
  

１．平成23年５月期第２四半期の連結業績（平成22年６月１日～平成22年11月30日） 

  

（注）平成23年５月期第１四半期より四半期連結財務諸表を作成しているため、前年同四半期の数値及びこれに係る対
前年同四半期増減率については記載しておりません。 

（２）連結財政状態 

（注）平成23年５月期第１四半期より四半期連結財務諸表を作成しているため、前期の数値は記載しておりません。 
  
２．配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正 ：無 
  
３．平成23年５月期の連結業績予想（平成22年６月１日～平成23年５月31日） 

（注１）当四半期における業績予想の修正有無：無 
（注２）平成23年５月期第１四半期より四半期連結財務諸表を作成しているため、前期増減率は記載しておりません。 
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  （百万円未満切捨て）

（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 四半期純利益 

  百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

23年５月期第２四半期  5,880  －  330  －  324  －  188  －

22年５月期第２四半期  －  －  －  －  －  －  －  －

  
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 

23年５月期第２四半期  31  85  －      

22年５月期第２四半期  －        －      

  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 

23年５月期第２四半期  12,468  6,090  48.6  1,026  44

22年５月期  －  －  －  －      

（参考）自己資本 23年５月期第２四半期 6,060百万円 22年５月期 －百万円

  
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 

22年５月期  －       9 00 －      9 00  18  00

23年５月期  －       9 00       

23年５月期（予想）     －      9 00  18  00

  （％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  12,100  －  750  －  750 －  420  －  71  13
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４．その他（詳細は、［添付資料］Ｐ．４「その他の情報」をご覧ください。） 

（１）当四半期中における重要な子会社の異動 ：無 

新規     －  社 （－）                        、除外     －   社  （－） 

（注１）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

（注２）なお、特定子会社の異動には該当いたしませんが、福建新拓高日用化学品有限公司を第１四半期より連

結子会社としております。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用：有 

（注）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

①  会計基準等の改正に伴う変更：無 

②  ①以外の変更              ：無 

（注）「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期連結財務諸表作

成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の有無となります。 

  

（４）発行済株式数（普通株式） 

  
  

※  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 

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。 

なお、上記予想に関する事項は添付資料の「１.当四半期の連結業績等に関する定性的情報（3）連結業績予想に関

する定性的情報」をご覧ください。 

  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年５月期２Ｑ 5,943,052株 22年５月期 5,943,052株

②  期末自己株式数 23年５月期２Ｑ 38,308株 22年５月期 38,119株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年５月期２Ｑ 5,904,828株 22年５月期２Ｑ 5,905,092株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業収益に改善の傾向が見られるなど明るい要素があるもの

の、円高や原油高、物価の下落や雇用情勢の厳しさなどが続き、依然として厳しい環境のもとに推移いたしまし

た。 

 このような環境下、当社グループは引き続き、環境にやさしくコストパフォーマンスの高い主力製品の販売に注

力し、売上拡大に努めました。その結果、高濃度食器用洗剤などの主力製品には一定の伸びがあったものの、前年

同期に発生した新型インフルエンザの流行に伴う、消毒用アルコール製剤の特需が剥落したため、当第２四半期連

結累計期間における売上高は5,880百万円となりました。 

 一方、利益につきましては、引き続き製品構成の変更や原材料のコストダウンなどの施策を進めましたが、売上

高減少の影響に加え、将来への投資としての人員増及び社会保険料の負担増等による人件費の上昇などが影響し、

営業利益は330百万円、経常利益は324百万円、四半期純利益は188百万円となりました。 

  

（自社製造品部門）＜業務用洗剤・洗浄剤・除菌剤、固形燃料など＞ 

 景気低迷の影響で、当社が依拠する外食産業などのフードサービス業界も厳しい状況にありましたが、環境への

配慮と高いコストパフォーマンスを特長とする主力製品の販売に努めた結果、一定の伸張がありました。しかしな

がら、前述の手指消毒用アルコール製剤の売上が減少し、当第２四半期連結累計期間における売上高は4,377百万

円となりました。 

（仕入商品部門） 

 自社製造品を中心に営業活動を推進したため、仕入商品の売上は微増の傾向が続き、結果、当第２四半期連結累

計期間における売上高は1,502百万円となりました。 

  

（注）平成23年５月期第１四半期より連結財務諸表を作成しているため、前年同四半期増減率は記載しておりませ

ん。以下、（２）連結財政状態に関する定性的情報 ②キャッシュ・フローの分析まで同じ。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

①財政状態の分析 

  

 当第２四半期連結会計期間末における総資産は12,468百万円、純資産は6,090百万円、自己資本（純資産から少

数株主持分を除いたもの）は6,060百万円となり、自己資本比率は48.6％となりました。また、１株当たり純資産

は1,026円44銭となりました。資産、負債、純資産における特記すべき変動はありません。 

  

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

当第２四半期 

連結会計期間末  

総資産（百万円）  12,468

純資産（百万円）  6,090

自己資本（百万円）   6,060

自己資本比率  % 48.6

１株当たり純資産（円）  1,026.44
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②キャッシュ・フローの分析 

                                     （単位：百万円）  

 当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。 

（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94百万円となりました。主な増加項目は、税金等調整前四半期純利益319百

万円、資金流出を伴わない減価償却費の計上344百万円及び仕入債務の増加額158百万円であります。また主な減

少項目は、売上債権の増加額259百万円、未払金及び未払費用の減少額45百万円及び法人税等の支払額369百万円

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173百万円となりました。主な減少項目は、有形固定資産の取得による支出

148百万円であります。 

（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277百万円となりました。主な増加項目は、短期借入れによる収入60百万円

であります。また主な減少項目は、長期借入金の返済による支出191百万円、配当金の支払額53百万円及びリー

ス債務の返済による支出92百万円であります。 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成23年５月期の連結業績予想につきましては、平成22年10月８日の「平成23年５月期 第１四半期決算短信

〔日本基準〕（連結）」並びに「連結決算の開始に伴う連結業績予想に関するお知らせ」にて公表いたしましたと

おりに推移するものと予想しており、変更はありません。 

  

  
当第２四半期 

連結累計期間 

 営業活動によるキャッシュ・フロー 94

 投資活動によるキャッシュ・フロー   △173

財務活動によるキャッシュ・フロー   △277

 現金及び現金同等物の増減   △357

 現金及び現金同等物の四半期末残高   1,173
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（１）重要な子会社の異動の概要 

該当事項はありません。    

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

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、当連結会計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 四半期連結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２四半期連結会計期間を含む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しております。 

 なお、法人税等調整額は、「法人税等」に含めて表示しております。 

   

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

当第２四半期連結累計期間は連結初年度にあたるため、会計基準等の改正に伴う変更はありません。 

（注） 「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 

 第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年3 

月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年3 

月31日）を適用しております。 

 なお、これによる当社グループの損益への影響はありません。 

  

２．その他の情報
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年11月30日) 

資産の部  

流動資産  

現金及び預金 1,173,554

受取手形及び売掛金 2,728,848

有価証券 4,626

商品及び製品 538,944

仕掛品 46,679

原材料及び貯蔵品 281,179

その他 163,062

貸倒引当金 △1,906

流動資産合計 4,934,989

固定資産  

有形固定資産  

建物及び構築物（純額） 2,836,444

土地 1,995,389

その他（純額） 1,355,602

有形固定資産合計 6,187,436

無形固定資産 197,705

投資その他の資産  

その他 1,234,795

貸倒引当金 △86,448

投資その他の資産合計 1,148,346

固定資産合計 7,533,489

資産合計 12,468,478

負債の部  

流動負債  

支払手形及び買掛金 1,059,426

ファクタリング債務 1,387,108

短期借入金 510,000

未払法人税等 142,872

その他 1,215,865

流動負債合計 4,315,272

固定負債  

長期借入金 499,760

退職給付引当金 931,740

役員退職慰労引当金 166,104

その他 465,458

固定負債合計 2,063,062

負債合計 6,378,335
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年11月30日) 

純資産の部  

株主資本  

資本金 585,199

資本剰余金 595,337

利益剰余金 4,990,025

自己株式 △49,609

株主資本合計 6,120,953

評価・換算差額等  

その他有価証券評価差額金 △24,475

為替換算調整勘定 △35,621

評価・換算差額等合計 △60,096

少数株主持分 29,286

純資産合計 6,090,143

負債純資産合計 12,468,478
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年６月１日 
 至 平成22年11月30日) 

売上高 5,880,296

売上原価 3,573,318

売上総利益 2,306,978

販売費及び一般管理費 1,976,545

営業利益 330,432

営業外収益  

受取利息 399

受取配当金 2,149

受取手数料 1,975

その他 4,818

営業外収益合計 9,342

営業外費用  

支払利息 11,270

投資事業組合運用損 2,703

その他 1,792

営業外費用合計 15,766

経常利益 324,008

特別損失  

たな卸資産廃棄損 4,465

固定資産除売却損 253

特別損失合計 4,719

税金等調整前四半期純利益 319,289

法人税等 136,387

少数株主損益調整前四半期純利益 182,901

少数株主損失（△） △5,192

四半期純利益 188,094
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（第２四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成22年９月１日 
 至 平成22年11月30日) 

売上高 3,031,296

売上原価 1,809,762

売上総利益 1,221,534

販売費及び一般管理費 985,556

営業利益 235,977

営業外収益  

受取利息 65

受取手数料 981

助成金収入 900

為替差益 793

その他 1,083

営業外収益合計 3,823

営業外費用  

支払利息 5,565

その他 532

営業外費用合計 6,098

経常利益 233,702

特別損失  

固定資産除売却損 253

特別損失合計 253

税金等調整前四半期純利益 233,449

法人税等 95,948

少数株主損益調整前四半期純利益 137,500

少数株主損失（△） △1,581

四半期純利益 139,081
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年６月１日 
 至 平成22年11月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純利益 319,289

減価償却費 344,566

退職給付引当金の増減額（△は減少） △12,716

長期前払費用の増減額（△は増加） 10,457

受取利息及び受取配当金 △2,548

支払利息 11,270

為替差損益（△は益） △138

売上債権の増減額（△は増加） △259,498

たな卸資産の増減額（△は増加） △29,128

その他の流動資産の増減額（△は増加） △15,619

仕入債務の増減額（△は減少） 158,363

未払金及び未払費用の増減額（△は減少） △45,538

未払消費税等の増減額（△は減少） △13,471

その他 8,189

小計 473,476

利息及び配当金の受取額 2,548

利息の支払額 △11,270

法人税等の支払額 △369,884

営業活動によるキャッシュ・フロー 94,869

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △148,285

無形固定資産の取得による支出 △20,866

その他 △4,424

投資活動によるキャッシュ・フロー △173,576

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） 60,000

長期借入金の返済による支出 △191,060

配当金の支払額 △53,144

リース債務の返済による支出 △92,796

その他 △171

財務活動によるキャッシュ・フロー △277,173

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,067

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △357,947

現金及び現金同等物の期首残高 1,512,860

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 18,642

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,173,554
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該当事項はありません。  

  

  

単一セグメントであるため、記載を省略しております。  

  

  

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）セグメント情報

（６）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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