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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５月期第２四半期 6,607 4.2 340 10.8 319 2.1 198 3.4

25年５月期第２四半期 6,341 5.4 306 26.4 312 37.3 191 45.8

（注）包括利益 26年５月期第２四半期 220百万円（ ％）21.8 25年５月期第２四半期 181百万円（ ％）51.7

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５月期第２四半期 33.57 －

25年５月期第２四半期 32.47 －

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

26年５月期第２四半期 12,892 6,792 52.7

25年５月期 12,575 6,637 52.8

（参考）自己資本 26年５月期第２四半期 6,792百万円 25年５月期 6,637百万円

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５月期 － 9.00 － 11.00 20.00

26年５月期 － 10.00

26年５月期（予想） － 10.00 20.00

（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26年５月期の連結業績予想（平成25年６月１日～平成26年５月31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 13,300 3.7 780 19.3 760 13.8 480 17.5 81.30

（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

（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 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 ： 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５月期２Ｑ 5,943,052株 25年５月期 5,943,052株

②  期末自己株式数 26年５月期２Ｑ 38,915株 25年５月期 38,885株

③  期中平均株式数（四半期累計） 26年５月期２Ｑ 5,904,147株 25年５月期２Ｑ 5,904,385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）連結業績予想などの将来

予測情報に関する説明」をご覧ください。
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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におけるわが国経済は、企業収益の改善や個人消費の持ち直しなど景気回復の兆しが見

られました。

一方で、円安による原材料・燃料価格の上昇や新興国経済の減速懸念など、企業を取り巻く環境は、依然として先

行きが不透明な状況となっております。

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、フードビジネス業界向け衛生サービスにも注力するなど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、当第２四半期連結累計期間の売上高は、6,607百万円（前年同四半期比 

4.2％増）となりました。

利益につきましては、当社グループ製造品の売上拡大とコスト削減に努めた結果、営業利益は、340百万円（同 

10.8％増）、経常利益は、319百万円（同 2.1％増）、四半期純利益は、198百万円（同 3.4％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）

価格競争力を高めたソリッドシリーズ（固形タイプ）や性能面で競争力の高いジャストパックシリーズ（粉末タイ

プ）などの食器洗浄機用洗浄剤の拡販をはじめ、当社グループの強みを生かした販売活動を推進しました。また、フ

ードビジネス業界向け衛生サービスに注力するなどサービス面での顧客満足度向上にも努め、当社グループ製造品の

売上高を伸長させることができました。その結果、当第２四半期連結累計期間における売上高は、5,077百万円（前

年同四半期比 4.2％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販売活動を推進しましたが、仕入商品でも一定の拡販ができました。結果、当第２四

半期連結累計期間における仕入商品等の売上高は、1,529百万円（同 4.3％増）となりました。

（２）財政状態に関する説明

①資産、負債及び純資産の状況

（資産）

資産は前連結会計年度末と比較して317百万円増加し、12,892百万円となりました。主には、「受取手形及び

売掛金」が375百万円、有形固定資産の「建物及び構築物」が303百万円、投資その他の資産の「その他」が121

百万円それぞれ増加し、有形固定資産の「その他」が561百万円減少しました。

（負債）

負債は前連結会計年度末と比較して161百万円増加し、6,100百万円となりました。主には、「支払手形及び買

掛金」が263百万円、「長期借入金」が529百万円それぞれ増加し、「短期借入金」が600百万円減少しました。

（純資産）

純資産は前連結会計年度末と比較して155百万円増加し、6,792百万円となりました。主には、四半期純利益

198百万円の増加、配当金の支払が64百万円であります。

②キャッシュ・フローの状況

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動により得られた資金は、508百万円（前年同四半期比6.9％増）となりました。主には税金等調整前四

半期純利益319百万円、減価償却費299百万円、仕入債務の増加（資金は増加）347百万円があった一方で、売上

債権が375百万円増加（資金は減少）したことなどによるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動により使用した資金は、501百万円（前年同四半期比129.1％増）となりました。主には有形固定資産

の取得による支出396百万円、貸付による支出100百万円があったことなどによるものです。

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動により使用した資金は44百万円（前年同四半期比118.1％増）となりました。主には長期借入れによ

る収入850百万円があった一方で、短期借入金の返済600百万円、長期借入金の返済150百万円、配当金の支払額

64百万円、リース債務の返済78百万円の支出があったことなどによるものです。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

通期の業績予想につきましては、第２四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25年７月９日公

表の通期の業績予想から変更は行っておりません。

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．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５月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成25年11月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,167,479 1,132,890

受取手形及び売掛金 2,814,790 3,190,487

商品及び製品 557,368 641,771

仕掛品 55,775 48,861

原材料及び貯蔵品 301,369 329,069

その他 173,326 180,589

貸倒引当金 △4,098 △8,861

流動資産合計 5,066,011 5,514,809

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,524,269 2,827,643

土地 2,345,120 2,352,655

その他（純額） 1,356,084 794,729

有形固定資産合計 6,225,474 5,975,028

無形固定資産

のれん 18,220 17,081

その他 135,662 135,421

無形固定資産合計 153,883 152,503

投資その他の資産

その他 1,135,286 1,256,948

貸倒引当金 △4,938 △6,337

投資その他の資産合計 1,130,347 1,250,611

固定資産合計 7,509,705 7,378,143

資産合計 12,575,716 12,892,952

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,019,236 1,282,834

ファクタリング債務 1,281,560 1,366,499

短期借入金 600,000 －

未払法人税等 125,400 124,729

その他 1,205,961 1,122,725

流動負債合計 4,232,159 3,896,788

固定負債

長期借入金 568,482 1,097,911

退職給付引当金 802,801 803,581

役員退職慰労引当金 215,290 221,422

その他 119,817 80,485

固定負債合計 1,706,391 2,203,400

負債合計 5,938,551 6,100,189
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成25年５月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成25年11月30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 5,510,214 5,643,490

自己株式 △50,146 △50,176

株主資本合計 6,640,604 6,773,850

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △13,607 △13,766

為替換算調整勘定 10,167 32,680

その他の包括利益累計額合計 △3,439 18,913

純資産合計 6,637,164 6,792,763

負債純資産合計 12,575,716 12,892,952
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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６月１日
至 平成24年11月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年６月１日
至 平成25年11月30日)

売上高 6,341,617 6,607,520

売上原価 3,786,646 3,965,133

売上総利益 2,554,970 2,642,387

販売費及び一般管理費 2,248,162 2,302,306

営業利益 306,808 340,080

営業外収益

受取利息 245 649

受取配当金 1,619 1,816

受取手数料 1,973 2,339

消費税差額 5,329 －

受取賃貸料 － 7,685

その他 5,946 4,702

営業外収益合計 15,115 17,193

営業外費用

支払利息 7,789 6,269

創立５０周年関連費用 － 21,927

投資事業組合運用損 212 693

為替差損 － 1,043

賃貸収入原価 － 7,300

その他 1,078 713

営業外費用合計 9,080 37,948

経常利益 312,842 319,325

特別利益

保険解約返戻金 4,820 3,864

その他 178 －

特別利益合計 4,998 3,864

特別損失

たな卸資産廃棄損 6,488 3,847

その他 23 235

特別損失合計 6,511 4,083

税金等調整前四半期純利益 311,329 319,106

法人税等 119,607 120,884

少数株主損益調整前四半期純利益 191,721 198,222

四半期純利益 191,721 198,222
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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６月１日
至 平成24年11月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年６月１日
至 平成25年11月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 191,721 198,222

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 6,478 △159

為替換算調整勘定 △17,145 22,512

その他の包括利益合計 △10,666 22,352

四半期包括利益 181,054 220,575

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 181,054 220,575

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６月１日
至 平成24年11月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成25年６月１日
至 平成25年11月30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 311,329 319,106

減価償却費 314,021 299,254

退職給付引当金の増減額（△は減少） △7,116 779

長期前払費用の増減額（△は増加） △3,369 9,923

受取利息及び受取配当金 △1,865 △2,465

支払利息 7,789 6,269

為替差損益（△は益） △559 1,043

売上債権の増減額（△は増加） △265,350 △375,696

たな卸資産の増減額（△は増加） △53,781 △106,027

その他の流動資産の増減額（△は増加） 1,772 15,126

仕入債務の増減額（△は減少） 205,818 347,941

未払金及び未払費用の増減額（△は減少） 112,124 103,001

未払消費税等の増減額（△は減少） 3,246 27,554

その他 △6,912 △7,092

小計 617,147 638,719

利息及び配当金の受取額 1,553 4,094

利息の支払額 △7,789 △6,269

法人税等の支払額 △135,754 △128,394

営業活動によるキャッシュ・フロー 475,157 508,150

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △100,000 －

有形固定資産の取得による支出 △121,938 △396,731

無形固定資産の取得による支出 △5,467 △17,857

保険積立金の解約による収入 11,875 9,883

貸付けによる支出 － △100,000

貸付金の回収による収入 518 6,528

その他 △4,032 △3,592

投資活動によるキャッシュ・フロー △219,043 △501,767

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 100,000 △600,000

長期借入れによる収入 200,000 850,000

長期借入金の返済による支出 △174,260 △150,207

配当金の支払額 △53,139 △64,945

リース債務の返済による支出 △92,666 △78,854

その他 △121 △29

財務活動によるキャッシュ・フロー △20,188 △44,037

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,360 3,065

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 234,564 △34,588

現金及び現金同等物の期首残高 993,126 1,167,479

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,227,690 1,132,890
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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）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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