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（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２月期第２四半期  13,926  46.1  2,394  149.3  2,562  159.3  1,724  171.3

25年２月期第２四半期  9,532  50.9  960  57.6  988  69.2  635  71.8

（注）包括利益 26年２月期第２四半期 2,381百万円（ ％） 235.3   25年２月期第２四半期 710百万円 （ ％） 97.8

  
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２月期第２四半期  262.58  －

25年２月期第２四半期  96.80  －

  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 

26年２月期第２四半期  32,629  18,547  56.8  2,824.05

25年２月期  28,429  16,494  58.0  2,511.44

（参考）自己資本 26年２月期第２四半期 18,547百万円   25年２月期 16,494百万円 

  
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 

25年２月期  － 20.00 － 50.00  70.00

26年２月期  － 45.00     

26年２月期（予想）     － 30.00  75.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 有

３．平成26年２月期の連結業績予想（平成25年２月21日～平成26年２月20日）

  （％表示は、対前期増減率）

  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 

通期  26,314  19.0  3,544  9.3  3,579  4.0  2,420  4.5  368.46

（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３ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（２）四半期連結財務諸表の作

成に特有の会計処理の適用」をご覧下さい。

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２月期２Ｑ 7,200,000株 25年２月期 7,200,000株

②  期末自己株式数 26年２月期２Ｑ 632,210株 25年２月期 632,210株

③  期中平均株式数（四半期累計） 26年２月期２Ｑ 6,567,790株 25年２月期２Ｑ 6,567,851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きの対象外であり、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連結財務諸表のレビュー手続きは終了しておりません。

上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。実際の業績は、今後

の様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。 

なお、上記業績予想に関する事項は、添付資料の２ページを参照してください。
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

  当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、輸出環境の改善や経済対策効果などを背景に、景気回復に向

けた兆しがみられたものの、消費税増税への動きや電気料金の値上げ、原材料価格の上昇など、国内景気は依然と

して先行きが不透明な状況が続いております。 

  このような経済状況のもと、当社グループは、中国を含む東南アジア新興国における衛生用品の需要が堅調に推

移したことにより、順調に業績を伸ばしてまいりました。 

  以上の結果、当第２四半期連結累計期間の当社グループの売上高は13,926百万円（前年同四半期比46.1％増）、

営業利益は2,394百万円（同149.3％増）、経常利益は2,562百万円（同159.3％増）、四半期純利益は1,724百万円

（同171.3％増）となりました。 

    

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

① 資産、負債及び純資産の状況 

  当第２四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ4,200百万円増加し32,629百万円とな

りました。仕掛品が1,385百万円、受取手形及び売掛金が1,239百万円、現金及び預金が714百万円、無形固定資産

が225百万円、建物及び構築物（純額）が147百万円及び原材料及び貯蔵品が134百万円増加いたしました。 

 負債合計は、前連結会計年度末に比べ2,146百万円増加し14,081百万円となりました。未払法人税等が254百万円

減少いたしましたが、支払手形及び買掛金が1,813百万円及び前受金が460百万円増加いたしました。  

 純資産合計は、前連結会計年度末に比べ2,053百万円増加し18,547百万円となりました。利益剰余金が1,396百万

円及び為替換算調整勘定が630万円増加いたしました。 

  

②  キャッシュ・フローの状況 

  当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末に

比べ678百万円増加し、7,798百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであ

ります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

  当第２四半期連結累計期間において営業活動の結果獲得した資金は837百万円（前年同四半期比282.6％増）と

なりました。これは主に、たな卸資産の増加1,131百万円、法人税等の支払額1,066百万円及び売上債権の増加

1,060百万円がありましたが、税金等調整前四半期純利益2,562百万円、仕入債務の増加1,506百万円、減価償却

費175百万円によるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

  当第２四半期連結累計期間において投資活動の結果使用した資金は378百万円（前年同四半期は1,563百万円の

獲得）となりました。これは主に、無形固定資産の取得による支出237百万円及び有形固定資産の取得による支

出105百万円によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

  当第２四半期連結累計期間において財務活動の結果使用した資金は333百万円（前年同四半期比144.5％増）と

なりました。これは主に、配当金の支払328百万円によるものであります。   

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高は概ね計画どおり推移しております。利益面におき

ましては、当社グループ全体での工場稼働率が高い状態で推移しているため、販売費及び一般管理費等が増える結

果となりましたが、グループ全体で原価低減の取り組みを進めた結果、営業利益、経常利益、当期純利益は当初の

予想を上回る見通しとなりました。 

 なお、通期の連結業績予想につきましては、現在精査中のため、修正が必要となった時点で速やかに開示いたし

ます。よって、現時点では平成25年４月５日発表の連結業績予想を変更しておりません。 

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（１）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 

① 簡便な会計処理 

 棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、簿価切

下げを行う方法によっております。  

② 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

該当事項はありません   

   

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  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
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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２月20日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年８月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 8,102,598 8,816,886

受取手形及び売掛金 7,762,643 9,001,716

商品及び製品 14,837 15,101

仕掛品 3,824,699 5,210,474

原材料及び貯蔵品 855,876 990,163

その他 843,311 1,070,744

貸倒引当金 △50 △60

流動資産合計 21,403,915 25,105,026

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,593,268 1,740,752

機械装置及び運搬具（純額） 534,018 599,956

土地 3,443,522 3,446,579

リース資産（純額） 48,405 43,805

建設仮勘定 57,678 36,877

その他（純額） 142,615 191,185

有形固定資産合計 5,819,508 6,059,155

無形固定資産 369,035 594,155

投資その他の資産   

投資有価証券 711,231 747,808

その他 125,322 122,932

投資その他の資産合計 836,554 870,741

固定資産合計 7,025,098 7,524,052

資産合計 28,429,014 32,629,078

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,847,778 7,661,365

リース債務 9,659 9,659

未払法人税等 1,009,334 754,595

前受金 3,947,954 4,408,378

賞与引当金 192,321 220,584

役員賞与引当金 40,000 22,500

その他 408,084 523,401

流動負債合計 11,455,131 13,600,484

固定負債   

退職給付引当金 130,911 129,396

リース債務 40,614 35,784

長期未払金 290,961 290,762

その他 16,755 24,863

固定負債合計 479,242 480,808

負債合計 11,934,373 14,081,292
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年２月20日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年８月20日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,888,510 1,888,510

資本剰余金 2,750,330 2,750,330

利益剰余金 13,143,802 14,539,955

自己株式 △594,439 △594,439

株主資本合計 17,188,202 18,584,355

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 294,865 321,293

土地再評価差額金 △1,165,229 △1,165,229

為替換算調整勘定 176,802 807,366

その他の包括利益累計額合計 △693,561 △36,569

純資産合計 16,494,640 18,547,785

負債純資産合計 28,429,014 32,629,078
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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：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年２月21日 
 至 平成24年８月20日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年２月21日 
 至 平成25年８月20日) 

売上高 9,532,692 13,926,235

売上原価 7,903,117 10,602,429

売上総利益 1,629,574 3,323,806

販売費及び一般管理費 669,132 929,733

営業利益 960,442 2,394,072

営業外収益   

受取利息 28,920 40,920

受取配当金 9,782 9,031

為替差益 － 105,653

その他 8,314 13,586

営業外収益合計 47,017 169,191

営業外費用   

為替差損 18,999 －

その他 328 545

営業外費用合計 19,328 545

経常利益 988,131 2,562,718

特別損失   

固定資産売却損 － 21

固定資産除却損 1,131 530

特別損失合計 1,131 552

税金等調整前四半期純利益 986,999 2,562,166

法人税、住民税及び事業税 464,285 802,358

法人税等調整額 △113,052 35,265

法人税等合計 351,233 837,624

少数株主損益調整前四半期純利益 635,766 1,724,542

四半期純利益 635,766 1,724,542
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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：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年２月21日 
 至 平成24年８月20日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年２月21日 
 至 平成25年８月20日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 635,766 1,724,542

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △2,948 26,428

為替換算調整勘定 77,424 630,563

その他の包括利益合計 74,475 656,991

四半期包括利益 710,242 2,381,534

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 710,242 2,381,534

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年２月21日 
 至 平成24年８月20日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年２月21日 
 至 平成25年８月20日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 986,999 2,562,166

減価償却費 115,628 175,053

固定資産売却損益（△は益） － 21

固定資産除却損 1,131 530

退職給付引当金の増減額（△は減少） 10,397 △1,514

長期未払金の増減額（△は減少） △198 △198

賞与引当金の増減額（△は減少） 15,631 21,870

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △20,500 △17,500

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,310 10

受取利息及び受取配当金 △38,702 △49,952

売上債権の増減額（△は増加） 187,800 △1,060,064

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,601,496 △1,131,762

仕入債務の増減額（△は減少） 330,812 1,506,497

前受金の増減額（△は減少） 525,831 △48,493

未払消費税等の増減額（△は減少） △63,584 17,433

その他 △138,508 △120,801

小計 308,932 1,853,296

利息及び配当金の受取額 38,886 49,928

法人税等の支払額 △128,985 △1,066,006

営業活動によるキャッシュ・フロー 218,833 837,219

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の増減額（△は増加） 1,863,891 △36,089

有形固定資産の取得による支出 △263,453 △105,289

有形固定資産の売却による収入 － 77

無形固定資産の取得による支出 △18,582 △237,344

投資有価証券の取得による支出 △770 △785

保険積立金の積立による支出 △273 △263

その他 △17,576 1,637

投資活動によるキャッシュ・フロー 1,563,236 △378,058

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △131,357 △328,389

自己株式の取得による支出 △78 －

リース債務の返済による支出 △4,829 △4,829

財務活動によるキャッシュ・フロー △136,265 △333,219

現金及び現金同等物に係る換算差額 65,176 552,257

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,710,981 678,198

現金及び現金同等物の期首残高 3,982,963 7,120,612

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,693,944 7,798,811
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  該当事項はありません。   

   

   

  該当事項はありません。 

   

   

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）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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