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1.  平成25年3月期第1四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24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 ％

25年3月期第1四半期 4,373 3.5 400 6.4 417 4.2 246 4.4
24年3月期第1四半期 4,224 13.9 376 114.1 400 96.4 236 109.4

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 209百万円 （3.6％） 24年3月期第1四半期 201百万円 （658.3％）

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

25年3月期第1四半期 19.94 ―

24年3月期第1四半期 19.10 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第1四半期 26,756 21,019 78.2
24年3月期 26,740 21,083 78.5

（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  20,920百万円 24年3月期  20,984百万円

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

24年3月期 ― 0.00 ― 22.00 22.00

25年3月期 ―

25年3月期（予想） 0.00 ― 22.00 22.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日） 
 

（％表示は、通期は対前期、四半期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) 8,974 1.3 826 △21.3 852 △21.2 529 △18.0 42.80
通期 18,305 0.4 1,775 △7.4 1,821 △8.0 1,137 0.4 91.99



(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「２．サマリー情報（注記事項）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 

（注）「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第10条の５に該当するものであります。 
詳細は、添付資料Ｐ．４「２．サマリー情報（注意事項）に関する事項（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

(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 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
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、その達
成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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条件及び業
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。 

※  注記事項

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   ：  有

② ①以外の会計方針の変更   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  有

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期1Q 12,561,000 株 24年3月期 12,561,000 株

② 期末自己株式数 25年3月期1Q 200,835 株 24年3月期 200,835 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 12,360,165 株 24年3月期1Q 12,360,165 株
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（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におけるわが国経済は、景気が緩やかに持ち直しているものの、欧州を中心とす

る金融不安や長期化する円高、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、独自のガスセンサ技術を活かした家庭用ガス警報器、工業用定置式

ガス検知警報器、携帯用ガス検知器、さらには住宅用火災警報器の開発から、ニオイセンサを応用した火災予

知、医療分野、室内の空気質測定など、保安・安全のフィールドから快適環境づくりのフィールドへと、安全

で快適な環境づくりに貢献するために、高性能・高品質な商品の開発に取り組んでおります。 

また、お客さまの視点に立った新商品の開発に注力、営業・サービス体制及び品質管理体制を強化し、より

効率的な事業を行うため、本部制への組織変更を行いました。 

従来の西日本支社の管轄を新たに中部支社、関西支社、九州・中国支社の３つに分割し、東日本支社とあわ

せた４支社制とすることで、効率的な営業活動と合わせ、お客さま満足度のより一層の向上ができる体制とい

たしました。 

その結果、売上高は43億７千３百万円（前年同四半期比3.5％増）となりました。利益につきましては、経

常利益は４億１千７百万円（前年同四半期比4.2％増）となりました。また、四半期純利益も２億４千６百万

円（前年同四半期比4.4％増）となりました。 

当社グループの事業は、ガス警報器事業の単一セグメントであるため、セグメントごとの記載の代わりに商

品別概況を記載いたしております。 

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たため、売上高は22億６千２百万円

（前年同四半期比4.5％増）となりました。 

②工業用定置式ガス検知警報器 

可燃性ガス検知警報器の更新需要が順調に推移したため、売上高は11億４千６百万円（前年同四半期比

7.5％増）となりました。 

③業務用携帯型ガス検知器 

海外向け可燃性ガス検知器の需要が減少したため、売上高は９億１百万円（前年同四半期比3.9％減）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１四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１千６百万円増加して

267億５千６百万円（前期末比微増）となりました。これは主に、受取手形及び売掛金の減少３億８千８百

万円、投資有価証券の減少1億１千２百万円があったものの、現金及び預金の増加３億２千６百万円、たな

卸資産の増加２億２千２百万円によるものであります。 

負債は、前連結会計年度に比べ７千９百万円増加して57億３千６百万円（前期末比1.4％増）となりまし

た。これは主に、未払法人税等の減少２億５千９百万円があったものの、支払手形及び買掛金の増加３億１

千９百万円、賞与引当金の増加２億７千９百万円によるものであります。 

純資産は、前連結会計年度に比べ６千３百万円減少して210億１千９百万円（前期末比0.3％減）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５千２百万円によるものであります。この結果、自己

資本比率は、78.2％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１四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３億２千６百万円

（3.0％増）増加して110億７千８百万円となりました。 

当第１四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、６億７千６百万円（前年同四半期比39.4％増）となりました。 

これは主に、法人税等の支払額３億９千７百万円及びたな卸資産の増加２億１千８百万円があったも

のの、売上債権の減少４億１千１百万円及び税金等調整前四半期純利益４億５百万円、賞与引当金の増

加２億７千９百万円、仕入債務の増加２億７千３百万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、１億３千６百万円（前年同四半期比4.0％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１億１千４百万円及び無形固定資産の取得による支出１

千９百万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、２億６千４百万円（前年同四半期比0.9％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１四半期連結累計期間の連結売上高は概ね当初の計画通りの水準で推移し、第２四半期連結累計期間及

び通期共、概ね当初計画通りと見込んでおります。景気の不透明感があるものの、安全で快適な環境づくりに

貢献するために、高性能・高品質な商品の開発に取り組んでまいります。営業利益、経常利益及び当期純利益

は、平成24年５月11日の「平成24年３月期  決算短信」で公表いたしました第２四半期連結累計期間及び通期

の連結業績予想に変更はありません。 



（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 

（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 

会計方針の変更 

（減価償却方法の変更） 

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以

後に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

これによる当第１四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。 

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項



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24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 10,862,335 11,188,426

受取手形及び売掛金 6,277,677 5,889,596

商品及び製品 821,017 1,026,798

仕掛品 1,385,623 1,374,429

原材料及び貯蔵品 988,487 1,015,912

繰延税金資産 399,958 401,546

その他 116,218 89,483

貸倒引当金 △293,345 △307,526

流動資産合計 20,557,974 20,678,666

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 597,052 585,310

機械装置及び運搬具（純額） 172,133 162,951

土地 2,281,198 2,281,198

建設仮勘定 15,108 27,396

その他（純額） 332,496 320,045

有形固定資産合計 3,397,989 3,376,902

無形固定資産   

ソフトウエア 93,263 94,066

その他 33,059 34,639

無形固定資産合計 126,322 128,705

投資その他の資産   

投資有価証券 1,778,445 1,666,161

繰延税金資産 407,201 435,511

その他 477,374 475,807

貸倒引当金 △5,291 △5,291

投資その他の資産合計 2,657,730 2,572,189

固定資産合計 6,182,042 6,077,797

資産合計 26,740,016 26,756,463



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,466,776 2,786,751

未払法人税等 417,121 157,811

賞与引当金 333,678 613,231

製品保証引当金 182,900 153,002

その他 1,007,869 751,701

流動負債合計 4,408,345 4,462,498

固定負債   

退職給付引当金 1,092,677 1,114,177

役員退職慰労引当金 155,887 159,901

固定負債合計 1,248,564 1,274,078

負債合計 5,656,910 5,736,577

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 18,810,469 18,785,027

自己株式 △285,737 △285,737

株主資本合計 20,919,176 20,893,734

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 96,406 43,935

為替換算調整勘定 △30,661 △17,043

その他の包括利益累計額合計 65,745 26,891

少数株主持分 98,184 99,260

純資産合計 21,083,106 21,019,886

負債純資産合計 26,740,016 26,756,463



（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：千円）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 4,224,046 4,373,300

売上原価 2,306,845 2,420,978

売上総利益 1,917,200 1,952,322

販売費及び一般管理費 1,541,003 1,552,082

営業利益 376,197 400,240

営業外収益   

受取利息 1,995 1,647

受取配当金 14,388 14,643

その他 10,149 7,569

営業外収益合計 26,534 23,860

営業外費用   

為替差損 463 2,683

その他 1,775 4,074

営業外費用合計 2,238 6,757

経常利益 400,492 417,343

特別利益   

抱合せ株式消滅差益 － 4,733

特別利益合計 － 4,733

特別損失   

固定資産除却損 55 221

固定資産売却損 3 －

役員退職慰労金 267 －

投資有価証券評価損 144 16,238

特別損失合計 470 16,460

税金等調整前四半期純利益 400,021 405,615

法人税等 162,029 157,578

少数株主損益調整前四半期純利益 237,992 248,037

少数株主利益 1,864 1,555

四半期純利益 236,127 246,481



（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：千円）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 237,992 248,037

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △40,285 △52,471

為替換算調整勘定 4,218 13,617

その他の包括利益合計 △36,067 △38,853

四半期包括利益 201,924 209,183

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 200,060 207,628

少数株主に係る四半期包括利益 1,864 1,555



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６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 400,021 405,615

減価償却費 92,823 89,230

有形固定資産除売却損益（△は益） 59 221

投資有価証券評価損益（△は益） 144 16,238

抱合せ株式消滅差損益（△は益） － △4,733

貸倒引当金の増減額（△は減少） 55,250 14,181

賞与引当金の増減額（△は減少） 258,449 279,553

製品保証引当金の増減額（△は減少） △14,661 △29,898

退職給付引当金の増減額（△は減少） 23,648 21,500

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3,364 4,014

受取利息及び受取配当金 △16,384 △16,290

売上債権の増減額（△は増加） 391,108 411,818

たな卸資産の増減額（△は増加） △483,448 △218,789

仕入債務の増減額（△は減少） 250,008 273,756

その他 △80,385 △189,252

小計 879,998 1,057,166

利息及び配当金の受取額 16,166 16,236

法人税等の支払額 △411,015 △397,038

営業活動によるキャッシュ・フロー 485,149 676,365

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 △98,568 △114,775

有形固定資産の売却による収入 380 －

無形固定資産の取得による支出 △13,592 △19,000

投資有価証券の取得による支出 △27,453 △1,202

その他 △2,547 △1,106

投資活動によるキャッシュ・フロー △141,780 △136,085

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △261,551 △263,927

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 △262,031 △264,407

現金及び現金同等物に係る換算差額 4,387 11,743

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 85,724 287,615

現金及び現金同等物の期首残高 9,971,096 10,752,335

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 38,475

現金及び現金同等物の四半期末残高 10,056,821 11,078,426



該当事項はありません。 

当第１四半期連結累計期間（自平成24年４月１日  至平成24年６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24年６月28日 

定時株主総会 
普通株式  271,923  22 平成24年３月31日 平成24年６月29日 利益剰余金 
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