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1.  平成26年3月期第2四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25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 ％

26年3月期第2四半期 9,109 △1.2 943 △9.6 1,000 △6.9 644 △1.1
25年3月期第2四半期 9,218 4.0 1,043 △0.5 1,075 △0.6 652 1.0

（注）包括利益 26年3月期第2四半期 712百万円 （14.0％） 25年3月期第2四半期 624百万円 （10.0％）

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

26年3月期第2四半期 52.16 ―
25年3月期第2四半期 52.76 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第2四半期 27,957 22,803 81.2
25年3月期 28,401 22,332 78.3
（参考） 自己資本   26年3月期第2四半期  22,699百万円 25年3月期  22,229百万円

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

25年3月期 ― 0.00 ― 22.00 22.00
26年3月期 ― 0.00
26年3月期（予想） ― 22.00 22.00

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26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 18,970 0.5 1,900 0.3 1,980 0.5 1,270 0.0 102.75



(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．３「２．サマリー情報（注意事項）に関する事項（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」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、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）連結業績予想などの将来予測情報に関する説
明」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   ：  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） 26年3月期2Q 12,561,000 株 25年3月期 12,561,000 株
② 期末自己株式数 26年3月期2Q 200,835 株 25年3月期 200,835 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期2Q 12,360,165 株 25年3月期2Q 12,360,165 株
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（１）経営成績に関する説明 

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、米国の政策動向や新興国の経済停滞による影響など、不

安定な要素を抱えているものの、経済・金融政策の効果もあり、国内外需要や雇用情勢も回復の兆しが見られ

るなど、景気は緩やかな回復基調となりました。 

  このような環境の中、当社グループは、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、独自のガスセンサ技術を活かした保安機器やガスセンサを応用し

た省エネルギーに貢献できる機器の開発など、より一層、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。 

  その結果、売上高は91億９百万円（前年同四半期比1.2％減）となりました。利益につきましては、経常利

益は10億円（前年同四半期比6.9％減）となりました。また、四半期純利益も６億４千４百万円（前年同四半

期比1.1％減）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 

業務用ＣＯ警報器の需要は堅調に推移しましたが、売上高は45億７百万円（前年同四半期比0.9％減）と

なりました。 

②工業用定置式ガス検知警報器 

石油化学業界向け可燃性ガス検知警報器の更新需要が順調に推移し、売上高は25億１千２百万円（前年同

四半期比0.8％増）となりました。 

③業務用携帯型ガス検知器 

都市ガス及びＬＰガス業界向け高感度型可燃性ガス検知器の需要は堅調に推移しましたが、売上高は19億

８千７百万円（前年同四半期比2.4％減）となりました。 

（２）財政状態に関する説明 

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４億４千３百万円減少し

て279億５千７百万円（前期末比1.6％減）となりました。 

  これは主に、現金及び預金の増加２億７千２百万円、たな卸資産の増加２億３千２百万円、固定資産の増加

１億８千７百万円があったものの、受取手形及び売掛金の減少12億２千７百万円の減少によるものです。 

  負債は、前連結会計年度に比べ９億１千５百万円減少して51億５千３百万円（前期末比15.1％減）となりま

した。 

  これは主に、賞与引当金の増加３千８百万円、退職給付引当金の増加３千１百万円があったものの、支払手

形及び買掛金の減少５億６千４百万円によるものです。 

  純資産は、前連結会計年度に比べ４億７千１百万円増加して228億３百万円（前期末比2.1％増）となりまし

た。 

  これは主に、利益剰余金の増加４億４百万円、為替換算調整勘定の増加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、81.2％となりました。 

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２億７千２百万円増加して

115億１千８百万円（2.4％増）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、10億４千９百万円（前年同四半期比27.4％減）となりました。  

  これは主に、仕入債務の減少５億６千７百万円及び法人税等の支払額３億９百万円、たな卸資産の増加

２億２千５百万円があったものの、売上債権の減少12億４千１百万円及び税金等調整前四半期純利益10億

円によるものであります。 

１．当四半期決算に関する定性的情報



（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、５億８千４百万円（前年同四半期比128.9％増）となりました。  

  これは主に、無形固定資産の取得による支出４億１千万円及び有形固定資産の取得による支出１億８千

１百万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、２億７千２百万円（前年同四半期比微増）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）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

当第２四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、利益につきましては、計

画をやや上回る水準で推移しました。景気の不安定な要素を抱えているものの、通期の連結業績予想は、概ね

当初計画通りと見込んでおります。 

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25年５月10日の「平成25年３月期  決算短信」で公表いたしました通期

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。 

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25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 11,356,644 11,628,859

受取手形及び売掛金 6,314,936 5,087,523

商品及び製品 891,947 1,075,670

仕掛品 1,029,086 1,094,381

原材料及び貯蔵品 1,198,265 1,181,985

繰延税金資産 402,828 406,555

その他 122,908 172,695

貸倒引当金 △327,282 △289,847

流動資産合計 20,989,335 20,357,824

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 572,791 555,482

機械装置及び運搬具（純額） 157,809 176,173

土地 2,727,682 2,727,682

建設仮勘定 92,522 46,245

その他（純額） 367,934 355,987

有形固定資産合計 3,918,741 3,861,571

無形固定資産   

ソフトウエア 113,895 612,633

ソフトウエア仮勘定 297,654 41,234

その他 33,139 33,139

無形固定資産合計 444,688 687,007

投資その他の資産   

投資有価証券 2,195,243 2,203,115

繰延税金資産 304,856 304,044

その他 551,355 547,061

貸倒引当金 △3,162 △3,162

投資その他の資産合計 3,048,293 3,051,058

固定資産合計 7,411,723 7,599,637

資産合計 28,401,059 27,957,461



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,857,091 2,292,581

未払法人税等 329,320 367,134

賞与引当金 363,900 402,453

製品保証引当金 156,039 137,831

その他 1,080,630 645,542

流動負債合計 4,786,981 3,845,543

固定負債   

退職給付引当金 1,107,693 1,139,166

役員退職慰労引当金 174,050 168,832

固定負債合計 1,281,744 1,307,999

負債合計 6,068,725 5,153,543

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 19,809,136 20,213,490

自己株式 △285,737 △285,737

株主資本合計 21,917,842 22,322,197

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 313,214 326,548

為替換算調整勘定 △1,609 50,667

その他の包括利益累計額合計 311,605 377,216

少数株主持分 102,885 104,504

純資産合計 22,332,333 22,803,918

負債純資産合計 28,401,059 27,957,461



（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24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

売上高 9,218,323 9,109,185

売上原価 5,035,115 4,898,532

売上総利益 4,183,207 4,210,653

販売費及び一般管理費 3,139,545 3,267,376

営業利益 1,043,662 943,276

営業外収益   

受取利息 3,839 5,056

受取配当金 17,130 17,102

為替差益 － 13,477

その他 16,291 22,706

営業外収益合計 37,261 58,342

営業外費用   

為替差損 4,212 －

その他 1,585 1,157

営業外費用合計 5,797 1,157

経常利益 1,075,125 1,000,462

特別利益   

固定資産売却益 20 142

抱合せ株式消滅差益 4,733 －

特別利益合計 4,754 142

特別損失   

固定資産除却損 239 339

投資有価証券評価損 25,507 －

特別損失合計 25,747 339

税金等調整前四半期純利益 1,054,133 1,000,265

法人税等 398,808 353,496

少数株主損益調整前四半期純利益 655,324 646,769

少数株主利益 3,256 2,099

四半期純利益 652,068 644,670



（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24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 655,324 646,769

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △34,993 13,333

為替換算調整勘定 4,357 52,277

その他の包括利益合計 △30,636 65,611

四半期包括利益 624,688 712,380

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 621,432 710,281

少数株主に係る四半期包括利益 3,256 2,099



（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24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25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 1,054,133 1,000,265

減価償却費 187,166 236,748

有形固定資産除売却損益（△は益） 218 196

投資有価証券評価損益（△は益） 25,507 －

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） 26,708 △37,435

賞与引当金の増減額（△は減少） 129,024 36,869

製品保証引当金の増減額（△は減少） △28,308 △18,207

退職給付引当金の増減額（△は減少） 33,488 31,473

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 8,028 △5,218

受取利息及び受取配当金 △20,969 △22,158

売上債権の増減額（△は増加） 610,413 1,241,958

たな卸資産の増減額（△は増加） △125,251 △225,450

仕入債務の増減額（△は減少） 215,679 △567,491

その他 △284,003 △334,107

小計 1,827,100 1,337,442

利息及び配当金の受取額 20,604 21,908

法人税等の支払額 △401,273 △309,380

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,446,431 1,049,970

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 △195,517 △181,841

有形固定資産の売却による収入 21 193

無形固定資産の取得による支出 △24,866 △410,177

投資有価証券の取得による支出 △3,640 △3,726

貸付けによる支出 △26,186 －

その他 △5,043 11,400

投資活動によるキャッシュ・フロー △255,233 △584,150

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △272,401 △272,420

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 △272,881 △272,900

現金及び現金同等物に係る換算差額 3,638 38,063

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 921,954 230,983

現金及び現金同等物の期首残高 10,752,335 11,246,644

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 38,475 41,231

現金及び現金同等物の四半期末残高 11,712,765 11,518,859



該当事項はありません。 

該当事項はありません。 

（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）
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