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1. 2020年3月期第3四半期の業績（2019年4月1日～2019年12月31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 ％

2020年3月期第3四半期 7,526 5.1 △104 ― △89 ― △76 ―

2019年3月期第3四半期 7,161 △0.5 △228 ― △231 ― △176 ―

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 △10.76 ―

2019年3月期第3四半期 △24.78 ―

(2) 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 11,659 4,647 39.9 653.55

2019年3月期 11,772 4,735 40.2 665.92

（参考）自己資本 2020年3月期第3四半期 4,647百万円 2019年3月期 4,735百万円

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 ― ― ― 10.00 10.00

2020年3月期 ― ― ―

2020年3月期（予想） 10.00 10.00

（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 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 10,900 1.4 260 181.1 250 175.1 140 199.4 19.69

（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) 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） 2020年3月期3Q 7,200,000 株 2019年3月期 7,200,000 株

② 期末自己株式数 2020年3月期3Q 88,606 株 2019年3月期 88,606 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2020年3月期3Q 7,111,394 株 2019年3月期3Q 7,111,402 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

本資料に掲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きましては、添付
資料２ページ「経営成績に関する説明」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３四半期累計期間におけるわが国経済は、企業収益や雇用環境の改善に伴い緩やかな回復基

調にありましたが、消費税増税に伴う個人消費への影響や、米中貿易摩擦の長期化等による世界経

済の減速もあり、依然として先行き不透明な状況が続いております。

このような事業環境の中、呼吸用保護具全般の受注が、期初より前年を上回る水準で推移したこ

とから、売上高は前年同四半期比5.1％増の75億26百万円となりました。

一方利益面では、売上増加の影響に加え、製造諸経費の削減等により製品原価率が約３ポイント

改善したこと等から、売上総利益は前年同四半期比9.8％増の22億42百万円となりました。

また、販売費及び一般管理費は、売上増加に伴う諸経費の増加等から、前年同四半期比3.4％増の

23億46百万円となりました。

以上の結果、営業損失は、１億４百万円（前年同四半期は営業損失２億28百万円）、経常損失は、

89百万円（前年同四半期は経常損失２億31百万円）、四半期純損失は、76百万円（前年同四半期は

四半期純損失１億76百万円）となりました。

（２）財政状態に関する説明

(資産)

当第３四半期会計期間末における資産合計は116億59百万円となり、前事業年度末に比べて１億13

百万円減少しました。これは、流動資産が棚卸資産は増加したものの、受取手形及び売掛金、電子

記録債権の減少等により３億53百万円減少、固定資産が工場施設の一部増築や機械、工具器具備品

購入による有形固定資産増加等により２億40百万円増加したことによるものです。

(負債)

当第３四半期会計期間末における負債合計は70億11百万円となり、前事業年度末に比べて25百万

円減少しました。これは流動負債が電子記録債務は減少したものの、短期借入金増加等により３億

74百万円増加、固定負債が長期借入金の減少等により３億99百万円減少したことによるものです。

(純資産)

当第３四半期会計期間末における純資産合計は46億47百万円となり、前事業年度末に比べて88百

万円減少しました。これは四半期純損失、配当金支払いにより利益剰余金が減少したこと等による

ものです。

この結果、当第３四半期会計期間末時点での自己資本比率は39.9％となりました。

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

最近の新型ウイルスによる肺炎の感染拡大に関わり、当社へのマスクに関するお問い合わせ件数

が増加しております。業績へ多少の影響はあると思われますが、2019年５月９日に公表しました業

績予想につきましては、変更ございません。今後の業績推移に応じて、修正が必要になった場合に

は速やかに発表させていただきます。
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２．四半期財務諸表及び主な注記

（１）四半期貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(2019年３月31日)

当第３四半期会計期間
(2019年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,353,517 1,276,674

受取手形及び売掛金 2,547,746 1,982,758

電子記録債権 429,561 375,918

商品及び製品 1,814,987 2,026,973

仕掛品 481,563 493,748

原材料及び貯蔵品 625,882 726,688

その他 48,559 65,524

貸倒引当金 △49 △42

流動資産合計 7,301,768 6,948,243

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 1,330,931 1,359,492

その他 2,124,809 2,225,164

有形固定資産合計 3,455,741 3,584,656

無形固定資産 85,460 114,994

投資その他の資産 929,526 1,011,533

固定資産合計 4,470,727 4,711,185

資産合計 11,772,496 11,659,429

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 791,538 794,097

電子記録債務 1,908,772 1,797,922

短期借入金 1,200,000 1,800,000

1年内返済予定の長期借入金 550,000 480,000

賞与引当金 148,513 68,722

その他 387,639 420,428

流動負債合計 4,986,463 5,361,170

固定負債

長期借入金 1,340,000 980,000

退職給付引当金 202,760 179,253

その他 507,628 491,377

固定負債合計 2,050,388 1,650,631

負債合計 7,036,852 7,011,802

純資産の部

株主資本

資本金 570,000 570,000

資本剰余金 272,577 272,577

利益剰余金 3,431,604 3,283,995

自己株式 △56,938 △56,938

株主資本合計 4,217,243 4,069,634

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 518,399 577,992

評価・換算差額等合計 518,399 577,992

純資産合計 4,735,643 4,647,626

負債純資産合計 11,772,496 11,659,429
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（２）四半期損益計算書

第３四半期累計期間

(単位：千円)
前第３四半期累計期間
(自 2018年４月１日
　至 2018年12月31日)

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

売上高 7,161,682 7,526,886

売上原価 5,120,189 5,284,310

売上総利益 2,041,492 2,242,575

販売費及び一般管理費 2,270,385 2,346,760

営業損失（△） △228,892 △104,184

営業外収益

受取利息 210 185

受取配当金 15,626 17,486

受取ロイヤリティー 23,893 24,032

その他 11,085 10,792

営業外収益合計 50,815 52,496

営業外費用

支払利息 13,123 11,409

売上割引 18,136 20,618

為替差損 6,918 970

リース解約損 9,903 －

その他 4,892 5,032

営業外費用合計 52,973 38,030

経常損失（△） △231,050 △89,719

特別損失

固定資産除却損 11,008 9,441

特別損失合計 11,008 9,441

税引前四半期純損失（△） △242,059 △99,161

法人税、住民税及び事業税 4,350 4,350

法人税等調整額 △70,188 △27,015

法人税等合計 △65,838 △22,665

四半期純損失（△） △176,220 △76,495
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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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