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1.  平成22年5月期第3四半期の業績（平成21年6月1日～平成22年2月28日） 

 

(2) 財政状態 

  

(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 ％

22年5月期第3四半期 9,082 9.0 914 342.9 909 421.7 540 723.3
21年5月期第3四半期 8,333 ― 206 ― 174 ― 65 ―

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

22年5月期第3四半期 91.49 ―
21年5月期第3四半期 11.11 ―

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

22年5月期第3四半期 12,785 6,099 47.7 1,032.93
21年5月期 11,981 5,660 47.2 958.51

（参考） 自己資本   22年5月期第3四半期  6,099百万円 21年5月期  5,660百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無   

1株当たり配当金
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

21年5月期 ― 9.00 ― 8.00 17.00
22年5月期 ― 9.00 ―
22年5月期 

（予想）
9.00 18.00

3.  平成22年5月期の業績予想（平成21年6月1日～平成22年5月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  無   

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 12,000 6.9 1,000 198.9 1,000 233.0 430 205.4 72.82



4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

（注）詳細は、４ページ「定性的情報・財務諸表等 ４．その他」をご覧ください。 

(2) 四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項
等の変更に記載されるもの） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年5月期第3四半期 5,943,052株 21年5月期  5,943,052株
② 期末自己株式数 22年5月期第3四半期  38,089株 21年5月期  37,959株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年5月期第3四半期 5,905,073株 21年5月期第3四半期 5,905,175株

※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異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等について
は、４ページ「定性的情報・財務諸表等 ３．業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 



当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、エコポイントやエコ減税などの経済政策効果や輸出を中心とした経

済環境の改善により回復の兆しは見られるものの、雇用情勢や所得環境は依然として厳しく、個人消費の低迷により

先行き不透明な状況で推移いたしました。 

そのような状況下、当社は引き続き、高付加価値の新製品や改良製品の発売・育成を進め、売上拡大に注力しまし

た。また、第１四半期から第２四半期にかけて新型インフルエンザの流行によって手指消毒用アルコール製剤の特需

が生まれ、当社の当該製品の売上増につながりました。その結果、当第３四半期累計期間における売上高は9,082百

万円（前年同期比9.0％増）となりました。 

利益につきましては、前述のアルコール製剤特需を含めた売上増により増大しました。また、引き続き製品構成の

変更や経費削減などに取り組み、利益の確保に努めました。その結果、当第３四半期累計期間における営業利益が

914百万円（同342.9％増）、経常利益が909百万円（同421.7％増）、四半期純利益は540百万円（同723.3％増）とな

りました。 

（自社製造品部門） ＜業務用洗剤・洗浄剤・除菌剤、固形燃料など＞  

景気後退の影響を受け固形燃料の売上高が減少したものの、引き続き環境への配慮を前面に打ち出した洗剤・洗浄

剤の新製品を投入して新規ユーザーの獲得を進めたことに加え、第１四半期から第２四半期にかけて新型インフルエ

ンザの流行によって手指消毒用アルコール製剤の売上が増大した結果、当第３四半期累計期間における売上高は、

6,844百万円（前年同期6,106百万円）となりました。 

（仕入商品部門） ＜その他商品など＞ 

自社製品の拡販に営業の力点を置いたため、仕入商品部門の売上の大幅な上積みはありませんでした。結果、当第

３四半期累計期間における売上高は、2,237百万円（前年同期2,227百万円）となりました。 

注：品目別売上高の区分変更について  

第２四半期累計期間における報告から、区分を変更いたしております。当社で製造販売している製品と他社から仕

入れて販売している商品とに区分しております。これは、自社製造品の販売状況を数値で明確にすることで、製造メ

ーカーである当社への評価を分かりやすくすることが目的です。 

  

財政状態 

  

 前事業年度末と比較して総資産は803百万円増加し、純資産は439百万円増加しました。増減の主なものは次のと

おりであります。 

 流動資産では現金及び預金が660百万円、受取手形及び売掛金が101百万円増加しております。  

 固定資産では建物が125百万円減少しております。 

 流動負債では、短期借入金が200百万円、未払法人税等が225百万円増加しております。 

 固定負債では長期借入金が286百万円減少しております。  

 純資産は、前事業年度に比べ439百万円増加し、6,099百万円となりました。これは、四半期純利益540百万円の

計上等により増加した一方、配当金の支払100百万円により減少したことによるものであります。 

 この結果１株当たり純資産は、前事業年度に比べ74円42銭増加し1,032円93銭となりました。また、自己資本比

率は、前事業年度末の47.2％から47.7％に上昇しました。 

定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

２．財政状態に関する定性的情報

前事業年度末   
当第３四半期 

会計期間末   
増減  

総資産（百万円）    11,981 12,785  803

純資産（百万円）    5,660 6,099  439

自己資本比率   % 47.2 % 47.7 p 0.5

１株当たり純資産（円）  958.51 1,032.93  74.42
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キャッシュ・フローの状況 

                                   （単位：百万円）  

 当第３四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

 当第３四半期累計期間におけるキャッシュ・フローの状況は、税引前四半期純利益の増加、借入による資金調達

及び定期預金の払い戻し等により、現金及び現金同等物（以下「資金」という）が増加いたしました。資金の期末

残高は前年同期に比べ636百万円増加し、1,344百万円（前年同期比89.9％増）となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果得られた資金は1,246百万円（同35.2％増）となりました。主な増加要因は、税引前四半期純

利益901百万円、資金流出を伴わない減価償却費の計上491百万円及び仕入債務の増加145百万円であります。ま

た、主な減少要因は、売上債権の増加101百万円、たな卸資産の増加75百万円及び法人税等の支払130百万円であ

ります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は171百万円（同52.0％減）となりました。主な増加要因は、定期預金の払戻に

よる収入100百万円であります。また、主な減少要因は、有形固定資産の取得による支出186百万円、無形固定資

産の取得による支出33百万円及び貸付による支出51百万円であります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果使用した資金は313百万円（同32.7％減）となりました。主な増加要因は、短期借入れによる

収入200百万円であります。また、主な減少要因は、長期借入金の返済による支出294百万円、リース債務の返済

による支出119百万円及び配当金の支払100百万円であります。 

  

  

業績予想は平成21年12月９日に公表したとおりであります。 

なお、当第３四半期累計期間における四半期純利益は540百万円でありますが、特別損失を第４四半期において約

200百万円を計上する予定ですので、平成22年５月期当期純利益は430百万円を予想しております。 

この特別損失の計上は、平成22年３月９日に公表しましたとおり平成24年３月末に税制適格退職年金制度が廃止さ

れることを受け、平成22年５月１日に確定給付年金制度へ移行することに伴う年金資産積立不足等の発生によるもの

であります。 

  

  

① 簡便な会計処理 

（ａ）固定資産の減価償却費の算定方法 

 定率法を採用している資産については、当事業年度に係る減価償却費の額を期間按分する方法によって 

おります。 

（ｂ）退職給付引当金 

 退職給付費用については、期首に算定した年間の見積り額を期間按分する方法によっております。 

② 四半期財務諸表作成に特有の会計処理 

 税金費用については、当第３四半期会計期間を含む事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用 

   前第３四半期  当第３四半期  増減 

 営業活動によるキャッシュ・フロー   921 1,246  324

 投資活動によるキャッシュ・フロー   △356 △171   185

財務活動によるキャッシュ・フロー   △466 △313   152

 現金及び現金同等物の増減額   98 760   662

 現金及び現金同等物の期末残高   707 1,344   636

３．業績予想に関する定性的情報

４．その他

（１）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用
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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しております。 

 なお、法人税等調整額は、「法人税、住民税及び事業税」に含めて表示しております。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

  

（２）四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
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５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成22年２月28日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,344,094 683,621

受取手形及び売掛金 2,711,103 2,609,319

有価証券 － 9,120

商品及び製品 556,218 530,083

仕掛品 35,375 27,222

原材料及び貯蔵品 266,621 231,598

その他 132,289 114,303

貸倒引当金 △3,074 △2,910

流動資産合計 5,042,628 4,202,359

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 2,640,516 2,766,449

土地 1,995,389 1,995,389

その他（純額） 1,548,593 1,573,435

有形固定資産合計 6,184,499 6,335,273

無形固定資産 185,656 152,374

投資その他の資産   

その他 1,464,016 1,384,787

貸倒引当金 △91,627 △92,839

投資その他の資産合計 1,372,388 1,291,947

固定資産合計 7,742,544 7,779,595

資産合計 12,785,172 11,981,955
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成22年２月28日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年５月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,020,697 960,075

ファクタリング債務 1,473,189 1,388,060

短期借入金 400,000 200,000

未払法人税等 281,476 55,500

その他 1,287,016 1,143,646

流動負債合計 4,462,381 3,747,283

固定負債   

長期借入金 786,350 1,072,940

退職給付引当金 817,471 773,612

役員退職慰労引当金 122,166 115,398

その他 497,418 612,644

固定負債合計 2,223,405 2,574,594

負債合計 6,685,786 6,321,877

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 4,987,940 4,548,063

自己株式 △49,408 △49,287

株主資本合計 6,119,068 5,679,313

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △19,682 △19,235

評価・換算差額等合計 △19,682 △19,235

純資産合計 6,099,386 5,660,077

負債純資産合計 12,785,172 11,981,955
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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 平成20年６月１日 
 至 平成21年２月28日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成22年２月28日) 

売上高 8,333,963 9,082,095

売上原価 5,429,622 5,373,427

売上総利益 2,904,340 3,708,667

販売費及び一般管理費 2,697,868 2,794,269

営業利益 206,471 914,398

営業外収益   

受取利息 7,308 1,076

受取配当金 4,772 3,195

受取補償金 － 2,068

その他 10,461 8,799

営業外収益合計 22,542 15,139

営業外費用   

支払利息 18,433 15,518

創立45周年関連費用 30,782 －

投資事業組合運用損 － 4,114

その他 5,520 669

営業外費用合計 54,736 20,302

経常利益 174,277 909,235

特別利益   

固定資産売却益 8,512 219

投資有価証券売却益 13,358 －

貸倒引当金戻入額 － 1,191

保険解約返戻金 － 2,104

特別利益合計 21,870 3,515

特別損失   

たな卸資産評価損 10,713 6,123

固定資産除却損 － 5,215

投資有価証券評価損 77,759 －

その他 732 －

特別損失合計 89,205 11,338

税引前四半期純利益 106,943 901,411

法人税、住民税及び事業税 41,323 361,148

法人税等合計 41,323 361,148

四半期純利益 65,619 540,263
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（第３四半期会計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期会計期間 
(自 平成20年12月１日 
 至 平成21年２月28日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成21年12月１日 
 至 平成22年２月28日) 

売上高 2,795,296 2,883,064

売上原価 1,816,692 1,739,211

売上総利益 978,604 1,143,853

販売費及び一般管理費 882,650 884,052

営業利益 95,954 259,801

営業外収益   

受取利息 2,096 436

受取配当金 1,923 1,396

その他 2,570 3,477

営業外収益合計 6,590 5,311

営業外費用   

支払利息 5,800 4,870

投資事業組合運用損 － 2,740

貸倒引当金繰入額 － 3,390

その他 3,392 －

営業外費用合計 9,192 11,001

経常利益 93,352 254,110

特別利益   

保険解約返戻金 － 2,104

特別利益合計 － 2,104

特別損失   

投資有価証券評価損 19,035 －

その他 144 －

特別損失合計 19,180 －

税引前四半期純利益 74,171 256,214

法人税、住民税及び事業税 28,319 102,684

法人税等合計 28,319 102,684

四半期純利益 45,852 153,529
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成21年２月28日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成22年２月28日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益 106,943 901,411

減価償却費 469,797 491,405

退職給付引当金の増減額（△は減少） 49,176 43,858

長期前払費用の増減額（△は増加） 53,076 －

受取利息及び受取配当金 △12,081 △4,271

支払利息 18,433 15,518

たな卸資産評価損 10,713 6,123

投資有価証券売却損益（△は益） △13,358 －

投資有価証券評価損益（△は益） 77,759 －

売上債権の増減額（△は増加） 130,526 △101,783

たな卸資産の増減額（△は増加） △45,955 △75,434

仕入債務の増減額（△は減少） 165,755 145,751

未払金及び未払費用の増減額（△は減少） 16,776 13,205

未払消費税等の増減額（△は減少） 36,394 △25,270

リース資産の増減額（△は増加） △1,032,575 －

リース債務の増減額（△は減少） 910,615 －

その他 82,570 △23,229

小計 1,024,569 1,387,285

利息及び配当金の受取額 10,895 4,408

利息の支払額 △18,362 △15,517

法人税等の支払額 △95,323 △130,102

営業活動によるキャッシュ・フロー 921,779 1,246,074

投資活動によるキャッシュ・フロー   

投資有価証券の取得による支出 △132,920 －

投資有価証券の売却による収入 67,719 －

有形固定資産の取得による支出 △241,501 △186,585

無形固定資産の取得による支出 △30,497 △33,204

貸付けによる支出 － △51,000

定期預金の払戻による収入 － 100,000

その他 △19,563 △365

投資活動によるキャッシュ・フロー △356,764 △171,155

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） 100,000 200,000

長期借入金の返済による支出 △301,600 △294,190

社債の償還による支出 △40,000 －

配当金の支払額 △106,293 △100,386

リース債務の返済による支出 △118,216 △119,168

その他 △120 △120

財務活動によるキャッシュ・フロー △466,230 △313,866

現金及び現金同等物に係る換算差額 △369 △580

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 98,414 760,472

現金及び現金同等物の期首残高 609,425 583,621

現金及び現金同等物の四半期末残高 707,839 1,344,094
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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）継続企業の前提に関する注記

（５）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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