
平成27年３月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
平成26年11月10日

上 場 会 社 名 川本産業株式会社 上場取引所 東

コ ー ド 番 号 3604 URL http://www.kawamoto-sangyo.co.jp/

代 表 者 (役職名)代表取締役社長 (氏名)川本 武

問合せ先責任者 (役職名)取締役執行役員人事総務広報部長 (氏名)川本 智信 (TEL)06(6943)8951

四半期報告書提出予定日 平成26年11月11日 配当支払開始予定日 ―
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無

四半期決算説明会開催の有無 ： 無

　
(百万円未満切捨て)

１．平成27年３月期第２四半期の業績（平成26年４月１日～平成26年９月30日）

（１）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 ％

27年３月期第２四半期 14,368 △6.0 △4 ― △5 ― △524 ―

26年３月期第２四半期 15,291 2.2 126 △53.9 135 △42.4 71 △46.9
　

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

27年３月期第２四半期 △87 52 ―

26年３月期第２四半期 11 90 ―
　

　
（２）財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

27年３月期第２四半期 20,030 4,395 21.9

26年３月期 21,566 4,893 22.7

(参考) 自己資本 27年３月期第２四半期 4,395 百万円 　26年３月期 4,893 百万円
　

２．配当の状況

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

26年３月期 ― 7.00 ― 0.00 7.00

27年３月期 ― 0.00

27年３月期(予想) ― 5.00 5.00
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

　

３．平成27年３月期の業績予想（平成26年４月１日～平成27年３月31日）

(％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 28,806 △6.8 33 △60.4 38 △60.5 △495 ― △82 72
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
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※ 注記事項

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

　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 ： 無

　④ 修正再表示 ： 無

(注）詳細については添付資料４ページ、「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（２）会計方針の変更・会計上

の見積りの変更・修正再表示」をご覧下さい。

（３）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 27年３月期２Ｑ 6,000,000株 26年３月期 6,000,000株

② 期末自己株式数 27年３月期２Ｑ 8,223株 26年３月期 8,223株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 27年３月期２Ｑ 5,991,777株 26年３月期２Ｑ 5,991,819株

　

※ 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、四半期財務諸表に対する四半期レビュー手続が実施中です。

　

※ 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３ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報 （３）業績予想などの将来予測情報に関

する説明」をご覧下さい。
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、積極的な経済政策や金融政策を背景に企業収益の改善や設備投

資・雇用環境の持ち直しが見られるなど景気は緩やかな回復基調にあるものの、消費税率引き上げに伴う駆け込

み需要の反動による影響や急激な円安に伴う輸入品価格の上昇など先行きは依然として不透明な状況が続いてお

ります。当医療衛生材料業界におきましても、引き続き厳しい経営環境が継続しております。

このような状況下で当社の当第２四半期累計期間の業績は、消費税率引き上げに伴う駆け込み需要の反動によ

る影響を受け、売上高は14,368,597千円（前年同四半期比6.0%減少）、営業損失は4,295千円（前年同四半期は営

業利益126,493千円）、経常損失は5,955千円（前年同四半期は経常利益135,943千円）、四半期純損失は524,422千

円（前年同四半期は四半期純利益71,326千円）となりました。

セグメント別の業績は、次のとおりであります。なお、第１四半期会計期間より営業体制を医療機関向けと消

費者向けの商品群別の２営業本部体制に再編したことに伴い、セグメント区分を国内医療機関向けの「メディカ

ル国内」、海外向けの「メディカル海外」及び消費者向けの「コンシューマ」の３セグメントに変更しておりま

す。また、セグメント別の業績は前第２四半期累計期間について変更後の区分で集計することが困難なため、前

年同四半期比較を行っておりません。

（メディカル国内）

重点販売製品である「感染予防関連製品」、「セットパック製品」、「口腔ケア用品」を中心にその他各種製品・

商品の販売拡充に努めました。この結果、売上高は6,192,363千円となりました。

（メディカル海外）

国内製の高付加価値の衛生材料や医療用製品に海外からの調達品を加えた製品群を幅広い市場に対して積極的

に販売いたしました。この結果、売上高は469,524千円となりました。

（コンシューマ）

重点販売製品である「口腔ケア用品」や消費者向け各種衛生材料及び医療用品等の製品に仕入商品を加えて、

大手量販店を中心に幅広い顧客に対し積極的に販売いたしました。この結果、売上高は7,706,710千円となりま

した。

利益面では、当第２四半期累計期間が前年同四半期と比べ円安となったことに伴い輸入品の仕入コストが増加

し製品利益率が低下致しました。この影響により売上総利益率は前年同四半期に対して0.7ポイント低下し、売

上総利益は2,599,774千円（前年同四半期比9.5%減少）となりました。

経費面では、販売費及び一般管理費はコスト削減に注力したことにより2,604,069千円（同5.1%減少）となり

ました。

特別利益では、旧東京支店を売却したことにより「固定資産売却益」が110,317千円、「保険解約返戻金」が

13,938千円発生いたしました。

特別損失では、早期希望退職制度の実施に伴う「事業構造改善費用」が505,950千円、旧東京支店、千葉営業

所、日本橋営業所を東京支社に集約したこと等による「事務所移転費用」が19,163千円発生いたしました。
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（２）財政状態に関する説明

（資産）

当第２四半期会計期間末の総資産は20,030,331千円で前事業年度末に対して1,535,982千円減少いたしました。

流動資産は、15,617,168千円で前事業年度末に対して1,096,742千円減少いたしました。「現金及び預金」が

915,260千円減少、「受取手形」・「電子記録債権」・「売掛金」が841,698千円増加、「たな卸資産」が309,187千円

増加、「未収入金」が1,322,878千円減少したことが主な要因です。

固定資産は、4,413,162千円で前事業年度末に対して439,239千円減少いたしました。有形固定資産で、「土地」

が121,057千円減少、投資その他の資産で、「その他」に含まれる保険積立金が147,695千円減少したことが主な

要因です。

（負債）

当第２四半期会計期間末の負債は15,634,489千円で前事業年度末に対して1,038,313千円減少いたしました。

流動負債は、7,862,683千円で前事業年度末に対して307,728千円減少いたしました。「支払手形」・「買掛金」

が114,738千円減少、「１年内返済予定の長期借入金」が717,860千円減少、「未払金」が650,336千円増加したこ

とが主な要因です。

固定負債は、7,771,806千円で前事業年度末に対して730,585千円減少いたしました。「長期借入金」が612,002

千円減少、「退職給付引当金」が125,666千円減少したことが主な要因です。

（純資産）

当第２四半期会計期間末の純資産は4,395,841千円で前事業年度末に対して497,668千円減少いたしました。

「繰越利益剰余金」が524,422千円減少、「その他有価証券評価差額金」が26,753千円増加したことが主な要因で

す。

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

今後も厳しい環境が当面継続すると見込まれるなか、当社はさらなる業務効率化、経費節減策を進めるととも

に、重点販売製品を中心に販売拡大に努め安定した収益が確保できる体制の構築に全社を挙げて取り組んでまい

ります。

業績予想につきましては、平成26年10月31日発表の数値を変更しておりません。
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２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

　該当事項はありません。

（２）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

（退職給付に関する会計基準等の適用）

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」という。）

及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号 平成24年５月17日。以下「退職給付

適用指針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めについて

第１四半期会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直した結果、退職給付見込額の期間帰

属方法につき期間定額基準を継続適用するとともに、割引率の決定方法を従業員の平均残存勤務期間に近似した年

数に基づく割引率から、退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を

使用する方法へ変更いたしました。

なお、当該変更による財務諸表への影響はありません。
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３．四半期財務諸表

（１）四半期貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(平成26年３月31日)

当第２四半期会計期間
(平成26年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,175,230 3,259,970

受取手形 1,330,138 1,104,765

電子記録債権 73,866 1,772,982

売掛金 5,039,998 4,407,953

商品及び製品 1,664,058 1,983,448

仕掛品 334,503 365,384

原材料及び貯蔵品 167,923 126,839

繰延税金資産 183,539 153,323

未収入金 3,670,295 2,347,417

その他 77,386 97,975

貸倒引当金 △3,028 △2,890

流動資産合計 16,713,911 15,617,168

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 1,294,030 1,194,996

機械及び装置（純額） 91,663 82,935

土地 1,999,059 1,878,001

リース資産（純額） 57,776 48,007

その他（純額） 78,965 105,781

有形固定資産合計 3,521,495 3,309,721

無形固定資産

リース資産 9,523 7,487

その他 69,859 66,842

無形固定資産合計 79,382 74,330

投資その他の資産

投資有価証券 555,211 600,929

長期貸付金 75,000 50,000

繰延税金資産 149,206 58,044

その他 499,225 348,414

貸倒引当金 △27,118 △28,277

投資その他の資産合計 1,251,525 1,029,110

固定資産合計 4,852,402 4,413,162

資産合計 21,566,313 20,030,331
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(単位：千円)

前事業年度
(平成26年３月31日)

当第２四半期会計期間
(平成26年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形 2,467,124 2,309,542

買掛金 2,165,507 2,208,351

1年内返済予定の長期借入金 2,461,794 1,743,934

リース債務 21,241 17,238

未払金 87,781 738,118

未払費用 469,788 434,708

未払法人税等 12,831 12,056

預り金 16,542 17,828

賞与引当金 232,243 173,130

売上割戻引当金 228,394 190,486

その他 7,162 17,288

流動負債合計 8,170,412 7,862,683

固定負債

長期借入金 7,786,762 7,174,759

リース債務 49,423 40,879

退職給付引当金 589,177 463,511

資産除去債務 31,837 49,330

その他 45,191 43,325

固定負債合計 8,502,391 7,771,806

負債合計 16,672,803 15,634,489

純資産の部

株主資本

資本金 883,000 883,000

資本剰余金

資本準備金 1,192,597 1,192,597

資本剰余金合計 1,192,597 1,192,597

利益剰余金

利益準備金 86,100 86,100

その他利益剰余金

配当引当積立金 5,000 5,000

別途積立金 1,000,000 1,000,000

繰越利益剰余金 1,552,345 1,027,923

利益剰余金合計 2,643,445 2,119,023

自己株式 △3,681 △3,681

株主資本合計 4,715,361 4,190,938

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 178,148 204,902

評価・換算差額等合計 178,148 204,902

純資産合計 4,893,510 4,395,841

負債純資産合計 21,566,313 20,030,331
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（２）四半期損益計算書

第２四半期累計期間

(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年９月30日)

売上高 15,291,161 14,368,597

売上原価 12,419,805 11,768,823

売上総利益 2,871,356 2,599,774

販売費及び一般管理費 2,744,862 2,604,069

営業利益又は営業損失（△） 126,493 △4,295

営業外収益

受取利息 1,385 3,449

受取配当金 7,083 7,197

デリバティブ評価益 26,762 2,798

仕入割引 20,417 21,216

その他 8,927 8,420

営業外収益合計 64,576 43,082

営業外費用

支払利息 33,193 37,210

為替差損 16,103 3,909

その他 5,829 3,622

営業外費用合計 55,126 44,742

経常利益又は経常損失（△） 135,943 △5,955

特別利益

固定資産売却益 - 110,317

保険解約返戻金 - 13,938

特別利益合計 - 124,256

特別損失

固定資産除売却損 - 759

事務所移転費用 - 19,163

事業構造改善費用 - 505,950

特別損失合計 - 525,874

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失
（△）

135,943 △407,573

法人税、住民税及び事業税 76,306 10,242

法人税等調整額 △11,689 106,606

法人税等合計 64,616 116,848

四半期純利益又は四半期純損失（△） 71,326 △524,422
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（３）四半期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）

該当事項はありません。

（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。
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