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(百万円未満切捨て)

１．平成29年３月期第１四半期の業績（平成28年４月１日～平成28年６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 ％

29年３月期第１四半期 6,052 △15.6 20 △76.0 15 △82.8 12 △80.9

28年３月期第１四半期 7,170 0.1 83 － 87 － 67 －
　

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

29年３月期第１四半期 2 21 －

28年３月期第１四半期 11 59 －

　

（２）財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

29年３月期第１四半期 15,748 3,318 21.1

28年３月期 16,840 3,315 19.7

(参考)自己資本 29年３月期第１四半期 3,318 百万円 28年３月期 3,315 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

28年３月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

29年３月期 ―

29年３月期(予想) 0.00 ― 0.00 0.00

(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29年３月期の業績予想（平成28年４月１日～平成29年３月31日）

(％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

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

第２四半期(累計) 12,300 △13.8 △100 ― △110 ― △120 ― △20.70

通期 25,200 △5.8 0 △100.0 △10 ― △30 ― △5.17

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
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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 ： 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

（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) 29年３月期１Ｑ 6,000,000株 28年３月期 6,000,000株

② 期末自己株式数 29年３月期１Ｑ 204,283株 28年３月期 204,283株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 29年３月期１Ｑ 5,795,717株 28年３月期１Ｑ 5,795,777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１四半期累計期間におけるわが国経済は、緩やかな回復基調にはあるものの、世界経済の減速などから急

激な円高・株安局面に直面し、先行き不透明な状況が続きました。当社の属する医療衛生材料業界におきまして

は、国による医療費適正化計画の推進や医療機関のコスト削減要求の高まりを背景に引き続き厳しい経営環境に

あります。

このような状況下で、当社は、前期に実施した一部滅菌製品の自主回収の影響による失注の取戻し活動に注力

するとともに原価低減活動やコスト管理強化に取り組んでおります。しかしながら、自主回収による影響を払拭

するまでには至らず、当社の当第１四半期累計期間の業績は、売上高は6,052,353千円（前年同四半期比15.6%減

少）、営業利益は20,105千円（同76.0%減少）、経常利益は15,042千円（同82.8%減少）、四半期純利益は12,826

千円（同80.9%減少）となりました。

セグメント別の業績は次のとおりであります。なお、当第１四半期会計期間より、報告セグメントの区分を変

更しており、当第１四半期累計期間の比較・分析は、変更後の区分に基づいております。

（メディカル）

「感染予防関連製品」、「口腔ケア用品」、その他高付加価値製品・商品を中心に販売拡充に努めました。し

かしながら、前期に実施した一部滅菌製品の自主回収による影響について完全な回復までには至らず、売上高は

2,308,220千円（前年同四半期比29.5%減少）となりました。

（コンシューマ）

「口腔ケア用品」や消費者向け各種衛生材料及び医療用品等の製品に仕入商品を加えて、大手量販店を中心に

その他通信販売事業者など幅広い顧客に対し積極的に販売いたしました。しかしながら、前期より好調を維持し

ていたインバウンド需要の反動による影響から、売上高は3,744,133千円(同3.8%減少)となりました。

（２）財政状態に関する説明

（資産）

当第１四半期会計期間末の総資産は15,748,821千円で前事業年度末に対して1,091,506千円減少いたしました。

流動資産は、13,679,240千円で前事業年度末に対して1,020,273千円減少いたしました。「現金及び預金」が

778,949千円減少、「売掛金」が303,199千円減少したことが主な要因です。

固定資産は、2,069,580千円で前事業年度末に対して71,233千円減少いたしました。有形固定資産が24,202千

円減少、投資その他の資産の「その他」のうち投資有価証券が13,194千円減少、長期貸付金が20,000千円減少し

たことが主な要因です。

（負債）

当第１四半期会計期間末の負債は12,430,654千円で前事業年度末に対して1,094,331千円減少いたしました。

流動負債は、7,249,438千円で前事業年度末に対して355,794千円減少いたしました。「支払手形」が283,109

千円減少、「買掛金」が102,618千円減少したことが主な要因です。

固定負債は、5,181,215千円で前事業年度末に対して738,536千円減少いたしました。「長期借入金」が

726,512千円減少したことが主な要因です。

（純資産）

当第１四半期会計期間末の純資産は3,318,166千円で前事業年度末に対して2,824千円増加いたしました。「繰

越利益剰余金」が12,826千円増加、「その他有価証券評価差額金」が10,002千円減少したことが主な要因です。
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（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

今後も厳しい環境が当面継続すると見込まれるなか、当社はさらなる業務効率化、経費節減策を進めるととも

に、自社製品の開発強化、生産委託先との関係強化に取り組み、安定した収益が確保できる体制の構築に全社を

挙げて取り組んでまいります。

業績予想につきましては、平成28年５月９日発表の数値を変更しておりません。

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

(会計方針の変更)

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務対応報

告第32号 平成28年６月17日）を当第１四半期会計期間に適用し、平成28年４月１日以後に取得した建物附属設備及

び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。なお、当第１四半期累計期間の財務諸表に与

える影響は軽微であります。

（３）追加情報

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成28年３月28日）を当第１四

半期会計期間から適用しております。
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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28年３月31日)

当第１四半期会計期間
(平成28年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,137,074 3,358,124

受取手形 707,546 698,411

電子記録債権 3,175,238 3,367,007

売掛金 3,822,350 3,519,151

商品及び製品 1,463,597 1,410,774

仕掛品 441,508 410,721

原材料及び貯蔵品 108,833 111,780

その他 848,407 808,258

貸倒引当金 △5,042 △4,988

流動資産合計 14,699,514 13,679,240

固定資産

有形固定資産 1,153,954 1,129,752

無形固定資産 80,537 76,532

投資その他の資産

その他 939,359 897,147

貸倒引当金 △33,037 △33,851

投資その他の資産合計 906,321 863,295

固定資産合計 2,140,813 2,069,580

資産合計 16,840,328 15,748,821
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(単位：千円)

前事業年度
(平成28年３月31日)

当第１四半期会計期間
(平成28年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形 1,937,151 1,654,041

買掛金 1,919,823 1,817,204

短期借入金 300,000 300,000

1年内返済予定の長期借入金 2,487,164 2,726,185

未払法人税等 16,743 1,078

賞与引当金 75,571 22,924

売上割戻引当金 210,522 177,629

その他 658,257 550,374

流動負債合計 7,605,233 7,249,438

固定負債

長期借入金 5,218,123 4,491,611

退職給付引当金 489,408 485,121

資産除去債務 48,069 47,941

その他 164,150 156,540

固定負債合計 5,919,752 5,181,215

負債合計 13,524,985 12,430,654

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 △33,163 △20,336

利益剰余金合計 1,057,936 1,070,763

自己株式 △74,261 △74,261

株主資本合計 3,059,271 3,072,098

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 256,070 246,068

評価・換算差額等合計 256,070 246,068

純資産合計 3,315,342 3,318,166

負債純資産合計 16,840,328 15,748,821
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（２）四半期損益計算書

第１四半期累計期間

(単位：千円)
前第１四半期累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年６月30日)

売上高 7,170,050 6,052,353

売上原価 5,933,659 5,096,836

売上総利益 1,236,391 955,516

販売費及び一般管理費 1,152,701 935,411

営業利益 83,689 20,105

営業外収益

受取利息 929 804

受取配当金 7,101 7,056

仕入割引 11,221 12,764

その他 8,094 3,839

営業外収益合計 27,347 24,463

営業外費用

支払利息 13,753 12,362

為替差損 3,127 10,274

その他 6,536 6,890

営業外費用合計 23,417 29,527

経常利益 87,619 15,042

特別利益

固定資産売却益 5,436 -

投資有価証券売却益 26,341 -

特別利益合計 31,777 -

特別損失

固定資産除売却損 - 84

特別損失合計 - 84

税引前四半期純利益 119,396 14,957

法人税、住民税及び事業税 4,969 2,130

法人税等調整額 47,211 -

法人税等合計 52,180 2,130

四半期純利益 67,216 12,826

決算短信（宝印刷） 2016年08月05日 11時06分 8ページ（Tess 1.50(64) 20160126_01）



川本産業株式会社(3604) 平成29年３月期 第１四半期決算短信

（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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