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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

24年3月期第1四半期 3,850 △0.8 160 △38.1 151 △46.0 64 △61.0
23年3月期第1四半期 3,881 △4.1 258 △4.2 280 △12.3 166 △1.4

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 14百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △127百万円 （―％）

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

24年3月期第1四半期 4.03 ―
23年3月期第1四半期 10.34 ―

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

24年3月期第1四半期 22,610 18,087 80.0 1,125.30
23年3月期 22,649 18,233 80.5 1,134.39
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  18,087百万円 23年3月期  18,233百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無   

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

23年3月期 ― 8.00 ― 10.00 18.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） 8.00 ― 11.00 19.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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(累計) 7,834 0.8 183 △64.7 136 △80.0 41 △85.4 2.59
通期 16,041 2.1 1,002 6.3 893 17.9 551 21.2 34.33



(1) 当四半期連結累計期間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) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  有  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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、金融商品取引法に基づく四
半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。 

※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変動する可能性があることをお含みおき下さい。業績予想に関連する事項については、添付資料P.3「連結業績予想に関する定
性的情報」をご覧ください。 

4.  その他

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 16,114,089 株 23年3月期 16,114,089 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 40,486 株 23年3月期 40,486 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 16,073,603 株 23年3月期1Q 16,073,722 株
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１． 当四半期決算に関する定性的情報 

(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23年４月１日から平成23年６月30日まで)におけるわが国経済は、東日

本大震災の影響により急激に落ち込んだ経済活動も、復興に向け回復傾向が続いていますが、電力供給の

制約に加え、雇用情勢や所得環境の悪化懸念など、依然として先行き不透明な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3,850百万円と前

年同期比31百万円(0.8%)の減収となりました。売上高に含まれる海外売上高は、941百万円(対売上高24.5%)

と、前年同期比25百万円(2.8%)の増収となりました。 

利益面は売上原価率の上昇により、営業利益が160百万円(前年同期比98百万円、38.1%減)となり、さら

に経常利益も営業外損益の悪化により151百万円(前年同期比129百万円、46.0%減)と、いずれも前年同期比

減益となりました。税金費用を差し引いた四半期純利益は64百万円(前年同期比101百万円、61.0%減)となり

ました。 

    

(デンタル関連事業) 

国内では、当第１四半期連結累計期間に発売を開始したグラスアイオノマー系レジンセメント「レジグ

ラス ペースト」や高分子系歯科小窩裂溝封鎖材「ビューティシーラント」等が売上に寄与いたしましたが、

前年同期比減収となりました。一方、海外は円高による為替の影響を受けたものの、アジアを中心に好調

に推移し、前年同期比増収となりました。 

これらの結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は3,496百万円(前年同期比16百万円、0.5%増)となり

ましたが、売上原価率が上昇したことにより、営業利益は205百万円(前年同期比75百万円、26.7%減)とな

りました。 

 

(ネイル関連事業) 

     ネイル関連事業は、ネイル業界全体の市場が伸び悩む中、東日本大震災の影響により展示会が縮減され 

るなど消費マインドが低調に推移したことに加えて、価格競争もさらに一段と厳しさを増してまいりまし

た。このような厳しい環境のもと、自社ブランド商品の更なる改良を進めておりますが、当第１四半期連

結累計期間の売上高は331百万円(前年同期比50百万円、13.3%減)となり、利益面は減収により営業損失56

百万円、前年同期比29百万円の減益となりました。 

 

(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、工業用研磨材を製造販売している

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、23百万円(前年同期比2百万円、12.3%増)となり、営業利益は7百

万円(前年同期比3百万円、66.4%増)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  ＝ 80.73円(前年同期  88.48円) 

          ユーロ   １ユーロ ＝116.84円(前年同期 107.81円) 

          英ポンド  １ポンド ＝129.78円(前年同期 133.07円) 

    中国人民元 １元   ＝ 12.68円(前年同期 13.68円) 

 

(2) 連結財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ、38百万円(0.2%)減少し22,610百万

円となりました。 

資産は主に、受取手形及び売掛金が減少しています。 

負債は、前連結会計年度末に比べ、107百万円(2.4%)増加し4,522百万円となりました。未払費用など流

動負債のその他の増加が主な要因であります。なお、提出会社の役員退職慰労金の打ち切り支給により、

役員退職慰労引当金は減少し、固定負債のその他が増加しています。 
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純資産は、前連結会計年度末に比べ、146百万円(0.8%)減少し18,087百万円となりました。利益剰余金の

減少が主な要因であります。 

以上の結果、自己資本比率は前連結会計年度末に比べ、0.5ポイント低下し80.0%となりました。 

 

(3) 連結業績予想に関する定性的情報 

   平成24年３月期の業績予想につきましては、平成23年５月13日決算発表時の期初の業績予想を変更して

おりません。 

 

 

２． サマリー情報（その他）に関する事項 

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

該当事項はありません。 

 

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

税金費用の計算 

当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。 

 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

該当事項はありません。 

 



３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,625 6,857

受取手形及び売掛金 2,576 2,287

有価証券 348 344

商品及び製品 2,198 2,258

仕掛品 591 603

原材料及び貯蔵品 487 606

その他 835 772

貸倒引当金 △197 △175

流動資産合計 13,464 13,554

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 6,371 6,357

減価償却累計額 △3,859 △3,892

建物及び構築物（純額） 2,512 2,464

その他 6,460 6,505

減価償却累計額 △4,173 △4,242

その他（純額） 2,287 2,263

有形固定資産合計 4,799 4,728

無形固定資産   

のれん 445 423

その他 230 228

無形固定資産合計 675 651

投資その他の資産   

投資有価証券 2,906 2,828

その他 811 856

貸倒引当金 △8 △8

投資その他の資産合計 3,708 3,676

固定資産合計 9,184 9,055

資産合計 22,649 22,610
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 687 664

短期借入金 1,000 1,000

未払法人税等 172 110

役員賞与引当金 33 4

その他 1,327 1,544

流動負債合計 3,220 3,324

固定負債   

退職給付引当金 108 110

役員退職慰労引当金 563 16

その他 522 1,071

固定負債合計 1,194 1,198

負債合計 4,415 4,522

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,474 4,474

資本剰余金 4,576 4,576

利益剰余金 9,553 9,457

自己株式 △55 △55

株主資本合計 18,548 18,452

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 300 253

為替換算調整勘定 △614 △618

その他の包括利益累計額合計 △314 △364

純資産合計 18,233 18,087

負債純資産合計 22,649 22,610
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
 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22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 3,881 3,850

売上原価 1,673 1,738

売上総利益 2,207 2,111

販売費及び一般管理費 1,948 1,951

営業利益 258 160

営業外収益   

受取利息 2 3

受取配当金 25 29

会費収入 64 26

貸倒引当金戻入額 － 27

その他 24 8

営業外収益合計 117 94

営業外費用   

支払利息 3 2

売上割引 39 36

当社主催会費用 14 31

為替差損 25 13

その他 12 18

営業外費用合計 95 103

経常利益 280 151

特別利益   

貸倒引当金戻入額 33 －

特別利益合計 33 －

特別損失   

投資有価証券評価損 13 －

特別損失合計 13 －

税金等調整前四半期純利益 299 151

法人税等 133 86

少数株主損益調整前四半期純利益 166 64

四半期純利益 166 64
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 四半期連結包括利益計算書 
 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22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 166 64

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △188 △46

為替換算調整勘定 △104 △3

その他の包括利益合計 △293 △50

四半期包括利益 △127 14

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △127 14

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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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）追加情報 

 （会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用） 

  当第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の

変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月4日）及び「会計上の変更及

び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月4日）を適用し

ております。 

 （役員退職慰労引当金） 

  平成23年6月28日開催の提出会社の株主総会において、役員退職慰労金制度の廃止に伴う打ち切り支給

議案（支給の時期は各役員の退職時とする）が承認可決され、これにより、役員退職慰労金は561百万円

取り崩し、打ち切り支給額の未払分を固定負債の「その他」に計上しております。 

 

（５）セグメント情報等 

前第１四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日) 

 １. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

報告セグメント 

 
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）

調整額 

（百万円） 

（注）1 

四半期連結

損益計算書

計上額 

（百万円）

（注）2 

 売  上  高       

 (1) 外部顧客への売上高 3,479 381 20 3,881 ―  3,881 

 (2) セグメント間の   
内部売上高又は振替高

 ― 0 1 1 △1  ― 

計 3,479 382 21 3,882 △1 3,881 

セグメント利益又は損失(△) 280 △27 4 258 0 258 

（注）１ セグメント間取引消去によるものであります。 

 ２ セグメント利益又は損失（△）は四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

 

当第１四半期連結累計期間(自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日) 

 １. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

報告セグメント 

 
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）

調整額 

（百万円） 

（注）1 

四半期連結

損益計算書

計上額 

（百万円）

（注）2 

 売  上  高       

 (1) 外部顧客への売上高 3,496 331 22 3,850 ―  3,850 

 (2) セグメント間の   
内部売上高又は振替高

 ― ― 1 1 △1  ― 

計 3,496 331 23 3,851 △1 3,850 

セグメント利益又は損失(△) 205 △56 7 157 2 160 

（注）１ セグメント間取引消去によるものであります。 

 ２ セグメント利益又は損失（△）は四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

 

（６）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。 




