円増加し

たことによるものであります。 

当第１四半期連結会計期間の負債は、前期比６千５百万円増加し、66億円となりました。これは主と

して、未払法人税等の減少などにより流動負債が８千４百万円減少する一方で、繰延税金負債の増加な

どにより固定負債が１億４千９百万円増加したことによるものであります。 

当第１四半期連結会計期間の純資産は、前期比４億４百万円増加し、261億５千４百万円となりまし

た。これは主として、四半期純利益の計上２億円及び配当金の支払い２億３千７百万円により株主資本

が３千６百万円減少し、その他有価証券評価差額金及び為替換算調整勘定の増加によりその他の包括利

益累計額が４億３百万円増加したことなどによるものであります。 

  

第１四半期連結累計期間の売上高は、概ね計画どおりに推移しており、平成25年４月30日公表の業績

予想に修正はありません。 

なお、業績予想は現時点で入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な

要因によって予想数値と異なる場合があります。 

  

（２）財政状態に関する説明

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

２．サマリー情報(注記事項)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

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,798,339 2,960,249

受取手形及び売掛金 6,618,822 6,236,922

商品及び製品 2,098,387 2,375,930

販売用不動産 39,338 61,296

仕掛品 1,469,864 1,476,688

仕掛販売用不動産 81,430 64,793

原材料及び貯蔵品 2,210,126 2,597,550

繰延税金資産 211,972 140,922

その他 440,538 269,146

貸倒引当金 △9,472 △9,451

流動資産合計 15,959,346 16,174,049

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,952,721 3,939,622

機械装置及び運搬具（純額） 2,268,858 2,184,963

土地 3,906,943 3,906,943

建設仮勘定 968 968

その他（純額） 369,537 391,946

有形固定資産合計 10,499,029 10,424,443

無形固定資産 388,350 394,524

投資その他の資産   

投資有価証券 4,932,517 5,358,823

その他 505,852 403,245

投資その他の資産合計 5,438,370 5,762,069

固定資産合計 16,325,749 16,581,038

資産合計 32,285,096 32,755,087
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,378,239 3,525,543

未払金 450,513 593,215

未払法人税等 459,640 79,048

繰延税金負債 3,071 1,365

賞与引当金 384,196 298,316

役員賞与引当金 31,549 8,214

設備関係未払金 187,247 176,002

その他 382,823 510,814

流動負債合計 5,277,282 5,192,521

固定負債   

繰延税金負債 547,481 706,388

退職給付引当金 518,634 515,367

長期未払金 45,173 39,307

長期預り保証金 94,489 93,960

資産除去債務 26,230 26,230

その他 26,078 26,761

固定負債合計 1,258,087 1,408,014

負債合計 6,535,369 6,600,536

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,933,221 5,933,221

資本剰余金 6,803,362 6,803,362

利益剰余金 12,376,807 12,340,011

自己株式 △1,022,109 △1,022,166

株主資本合計 24,091,282 24,054,429

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 935,522 1,203,852

繰延ヘッジ損益 4,962 2,499

為替換算調整勘定 120,926 258,678

その他の包括利益累計額合計 1,061,412 1,465,030

少数株主持分 597,032 635,091

純資産合計 25,749,726 26,154,551

負債純資産合計 32,285,096 32,755,087
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（２）四半期連結損益及び包括利益計算書 
 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24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

売上高 6,073,873 5,589,718

売上原価 4,635,778 4,266,900

売上総利益 1,438,095 1,322,818

販売費及び一般管理費 960,082 949,715

営業利益 478,013 373,102

営業外収益   

受取利息 2,559 3,080

受取配当金 55,667 61,361

為替差益 － 39,498

雑収入 10,987 11,090

営業外収益合計 69,214 115,030

営業外費用   

支払利息 926 911

為替差損 42,861 －

雑損失 771 471

営業外費用合計 44,560 1,382

経常利益 502,666 486,750

特別利益   

固定資産売却益 92 199

特別利益合計 92 199

特別損失   

固定資産売却損 1 －

固定資産除却損 1,221 58

訴訟関連損失 － 95,258

特別損失合計 1,222 95,316

税金等調整前四半期純利益 501,536 391,634

法人税、住民税及び事業税 221,837 97,270

法人税等調整額 △57,034 81,671

法人税等合計 164,803 178,941

少数株主損益調整前四半期純利益 336,733 212,692

少数株主利益 14,670 11,988

四半期純利益 322,063 200,703

少数株主利益 14,670 11,988

少数株主損益調整前四半期純利益 336,733 212,692

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △133,669 268,329

繰延ヘッジ損益 △10,606 △2,723

為替換算調整勘定 △88,859 174,568

その他の包括利益合計 △233,134 440,174

四半期包括利益 103,598 652,867

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 108,349 604,321

少数株主に係る四半期包括利益 △4,750 48,545
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当第１四半期連結累計期間(自 平成25年４月１日 至 平成25年６月30日) 

該当事項はありません。 

  

当第１四半期連結累計期間(自 平成25年４月１日 至 平成25年６月30日) 

該当事項はありません。 

  

Ⅰ  前第１四半期連結累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24年６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：千円) 

 
(注) セグメント利益は、四半期連結損益及び包括利益計算書の営業利益と一致しております。 

  

Ⅱ  当第１四半期連結累計期間(自  平成25年４月１日  至  平成25年６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：千円) 

 
(注) セグメント利益は、四半期連結損益及び包括利益計算書の営業利益と一致しております。 

  

（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（セグメント情報等）

報告セグメント

調整額

四半期連結
損益及び包括
利益計算書 
計上額(注)

工業用製品 
事業

家庭用製品
事業

不動産
事業

その他の
事業

計

売上高

  外部顧客への売上高 4,490,483 1,301,508 113,368 168,513 6,073,873 － 6,073,873

セグメント間の内部 
売上高又は振替高

38,652 14,708 7,614 － 60,975 △60,975 －

計 4,529,136 1,316,216 120,983 168,513 6,134,849 △60,975 6,073,873

セグメント利益 349,492 85,335 24,808 18,375 478,013 － 478,013

報告セグメント

調整額

四半期連結
損益及び包括
利益計算書 
計上額(注)

工業用製品 
事業

家庭用製品
事業

不動産
事業

その他の
事業

計

売上高

  外部顧客への売上高 4,060,843 1,319,213 76,737 132,924 5,589,718 － 5,589,718

セグメント間の内部 
売上高又は振替高

29,747 17,340 8,540 － 55,628 △55,628 －

計 4,090,591 1,336,553 85,278 132,924 5,645,347 △55,628 5,589,718

セグメント利益 
又は損失(△)

263,189 91,883 27,072 △9,042 373,102 － 373,102
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