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１．平成21年３月期第３四半期の業績（平成20年３月26日　～　平成20年12月25日）

(1）経営成績 （％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（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年３月期第３四半期 8,927 3.0 418 111.2 37 △51.0 39 △94.9

20年３月期第３四半期 8,671 3.1 198 － 77 － 771 －

20年３月期 11,774 － 336 － △71 － 599 －

１株当たり四半期
（当期）純利益

潜在株式調整後
１株当たり四半期
（当期）純利益

円 銭 円 銭

21年３月期第３四半期 4 39  －

20年３月期第３四半期 85 45  －

20年３月期 66 37  －

(2）財政状態  

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

21年３月期第３四半期 7,635 3,274 42.9 371 83

20年３月期第３四半期 8,648 3,470 40.1 384 44

20年３月期 7,832 3,288 42.0 364 19

(3）キャッシュ・フローの状況  

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

21年３月期第３四半期 15 △159 △54 348

20年３月期第３四半期 170 984 △972 474

20年３月期 618 1,297 △1,653 553
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２．配当の状況

１株当たり配当金

（基準日） 中間期末 期末 年間

 円 銭 円 銭 円 銭

20年３月期  －  － 0 00

21年３月期 1 00 －

21年３月期（予想）  － 1 50 2 50

３．平成21年３月期の業績予想（平成20年３月26日　～　平成21年３月25日）　【参考】

 （％表示は対前期増減率）　

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 12,220 3.8 353 5.1 226 － 171 △71.5 18 94

４．その他

(1）会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無　：　有

(2）最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無　：　有

（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。

※　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異なる可能性があります。

－ 2 －



【定性的情報・財務諸表等】

１．経営成績に関する定性的情報

　    企業を取り巻く経済環境は、世界規模の金融危機の昂進に伴いさらに悪化しておりますが、当社の当第３四半期の

    業績は、これまでの収益改善活動の結果、売上高は中間期に引き続き増収となり、また営業利益、経常利益及び四半

　　期純利益はそれぞれ黒字を計上することができました。為替予約残高時価評価による損失の発生や前期に発生した特

　　別利益の消滅により、経常利益及び四半期純利益は大幅に減少いたしましたが、営業利益は大幅な増益となってお

　　り、業績は堅調に推移しております。

　　　当第３四半期の売上高は8,927百万円となり、前年同期比255百万円（3.0％）の増収となっております。家電量販

　　店向け、及びＴＶ通販、Ｗｅｂ通販向けの売上高増加が貢献しております。商品では防水ワイヤレスモニターや防水

　　ＤＶＤプレーヤー等の防水ＡＶ機器や精米器の売上が伸びており、ヒット商品の頭皮洗浄ブラシ（モミダッシュ）も

　　堅調に推移しております。

　　　営業利益は418百万円となり前年同期比220百万円（111.2％）の大幅な増益となりました。これは売上高の増加、

　　調達コスト上昇の抑制、及び円高による輸入コストの減少によるものであります。販売費及び一般管理費は111百万

　　円増加しております。これは売上高の増加に伴い、販売促進費や物流コストが増加したことによるものであります。

　　　経常利益は37百万円（前年同期は77百万円）となり、39百万円（51.0％）の減益となりました。当社は為替変動リ

　　スク軽減のため為替予約をおこなっており、この為替予約の期末残高について時価評価を実施しております。当第３

　　四半期末における時価評価については、急激な円高の昂進により246百万円の損失が発生しており、これにより営業

　　外費用が大幅に増加しております。

　　　四半期純利益は39百万円（前年同期は771百万円）となり、732百万円（94.9％）の減益となりました。これは前第

　　３四半期からの特別利益の減少720百万円によるものであります。

２．財政状態に関する定性的情報

(1) 資産、負債及び純資産の状況

　    当第３四半期の総資産は7,635百万円となり、前期末比196百万円の減少となりました。余剰資金圧縮により現金預

　　金が205百万円減少、また売上高の季節変動により受取手形が91百万円減少しております。一方におきましては、第

　　４四半期の売上に備えるため、棚卸資産が161百万円増加しております。

　　　負債は4,360百万円となり、前期末比183百万円減少いたしました。有利子負債は17百万円減少し、また冬季賞与支

　　給に伴う賞与引当金の減少62百万円が影響しております。

　　　純資産は3,274百万円となり、前期末比13百万円の減少となりました。四半期純利益により39百万円増加しました

    が、中間配当の実施による９百万円の減少に加え、平成20年11月６日の取締役会決議による自己株式の取得を実行

　　し、26百万円減少しております。

(2) キャッシュ・フローの状況

　  　当第３四半期の営業活動によるキャッシュ・フローは15百万円の収入となり、前年同期比154百万円の収入が減少

　　しております。これは主に棚卸資産の増加額161百万円によるものであります。

　　　投資活動によるキャッシュ・フローは159百万円の支出となり、前年同期比1,144百万円の支出が増加しておりま

　　す。前第３四半期におきましては、子会社株式や投資有価証券の売却等により多額の資金を調達いたしましたが、当

　　第３四半期におきまして特別な資産売却等はおこなっておりません。この支出は主に新製品製造のための金型投資に

　　よる支出であります。

　　　財務活動によるキャッシュ・フローは54百万円の支出となり、前年同期比918百万円の支出が減少しております。

　　前第３四半期におきましては大幅な有利子負債の圧縮を実施しております。当第３四半期におきましては有利子負債

　　の圧縮17百万円の他、自己株式の取得26百万円、中間配当の実施９百万円の支出が発生しております。

　　　これらの結果、現金及び現金同等物の残高は348百万円となり、前期末比205百万円減少いたしました。

３．業績予想に関する定性的情報

　    当期の売上高は第４四半期も計画どおりの見込みであり、公表しております12,220百万円を見込んでおります。利

　　益面につきましては、現在の経済状況や為替相場の動向等の不透明要因もありますが、収益改善活動も計画どおり推

　　移しており、公表しております営業利益353百万円、経常利益226百万円、及び当期純利益171百万円の達成を見込ん

　　でおります。また期末配当におきましても、当初計画どおり１株当たり１円50銭の実施を見込んでおります。
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４．その他

(1）会計処理の方法における簡便な方法の採用

　　・引当金の計上基準等については、一部簡便的な方法を採用しております。

 　 ・法人税等の算出方法については、法定実効税率をベースとした年間予測税率により計算しております。

 　 ・棚卸資産の評価方法については、実地棚卸は実施せず帳簿棚卸を採用しております。

(2）最近事業年度からの会計処理の方法の変更

　    「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議会第一部会）、平成

    19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号（平成６年

    １月18日（日本公認会計士協会会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））が平成19年４月１日以後開始する事

    業年度から適用することができることになったことに伴い、当中間会計期間から、同会計基準及び同適用指針を適

    用しております。

      これによる四半期財務諸表への影響は軽微であります。
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５．（要約）四半期財務諸表

(1）（要約）四半期貸借対照表

科目

前年同四半期末
（平成20年３月期
第３四半期末）

当四半期末
（平成21年３月期
第３四半期末）

増減
（参考）前期末

（平成20年３月期末）

金額（千円） 金額（千円）
金額

（千円）
増減率
（％）

金額（千円）

（資産の部）      

Ⅰ　流動資産      

現金預金 719,106 592,693   798,102

受取手形 165,143 198,371   289,595

売掛金 1,918,257 1,858,995   1,849,602

棚卸資産 2,357,732 2,135,018   1,973,671

その他 347,360 225,442   250,541

貸倒引当金 △10,391 △6,267   △9,792

流動資産合計 5,497,209 5,004,253 △492,956 △9.0 5,151,719

Ⅱ　固定資産      

有形固定資産      

建物 778,232 720,242   762,195

金型 352,960 251,379   250,642

土地 1,586,626 1,229,569   1,229,569

その他 181,509 194,589   188,799

有形固定資産
合計 

2,899,328 2,395,780 △503,547 △17.4 2,431,207

無形固定資産 25,629 26,215 585 2.3 25,609

投資その他の資産      

投資有価証券 138,330 109,391   123,032

その他 146,581 159,123   159,454

貸倒引当金 △58,997 △58,997   △58,997

投資その他の資産
合計 

225,914 209,517 △16,396 △7.3 223,489

固定資産合計 3,150,872 2,631,513 △519,359 △16.5 2,680,306

資産合計 8,648,081 7,635,766 △1,012,315 △11.7 7,832,026
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科目

前年同四半期末
（平成20年３月期
第３四半期末）

当四半期末
（平成21年３月期
第３四半期末）

増減
（参考）前期末

（平成20年３月期末）

金額（千円） 金額（千円）
金額

（千円）
増減率
（％）

金額（千円）

（負債の部）      

Ⅰ　流動負債      

支払手形 619,619 448,176   508,502

買掛金 312,252 271,885   291,049

短期借入金 1,883,499 1,780,000   1,735,000

１年以内返済予定
長期借入金

515,000 310,671   334,590

１年以内償還予定
社債

100,000 40,000   40,000

リース債務 － 2,140   －

未払法人税等 9,935 9,166   15,038

未払消費税等 14,372 －   31,458

賞与引当金 17,809 16,083   78,522

リコール損失
引当金

6,730 3,505   4,800

その他 506,126 622,858   611,781

流動負債合計 3,985,346 3,504,487 △480,859 △12.1 3,650,743

Ⅱ　固定負債      

社債 60,000 20,000   60,000

長期借入金 686,937 396,407   394,798

リース債務 － 10,290   －

繰延税金負債 3,041 －   －

退職給付引当金 265,069 279,461   269,259

役員退職慰労
引当金

144,757 143,067   144,757

その他 32,052 7,170   24,364

固定負債合計 1,191,856 856,397 △335,459 △28.1 893,178

負債合計 5,177,203 4,360,884 △816,318 △15.8 4,543,922
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科目

前年同四半期末
（平成20年３月期
第３四半期末）

当四半期末
（平成21年３月期
第３四半期末）

増減
（参考）前期末

（平成20年３月期末）

金額（千円） 金額（千円）
金額

（千円）
増減率
（％）

金額（千円）

（純資産の部）      

Ⅰ　株主資本      

資本金 1,742,400 1,742,400 － － 1,742,400

資本剰余金      

　資本準備金 953,042 953,042 － － 953,042

資本剰余金合計 953,042 953,042 － － 953,042

利益剰余金      

　　その他利益
剰余金

     

　　繰越利益
剰余金

771,454 629,344 △142,110 △18.4 599,196

　その他利益
剰余金合計

771,454 629,344 △142,110 △18.4 599,196

利益剰余金合計 771,454 629,344 △142,110 △18.4 599,196

自己株式 △497 △26,711 △26,214 － △497

株主資本合計 3,466,399 3,298,075 △168,324 △4.9 3,294,140

Ⅱ　評価・換算差額等      

その他有価証券評
価差額金

4,478 △23,193 △27,672 － △6,036

評価・換算差額等
合計

4,478 △23,193 △27,672 － △6,036

純資産合計 3,470,878 3,274,882 △195,996 △5.6 3,288,104

負債・純資産合計 8,648,081 7,635,766 △1,012,315 △11.7 7,832,026
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(2）（要約）四半期損益計算書

科目

前年同四半期
（平成20年３月期
第３四半期）

当四半期
（平成21年３月期
第３四半期）

増減
（参考）前期

（平成20年３月期）

金額（千円） 金額（千円）
金額

（千円）
増減率
（％）

金額（千円）

Ⅰ　売上高 8,671,253 8,927,181 255,928 3.0 11,774,018

Ⅱ　売上原価 6,833,913 6,757,643 △76,270 △1.1 9,265,885

売上総利益 1,837,339 2,169,538 332,198 18.1 2,508,133

Ⅲ　販売費及び一般
管理費

1,638,976 1,750,571 111,594 6.8 2,172,108

営業利益 198,363 418,967 220,604 111.2 336,024

Ⅳ　営業外収益 28,479 8,713 △19,765 △69.4 32,345

Ⅴ　営業外費用 149,713 389,856 240,142 160.4 439,535

経常利益又は
経常損失（△)

77,128 37,825 △39,303 △51.0 △71,164

Ⅵ　特別利益 733,504 12,911 △720,592 △98.2 753,060

Ⅶ　特別損失 53,704 5,813 △47,891 △89.2 95,288

税引前四半期
（当期）純利益

756,927 44,923 △712,004 △94.1 586,606

税金費用 △14,526 5,746 20,273 － △12,589

四半期（当期）
純利益

771,454 39,176 △732,277 △94.9 599,196
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(3）（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書

前年同四半期
（平成20年３月期
第３四半期）

当四半期
（平成21年３月期
第３四半期）

（参考）前期
（平成20年３月期）

区分 金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー    

  税引前四半期（当期）純利益 756,927 44,923 586,606

  減価償却費 187,570 190,664 311,946

  減損損失 16,484 1,079 17,288

  貸倒引当金の減少額 △8,157 △3,525 △8,756

  賞与引当金の減少額 △73,772 △62,439 △13,059

  退職給付引当金の増加額 10,666 10,202 14,856

  役員退職慰労引当金の減少額 △97,985 △1,690 △97,985

  リコール損失引当金の減少額 △5,379 △1,294 △7,310

  保証債務の増加額（△減少額） △125 32 △58

  受取利息及び受取配当金 △20,383 △3,185 △20,839

  支払利息 56,706 42,056 74,387

  為替差損 1,068 6,778 2,319

  投資有価証券売却益 △108,618 △12,911 △109,162

  投資有価証券評価損 1,128 4,298 2,572

  子会社株式売却益 △497,080 － △497,080

  固定資産売却益 △25,367 － △42,555

  固定資産処分損 436 434 37,353

  売上債権の減少額 217,691 81,831 161,894

  棚卸資産の減少額（△増加額） △52,784 △161,347 331,277

  その他資産の減少額（△増加額） △105,372 21,804 △13,464

  仕入債務の増加額（△減少額） 24,219 △79,489 △108,100

  その他負債の増加額（△減少額） △61,917 △19,026 60,014

  小計 215,955 59,196 682,147

  利息及び配当金の受取額 20,383 3,339 20,634

  利息の支払額 △56,706 △39,201 △74,673

  法人税等の支払額 △9,482 △8,053 △9,482

営業活動によるキャッシュ・フロー 170,150 15,281 618,625
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前年同四半期
（平成20年３月期
第３四半期）

当四半期
（平成21年３月期
第３四半期）

（参考）前期
（平成20年３月期）

区分 金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー    

  定期預金の預入による支出 △100,000 － △100,000

  定期預金の払戻による収入 220,000 － 220,000

  有形固定資産の取得による支出 △148,610 △159,929 △276,752

  有形固定資産の売却による収入 22,041 － 444,008

  無形固定資産の取得による支出 △4,370 △2,292 △6,416

  投資有価証券の取得による支出 △625 △8,902 △788

  投資有価証券の売却による収入 427,950 14,000 428,954

  子会社株式の売却による収入 568,320 － 568,320

  その他の投資活動による支出 △2,675 △3,471 △18,708

  その他の投資活動による収入 2,882 1,076 39,116

投資活動によるキャッシュ・フロー 984,912 △159,519 1,297,733

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー    

  短期借入金の純増加額（△減少額） △27,500 45,000 △176,000

  長期借入金の返済による支出 △865,048 △322,310 △1,337,596

  長期借入れによる収入 － 300,000 －

  社債の償還による支出 △80,000 △40,000 △140,000

  リース債務の返済による支出 － △1,840 －

  自己株式の取得による支出 － △26,214 －

  配当金の支払額 － △9,028 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △972,548 △54,393 △1,653,596

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,068 △6,778 △2,319

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額 181,446 △205,409 260,442

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 293,359 553,802 293,359

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 474,806 348,393 553,802
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