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1.  平成24年3月期第3四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年12月31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3四半期 11,514 0.4 628 △3.3 592 4.1 289 △13.4
23年3月期第3四半期 11,469 △3.6 649 △11.3 569 △13.7 333 △11.4

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 △25百万円 （―％） 23年3月期第3四半期 △1百万円 （―％）

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3四半期 17.99 17.98
23年3月期第3四半期 20.78 ―

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3四半期 21,903 17,931 81.8 1,115.62
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3四半期  17,919百万円 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 ― 8.00 ―
24年3月期（予想） 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、対前期増減率）

（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

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3Q 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3Q 40,612 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3Q 16,073,569 株 23年3月期3Q 16,073,695 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３四半期連結累計期間(平成23年４月１日から平成23年12月31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停滞していた経済活動に緩やかな回復傾向がみられるものの、欧州の財政問題の深

刻化等による世界経済の減速や急激な円高による企業収益の悪化などの要因もあり、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３四半期連結累計期間の売上高は11,514百万円と

前年同期比45百万円(0.4%)の増収となりました。売上高に含まれる海外売上高は、2,594百万円(対売上

高22.5%)と、前年同期比56百万円(2.2%)の増収となりました。 

利益面は販売費及び一般管理費が前年同期比で減少したものの、売上原価率の上昇により、営業利益

は628百万円(前年同期比21百万円、3.3%減)となりました。また、経常利益は貸倒引当金戻入額の計上等に

より、592百万円(前年同期比23百万円、4.1%増)と、前年同期比増益となりました。平成24年４月１日以降

の税制改正による法定実効税率の変更の影響を税金費用に加味した結果、四半期純利益は289百万円(前年同

期比44百万円、13.4%減)となりました。 

    

(デンタル関連事業) 

国内では、当第３四半期連結累計期間に市場投入した超音波歯周用スケーラ「ミニマスターLED」や高分

子系歯科小窩裂溝封鎖材「ビューティシーラント」等が売上に寄与し、主力の既存製品に一部回復の動き

もみられましたが、厳しい経営環境の中、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３四半期連結累計期間の売上高は10,341百万円(前年同期比39百万円、0.4%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698百万円(前年同期比0.9百万円、0.1%減)と

なりました。 

 

(ネイル関連事業) 

     ネイル関連事業は、自社ブランド製品の改良を進め、既存の可視光重合型ジェルネイルシステム「L・E・

D GEL Presto」の光照射器に低価格版の「Bianca/Rosa」を市場投入するとともに、品質改良とコストダウ

ンを重ねて、ジェルの改良品の発売を開始いたしました。 

しかしながら、震災の影響により展示会が縮減されたことや、消費マインドが低調に推移する中、激し

い価格競争が恒常化し、日本のネイル市場全体は引き続き非常に厳しい状況で推移いたしました。 

これらの結果、ネイル関連事業の売上高は1,109百万円(前年同期比3百万円、0.3%増)となりましたが、

利益面はのれん償却費の負担等により営業損失92百万円、前年同期比25百万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。 

産業材等の新たな需要の掘り起こしに取り組んだ結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は67百万円

(前年同期比1百万円、2.6%増)となり、営業利益は19百万円(前年同期比2百万円、17.7%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9月末レート) 

          米ドル   １ドル  ＝ 77.74円(前年同期  81.49円) 

          ユーロ   １ユーロ ＝100.71円(前年同期 107.90円) 

          英ポンド  １ポンド ＝119.81円(前年同期 126.48円) 

    中国人民元 １元   ＝ 12.04円(前年同期 12.52円) 
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(2) 連結財政状態に関する定性的情報 

当第３四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、745百万円(3.3%)減少し21,903百万

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おります。 

負債は、前連結会計年度末に比べ、443百万円(10.1%)減少し3,971百万円となりました。未払費用など流

動負債のその他の減少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おります。 

純資産は、前連結会計年度末に比べ、301百万円(1.7%)減少し17,931百万円となりました。その他有価証

券評価差額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、1.3ポイント上昇し81.8%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。 

   なお、為替レートについては、第２四半期決算発表時に各々次のとおり見直しを行っております。 

米ドル   １ドル  ＝ 78.00円(期初設定レート  85.00円) 

          ユーロ   １ユーロ ＝105.00円(期初設定レート 110.00円) 

英ポンド  １ポンド ＝120.00円(期初設定レート 130.00円) 

    中国人民元 １元   ＝ 12.50円(期初設定レート  13.50円) 

 

 

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３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,625 6,678

受取手形及び売掛金 2,576 2,085

有価証券 348 239

商品及び製品 2,198 2,267

仕掛品 591 602

原材料及び貯蔵品 487 592

その他 835 763

貸倒引当金 △197 △137

流動資産合計 13,464 13,093

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 6,371 6,339

減価償却累計額 △3,859 △3,970

建物及び構築物（純額） 2,512 2,368

その他 6,460 6,526

減価償却累計額 △4,173 △4,358

その他（純額） 2,287 2,167

有形固定資産合計 4,799 4,536

無形固定資産   

のれん 445 378

その他 230 214

無形固定資産合計 675 592

投資その他の資産   

投資有価証券 2,906 2,717

その他 811 971

貸倒引当金 △8 △8

投資その他の資産合計 3,708 3,680

固定資産合計 9,184 8,809

資産合計 22,649 21,903
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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３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 687 564

短期借入金 1,000 995

未払法人税等 172 187

役員賞与引当金 33 12

その他 1,327 1,036

流動負債合計 3,220 2,795

固定負債   

退職給付引当金 108 112

役員退職慰労引当金 563 18

その他 522 1,044

固定負債合計 1,194 1,175

負債合計 4,415 3,971

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 9,552

自己株式 △55 △55

株主資本合計 18,548 18,548

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 300 132

為替換算調整勘定 △614 △761

その他の包括利益累計額合計 △314 △629

新株予約権 － 12

純資産合計 18,233 17,931

負債純資産合計 22,649 21,903
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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３四半期連結累計期間 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

売上高 11,469 11,514

売上原価 5,084 5,179

売上総利益 6,384 6,334

販売費及び一般管理費 5,735 5,706

営業利益 649 628

営業外収益   

受取利息 13 12

受取配当金 46 51

会費収入 78 66

貸倒引当金戻入額 － 63

その他 55 27

営業外収益合計 194 221

営業外費用   

支払利息 10 7

売上割引 112 109

当社主催会費用 74 97

その他 77 42

営業外費用合計 274 256

経常利益 569 592

特別利益   

貸倒引当金戻入額 28 －

特別利益合計 28 －

特別損失   

投資有価証券評価損 12 －

特別損失合計 12 －

税金等調整前四半期純利益 585 592

法人税等 251 303

少数株主損益調整前四半期純利益 333 289

四半期純利益 333 289
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 四半期連結包括利益計算書 
 第３四半期連結累計期間 

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 333 289

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △98 △167

為替換算調整勘定 △237 △146

その他の包括利益合計 △335 △314

四半期包括利益 △1 △25

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △1 △25

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） 

  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。 

 （法人税率の変更等による影響） 

  平成23年12月２日に「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改

正する法律」（平成23年法律第114号）及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要

な財源の確保に関する特別措置法」（平成23年法律第117号）が公布され、平成24年４月１日以降開始する

事業年度より法人税率が変更されることとなりました。これに伴い、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見積実効税率は変更されることとなりました。 

 この税率の変更により未払法人税等が71百万円増加し、当第３四半期連結累計期間に費用計上された法

人税等の金額が71百万円増加しております。 

 （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、役員退職慰労引当金は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。 

 （退職給付引当金） 

 提出会社は、平成23年９月に退職金制度を変更し、適格退職年金制度から確定給付企業年金法による規

約型の確定給付年金制度及び確定拠出年金制度へ移行しております。本移行に伴い、「退職給付制度間の移

行等に関する会計処理」（企業会計基準適用指針第１号）を適用しております。 

 この移行により、退職給付債務が222百万円減少し、同額の過去勤務債務が発生しております。 

  なお、過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（７年）による定額

法で会計処理を行っております。 

  これによる損益に与える影響は軽微であります。 
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（５）セグメント情報等 

前第３四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31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 10,301 1,106 62 11,469 ―  11,469 

 (2) セグメント間の   
内部売上高又は振替高

 ― 0 3 3 △3  ― 

計 10,301 1,106 65 11,473 △3 11,469 

セグメント利益又は損失(△) 699 △66 16 649 0 649 

（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３四半期連結累計期間(自 平成23年４月１日 至 平成23年12月31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 10,341 1,109 64 11,514 ―  11,514 

 (2) セグメント間の   
内部売上高又は振替高

 ― 0 3 3 △3  ― 

計 10,341 1,109 67 11,518 △3 11,514 

セグメント利益又は損失(△) 698 △92 19 625 2 628 

（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。 




