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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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 ％

22年3月期第1四半期 4,046 △6.9 269 △28.6 319 △28.0 168 △49.9
21年3月期第1四半期 4,347 ― 377 ― 443 ― 336 ―

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3月期第1四半期 11.45 ―
21年3月期第1四半期 23.55 ―

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3月期第1四半期 22,840 18,322 80.2 1,139.90
21年3月期 20,944 16,612 79.3 1,163.77

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  18,322百万円 21年3月期  16,612百万円

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
（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 8.00 ― 10.00 18.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
8.00 ― 10.00 18.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結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

第2四半期 
連結累計期間

8,308 △3.8 497 △40.6 480 △44.0 288 △53.4 20.22

通期 16,687 1.0 1,121 △20.7 1,041 △20.7 677 △14.5 47.50
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4.  その他 
(1) 期中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  

(2) 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  有  
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。 

(3) 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（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もの） 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料発表日現在における仮定を前 
提としています。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

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3月期第1四半期 16,114,089株 21年3月期  16,114,089株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  39,963株 21年3月期  1,839,660株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 14,724,248株 21年3月期第1四半期 14,274,859株
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【定性的情報・財務諸表等】 

 

１． 連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期連結累計期間(平成21年4月1日から平成21年6月30日まで)における経済情勢は、昨年来の

世界的な金融危機に端を発して、実体経済の減速が続く中、一部復調の動きは見られたものの、依然とし

て世界経済は低迷し、わが国においても輸出企業を中心に企業収益は悪化し、設備投資や個人消費の冷え

込みが続く厳しい状況で推移いたしました。 

このような厳しい経営環境の中、当社グループの当第１四半期連結累計期間の売上高は、4,046百万円

と前年同期比301百万円(6.9%減)の減収となりました。売上高に含まれる海外売上高は円高の影響もあり、

921百万円(対売上高22.8%)となり、前年同期比233百万円(20.2%減)の減収となりました。 

利益面は減収により、営業利益は269百万円(前年同期比108百万円、28.6%減)、経常利益は319百万円(前

年同期比124百万円、28.0%減)といずれも前年同期比減益となりました。また、特別損益も前年同期比悪

化し、税金費用を差し引いた四半期純利益は168百万円と前年同期比167百万円(49.9%減)の減益となりま

した。 

    

(デンタル関連事業) 

国内では、引続き厳しい経営環境の中、前期に発売した歯科用象牙質接着材「ビューティボンド」や今

期に市場投入した歯面コーティング材「ビューティコート」等が売上に寄与いたしましたが、海外では、

円高の影響もあり、中国を除く各地域で前年同期比減収となりました。 

当第１四半期連結累計期間の売上高は3,596百万円(前年同期比253百万円、6.6%減)、営業利益は252百

万円(前年同期比96百万円、27.6%減)となりました。 

 

(ネイル関連事業) 

     ネイル関連事業は、新製品のLEDを用いた可視光重合型ジェルネイルシステム「L・E・D GEL Presto」

や「ネイルデダンス」の販売に注力いたしましたが、個人消費の減退傾向もあり、業界全体で伸びが鈍る

など厳しい市場環境で推移しました。当第１四半期連結累計期間の売上高は437百万円(前年同期比34百万

円、7.4%減)となり、営業利益は14百万円(前年同期比9百万円、39.4%減)となりました。 

 

(その他の事業) 

 その他の事業は、株式会社昭研が歯科用研磨材の生産技術を応用し、工業用研磨材を販売している事業

分野であります。 

当第１四半期連結累計期間の売上高は12百万円(前年同期比12百万円、51.3%減)となり、営業利益は2百

万円(前年同期比2百万円、41.1%減)となりました。 

 

参考：在外子会社財務諸表項目の邦貨への換算レート(期末日レート、人民元は3月末レート) 

          米ドル   １ドル  ＝ 96.01円(前年同期 106.42円) 

          ユーロ   １ユーロ ＝135.53円(前年同期 168.07円) 

          英ポンド  １英ポンド＝159.54円(前年同期 212.35円) 

    中国人民元 １元   ＝ 14.37円(前年同期 14.16円) 

 

 

２． 連結財政状態に関する定性的情報 

総資産は、前連結会計年度末に比べ、自己株式の処分等により現金及び預金が増加したことなどにより、

1,896百万円（9.1%増）増加し22,840百万円となりました。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

   平成22年3月期の業績予想につきましては、平成21年5月14日決算発表時の期初の業績予想を変更してお

りません。 
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４．その他 

（１）期中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） 

該当事項はありません。 

 

（２）簡便な会計処理および四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

① 棚卸資産の評価方法 

当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度に

かかる実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。また、棚卸資

産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、簿

価切下げを行う方法によっております。 

② 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、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定

する方法によっております。また、一部の連結子会社については、予算に基づく年間償却予定額を

期間按分して算定しております。 

③ 繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時

差異等の発生状況に著しい変化がないと認められる場合については、前連結会計年度において使用

した将来の業績予測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。 

④ 税金費用の計算 

税金費用については、当第１四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

て計算する方法を採用しております。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）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 

該当事項はありません。 

 



5.【四半期連結財務諸表】 
(1)【四半期連結貸借対照表】 

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,212 4,694

受取手形及び売掛金 2,398 2,490

有価証券 168 170

商品及び製品 2,100 1,954

仕掛品 646 653

原材料及び貯蔵品 605 538

その他 766 833

貸倒引当金 △145 △144

流動資産合計 12,752 11,191

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 6,438 6,385

減価償却累計額 △3,751 △3,696

建物及び構築物（純額） 2,687 2,689

その他 6,272 6,068

減価償却累計額 △3,889 △3,815

その他（純額） 2,382 2,253

有形固定資産合計 5,070 4,942

無形固定資産   

のれん 601 623

その他 313 315

無形固定資産合計 915 939

投資その他の資産   

投資有価証券 3,106 2,747

その他 1,003 1,130

貸倒引当金 △7 △7

投資その他の資産合計 4,102 3,870

固定資産合計 10,087 9,752

資産合計 22,840 20,944
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 716 540

短期借入金 1,020 1,020

未払法人税等 188 320

役員賞与引当金 11 45

その他 1,442 1,296

流動負債合計 3,379 3,222

固定負債   

退職給付引当金 99 98

役員退職慰労引当金 456 444

その他 582 566

固定負債合計 1,138 1,109

負債合計 4,517 4,332

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,474 4,474

資本剰余金 4,576 4,641

利益剰余金 9,163 10,305

自己株式 △55 △2,562

株主資本合計 18,159 16,859

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 459 134

為替換算調整勘定 △296 △381

評価・換算差額等合計 163 △247

純資産合計 18,322 16,612

負債純資産合計 22,840 20,944
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第１四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 4,347 4,046

売上原価 1,991 1,803

売上総利益 2,355 2,242

販売費及び一般管理費 1,977 1,972

営業利益 377 269

営業外収益   

受取利息 12 6

受取配当金 35 23

会費収入 65 63

その他 33 33

営業外収益合計 147 127

営業外費用   

支払利息 4 3

売上割引 35 39

当社主催会費用 33 24

その他 7 9

営業外費用合計 81 77

経常利益 443 319

特別利益   

貸倒引当金戻入額 49 －

関税還付金 65 －

特別利益合計 114 －

特別損失   

投資有価証券評価損 － 24

特別損失合計 － 24

税金等調整前四半期純利益 558 294

法人税等 222 125

四半期純利益 336 168
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（３）継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

（４）セグメント情報 

① 事業の種類別セグメント情報 

前第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日) 

 

デンタル 

関連事業 

（百万円） 

ネイル 

関連事業 

（百万円）

その他の 

事業 

（百万円）

計 

（百万円）

消去 

又は全社 

（百万円） 

連結 

（百万円）

 売  上  高       

 (1) 外部顧客に対する
売上高     

 3,850 471 24 4,347 ―  4,347 

 (2) セグメント間の   
内部売上高又は振替高

 ― ― ― ― ―  ― 

計 3,850 471 24 4,347 ―  4,347 

 営 業 利 益 348 24 4 377 ―  377 

（注）１ 事業区分の方法 

 事業は、製品の種類、用途及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

 ２ 各区分に属する事業の内容 

(1)デンタル関連事業……歯科に関連する材料、機器の製造・販売及び修理サービス 

(2)ネイル関連事業………ネイルに関連する美容器具・健康器具及び化粧品の製造・販売、サービス業 

(3)その他の事業…………工業用材料・機器の製造販売、上記(1)、(2)以外の事業 

３ 従来、当社及び連結子会社の主たる事業であるデンタル関連事業が全セグメントに占める割合が高かったため、事業の種

類別セグメント情報の記載を省略しておりましたが、前連結会計年度にネイル関連事業を営む株式会社ネイルラボを新た

に連結の範囲に含めたことに伴い、ネイル関連事業の割合が高まったため、当第１四半期連結累計期間より事業の種類別

セグメント情報を記載しております。 

 

 

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日) 

 

デンタル 

関連事業 

（百万円） 

ネイル 

関連事業 

（百万円）

その他の 

事業 

（百万円）

計 

（百万円）

消去 

又は全社 

（百万円） 

連結 

（百万円）

 売  上  高       

 (1) 外部顧客に対する
売上高     

 3,596 437 12 4,046 ―  4,046 

 (2) セグメント間の   
内部売上高又は振替高

 ― ― ― ― ―  ― 

計 3,596 437 12 4,046 ―  4,046 

 営 業 利 益 252 14 2 269 ―  269 

（注）１ 事業区分の方法 

 事業は、製品の種類、用途及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

 ２ 各区分に属する事業の内容 

(1)デンタル関連事業……歯科に関連する材料、機器の製造・販売及び修理サービス 

(2)ネイル関連事業………ネイルに関連する美容器具・健康器具及び化粧品の製造・販売、サービス業 

(3)その他の事業…………工業用材料・機器の製造販売、上記(1)、(2)以外の事業 
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② 所在地別セグメント情報 

前第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日) 

 
日本 

（百万円） 

アメリカ

（百万円）

欧州 

（百万円）

アジア 

（百万円）

計 

（百万円） 

消去 

又は全社 

（百万円） 

連結 

（百万円）

 売  上  高        

 (1) 外部顧客に対する
売上高     

 3,522 303 438 82 4,347 ―  4,347 

 (2) セグメント間の   
内部売上高又は振替高

 401 11 54 70 537 (537) ― 

計 3,924 315 492 152 4,884 (537) 4,347 

 営 業 利 益 368 3 27 17 417 (39) 377 

(注)  国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域 

 国又は地域の区分は、地理的近接度により、「アメリカ」、「欧州」、「アジア」に区分しております。 

 「欧州」にはドイツ及びイギリス、「アジア」には中国が含まれております。 

 

 

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日) 

 
日本 

（百万円） 

アメリカ

（百万円）

欧州 

（百万円）

アジア 

（百万円）

計 

（百万円） 

消去 

又は全社 

（百万円） 

連結 

（百万円）

 売  上  高        

 (1) 外部顧客に対する
売上高     

 3,329 272 341 102 4,046 ―  4,046 

 (2) セグメント間の   
内部売上高又は振替高

 340 18 38 36 434 (434) ― 

計 3,670 290 380 138 4,480 (434) 4,046 

 営 業 利 益 227 5 17 11 261 8 269 

(注)  国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域 

 国又は地域の区分は、地理的近接度により、「アメリカ」、「欧州」、「アジア」に区分しております。 

 「欧州」にはドイツ及びイギリス、「アジア」には中国が含まれております。 

 

 

③ 海外売上高 

前第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日) 

  北米・中南米 欧州 
アジア・ 

オセアニア他 
計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 340 438 375 1,154 

Ⅱ 連結売上高（百万円） ― ― ― 4,347 

Ⅲ 連結売上高に占める
海外売上高の割合 

(％) 7.8 10.1 8.6 26.5 

(注) 1 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

   2 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

   3 各区分に属する主な国又は地域は以下のとおりであります。 

北米・中南米……アメリカ・カナダ・ブラジル、欧州……ドイツ・イギリス、アジア・オセアニア他……韓国・中国であり

ます。 
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当第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日) 

  北米・中南米 欧州 
アジア・ 

オセアニア他 
計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 272 341 306 921 

Ⅱ 連結売上高（百万円） ― ― ― 4,046 

Ⅲ 連結売上高に占める
海外売上高の割合 

(％) 6.7 8.4 7.6 22.8 

(注) 1 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

   2 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

   3 各区分に属する主な国又は地域は以下のとおりであります。 

北米・中南米……アメリカ・カナダ・ブラジル、欧州……ドイツ・イギリス、アジア・オセアニア他……韓国・中国であり

ます。 

 

 

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

（単位：百万円） 

  資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

前連結会計年度末残高 4,474 4,641 10,305 △2,562 16,859 

当第1四半期連結会計期間末
までの変動額      

 剰余金の配当   △142  △142 

 四半期純利益   168  168 

 自己株式の取得    △0 △0 

 自己株式の処分※  △64 △1,128 2,507 1,314 

 連結子会社の増加に伴う減少   △39  △39 

当第1四半期連結会計期間末
までの変動額合計 

 △64 △1,142 2,507 1,299 

当第1四半期連結会計期間末
残高 

4,474 4,576 9,163 △55 18,159 

※ 平成21年６月４日付で、三井化学株式会社を割当先とする第三者割当による自己株式の処分を実施いたしました。 




