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1. 2020年3月期第3四半期の連結業績（2019年4月1日～2019年12月31日）

(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
親会社株主に帰属する四

半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2020年3月期第3四半期 19,602 6.3 1,921 45.2 1,814 42.8 1,188 33.1

2019年3月期第3四半期 18,445 3.6 1,323 16.5 1,270 △0.8 892 △4.3

（注）包括利益 2020年3月期第3四半期　　1,565百万円 （―％） 2019年3月期第3四半期　　△79百万円 （―％）

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

2020年3月期第3四半期 74.63 74.10

2019年3月期第3四半期 56.15 55.76

(2) 連結財政状態

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

2020年3月期第3四半期 31,995 25,543 79.4 1,593.11

2019年3月期 30,161 24,383 80.4 1,524.92

（参考）自己資本 2020年3月期第3四半期 25,402百万円 2019年3月期 24,250百万円

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

2019年3月期 ― 8.00 ― 15.00 23.00

2020年3月期 ― 10.00 ―

2020年3月期（予想） 16.00 26.00

（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. 2020年 3月期の連結業績予想（2019年 4月 1日～2020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
親会社株主に帰属する

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 26,190 5.1 2,056 13.4 1,941 13.6 1,377 14.7 86.61

（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

(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

新規 ― 社 （社名） 、 除外 ― 社 （社名）

(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

(3) 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 ： 有

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

(4) 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） 2020年3月期3Q 16,114,089 株 2019年3月期 16,114,089 株

② 期末自己株式数 2020年3月期3Q 169,054 株 2019年3月期 211,210 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2020年3月期3Q 15,928,947 株 2019年3月期3Q 15,901,659 株

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 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、実際の

業績等は様々な要因により大きく変動する可能性があることをお含みおき下さい。業績予想に関連する事項については、添付資料P.3「（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． 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３四半期連結累計期間における世界経済は、先進国を中心に緩やかな拡大基調が続きましたが、米

国の通商政策による貿易摩擦や欧州の政治情勢など、世界経済の不確実性の高まりもあり、景気の先行き

は不透明な状況となっております。国内経済については、雇用・所得環境の改善が続き、企業収益が底堅

く推移するなか、個人消費や設備投資が増加傾向にあるなど、緩やかな回復基調で推移しました。 

このような状況のもと、当社グループの当第３四半期連結累計期間の売上高は、19,602百万円と前年同

期比1,156百万円(6.3%)の増収となりました。売上高に含まれる海外売上高は、8,629百万円(対売上高44.0%)

と前年同期比300百万円(3.6%)の増収となりました。 

営業利益は、増収効果に加えて、販売費及び一般管理費が減少したことにより、1,921百万円と前年同期

比598百万円(45.2%)の増益となりました。 

経常利益は、為替の影響などにより、増益幅は縮小したものの、1,814百万円と前年同期比544百万円

(42.8%)の増益となりました。 

税金費用を差し引いた親会社株主に帰属する四半期純利益は、1,188百万円と前年同期比295百万円(33.1%)

の増益となりました。 

 

(デンタル関連事業) 

国内では、当期に市場投入したデジタル口腔撮影装置「アイスペシャル C-Ⅳ」や、前期に発売を開始し

た歯科用多目的超音波治療器「エアフロー プロフィラキシス マスター」などが売上に寄与しました。ま

た、CAD/CAM関連製品も堅調に売上を伸ばし、前年同期比増収となりました。海外では、為替の円高による

影響を受けたものの、中国を含むアジア地域を中心に好調に推移し、前年同期比増収となりました。 

これらの結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は、17,783百万円と前年同期比1,191百万円(7.2%)の

増収となり、営業利益は1,835百万円と前年同期比497百万円(37.2%)の増益となりました。 

 

(ネイル関連事業) 

国内では、「L・E・D GEL Presto」や「ageha」などのジェルネイル製品が堅実に売上を伸ばし、前年同

期比増収となりました。海外では、米国において積極的なプロモーション活動により堅調に推移した結果、

前年同期比増収となりましたが、台湾において依然として競合他社の攻勢が激しく前年同期比減収となり

ました。 

これらの結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は、1,752百万円と前年同期比24百万円(1.4%)の減収

となりましたが、販売費及び一般管理費の削減により、営業利益は70百万円と黒字に転じ、前年同期比103

百万円の増益となりました。 

 

(その他の事業) 

 当社グループの株式会社松風プロダクツ京都において、歯科用研磨材の生産技術を応用し、工業用研磨

材を製造販売しております。当第３四半期連結累計期間の売上高は、66百万円と前年同期比9百万円(12.8%)

の減収となり、営業利益は10百万円と前年同期比3百万円(22.6%)の減益となりました。 

 

 

(2) 財政状態に関する説明 

当第３四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1,833百万円増加し、31,995百万円と

なりました。商品及び製品や、時価上昇による投資有価証券の増加が主な要因であります。 

負債は、前連結会計年度末に比べ673百万円増加し、6,451百万円となりました。短期借入金の増加が主

な要因であります。 

純資産は、前連結会計年度末に比べ1,160百万円増加し、25,543百万円となりました。利益剰余金の増加

が主な要因であります。 

以上の結果、自己資本比率は前連結会計年度末に比べ1.0ポイント低下し、79.4%となりました。 
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(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

   2020年３月期の業績予想につきましては、2019年５月９日に公表いたしました業績予想を変更しており

ません。  



(単位：百万円)

前連結会計年度
(2019年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2019年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,890 4,516

受取手形及び売掛金 3,354 3,050

有価証券 5 5

商品及び製品 4,347 5,086

仕掛品 911 1,017

原材料及び貯蔵品 949 1,080

その他 574 640

貸倒引当金 △58 △56

流動資産合計 14,975 15,339

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 8,237 8,709

減価償却累計額 △5,377 △5,526

建物及び構築物（純額） 2,859 3,183

その他 10,806 11,041

減価償却累計額 △6,566 △6,582

その他（純額） 4,240 4,459

有形固定資産合計 7,100 7,642

無形固定資産

のれん 274 247

その他 857 880

無形固定資産合計 1,132 1,128

投資その他の資産

投資有価証券 6,026 6,982

退職給付に係る資産 530 505

その他 409 410

貸倒引当金 △13 △13

投資その他の資産合計 6,953 7,884

固定資産合計 15,186 16,655

資産合計 30,161 31,995

２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(2019年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2019年12月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 669 808

短期借入金 ‐ 793

1年内返済予定の長期借入金 849 595

未払法人税等 242 237

役員賞与引当金 42 29

その他 2,016 1,681

流動負債合計 3,820 4,146

固定負債

長期借入金 125 245

退職給付に係る負債 222 219

その他 1,610 1,840

固定負債合計 1,957 2,304

負債合計 5,778 6,451

純資産の部

株主資本

資本金 4,474 4,474

資本剰余金 4,576 4,586

利益剰余金 12,589 13,332

自己株式 △231 △185

株主資本合計 21,409 22,208

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 2,797 3,376

為替換算調整勘定 △196 △392

退職給付に係る調整累計額 239 208

その他の包括利益累計額合計 2,841 3,193

新株予約権 118 116

非支配株主持分 14 25

純資産合計 24,383 25,543

負債純資産合計 30,161 31,995

㈱松風(7979)　2020年３月期第３四半期決算短信

- 5 -



(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
　至 2018年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年12月31日)

売上高 18,445 19,602

売上原価 7,635 8,427

売上総利益 10,809 11,174

販売費及び一般管理費 9,485 9,253

営業利益 1,323 1,921

営業外収益

受取利息 5 10

受取配当金 85 99

会費収入 91 85

その他 105 72

営業外収益合計 287 268

営業外費用

支払利息 6 6

売上割引 122 131

当社主催会費用 112 115

為替差損 44 71

その他 53 49

営業外費用合計 340 375

経常利益 1,270 1,814

税金等調整前四半期純利益 1,270 1,814

法人税等 390 615

四半期純利益 879 1,198

非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主
に帰属する四半期純損失（△）

△13 10

親会社株主に帰属する四半期純利益 892 1,188

（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３四半期連結累計期間
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(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
　至 2018年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年12月31日)

四半期純利益 879 1,198

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △839 579

為替換算調整勘定 △127 △181

退職給付に係る調整額 7 △31

その他の包括利益合計 △959 366

四半期包括利益 △79 1,565

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △66 1,554

非支配株主に係る四半期包括利益 △13 10

四半期連結包括利益計算書

第３四半期連結累計期間
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（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） 

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。 

 

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用） 

（税金費用の計算） 

当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。ただし、当該見

積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率

を使用する方法によっております。 

 

（会計方針の変更） 

国際財務報告基準を適用している子会社は、第１四半期連結会計期間より、国際財務報告基準第16号

「リース」(以下「IFRS第16号」という。)を適用しております。これにより、リースの借手は、原則と

してすべてのリースを貸借対照表に資産及び負債として計上することとしました。 IFRS第16号の適用

については、経過的な取扱いに従っており、会計方針の変更による累積的影響額を第１四半期連結会計

期間の期首の利益剰余金に計上しております。 

この結果、当第３四半期連結会計期間末の無形固定資産の「その他」が58百万円増加し、流動負債の

「その他」が45百万円及び固定負債の「その他」が29百万円増加しております。当第３四半期連結累計

期間の損益に与える影響は軽微であります。また、利益剰余金の当期首残高は16百万円減少しておりま

す。 

 

（セグメント情報等） 

前第３四半期連結累計期間(自 2018年４月１日 至 2018年12月31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：百万円) 

 

報告セグメント 

調整額 

（注）1 

四半期連結 

損益計算書 

計上額 

（注）2 

デンタル 

関連事業 

ネイル 

関連事業 

その他の 

事業 
計 

 売  上  高       

 (1) 外部顧客への売上高 16,592 1,776 75 18,445 ― 18,445 

 (2) セグメント間の   
内部売上高又は振替高

 ― 0 6 6 △6 ― 

計 16,592 1,777 82 18,451 △6 18,445 

セグメント利益又は損失(△) 1,337 △32 13 1,318 4 1,323 

（注）１ セグメント間取引消去によるものであります。 

 ２ セグメント利益又は損失（△）は四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 
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当第３四半期連結累計期間(自 2019年４月１日 至 2019年12月31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：百万円) 

 

報告セグメント 

調整額 

（注）1 

四半期連結 

損益計算書 

計上額 

（注）2 

デンタル 

関連事業 

ネイル 

関連事業 

その他の 

事業 
計 

 売  上  高       

 (1) 外部顧客への売上高 17,783 1,752 66 19,602 ― 19,602 

 (2) セグメント間の   
内部売上高又は振替高

 ― ― 4 4 △4 ― 

計 17,783 1,752 70 19,606 △4 19,602 

セグメント利益 1,835 70 10 1,916 4 1,921 

（注）１ セグメント間取引消去によるものであります。 

 ２ セグメント利益は四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

 




