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1.  平成26年3月期第2四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25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 ％

26年3月期第2四半期 2,125 6.1 104 △2.0 223 108.8 171 234.2
25年3月期第2四半期 2,002 1.8 107 812.1 106 60.8 51 2,840.1

（注）包括利益 26年3月期第2四半期 379百万円 （506.3％） 25年3月期第2四半期 62百万円 （―％）

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

26年3月期第2四半期 15.75 ―
25年3月期第2四半期 4.71 ―

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3月期第2四半期 6,917 3,336 45.1 286.64
25年3月期 6,483 3,066 44.2 263.76
（参考） 自己資本   26年3月期第2四半期  3,116百万円 25年3月期  2,868百万円

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
26年3月期 ― ―
26年3月期（予想） ― 10.00 10.00

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、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 4,200 4.4 300 △1.0 350 △23.6 210 △30.9 19.31



(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ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項」をご覧下さい。 

(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に対するレビュー手続は終了しております。 

※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、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、四半期
決算短信（添付資料）２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」をご覧下さい。 

※  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2Q 10,937,449 株 25年3月期 10,937,449 株
② 期末自己株式数 26年3月期2Q 63,972 株 25年3月期 63,600 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期2Q 10,873,707 株 25年3月期2Q 10,876,120 株
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（１）経営成績に関する説明 

 当第２四半期連結累計期間のわが国経済は、政府による経済政策や日銀の金融緩和策を背景とした円高是正によ

り、輸出環境の好転など企業収益に改善の兆しが見られましたが、海外においては中国をはじめとするアジア新興

国の経済成長が鈍化しております。一方、燃料価格や原材料価格の上昇による収益の圧迫要因や来春の消費税増税

など、経済の先行きは不透明な状況下で推移いたしました。 

 このような環境のもと、当第２四半期連結累計期間の売上高は21億25百万円（前年同四半期比6.1％増）、営業

利益は1億4百万円（前年同四半期比2.0％減）、経常利益は為替差益92百万円を計上し2億23百万円（前年同四半期

比108.8％増）、四半期純利益は1億71百万円（前年同四半期比234.2％増）となりました。 

  

 セグメントの業績は、次のとおりであります。 

① ヘルスケア事業 

 ヘルスケア事業は積極的な営業展開と革新的な新製品0.01（ゼロゼロワン）の開発に努めた結果、ポリウレタ

ン製コンドームが国内、輸出販売ともに伸長し、売上高は13億82百万円（前年同四半期比10.2％増）、営業利益

は2億89百万円（前年同四半期比20.2％増）となりました。 

② プラスチック製品事業 

 プラスチック製品事業は原材料価格が高騰する中、生活用品向け・食料品向けなどの包装フィルムの動きも鈍

く、原料価格上昇に対応した製品価格の改定の遅れと相俟って、売上高は6億23百万円（前年同四半期比0.4％

減）、営業損失は22百万円（前年同四半期は営業利益6百万円）となりました。 

③ その他 

 その他の事業の入浴・介護サービス等の売上高は1億19百万円（前年同四半期比2.3％減）、営業損失は6百万

円（前年同四半期は営業損失6百万円）となりました。 

     

（２）財政状態に関する説明 

 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4億33百万円増加し、69億17百万円となりま

した。これは主に、現金及び預金が1億48百万円、有形固定資産が2億85百万円増加したことによるものでありま

す。 

 負債合計は、前連結会計年度末に比べ1億63百万円増加し、35億80百万円となりました。これは主に、短期借入

金が2億71百万円増加し、支払手形及び買掛金が1億37百万円減少したことによるものであります。 

  純資産合計は、前連結会計年度末に比べ2億70百万円増加し、33億36百万円となりました。これは主に、配当金1

億8百万円の支払があったものの四半期純利益1億71百万円を計上し、為替換算調整勘定が1億57百万円増加したこ

とによるものであります。 

    

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 平成２６年３月期の連結業績予想につきましては、平成２５年５月１７日に発表いたしました通期連結業績予想

の数値から変更はございません。   

   

   

（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 

 税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む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。 

  

（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。  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

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３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,276,727 1,424,782

受取手形及び売掛金 1,486,376 1,489,854

たな卸資産 1,016,918 981,854

繰延税金資産 84,120 86,471

その他 57,346 59,368

貸倒引当金 △89,254 △99,672

流動資産合計 3,832,235 3,942,659

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,826,215 1,880,431

減価償却累計額 △1,262,227 △1,292,697

建物及び構築物（純額） 563,987 587,734

機械装置及び運搬具 4,039,404 3,540,753

減価償却累計額 △3,353,343 △2,815,729

機械装置及び運搬具（純額） 686,060 725,024

土地 856,829 865,236

建設仮勘定 267 196,300

その他 217,471 237,721

減価償却累計額 △191,586 △193,149

その他（純額） 25,884 44,571

有形固定資産合計 2,133,030 2,418,866

無形固定資産 1,933 1,950

投資その他の資産   

投資有価証券 452,874 489,574

その他 72,390 72,629

貸倒引当金 △9,324 △8,596

投資その他の資産合計 515,940 553,607

固定資産合計 2,650,904 2,974,424

資産合計 6,483,140 6,917,084
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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２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 588,138 450,995

短期借入金 2,158,200 2,430,000

未払法人税等 36,307 51,128

賞与引当金 67,157 79,959

その他 236,308 204,983

流動負債合計 3,086,110 3,217,066

固定負債   

退職給付引当金 60,823 61,172

役員退職慰労引当金 208,106 215,416

資産除去債務 5,261 5,261

長期預り保証金 3,100 3,100

繰延税金負債 51,069 58,603

その他 2,500 19,923

固定負債合計 330,860 363,477

負債合計 3,416,971 3,580,543

純資産の部   

株主資本   

資本金 547,436 547,436

資本剰余金 681,385 681,385

利益剰余金 2,130,243 2,192,772

自己株式 △19,008 △19,110

株主資本合計 3,340,056 3,402,484

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 160,174 188,899

為替換算調整勘定 △632,112 △474,585

その他の包括利益累計額合計 △471,937 △285,685

少数株主持分 198,050 219,742

純資産合計 3,066,169 3,336,540

負債純資産合計 6,483,140 6,917,084
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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４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

売上高 2,002,443 2,125,223

売上原価 1,354,455 1,479,435

売上総利益 647,988 645,787

販売費及び一般管理費 540,951 540,907

営業利益 107,036 104,880

営業外収益   

受取利息 4,024 10,945

受取配当金 4,572 5,421

作業くず売却益 8,815 7,855

為替差益 － 92,176

その他 2,592 6,462

営業外収益合計 20,004 122,862

営業外費用   

支払利息 5,332 4,398

為替差損 14,646 －

その他 119 96

営業外費用合計 20,098 4,495

経常利益 106,942 223,247

特別損失   

固定資産除売却損 2,831 3,515

投資有価証券評価損 12,582 －

特別損失合計 15,413 3,515

税金等調整前四半期純利益 91,528 219,731

法人税等 34,723 47,733

少数株主損益調整前四半期純利益 56,804 171,998

少数株主利益 5,553 730

四半期純利益 51,251 171,267
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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４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 56,804 171,998

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △24,471 28,724

為替換算調整勘定 30,213 178,488

その他の包括利益合計 5,741 207,212

四半期包括利益 62,546 379,211

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 55,396 357,519

少数株主に係る四半期包括利益 7,149 21,692
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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）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）
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