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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年9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2四半期 8,859 8.6 1,049 53.5 1,081 48.2 645 51.5
23年3月期第2四半期 8,160 1.8 683 28.7 730 31.0 425 18.4

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 567百万円 （82.2％） 23年3月期第2四半期 311百万円 （―％）

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2四半期 52.22 ―

23年3月期第2四半期 34.46 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第2四半期 25,843 20,553 79.2
23年3月期 25,545 20,258 78.9

（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  20,456百万円 23年3月期  20,164百万円

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 ― 0.00 ― 22.00 22.00

24年3月期 ― 0.00

24年3月期（予想） ― 20.00 20.00

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 17,868 4.4 1,722 0.3 1,770 △0.8 1,051 △4.6 85.03



(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  
（注）詳細は、添付資料Ｐ．４「サマリー情報（その他）に関する事項」をご覧ください。 

(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きの対象外でありますが、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きを受けております。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
（将来に関する記述についてのご注意） 
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あたっての注意事項等については、【添付資
料】Ｐ．３「１．当四半期決算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。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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2Q 12,561,000 株 23年3月期 12,561,000 株

② 期末自己株式数 24年3月期2Q 200,835 株 23年3月期 200,835 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 12,360,165 株 23年3月期2Q 12,360,244 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、企業収益の改善や中国をはじめアジアを中心とした海外市

場の回復により景気の持ち直しが見られたものの、欧州を中心とする金融不安、為替レートの急激な変動、東日

本大震災及び電力の供給不安等により景気の見通しが不透明な状況で推移いたしました。 

  このような環境の中、当社グループは社会全体に見られる保安に対する取り組みの強化や、安全・安心への意

識の高まりを背景とした環境変化に対応すべく、営業部門を国内営業本部と海外営業本部の二本部制といたしま

した。 

  国内営業本部は、東日本での営業力の強化に、海外営業本部はアジア・ヨーロッパへの展開に、一層注力でき

る体制とし、積極的に営業活動を推進してまいりました。 

  併せて、企業を取り巻く厳しい状況下において、積極的な原価の低減及び経費削減活動に取り組み、組織体制

並びに業務の高効率化を推進してまいりました。 

  その結果、売上高は88億５千９百万円（前年同四半期比8.6％増）となりました。利益につきましては、経常

利益は10億８千１百万円（前年同四半期比48.2％増）となりました。また、四半期純利益も６億４千５百万円

（前年同四半期比51.5％増）となりました。 

  当社グループの商品別概況は、次のとおりであります。 

①家庭用ガス警報器 

都市ガス用につきましては、業務用ＣＯ警報器の需要が堅調に推移し、また、住宅用火災警報器の義務設置

の猶予期間終了に伴い住宅用火災・ガス・ＣＯ警報器が堅調に推移し、売上高は前年を上回りました。 

ＬＰガス用につきましては、拡販に努めましたが、売上高は前期を下回りました。 

住宅用火災警報器につきましては、住宅用火災警報器の義務設置の猶予期間終了に伴い販売が伸び、売上高

は前期を上回りました。 

その結果、家庭用ガス警報器の売上高は43億３千５百万円（前年同四半期比12.2％増）となりました。 

②工業用定置式ガス検知警報器 

電力業界向け可燃性ガス検知警報器の更新需要が好調に推移したことに加え、海外向け各種ガス検知警報器

が好調に推移したため、売上高は24億６千５百万円（前年同四半期比6.4％増）となりました。 

③業務用携帯型ガス検知器 

都市ガス業界及びＬＰガス業界向けガス検知器の需要が好調に推移したことに加え、海外向け各種ガス検知

器が好調に推移したため、売上高は19億３千７百万円（前年同四半期比3.5％増）となりました。 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

①資産、負債、純資産の状況 

  当第２四半期連結会計期間の財政状態について、総資産は、前連結会計年度に比べ２億９千７百万円増加して

258億４千３百万円（前期末比1.2％増）となりました。 

  これは主に、受取手形及び売掛金の減少５億５千６百万円、投資有価証券の減少１億４千２百万円、有形固定

資産の減少７千１百万円があったものの、現金及び預金の増加４億８百万円、たな卸資産の増加５億４千６百万

円によるものです。 

  負債は、前連結会計年度に比べ２百万円増加して52億９千万円（前期末比微増）となりました。 

  これは主に、製品保証引当金の減少１千２百万円、未払法人税等の減少８百万円があったものの、賞与引当金

の増加９千３百万円、支払手形及び買掛金の増加６千７百万円によるものです。 

  純資産は、前連結会計年度に比べ２億９千４百万円増加して205億５千３百万円（前期末比1.5％増）となりま

した。 

  これは主に、その他有価証券評価差額金の減少８千２百万円があったものの、利益剰余金の増加３億７千２百

万円によるものであります。 

  この結果、自己資本比率は、79.2％となりました。 

１．当四半期決算に関する定性的情報



②キャッシュ・フローの状況 

  当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、投資活動及び財務活動

において減少したものの、営業活動において増加し、前連結会計年度末に比べ４億８百万円（4.1％）増加して

103億７千９百万円となりました。 

当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因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、９億１千万円（前年同四半期比30.2％減）となりました。 

  これは主に、たな卸資産の増加５億４千５百万円及び法人税等の支払額４億２千１百万円があったもの

の、税金等調整前四半期純利益10億７千３百万円及び売上債権の減少５億５千６百万円、減価償却費１億９

千２百万円、賞与引当金の増加９千３百万円によるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

  投資活動の結果流出した資金は、２億３千２百万円（前年同四半期比17.8％減）となりました。 

  これは主に、有形固定資産の取得による支出１億６千４百万円及び投資有価証券の取得による支出３千万

円、無形固定資産の取得による支出２千６百万円によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

  財務活動の結果流出した資金は、２億７千１百万円（前年同四半期比9.9％増）となりました。 

  これは、配当金の支払いによるものであります。 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

  当第２四半期連結累計期間の売上高は概ね当初の計画通りの水準で推移しましたが、利益につきましては、原

価の低減及び経費の削減活動への積極的な取り組みが寄与し、計画を上回る水準で推移いたしました。しかしな

がら、欧州を中心とする金融不安、為替レートの急激な変動、東日本大震災及び電力の供給不安等による景気の

見通しが不透明な状況が引き続くものと考えられるため、通期の連結業績予想は、平成23年５月13日の決算短信

で公表いたしましたとおり、変更はありません。 



（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 

２．サマリー情報（その他）に関する事項

  
当第２四半期連結累計期間 
（自  平成23年４月１日 
至  平成23年９月30日） 

税金費用の計算   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。 



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）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 10,081,096 10,489,395

受取手形及び売掛金 5,725,562 5,169,178

商品及び製品 970,598 1,154,625

仕掛品 1,301,727 1,436,512

原材料及び貯蔵品 934,691 1,162,106

繰延税金資産 418,474 418,255

その他 118,381 159,636

貸倒引当金 △282,076 △276,704

流動資産合計 19,268,457 19,713,004

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 638,972 613,857

機械装置及び運搬具（純額） 184,136 167,490

土地 2,281,198 2,281,198

建設仮勘定 15,490 14,632

その他（純額） 342,454 314,041

有形固定資産合計 3,462,251 3,391,220

無形固定資産   

ソフトウエア 92,957 95,602

その他 34,087 33,059

無形固定資産合計 127,044 128,661

投資その他の資産   

投資有価証券 1,842,108 1,699,781

関係会社出資金 30,000 30,000

繰延税金資産 380,074 436,254

その他 439,308 447,608

貸倒引当金 △3,489 △3,489

投資その他の資産合計 2,688,001 2,610,154

固定資産合計 6,277,298 6,130,035

資産合計 25,545,755 25,843,040



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,397,406 2,464,663

未払法人税等 442,331 433,496

賞与引当金 325,924 419,173

製品保証引当金 191,839 179,161

その他 786,683 613,817

流動負債合計 4,144,185 4,110,311

固定負債   

退職給付引当金 1,005,799 1,033,751

役員退職慰労引当金 137,395 145,940

固定負債合計 1,143,194 1,179,691

負債合計 5,287,379 5,290,002

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,460,000 1,460,000

資本剰余金 934,443 934,443

利益剰余金 17,949,073 18,321,921

自己株式 △285,737 △285,737

株主資本合計 20,057,780 20,430,628

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 136,392 54,197

為替換算調整勘定 △30,052 △28,321

その他の包括利益累計額合計 106,339 25,876

少数株主持分 94,256 96,532

純資産合計 20,258,375 20,553,037

負債純資産合計 25,545,755 25,843,040



（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２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 8,160,102 8,859,955

売上原価 4,582,292 4,834,340

売上総利益 3,577,809 4,025,614

販売費及び一般管理費 2,894,169 2,976,349

営業利益 683,639 1,049,265

営業外収益   

受取利息 2,597 4,257

受取配当金 15,865 17,213

その他 36,503 20,606

営業外収益合計 54,966 42,078

営業外費用   

為替差損 7,307 6,854

その他 1,267 2,572

営業外費用合計 8,574 9,427

経常利益 730,031 1,081,916

特別利益   

貸倒引当金戻入額 3,910 －

固定資産売却益 74 －

特別利益合計 3,984 －

特別損失   

固定資産除却損 385 184

固定資産売却損 66 3

役員退職慰労金 9,975 267

投資有価証券評価損 5,382 7,841

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 4,200 －

特別損失合計 20,009 8,296

税金等調整前四半期純利益 714,007 1,073,619

法人税等 284,563 425,461

少数株主損益調整前四半期純利益 429,444 648,158

少数株主利益 3,542 2,756

四半期純利益 425,902 645,401



（四半期連結包括利益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 429,444 648,158

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △109,115 △82,194

為替換算調整勘定 △8,735 1,731

その他の包括利益合計 △117,851 △80,462

四半期包括利益 311,592 567,695

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 308,050 564,938

少数株主に係る四半期包括利益 3,542 2,756



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９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 714,007 1,073,619

減価償却費 202,836 192,022

有形固定資産除売却損益（△は益） 378 188

投資有価証券評価損益（△は益） 5,382 7,841

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 4,200 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △4,180 △5,372

賞与引当金の増減額（△は減少） 100,665 93,249

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △12,000 －

製品保証引当金の増減額（△は減少） △8,258 △12,678

退職給付引当金の増減額（△は減少） 39,932 27,952

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2,134 8,545

受取利息及び受取配当金 △18,463 △21,471

売上債権の増減額（△は増加） 705,292 556,662

たな卸資産の増減額（△は増加） △267,233 △545,625

仕入債務の増減額（△は減少） 278,345 66,202

その他 △201,323 △130,213

小計 1,541,715 1,310,923

利息及び配当金の受取額 18,606 21,050

法人税等の支払額 △255,742 △421,299

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,304,579 910,673

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 △118,022 △164,718

有形固定資産の売却による収入 459 380

無形固定資産の取得による支出 △10,656 △26,051

投資有価証券の取得による支出 △170,656 △30,138

その他 16,220 △11,869

投資活動によるキャッシュ・フロー △282,655 △232,398

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △246,622 △271,025

少数株主への配当金の支払額 △480 △480

財務活動によるキャッシュ・フロー △247,102 △271,505

現金及び現金同等物に係る換算差額 △9,712 1,527

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 765,107 408,298

現金及び現金同等物の期首残高 9,427,826 9,971,096

現金及び現金同等物の四半期末残高 10,192,934 10,379,395



該当事項はありません。 

当第２四半期累計期間（自平成23年４月１日  至平成23年９月30日） 

配当支払額 

（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

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

１株当た
り配当額
（円） 

基準日 効力発生日 配当の原資

平成23年６月29日 

定時株主総会 
普通株式  271,923  22 平成23年３月31日 平成23年６月30日 利益剰余金
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