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(百万円未満切捨て)

１．平成28年３月期第２四半期の業績（平成27年４月１日～平成27年９月30日）

（１）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 ％

28年３月期第２四半期 14,266 △0.7 108 ― 91 ― 564 ―

27年３月期第２四半期 14,368 △6.0 △4 ― △5 ― △524 ―
　

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

28年３月期第２四半期 97 40 ―

27年３月期第２四半期 △87 52 ―
　

　
（２）財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

28年３月期第２四半期 18,781 4,419 23.5

27年３月期 18,280 3,887 21.3

(参考) 自己資本 28年３月期第２四半期 4,419 百万円 27年３月期 3,887 百万円
　

２．配当の状況

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

27年３月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00

28年３月期 ― 0.00

28年３月期(予想) ― 5.00 5.00
(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28年３月期の業績予想（平成27年４月１日～平成28年３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 28,340 △0.4 330 393.6 320 636.1 190 － 32.78
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無

通期の業績予想につきましては、平成 27 年５月 11 日に開示いたしましたものから変更しておりません。

なお、平成 27 年 10 月 13 日に公表いたしました「当社製品の自主回収について」のとおり、当社工場で製造してい

る滅菌製品のうち一部製品において自主回収を行っております。当該自主回収に伴う費用は、他の要素を含め業績への

影響を現在精査中であり、本件に関する影響につきましては確定次第、速やかにお知らせいたします。
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※ 注記事項

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

　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

（３）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 28年３月期２Ｑ 6,000,000株 27年３月期 6,000,000株

② 期末自己株式数 28年３月期２Ｑ 204,283株 27年３月期 204,223株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 28年３月期２Ｑ 5,795,756株 27年３月期２Ｑ 5,991,777株

　

※ 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

　（将来に関する記述等についてのご注意)

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）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。
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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

当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、政府や日本銀行の積極的な経済・金融政策を背景に緩やかな回

復基調にあるものの、円安傾向の継続による輸入品価格の高止まりなど当医療衛生材料業界におきましては、引

き続き厳しい経営環境が継続しております。

このような状況下で当社の当第２四半期累計期間の業績は、売上高は14,266,760千円（前年同四半期比0.7%減

少）、営業利益は108,158千円（前年同四半期は営業損失4,295千円）、経常利益は91,539千円（前年同四半期は経

常損失5,955千円）、四半期純利益は564,537千円（前年同四半期は四半期純損失524,422千円）となりました。

セグメント別の売上高は、次のとおりであります。

（メディカル国内）

「感染予防関連製品」、「口腔ケア用品」を中心にその他各種製品・商品の販売拡充に努めました。一方で販売

品目の集約を進めた結果、売上高は6,095,429千円（前年同四半期比1.6%減少）となりました。

（メディカル海外）

国内製の高付加価値の衛生材料や医療用製品に海外からの調達品を加えた製品群を幅広い市場に対して積極的

に販売いたしました。この結果、売上高は517,994千円（同10.3%増加）となりました。

（コンシューマ）

「口腔ケア用品」や一般消費者向けの衛生材料や医療用製品に仕入商品を加えて、大手量販店を中心に幅広い

顧客に対し積極的に販売いたしました。しかし、一部の低収益品目の販売見直しを行った影響もあり売上高は

7,653,336千円（同0.7%減少）となりました。

売上総利益は、当第２四半期累計期間が前年同四半期と比べ円安となったことに伴い輸入品の仕入コストが増

加し製品利益率が低下いたしました。この影響により売上総利益率は前年同四半期に対して1.1ポイント低下し、

売上総利益は2,424,440千円（前年同四半期比6.7%減少）となりました。

販売費及び一般管理費は、コスト削減に注力したことにより2,316,282千円（同11.1%減少）となりました。

特別利益では、埼玉事業所を売却したこと等により「固定資産売却益」が481,058千円、株式を売却したこと

により「投資有価証券売却益」が46,589千円発生いたしました。

特別損失では、当社製品の自主回収を発表したことに伴い「製品回収関連費用」を40,313千円計上いたしまし

た。

（２）財政状態に関する説明

（資産）

当第２四半期会計期間末の総資産は18,781,459千円で前事業年度末に対して501,324千円増加いたしました。

流動資産は、16,538,498千円で前事業年度末に対して1,192,320千円増加いたしました。「現金及び預金」が

548,581千円増加、「受取手形」・「電子記録債権」・「売掛金」が587,363千円増加したことが主な要因となります。

固定資産は、2,242,960千円で前事業年度末に対して690,996千円減少いたしました。有形固定資産で、「建物

（純額）」が180,618千円減少、「土地」が462,814千円減少したことが主な要因となります。

（負債）

当第２四半期会計期間末の負債は14,361,494千円で前事業年度末に対して30,880千円減少いたしました。

流動負債は、7,422,387千円で前事業年度末に対して142,237千円増加いたしました。「支払手形」・「買掛金」

が62,660千円減少、「短期借入金」・「１年内返済予定の長期借入金」が249,600千円増加、「未払金」が84,338千

円減少したことが主な要因となります。

固定負債は、6,939,107千円で前事業年度末に対して173,117千円減少いたしました。「長期借入金」が202,071

千円減少したことが主な要因となります。

（純資産）

当第２四半期会計期間末の純資産は4,419,964千円で前事業年度末に対して532,204千円増加いたしました。

「繰越利益剰余金」が535,559千円増加したことが主な要因となります。
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（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成27年10月13日に公表いたしました「当社製品の自主回収について」のとおり、当社工場で製造している滅

菌製品のうち一部製品において自主回収を行っております。平成28年３月期の業績予想への影響につきましては

現在精査中であり、平成27年５月11日に公表した数値を変更しておりません。なお、平成28年３月期の業績予想

につきましては確定次第、速やかにお知らせいたします。

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

　該当事項はありません。

（２）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。
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３．四半期財務諸表

（１）四半期貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(平成27年３月31日)

当第２四半期会計期間
(平成27年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,561,786 4,110,367

受取手形 980,909 966,136

電子記録債権 3,354,053 3,816,461

売掛金 4,110,381 4,250,109

商品及び製品 1,799,964 1,810,570

仕掛品 367,165 422,214

原材料及び貯蔵品 120,401 107,226

繰延税金資産 193,198 230,870

未収入金 801,909 784,784

その他 59,172 42,702

貸倒引当金 △2,764 △2,945

流動資産合計 15,346,177 16,538,498

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 684,595 503,976

機械及び装置（純額） 52,503 45,579

土地 969,830 507,015

リース資産（純額） 39,750 33,173

その他（純額） 62,914 67,535

有形固定資産合計 1,809,593 1,157,280

無形固定資産

リース資産 5,884 4,570

その他 68,550 79,487

無形固定資産合計 74,435 84,057

投資その他の資産

投資有価証券 719,590 686,171

長期貸付金 100,000 100,000

その他 256,977 242,588

貸倒引当金 △26,639 △27,137

投資その他の資産合計 1,049,929 1,001,622

固定資産合計 2,933,957 2,242,960

資産合計 18,280,135 18,781,459

決算短信 （宝印刷）  2015年11月09日 09時03分 6ページ （Tess 1.40(64) 20150116_01）



川本産業株式会社(3604) 平成28年３月期 第２四半期決算短信

5

(単位：千円)

前事業年度
(平成27年３月31日)

当第２四半期会計期間
(平成27年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形 2,362,201 2,217,225

買掛金 1,978,081 2,060,397

短期借入金 300,000 -

1年内返済予定の長期借入金 1,583,564 2,133,164

リース債務 16,082 13,924

未払金 144,339 60,000

未払費用 443,442 432,708

未払法人税等 8,026 39,179

預り金 22,188 17,087

賞与引当金 178,145 184,523

売上割戻引当金 211,391 218,824

その他 32,686 45,353

流動負債合計 7,280,150 7,422,387

固定負債

長期借入金 6,382,977 6,180,905

リース債務 31,833 25,706

退職給付引当金 492,856 508,315

資産除去債務 47,689 47,967

繰延税金負債 116,418 136,629

その他 40,448 39,582

固定負債合計 7,112,224 6,939,107

負債合計 14,392,374 14,361,494

純資産の部

株主資本

資本金 883,000 883,000

資本剰余金

資本準備金 1,192,597 1,192,597

資本剰余金合計 1,192,597 1,192,597

利益剰余金

利益準備金 86,100 86,100

その他利益剰余金

配当引当積立金 5,000 5,000

別途積立金 1,000,000 1,000,000

繰越利益剰余金 498,927 1,034,487

利益剰余金合計 1,590,027 2,125,587

自己株式 △74,241 △74,261

株主資本合計 3,591,383 4,126,922

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 296,376 293,042

評価・換算差額等合計 296,376 293,042

純資産合計 3,887,760 4,419,964

負債純資産合計 18,280,135 18,781,459
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（２）四半期損益計算書

第２四半期累計期間

(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

売上高 14,368,597 14,266,760

売上原価 11,768,823 11,842,319

売上総利益 2,599,774 2,424,440

販売費及び一般管理費 2,604,069 2,316,282

営業利益又は営業損失（△） △4,295 108,158

営業外収益

受取利息 3,449 1,958

受取配当金 7,197 7,586

デリバティブ評価益 2,798 -

仕入割引 21,216 21,738

その他 8,420 6,824

営業外収益合計 43,082 38,108

営業外費用

支払利息 37,210 27,734

為替差損 3,909 4,802

デリバティブ評価損 - 13,237

その他 3,622 8,952

営業外費用合計 44,742 54,727

経常利益又は経常損失（△） △5,955 91,539

特別利益

固定資産売却益 110,317 481,058

投資有価証券売却益 - 46,589

保険解約返戻金 13,938 -

特別利益合計 124,256 527,647

特別損失

固定資産除売却損 759 367

事務所移転費用 19,163 -

事業構造改善費用 505,950 -

製品回収関連費用 - 40,313

特別損失合計 525,874 40,680

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失
（△）

△407,573 578,506

法人税、住民税及び事業税 10,242 30,372

法人税等調整額 106,606 △16,403

法人税等合計 116,848 13,968

四半期純利益又は四半期純損失（△） △524,422 564,537
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（３）四半期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）

　該当事項はありません。

（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。
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