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１．平成19年９月中間期の連結業績（平成19年４月１日～平成19年９月30日）

(1）連結経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年９月中間期 1,960 △8.5 △0 △101.3 4 △90.1 95 149.1

18年９月中間期 2,141 13.7 43 － 40 － 38 －

19年３月期 4,279 11.9 33 159.8 35 113.1 31 100.3

１株当たり中間
（当期）純利益

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益

円 銭 円 銭

19年９月中間期 26 41 － －

18年９月中間期 10 60 － －

19年３月期 8 75 － －

（参考）持分法投資損益 19年９月中間期 3百万円 18年９月中間期 2百万円 19年３月期 6百万円

(2）連結財政状態

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

19年９月中間期 5,738 2,412 42.0 666 32

18年９月中間期 5,826 2,375 40.8 655 89

19年３月期 5,715 2,368 41.4 654 07

（参考）自己資本 19年９月中間期 2,412百万円 18年９月中間期 2,375百万円 19年３月期 2,368百万円

(3）連結キャッシュ・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

19年９月中間期 31 115 △92 769

18年９月中間期 △84 1 89 678

19年３月期 △139 2 179 714

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

19年３月期 － － 3 50 3 50

20年３月期 － －       －   －

20年３月期（予想）      －    － 2 50 2 50

３．平成20年３月期の連結業績予想（平成19年４月１日～平成20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 4,300 0.5 10 △69.7 8 △77.1 95 206.5 26 24
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４．その他

(1）期中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）中間連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（中間連結財務諸表作成のための基本とな

る重要な事項の変更に記載されるもの）

①　会計基準等の改正に伴う変更　有

②　①以外の変更　　　　　　　　無

（注）詳細は、16ページ「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」をご覧ください。

(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） 19年９月中間期 3,658,000株 18年９月中間期 3,658,000株 19年３月期 3,658,000株

②　期末自己株式数 19年９月中間期 37,950株 18年９月中間期 36,741株 19年３月期 37,001株

（注）１株当たり中間（当期）純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、27ページ「１株当たり情報」

をご覧ください。

（参考）個別業績の概要

１．平成19年９月中間期の個別業績（平成19年４月１日～平成19年９月30日）

(1）個別経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年９月中間期 1,929 △7.6 4 △91.3 13 △71.9 102 112.5

18年９月中間期 2,088 14.1 47 － 48 － 48 18549.3

19年３月期 4,158 12.3 36 269.4 41 86.0 32 101.3

１株当たり中間
（当期）純利益

円 銭

19年９月中間期 28 37

18年９月中間期 13 42

19年３月期 8 92

(2）個別財政状態

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

19年９月中間期 5,673 2,399 42.3 662 76

18年９月中間期 5,746 2,373 41.3 655 19

19年３月期 5,643 2,356 41.8 650 82

（参考）自己資本 19年９月中間期 2,399百万円 18年９月中間期 2,373百万円 19年３月期 2,356百万円

２．平成20年３月期の個別業績予想（平成19年４月１日～平成20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 4,150 △0.2 10 △72.2 12 △70.7 95 169.9 26 24

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本

資料発表日現在における仮定を前提としております。実際の業績は、今後様々な要因により大きく異なる結果とな

る可能性があることにご留意ください。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

 当中間連結会計期間におけるわが国経済は、企業収益の改善に伴う設備投資の増加や、雇用情勢の改善による個人消

費も増加基調などにより、景気は穏やかに回復を続けました。一方で、原油価格の高騰による原材料価格の上昇によ

る製造コストが上昇するなど厳しい状況で推移しております。

　このような中、当社グループは、前期に引続き、環境対応型塗料の開発及び海外を含めた拡販に注力するとともに、

製造原価の低減や経費削減に一層取組んでまいりましたが、ナフサ高騰による原材料価格の上昇分を製品価格へ転嫁

すべく努力しておりますが、完全に転嫁出来ない厳しい状況であります。

  以上の結果、当中間連結会計期間の売上高は1,960,564千円（前年同期比8.5%減）、営業利益は－558千円（前年同

期43,536千円）、経常利益は4,062千円（前年同期比90.1%減）となりました。また、野田工場の未使用地を一部売却

（約1,530㎡）による固定資産売却益があり、当期中間純利益は95,617千円（前年同期比149.1%増）となりました。

事業の種類別セグメントの概況は、以下のとおりであります。

 （塗料事業）

　当部門におきましては、3年来続いている原油価格の高騰による原材料の値上がり分を製品価格の是正等により収益

改善を図るべく努力しておりますが、競争の激しい市場での需要低迷の中、完全に転嫁出来ない状況が続いておりま

す。当部門の主要ユーザーの生産拠点が中国を中心に東南アジアにシフトしており、国内需要は今後も減少傾向が続

くものと思われます。利益面におきましては、製造原価の低減や経費削減に努めましたが、原材料価格の値上がりが

大きく厳しい状況で推移いたしました。

　以上の結果、売上高は1,929,707千円（前年同期比7.6%減）、営業利益は4,136千円（前年同期比91.4%減）となりま

した。

（塗装事業）

　当部門におきましては、原油価格の高騰による製造原価の上昇や建築審査基準が厳しくなったことから申請から認

可までの日数が多くかかるようになり、着工率が低下している厳しい状況で推移いたしました。

　以上の結果、売上高は36,307千円（前年同期比32.0%減）、営業利益－8,380千円（前年同期営業利益－8,105千円）

となりました。

 

 通期の見通しにつきましては、以下のとおりであります。

　今後のわが国経済は、企業収益の向上を背景に設備投資の増加や雇用環境の改善等により引続き緩やかな回復基調

で推移するものと思われます。しかし、原油価格とナフサ価格の高止まりによる原材料価格の高騰や米国経済の減速

懸念が世界経済に与える影響など、景気の先行きに不透明感が残り、経営環境は予断を許さない状況が続くものと予

想されます。

　当社グループにおきましても、原油価格とナフサ価格の高止まりによる原材料価格の上昇により収益が圧迫される

など厳しい状況で推移するものと予想されますが、顧客満足度の高い品揃えを重点に汎用木工塗料市場への製品供給

や中国向けを中心に海外からの受注の促進に注力してまいります。

　業績の見通しにつきましては、売上高は4,300百万円、営業利益は10百万円、経常利益は8百万円、当期純利益は95

百万円を見込んでおります。

(2）財政状態に関する分析

 (資産）

　当中間連結会計期間末における残高は、 5,738,542千円となり、前連結会計年度末より22,737千円の増加となりま

した。

（流動資産）

　当中間連結会計期間末における残高は、2,758,942千円となり、前連結会計年度末より127,090千円増加しました。

これは主に、受取手形及び売掛金が 27,589千円減少したものの、現金及び預金が54,647千円、たな卸資産が86,316千

円それぞれ増加したことによるものであります。

（固定資産）

　当中間連結会計期間末における残高は、2,979,600千円となり、前連結会計年度末より104,352千円の減少となりま

した。これは主に、野田工場の未使用地の一部を売却したこと及び減価償却等により有形固定資産が111,209千円減少

したことによるものであります。

（負債）

　当中間連結会計期間末における残高は、3,326,421千円となり、前連結会計年度末より20,996千円の減少となりまし

た。

（流動負債）
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　当中間連結会計期間末における残高は、1,578,624千円となり、前連結会計年度末より81,099千円の増加となりまし

た。これは主に、短期借入金が80,000千円減少したものの、支払手形及び買掛金が153,884千円増加したことによるも

のであります。

（固定負債）

　当中間連結会計期間末における残高は、1,747,797千円となり、前連結会計年度末より102,095千円の減少となりま

した。これは主に、退職給付引当金が39,152千円、役員退職慰労引当金が30,890千円及び再評価に係る繰延税金負債

が32,053千円それぞれ減少したことによるものであります。

（純資産）

　当中間連結会計期間末における残高は、2,412,121千円となり、前連結会計年度末より43,734千円の増加となりまし

た。これは主に、配当金の支払い12,673千円及び土地再評価差額金47,227千円の減少があったものの、中間純利益

95,617千円の計上により利益剰余金が増加したことによるものであります。

　以上により、株主資本比率は、42.0%となり、前連結会計年度末より0.6ポイントの増加となりました。

      

      当中間連結会計期間のキャッシュ・フローの状況

      当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動による資金の増加31,516

    千円、投資活動による資金の増加115,731千円、財務活動による資金の減少92,043千円となり、前連結会計年度末に

    比べ 54,647千円増加し、当中間連結会計期間末には769,096千円（前連結会計年度末714,448千円）となりました。

   （営業活動によるキャッシュ・フロー）

     営業活動の結果、獲得した資金は、31,516千円（前年同期：資金の減少84,381千円）となりました。

　   税金等調整前中間純利益95,821千円からの主な調整は、減価償却費28,985千円（前年同期：23,362千円) 、退職給

    付引当金の減少39,152千円（前年同期：減少23,781千円）、役員退職慰労引当金の減少30,890千円（前年同期：増加

    8,320千円）、有形固定資産の売却益82,554千円（前年同期：－）、仕入債務の増加 147,407千円（前年同期：増加

    261,061千円) 、売上債権の減少 28,039千円（前年同期：増加286,962千円）及びたな卸資産の増加86,316千円（前

    年同期：増加105,326千円）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、獲得した資金は、115,731千円（前年同期：資金の増加1,090千円）となりました。

     主な項目は、有形固定資産の売却収入121,348千円（前年同期：－) 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、使用した資金は、92,043千円（前年同期：資金の増加89,829千円）となりました。

　   主な項目は、短期借入れによる収入700,000千円（前年同期：790,000千円）があったものの、短期借入金の返済

   780,000千円（前年同期：737,000千円）及び配当金の支払額11,844千円（前年同期：12,788千円) であります。

　　

    キャッシュ・フロー関連指標の推移

平成16年3月期 平成17年3月期 平成18年3月期 平成19年3月期
平成19年9月

中間期

自己資本比率（％） 53.2 44.4 43.1 41.4 42.0

時価ベースの自己資本比率

（％）
11.0 17.0 20.1 14.6 11.3

キャッシュ・フロー対有利子

負債比率（年）
－ 3.3 － － 11.3

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍）
－ 16.0 － － 5.9

（注）自己資本比率：自己資本／総資産

　　　時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

　　　キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

　　　（中間期については、営業キャッシュ・フローを年額に換算するため２倍しております。）

　　　インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

　　　１．各指標は、いずれも連結ベースの財務諸表により算出しております。

　　　２．株式時価総額は、中間（期末）株価終値×中間（期末）発行済株式数（自己株式控除後）により算出しており

　　　　ます。

　　　３．営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用して

　　　　おります。
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　　　４.　有利子負債は、連結（中間連結）貸借対照表に計上されている社債及び借入金の合計額を対象として

　　　　おります。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。

 

(3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当

　株主に対する配当は基本的に業績及び経営環境等を総合的に勘案した配当を実施すべきものと考えて決定しており

ます。

　内部留保金につきましては、財務体質の強化、研究開発及び製造設備（更新及び改善）投資の原資として、競争力

の強化と経営効率を高めるために活用し、業績の維持向上に努めてまいる所存であります。

 

(4）事業等のリスク

  当社グループの経営成績、株価及び財務状況等に影響を及ぼす可能性のあるリスクには以下のようなものがありま

す。なお、文中における将来に関する事項は、中間決算短信発表日（平成19年11月22日）において当社グループが判

断したものであります。

①　経済状況

　当社グループの営業収入のうち、重要な部分を占める木工用塗料及び皮革用塗料の需要は、当社が製品を販売して

いる木工家具業界、木工住設業界及び皮革業界における経済状況の影響を受けます。従いまして、住宅着工戸数の減

少や個人消費の低迷による需要の縮小は、当社グループの業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。

②　価格競争

　当社グループが属している各製品市場において、生産拠点の海外移転、廃業によるユーザー数の減少による競争が

激化していくものと予想されます。従いまして、価格低下における当社グループの収益力が低下し、業績及び財務状

況に悪影響を及ぼす可能性があります。

③　ＯＥＭ顧客企業の業績への依存

　当社グループのＯＥＭ事業は、住宅供給メーカー、自動車メーカー等を対象としております。これらの分野におけ

る顧客企業への売上は、その顧客企業の業績や当社グループが管理できない要因により、大きな影響を受けることに

なります。顧客企業の業績不振、調達方針の変化等は、当社グループの業績と財務状況に悪影響を及ぼす可能性があ

ります。

④　原料価格の動向

　当社グループは、有機化学品を主原料として製品を製造しております。原油価格、国産ナフサ価格の高騰による主

原料価格の上昇によって利益率の低下が予想されます。価格競争の激化により製品価格への転嫁は困難なことから、

当社グループの業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。

⑤　製品の欠陥

　当社グループは、JIS 及びISO9001:2000等の品質基準に従って各種製品を製造しております。しかし、全ての製品

について欠陥がなく、将来にクレームが発生しないという保証はありません。また、製造物責任賠償については保険

に加入しておりますが、この保険が最終的に負担する賠償額を十分にカバーできるという保証はありません。大きな

クレームや製造物責任賠償につながるような製品の欠陥は、多額のコストの発生や当社グループの評価に重大な影響

を与え、それにより業績及び財務状況に悪影響を与える可能性があります。

⑥　公的規制

　当社グループは、消防法、毒劇法、有機則等、又、環境関連の法規制の適用を受けております。これらの規制を遵

守できなかった場合、当社グループの活動が制限される可能性があります。従いまして、これらの規制は、当社グルー

プの業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。

⑦　火災による影響

　当社グループは、主原料及び製品に危険物を取扱っております。火災が発生した場合、火災保険によるリスク回避

の手段をとっておりますが、当社グループの活動に重大な支障をきたし、活動再開に多大なコストが発生することに

より、当社グループの業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
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２．企業集団の状況
 当社グループは、当社、子会社１社及び関連会社１社で構成され、塗料の製造販売及び塗装請負の事業活動を行なって

おります。

 各事業における当社グループ各社の位置付け等は、次のとおりであります。

（塗料事業）

  当社は、木工用及び皮革用塗料を主に、各種塗料、シンナー類及び関連製品の製造販売を行なっております。

  関連会社のTOA-UNION PAINT(THAILAND) Co.,Ltd.（タイ）は、木工用塗料及びシンナー類の販売を行なっておりま

す。

（塗装事業）

  子会社の利根コーティング株式会社は、住宅部材等の塗装を行なっております。

事業系統図

 顧 客 

利根コーティング 

株 式 会 社 
当 社 

TOA-UNION PAINT 

(THAILAND)Co.,Ltd. 

（タ  イ） 
不動産等 

の 賃 貸 

（塗装事業） （塗料事業） （塗料事業） 

出資 

 

３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

  当社は、昭和１４年の創業以来、塗料業界で「塗料とその関連分野を通じて、人々に絶えず『夢と希望』を提供し、

社会に貢献する」という一貫した経営理念のもとに、株主・取引先・社員・地域社会との共存共栄をはかり、永遠の

繁栄を目指しております。

(2）目標とする経営指標

　　当社は、平成19年度において、連結営業利益10百万円の達成を目標としております。

 

　(3）中長期的な会社の経営戦略

　環境最優先企業を目指すと共に強い経営基盤の確立のため、諸施策を推進してまいります。

① 木工用塗料に対する水系塗料の割合を２０％にする。

② 顧客満足度の高い製品開発を行い、品揃えの充実を図る。

③ 中国を中心にアジア市場の開拓を積極的に展開する。

(4）会社の対処すべき課題

　平成16年度から続いている原材料価格の高騰に対処するため、製品構成の見直し、原材料の統廃合等による製造原

価の低減及び顧客の理解を得ながら製品価格の是正を行うこと等により、収益性の向上に取組んでまいります。
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４．中間連結財務諸表
(1) 中間連結貸借対照表

  
前中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成19年９月30日）

対前中間
期比

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）            

Ⅰ．流動資産            

１　現金及び預金   793,980   884,096    829,448  

２　受取手形及び
売掛金

※５  1,443,758   1,407,966    1,435,556  

３　たな卸資産   481,038   475,111    388,794  

４　その他   21,848   18,639    16,071  

貸倒引当金   -16,630   -26,872    -38,019  

流動資産合計   2,723,996 46.8  2,758,942 48.1 34,945  2,631,851 46.0

Ⅱ．固定資産            

１　有形固定資産 ※２           

(1）建物及び構
築物

※１ 317,263   293,223    304,951   

(2）機械装置及
び運搬具

 124,597   108,627    119,426   

(3）土地 ※１ 2,598,765   2,513,012    2,598,765   

(4）その他  21,568 3,062,194  19,102 2,933,965   22,031 3,045,175  

２　無形固定資産   2,692   2,682    2,687  

３　投資その他の
資産

           

(1）投資有価証
券

 25,090   36,698    28,872   

(2）長期貸付金  2,635   1,721    2,128   

(3）その他  42,323   37,029    37,587   

貸倒引当金  -32,498 37,550  -32,496 42,952   -32,497 36,090 0.6

固定資産合計   3,102,438 53.2  2,979,600 51.9 -122,837  3,083,953 54.0

資産合計   5,826,434 100.0  5,738,542 100.0 -87,891  5,715,804 100.0
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前中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成19年９月30日）

対前中間
期比

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）            

Ⅰ．流動負債            

１　支払手形及び
買掛金

※５  1,027,200   961,486    807,602  

２　短期借入金   455,000   465,000    545,000  

３　未払費用   56,738   57,585    73,040  

４　未払法人税等   2,797   30,419    3,372  

５　賞与引当金   33,612   36,618    32,915  

６　その他   23,144   27,513    35,594  

流動負債合計   1,598,494 27.4  1,578,624 27.5 -19,870  1,497,525 26.2

Ⅱ．固定負債            

１　社債   250,000   250,000    250,000  

２　再評価に係る
繰延税金負債

  949,559   917,505    949,559  

３　退職給付引当
金

  623,902   576,191    615,343  

４　役員退職慰労
引当金

  25,230   －    30,890  

５　その他   4,100   4,100    4,100  

固定負債合計   1,852,791 31.8  1,747,797 30.4 -104,994  1,849,892 32.4

負債合計   3,451,285 59.2  3,326,421 58.0 -124,864  3,347,417 58.6

（純資産の部）            

Ⅰ　株主資本            

　１　資本金   182,900 3.1  182,900 3.2   182,900 3.2

　２　資本剰余金   4,057 0.1  4,057 0.1   4,057 0.1

　３　利益剰余金   807,857 13.9  884,095 15.4   801,151 14.0

　４．自己株式   -5,456 -0.1  -5,712 -0.1   -5,513 -0.1

　　株主資本合計   989,357 17.0  1,065,340 18.6 75,982  982,596 17.2

Ⅱ　評価・換算差額
等

           

　    土地再評価差
額金　　　　
　　　　

  1,385,791 23.8  1,338,563 23.3   1,385,791 24.2

　    為替換算調整
勘定　　　　
　　　　

  － －  8,216 0.1   － －

　　評価・換算差額
等合計

  1,385,791 23.8  1,346,780 23.5 -39,010  1,385,791 24.2

Ⅲ　少数株主持分   － －  － －   － －

純資産合計   2,375,149 40.8  2,412,121 42.0 36,972  2,368,387 41.4

負債純資産合計   5,826,434 100.0  5,738,542 100.0 -87,891  5,715,804 100.0
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(2) 中間連結損益計算書

  
前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

対前中間
期比

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ．売上高   2,141,842 100.0  1,960,564 100.0 -181,277  4,279,140 100.0

Ⅱ．売上原価   1,733,433 80.9  1,609,917 82.1 -123,515  3,494,631 81.7

売上総利益   408,408 19.1  350,647 17.9 -57,761  784,508 18.3

Ⅲ．販売費及び一般
管理費

※１  364,872 17.1  351,205 17.9 -13,667  751,082 17.6

営業利益又は
営業損失
（－）

  43,536 2.0  -558 0.0 -44,094  33,426 0.7

Ⅳ．営業外収益            

１．受取利息  226   481    529   

２．受取配当金  52   20    430   

３．設備賃貸収入  4,046   3,446    8,042   

４．持分法による
投資利益

 2,370   3,875    6,151   

５．その他  5,521 12,216 0.6 7,705 15,528 0.8 3,312 17,521 32,674 0.8

Ⅴ．営業外費用            

１．支払利息  4,420   5,386    10,647   

２．設備賃貸費用  4,238   3,764    10,226   

３．手形売却損  743   84    1,116   

４．社債発行費  －   －    954   

５．為替差損  1,004   331    1,050   

６．その他  4,572 14,980 0.7 1,339 10,907 0.6 -4,073 6,905 30,941 0.7

経常利益   40,772 1.9  4,062 0.2 -36,709  35,159 0.8

Ⅵ．特別利益            

１．貸倒引当金戻
入額

 － － － 11,147   － － － －

２．保証債務取崩
益

 － － － －    142   

３．その他  － － － 82,554 93,701 4.8 93,701 － 142 0.0

            

Ⅶ．特別損失            

１．固定資産廃却
損

※２ 674   343    784   

２．投資有価証券
評価損

 249   －    249   

３．のれん一括償
却額

 350 1,274 0.1 1,600 1,943 0.1 668,892 350 1,384 0.0

税金等調整前
中間(当期)純
利益

  39,497 1.8  95,821 4.9 56,323  33,917 0.8

法人税、住民
税及び事業税

 1,112   32,257    2,237   

法人税等調整
額

 － 1,112 0.0 32,053 204 0.0 -907 － 2,237 0.1

中間（当期）
純利益

  38,385 1.8  95,617 4.9 57,231  31,680 0.7
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(3) 中間連結株主資本等変動計算書

前中間連結会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30日） 

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日　残高
（千円）

182,900 4,057 782,150 -5,074 964,033

中間連結会計期間中の変動額　　
　　　　　　　　　

     

剰余金の配当（注） － － -12,679 － -12,679

中間純利益 － － 38,385 － 38,385

自己株式の取得 － － － -381 -381

株主資本以外の項目の中間連結
会計期間中の変動額（純額）

－ － － － －

中間連結会計期間中の変動額合計
（千円）

－ － 25,706 -381 25,324

平成18年９月30日　残高
（千円）

182,900 4,057 807,857 -5,456 989,357

評価・換算差額等

純資産合計
土地再評価差
額金

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日　残高
（千円）

1,385,791 1,385,791 2,349,824

中間連結会計期間中の変動額    

剰余金の配当（注） － － -12,679

中間純利益 － － 38,385

自己株式の取得 － － -381

株主資本以外の項目の中間連結
会計期間中の変動額（純額）

－ － －

中間連結会計期間中の変動額合計
（千円）

－ － 25,324

平成18年９月30日　残高
（千円）

1,385,791 1,385,791 2,375,149

（注）　平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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当中間連結会計期間（自平成19年４月１日　至平成19年９月30日） 

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成19年３月31日　残高
（千円）

182,900 4,057 801,151 -5,513 982,596

中間連結会計期間中の変動額　　
　　　　　　　　　

     

剰余金の配当（注） － － -12,673 － -12,673

中間純利益 － － 95,617 － 95,617

自己株式の取得 － － － -199 -199

株主資本以外の項目の中間連結
会計期間中の変動額（純額）

－ － － － －

中間連結会計期間中の変動額合計
（千円）

－ － 82,944 -199 82,744

平成19年９月30日　残高
（千円）

182,900 4,057 884,095 -5,712 1,065,340

評価・換算差額等

純資産合計
土地再評価差
額金

為替換算差額調
整勘定

評価・換算
差額等合計

平成19年３月31日　残高
（千円）

1,385,791 － 1,385,791 2,368,387

中間連結会計期間中の変動額     

剰余金の配当（注） － － － -12,673

中間純利益 － － － 95,617

自己株式の取得 － － － -199

株主資本以外の項目の中間連結
会計期間中の変動額（純額）

-47,227 8,216 -39,010 -39,010

中間連結会計期間中の変動額合計
（千円）

-47,227 8,216 -39,010 43,734

平成19年９月30日　残高
（千円）

1,338,563 8,216 1,346,780 2,412,121

（注）　平成19年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。

ユニオンペイント㈱（4622）平成 20 年３月期中間決算短信

－ 11 －



前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日） 

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日　残高
（千円）

182,900 4,057 782,150 -5,074 964,033

連結会計年度中の変動額　　　　
　　　　　　　

     

剰余金の配当（注） － － -12,679 － -12,679

当期純利益 － － 31,680 － 31,680

自己株式の取得 － － － -438 -438

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

－ － － － －

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

－ － 19,001 -438 18,562

平成19年３月31日　残高
（千円）

182,900 4,057 801,151 -5,513 982,596

評価・換算差額等

純資産合計
土地再評価差
額金

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日　残高
（千円）

1,385,791 1,385,791 2,349,824

連結会計年度中の変動額    

剰余金の配当（注） － － -12,679

当期純利益 － － 31,680

自己株式の取得 － － -438

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

－ － －

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

－ － 18,562

平成19年３月31日　残高
（千円）

1,385,791 1,385,791 2,368,387

（注）　平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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(4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

  
前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

対前中間期比

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）
金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

     

税金等調整前中間(当
期)純利益又は税金等
調整前中間純損失
（－）

 39,497 95,821 56,323 33,917

減価償却費  23,362 28,985 5,623 46,430

貸倒引当金の増減額
(減少：－)

 1,780 -11,147 -12,927 23,167

賞与引当金の増減額
(減少：－)

 615 3,702 3,087 -81

退職給付引当金の増
減額(減少：－)

 -23,781 -39,152 -15,371 -32,339

役員退職慰労引当金
の増減額(減少：－)

 8,320 -30,890 -39,210 13,980

受取利息及び受取配
当金

 -278 -501 -223 -959

持分法による投資利
益

 -2,370 -3,875 -1,505 -6,151

支払利息  3,386 4,352 965 8,567

社債利息  1,034 1,034 － 2,080

為替差損益  － 556 556 －

のれん一括償却額  350 1,600 1,250 350

有形固定資産廃却損  674 343 -331 784

有形固定資産売却益  － -82,554 -82,554 －

投資有価証券評価損  249 － -249 249

売上債権の増減額(増
加：－)

 -286,962 28,039 315,002 -278,218

たな卸資産の増減額
(増加：－)

 -105,326 -86,316 19,009 -13,082

仕入債務の増減額(減
少：－)

 261,061 147,407 -113,653 60,294

未払消費税等の増減
額(減少：－)

 -2,744 -3,777 -1,033 -172

その他  -1,622 -12,155 -10,532 9,036

小計  -82,752 41,472 124,225 -132,147

利息及び配当金の受
取額

 3,914 501 -3,412 4,595

利息の支払額  -4,423 -5,398 -975 -10,635

法人税等の支払額  -1,687 -5,210 -3,523 -2,237

法人税等の還付額  567 151 -415 592

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 -84,381 31,516 115,898 -139,832
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前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

対前中間期比

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（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

 -6,000 -115,000 -55,000 -115,000

定期預金の払い戻し
による収入

 6,000 115,000 55,000 115,000

有形固定資産の取得
による支出

 -3,255 -5,876 -2,621 -8,766

有形固定資産の売却
による収入

 － 121,348 121,348 －

投資有価証券の償還
による収入 

 － － － 2,000

長期貸付金の回収に
よる収入

 8,492 407 -8,085 8,999

その他  -4,146 -147 3,998 -125

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 1,090 115,731 114,640 2,106

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

     

短期借入れによる収
支

 53,000 -80,000 -133,000 143,000

社債の発行による収
入

 50,000 － -50,000 50,000

自己株式の取得によ
る支出

 -381 -199 182 -438

配当金の支払額  -12,788 -11,844 944 -12,829

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 89,829 -92,043 -181,873 179,732

Ⅳ　現金及び現金同等物に
係る換算差額

 － -556 -556 －

Ⅴ　現金及び現金同等物の
増減額

 6,538 54,647 48,109 42,006

Ⅵ　現金及び現金同等物期
首残高

 672,442 714,448 42,006 672,442

Ⅶ　現金及び現金同等物中
間期末(期末)残高

 ※ 678,980 769,096 90,115 714,448
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１．連結の範囲に関する事項 連結子会社数　　　 1社

連結子会社の名称

利根コーティング株式会社

同左 同左

２．持分法の適用に関する事

項

持分法適用の関連会社数

1社

同左 同左

会社名

TOA-UNION　PAINT（THAILAND）

Co.,Ltd.（タイ）

３．連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事

項

連結子会社の中間決算日は中間連結

決算日と一致しております。

同左 連結子会社の事業年度の末日は連結

決算日と一致しております。

４．会計処理基準に関する事

項

①　重要な資産の評価基準及び評価

方法

(イ)有価証券

(1）満期保有目的の債券

総平均法による原価法

①　重要な資産の評価基準及び評価

方法

(イ)有価証券

(1）満期保有目的の債券

－

①　重要な資産の評価基準及び評価

方法

(イ)有価証券

(1）満期保有目的の債券

－

(2）その他有価証券 (2）その他有価証券 (2）その他有価証券

時価のないもの

総平均法による原価法

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

(ロ)たな卸資産

製品、仕掛品

売価還元法による原価法

(ロ)たな卸資産

 製品、仕掛品

 同左

(ロ)たな卸資産

製品、仕掛品

 同左

商品、原材料

総平均法による原価法

 商品、原材料

同左 

商品、原材料 

同左 
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

 ②　重要な減価償却資産の減価償却

の方法

(1) 有形固定資産

定率法

ただし、平成10年４月１日以

降に取得した建物（附属設備

を除く）については定額法

主な耐用年数は次のとおりで

す。

建物及び構築物

８～50年

機械装置及び運搬具

４～９年

②　重要な減価償却資産の減価償却

の方法

(1) 有形固定資産

同左

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 　(会計方針の変更）

    法人税法の改正（（所得税法等

  の一部を改正する法律　平成19年

  ３月30日　法律第６号）及び（法

  人税法施行令の一部を改正する政

  令平成19年３月30日　政令第83

　号））に伴い、当中間連結会計期

　間から、平成19年４月１日以降に

　取得したものについては、改正後

　の法人税法に基づく方法に変更し

　ております。

    これに伴い、前中間連結会計期

　間と同一の方法によった場合と比

　べ、営業利益、経常利益及び税金

　等調整前中間純利益は、それぞれ

　88千円減少しております。

　　なお、セグメント情報に与える

　影響については、当該箇所に記載

　しております。

　（追加情報）

　　当中間連結会計期間から、平成

　19年３月31日以前に取得したもの

　については、償却可能限度額まで

　償却が終了した翌年から５年間で

　均等償却する方法によっておりま

　す。

　　これにより、営業利益、経常利

　益及び税金等調整前中間純利益が

　それぞれ9,023千円減少しており

　ます。

    なお、セグメント情報に与える

　影響については、当該箇所に記載

　しております。

②　重要な減価償却資産の減価償却

の方法

(1) 有形固定資産

同左

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 無形固定資産

定額法

(2) 無形固定資産

同左

(2) 無形固定資産

同左

③　重要な繰延資産の処理方法

───── 

 

③　重要な繰延資産の処理方法

───── 

 

③　重要な繰延資産の処理方法

　　社債発行費

　　　支出時に全額費用処理して

　　　おります。
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

④　重要な引当金の計上基準

(イ)貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備え

るため一般債権については貸

倒実績率により、貸倒懸念債

権等特定の債権については個

別に回収可能性を勘案し、回

収不能見込額を計上しており

ます。

④　重要な引当金の計上基準

(イ)貸倒引当金

同左

④　重要な引当金の計上基準

(イ)貸倒引当金

同左

(ロ)賞与引当金

従業員の賞与の支払に充てる

ため支給見込額の当中間連結

会計期間負担額を計上してお

ります。

(ロ)賞与引当金

同左

(ロ)賞与引当金

従業員の賞与の支払に充てる

ため支給見込額の当連結会計

年度負担額を計上しておりま

す。

(ハ)退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるた

め当連結会計年度末における

退職給付債務及び年金資産の

見込額に基づき当中間連結会

計期間末において発生してい

ると認められる額を計上して

おります。

(ハ)退職給付引当金

        同左

(ハ)退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末におけ

る退職給付債務及び年金資産

の見込額に基づき計上してお

ります。

 

(ニ)役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備

えるため、役員退職慰労金規

程（内規）に基づく中間連結

会計期間末要支給額を計上し

ております。

(ニ)役員退職慰労引当金

－

(ニ)役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備

えるため、役員退職慰労金規

程（内規）に基づく連結会計

年度末要支額を計上しており

ます。

⑤　重要な外貨建の資産又は負債の

本邦通貨への換算の基準

外貨建金銭債権債務は、中間連

結決算日の直物為替相場により

円貨に換算し、換算差額は損益

として処理しております。

⑤　重要な外貨建の資産又は負債の

本邦通貨への換算の基準

同左

⑤　重要な外貨建の資産又は負債の

本邦通貨への換算の基準

外貨建金銭債権債務は、連結決

算日の直物為替相場により円貨

に換算し、換算差額は損益とし

て処理しております。

⑥　重要なリース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引につ

いては、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理によっ

ております。

⑥　重要なリース取引の処理方法

同左

⑥　重要なリース取引の処理方法

同左

⑦　消費税等の会計処理の方法

消費税及び地方消費税の会計処

理は税抜方式によっております。

⑦　消費税等の会計処理の方法

同左

⑦　消費税等の会計処理の方法

同左

５．中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（連結キャッ

シュ・フロー計算書）に

おける資金の範囲

中間連結キャッシュ・フロー計算書

における資金（現金及び現金同等

物）は、手許現金、随時引出し可能

な預金及び容易に換金可能であり、

かつ、価値の変動について僅少なリ

スクしか負わない取得日から３ヶ月

以内に償還期限の到来する短期投資

からなっております。

同左 連結キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金（現金及び現金同等物）は、

手許現金、随時引出し可能な預金及

び容易に換金可能であり、かつ、価

値の変動について僅少なリスクしか

負わない取得日から３ヶ月以内に償

還期限の到来する短期投資からなっ

ております。
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１．貸借対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準

 　　当中間連結会計期間より、「貸借対照

　　表の純資産の部の表示に関する会計基

　　準」（企業会計基準第５号平成17年12月

　　９日）及び「貸借対照表の純資産の部の

　　表示に関する会計基準等の適用指針」

　　（企業会計基準適用指針第８号平成17年

　　12月９日）を適用しております。

　　　これまでの資本の部に相当する金額

　　は 2,375,149千円であります。なお、当

　　中間連結会計期間における中間連結貸借

　　対照表の純資産の部については、中間連

　　結財務諸表規則の改正に伴い、改正後の

　　中間連結財務諸表規則により作成してお

　　ります。

１．─────

 　　

１．貸借対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準 

 　　当連結会計期間より、「貸借対照表の純

   資産の部の表示に関する会計基準」（企業

   会計基準第５号平成17年12月９日）及び

  　「貸借対照表の純資産の部の表示に関する

　 会計基準等の適用指針」（企業会計基準適

   用指針第８号平成17年12月９日）を適用し

   ております。

　　これまでの資本の部に相当する金額は

    2,368,387千円であります。なお、当連結

　　会計期間における連結貸借対照表の純資産

　　の部については、連結財務諸表規則の改正

    に伴い、改正後の連結財務諸表規則により

    作成しております。
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注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

前中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成19年９月30日）

前連結会計年度
（平成19年３月31日）

※１　担保資産及び担保付債務 ※１　担保資産及び担保付債務 ※１　担保資産及び担保付債務

  担保に供している資産は次の

とおりであります。

  担保に供している資産は次の

とおりであります。

  担保に供している資産は次のと

おりであります。

建物 152,885千円

土地 1,308,009千円

計 1,460,895千円

建物     75,810千円

土地    131,400千円

計   207,210千円

建物 147,996千円

土地 1,308,009千円

計  1,456,006千円

　担保付債務は次のとおりであ

ります。

　担保付債務は次のとおりであ

ります。

　担保付債務は次のとおりであり

ます。

仕入債務の支払 20,134千円

短期借入金 95,000千円

計 115,134千円

仕入債務の支払 16,194千円

計 16,194千円

仕入債務の支払 15,539千円

短期借入金  110,000千円

計 125,539千円

※２　有形固定資産の減価償却累計

額

※２　有形固定資産の減価償却累計

額

※２　有形固定資産の減価償却累計額

2,794,021千円  2,834,891千円 2,812,878千円

　３　受取手形割引高 81,211千円

  ４　受取手形譲渡高 1,924千円

　３　受取手形割引高 － 千円

  ４　受取手形譲渡高 1,150千円

　３　受取手形割引高      － 千円

　４　受取手形譲渡高 689千円

※５　中間連結会計期間末日満期手

　　形

※５　中間連結会計期間末日満期手

　　形

※５　連結会計期間末日満期手形

　中間連結会計期間末日満期手形の

会計処理については、当中間連結会

計期間の末日が金融機関の休日でし

たが、満期日に決済が行われたもの

として処理しております。当中間連

結会計期間末日満期手形の金額は、

次のとおりであります。

　中間連結会計期間末日満期手形の

会計処理については、当中間連結会

計期間の末日が金融機関の休日でし

たが、満期日に決済が行われたもの

として処理しております。当中間連

結会計期間末日満期手形の金額は、

次のとおりであります。

　連結会計年度末日満期手形の会計処

理につきましては、当連結会計年度の

末日は金融機関の休日でしたが、満期

日に決済が行われたものとして処理し

ております。連結会計年度末日満期手

形の金額は、次のとおりであります。

受取手形 102,371千円

支払手形 2,446千円

設備支払手形 1,677千円

  

受取手形 103,102千円

支払手形  2,493千円

  

  

受取手形 111,096千円

支払手形 2,446千円

設備支払手形 1,764千円
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（中間連結損益計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※１　販売費及び一般管理費のうち主

要な費目及び金額は、次のとお

りであります。

※１　販売費及び一般管理費のうち主

要な費目及び金額は、次のとお

りであります。

※１　販売費及び一般管理費のうち主

要な費目及び金額は、次のとお

りであります。

地方発送費 32,795千円

手数料 49,124千円

従業員給与等 128,561千円

貸倒引当金繰

入額

1,780千円

退職給付引当

金繰入額
8,473千円

役員退職慰労

引当金繰入額
4,520千円

賞与引当金繰

入額
13,023千円

福利厚生費 29,356千円

地方発送費  31,822千円

手数料 46,991千円

従業員給与等 113,217千円

貸倒引当金繰

入額

25千円

退職給付引当

金繰入額
 7,161千円

役員退職慰労

引当金繰入額
2,800千円

賞与引当金繰

入額
 13,836千円

福利厚生費 27,744千円

地方発送費  66,192千円

手数料 97,176千円

従業員給与等 226,135千円

貸倒引当金繰

入額

23,167千円

退職給付引当

金繰入額
15,665千円

役員退職慰労

引当金繰入額
11,100千円

賞与引当金繰

入額
12,546千円

福利厚生費 58,967千円

※２　固定資産廃却損の内容は次のと

おりであります。　

※２　固定資産廃却損の内容は次のと

おりであります。　

※２　　固定資産廃却損の内容は次の

とおりであります。

建物 20千円

機械及び装置 251千円

工具器具備品 402千円

計 674千円

建物 －  千円

機械及び装置  －  千円

工具器具備品 343千円

計 343千円

建物 20千円

機械及び装置 33千円

工具器具備品 512千円

車輌運搬具 218千円

計   784千円
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（中間連結株主資本等変動計算書関係）

 前中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

　 １．発行株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前連結会計年度末　

株式数（株）

当中間連結会計期間

増加株式数（株）

当中間連結会計期間

減少株式数（株）

当中間連結会計期間

末株式数（株）

 発行済株式     

 　　普通株式　 3,658,000 － － 3,658,000

合計 3,658,000 － － 3,658,000

 自己株式     

 　　普通株式　（注） 35,281 1,460 － 36,741

合計 35,281 1,460 － 36,741

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加1,460株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

 

　 ２．配当に関する事項 

 　　　配当金支払額

（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

平成18年６月29日

定時株主総会
普通株式 12,679 3.50  平成18年３月31日  平成18年６月30日

 当中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

　 １．発行株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前連結会計年度末　

株式数（株）

当中間連結会計期間

増加株式数（株）

当中間連結会計期間

減少株式数（株）

当中間連結会計期間

末株式数（株）

 発行済株式     

 　　普通株式　 3,658,000 － － 3,658,000

合計 3,658,000 － － 3,658,000

 自己株式     

 　　普通株式　（注） 37,001 949 － 37,950

合計 37,001 949 － 37,950

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加949株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

 

　 ２．配当に関する事項 

 　　　配当金支払額

（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

平成19年６月28日

定時株主総会
普通株式 12,673 3.50  平成19年３月31日  平成19年６月29日
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 前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

　 １．発行株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前連結会計年度末　

株式数（株）

当連結会計年度増加

株式数（株）

当連結会計年度減少

株式数（株）

当連結会計年度末　

株式数（株）

 発行済株式     

 　　普通株式　 3,658,000 － － 3,658,000

合計 3,658,000 － － 3,658,000

 自己株式     

 　　普通株式　（注） 35,281 1,720 － 37,001

合計 35,281 1,720 － 37,001

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加1,720株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

 

　 ２．配当に関する事項 

 　　　配当金支払額

（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

平成18年６月29日

定時株主総会
普通株式 12,679 3.50  平成18年３月31日  平成18年６月30日

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連

結貸借対照表に掲記されている科目の金額と

の関係

現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連

結貸借対照表に掲記されている科目の金額と

の関係

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対

照表に掲記されている科目の金額との関係

（平成18年９月30日現在） （平成19年９月30日現在） （平成19年３月31日現在）

現金及び預金勘定 793,980千円

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金
-115,000千円

現金及び現金同等物 678,980千円

現金及び預金勘定 884,096千円

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金
-115,000千円

現金及び現金同等物 769,096千円

現金及び預金勘定 829,448千円

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金
 -115,000千円

（現金及び現金同等物） 714,448千円
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（リース取引関係）

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引

リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引

リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引

(1）リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

期末残高相当額

(1）リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間

期末残高相当額

(1）リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び期末

残高相当額

 

取得価
額相当
額
（千円）

減価償
却累計
額相当
額
（千円）

中間期
末残高
相当額
（千円）

機械装置及
び運搬具

40,226 20,823 19,403

その他の有
形固定資産

51,425 35,285 16,139

合計 91,651 56,108 35,542

 

取得価
額相当
額
（千円）

減価償
却累計
額相当
額
（千円）

中間期
末残高
相当額
（千円）

機械装置及
び運搬具

43,830 24,037 19,792

その他の有
形固定資産

28,460 12,579 15,881

合計 72,290 36,616 35,673

 

取得価
額相当
額
（千円）

減価償
却累計
額相当
額
（千円）

期末残
高相当
額
（千円）

機械装置及
び運搬具

37,102 22,043 15,059

その他の有
形固定資産

21,323 10,144 11,178

合計 58,425 32,187 26,238

（注）取得価額相当額は有形固定資産

の中間期末残高等に占める未経

過リース料中間期末残高の割合

が低いため、「支払利子込み

法」により算定しております。

同左 （注）取得価額相当額は、有形固定資

産の期末残高等に占める未経過

リース料期末残高の割合が低い

ため、「支払利子込み法」によ

り算定しております。

(2）未経過リース料中間期末残高相

当額

(2）未経過リース料中間期末残高相

当額

(2）未経過リース料期末残高相当額

 （千円)

１年内 15,224

１年超 20,318

合計 35,542

 （千円)

１年内 12,264

１年超 23,409

合計 35,673

 （千円)

１年内 10,388

１年超 15,849

合計 26,238

（注）未経過リース料中間期末残高相

当額は、有形固定資産の中間期

末残高等に占めるその割合が低

いため、「支払利子込み法」に

より算定しております。

同左 （注）未経過リース料期末残高相当額

は、有形固定資産の期末残高等

に占めるその割合が低いため、

「支払利子込み法」により算定

しております。

(3）支払リース料及び減価償却費相

当額

(3）支払リース料及び減価償却費相

当額

(3）支払リース料及び減価償却費相

当額

 （千円)

支払リース料 9,800

減価償却費相当額 9,800

 （千円)

支払リース料 6,726

減価償却費相当額 6,726

 （千円)

支払リース料 19,559

減価償却費相当額 19,559

(4）減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法によっ

ています。

(4）減価償却費相当額の算定方法

同左

(4）減価償却費相当額の算定方法

同左
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（有価証券関係）

前中間連結会計期間末（平成18年９月30日現在）

１．時価評価されていない主な有価証券の内容

 中間連結貸借対照表計上額（千円）

(1）満期保有目的の債券  

非上場内国債券 2,000

(2）その他有価証券  

非上場株式 4,772

当中間連結会計期間末（平成19年９月30日現在）

１．時価評価されていない主な有価証券の内容

 中間連結貸借対照表計上額（千円）

(1）満期保有目的の債券  

非上場内国債券 －

(2）その他有価証券  

非上場株式 4,772

前連結会計年度末（平成19年３月31日現在）

１．時価評価されていない主な有価証券の内容

 連結貸借対照表計上額（千円）

(1）満期保有目的の債券  

非上場内国債券 －

(2）その他有価証券  

非上場株式 4,772

（デリバティブ取引関係）

前中間連結会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30日）、当中間連結会計期間（自平成19年４月１日

　至平成19年９月30日）及び前連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

　当社グループは、デリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。

（ストック・オプション等関係）

前中間連結会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30日）、当中間連結会計期間（自平成19年４月１日

　至平成19年９月30日）及び前連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

          該当事項は、ありません。
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（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

前中間連結会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30日）

 
塗料事業
（千円）

塗装事業
（千円）

計（千円）
消去又は全社
（千円）

連結（千円）

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 2,088,441 53,401 2,141,842 － 2,141,842

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ － － － －

計 2,088,441 53,401 2,141,842 － 2,141,842

営業費用 2,040,559 61,506 2,102,065 (3,760) 2,098,305

営業利益又は営業損失（－） 47,882 -8,105 39,776 3,760 43,536

　（注）１．事業の区分は、売上の集計区分によっております。

２．各事業の主な製品

(1）塗料事業：木工用及び皮革用塗料、他の各種塗料、シンナー類及び関連製品等

(2）塗装事業：住宅部材等の塗装品

当中間連結会計期間（自平成19年４月１日　至平成19年９月30日）

 
塗料事業
（千円）

塗装事業
（千円）

計（千円）
消去又は全社
（千円）

連結（千円）

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 1,924,286 36,278 1,960,564 0 1,960,564

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
5,421 28 5,450 -5,450 0

計 1,929,707 36,307 1,966,014 -5,450 1,960,564

営業費用 1,925,570 44,687 1,970,258 (9,135) 1,961,122

営業利益又は営業損失（－） 4,136 -8,380 -4,243 3,660 -558

　（注）１．事業の区分は、売上の集計区分によっております。

２．各事業の主な製品

(1）塗料事業：木工用及び皮革用塗料、他の各種塗料、シンナー類及び関連製品等

 　　　　 (2）塗装事業：住宅部材等の塗装品

３．会計方針の変更

　　　　　　　「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４②に記載のとおり、提出会社及び国内連結

　　　　　　子会社は、当中間連結会計期間から平成19年４月１日以降に取得した資産については、改正後の法人税法

　　　　　　に基づく減価償却の方法に変更しております。これに伴い、従来の方法によった場合と比べ、当中間連結

　　　　　　会計期間の営業費用は、塗料事業が88千円増加し、営業利益が同額減少しております。塗装事業において

　　　　　　は、営業費用及び営業利益に影響はありません。

４．追加情報

　　　　　　　「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４②に記載のとおり、提出会社及び国内連結

　　　　　　子会社は、当中間連結会計期間から平成19年３月31日以前に取得した資産については、改正前の法人税法

　　　　　　に基づく減価償却の方法の適用により取得価額の５％に到達した連結会計年度の翌連結会計年度より取得

　　　　　　価額の５％相当額と備忘価額との差額を５年間で均等償却し、減価償却に含めて計上しております。これ

　　　　　　に伴い、従来の方法によった場合と比べ、当中間連結会計期間の営業費用は、塗料事業が8,695千円、塗装

　　　　　　事業が327千円増加し、営業利益がそれぞれ同額減少しております。
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前連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

 
塗料事業
（千円）

塗装事業
（千円）

計（千円）
消去又は全社
（千円）

連結（千円）

Ⅰ　売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 4,158,879 120,260 4,279,140 － 4,279,140

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ － － － －

計 4,158,879 120,260 4,279,140 － 4,279,140

営業費用 4,122,650 130,481 4,253,132 (7,418) 4,245,714

営業利益又は営業損失（－） 36,228 -10,220 26,007 7,418 33,426

　（注）１．事業の区分は、売上の集計区分によっております。

２．各事業の主な製品

(1）塗料事業：木工用及び皮革用塗料、他の各種塗料、シンナー類及び関連製品等

(2）塗装事業：住宅部材等の塗装品

ｂ．所在地別セグメント情報

前中間連結会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30日）、当中間連結会計期間（自平成19年４月１

日　至平成19年９月30日）及び前連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

　本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。

ｃ．海外売上高

前中間連結会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30日）、当中間連結会計期間（自平成19年４月１

日　至平成19年９月30日）及び前連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

　海外売上高が、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。   
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（１株当たり情報）

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１株当たり純資産額 655.89円

１株当たり中間純利益金

額
10.60円

１株当たり純資産額 666.32円

１株当たり中間純利益金

額
  26.41円

１株当たり純資産額   654.07円

１株当たり当期純利益金

額
8.75円

　なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額については、潜在株式が

存在しないため記載しておりません。

　　　　　　　同左 　なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額については、潜在株式が

存在しないため記載しておりません。

　（注）　１株当たり中間（当期）純利益金額又は純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前中間連結会計期間

(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

中間（当期）純利益（千円） 38,385 95,617 31,680

普通株主に帰属しない金額（千円） － － －

普通株式に係る中間（当期）純利益

（千円）
38,385 95,617 31,680

期中平均株式数（株） 3,621,833 3,620,050 3,621,463

（重要な後発事象）

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

 ─────  当社は、平成19年11月２日開催の取締

役会において、株式会社ＷＤＫによる

当社株式に対する公開買付けにつきま

して、賛同を表明することを決議いた

しました。

 

（注）平成19年11月２日公表の「当社

株式に対する公開買付けに関する意見

表明のお知らせ」をご参照ください。

 ─────
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５．中間個別財務諸表
(1) 中間貸借対照表

  
前中間会計期間末

（平成18年９月30日）
当中間会計期間末

（平成19年９月30日）
対前中間
期比

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）            

Ⅰ　流動資産            

１．現金及び預金  777,695   874,684   96,989 812,043   

２．受取手形 ※６ 858,360   824,748   -33,611 931,259   

３．売掛金  563,353   570,074   6,720 486,906   

４．たな卸資産  450,264   450,367   103 366,175   

５．その他  21,817   21,814   1,994 15,924   

貸倒引当金  -16,611   -26,826    -37,998   

流動資産合計   2,654,879 46.2  2,714,862 47.9   2,574,311 45.6

Ⅱ　固定資産            

(1）有形固定資産 ※２           

１．建物及び構築
物

※１ 275,911   290,658   -23,588 266,057   

２．機械及び装置  115,752   102,129   -14,796 111,101   

３．土地 ※１ 2,598,765   2,513,012   -85,753 2,598,765   

４．その他  59,983   18,130   -2,344 58,245   

計  3,050,412   2,923,930   -126,482 3,034,169   

(2）無形固定資産  2,404   2,394   -10 2,399   

(3）投資その他の資
産

           

１．投資有価証券  25,942   25,942   － 25,942   

２．その他  44,908   38,700   6,208 39,665   

貸倒引当金  -32,498   -32,496   1 -32,497   

計  38,352   32,145   -6,206 33,110   

固定資産合計   3,091,169 53.8  2,958,470 52.1 -132,699  3,069,679 54.4

資産合計   5,746,049 100.0  5,673,332 100.0 -72,716  5,643,990 100.0
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前中間会計期間末

（平成18年９月30日）
当中間会計期間末

（平成19年９月30日）
対前中間
期比

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）            

Ⅰ　流動負債            

１．支払手形 ※６ 714,923   656,427   -58,495 627,261   

２．買掛金  268,358   274,834   6,475 145,950   

３. 短期借入金  385,000   395,000   10,000 475,000   

４．未払法人税等  2,707   30,329   27,621 3,192   

５．未払消費税等 ※７ 12,839   11,942   -896 14,983   

６．賞与引当金  32,768   35,774   3,005 32,071   

７．設備支払手形 ※６ 1,365   377   -988 409   

８．設備未払金  1,533   －   -1,533 2,415   

９．その他  60,060   69,320   -9,259 86,387   

流動負債合計   1,479,556 25.8  1,474,007 26.0   1,387,672 24.6

Ⅱ　固定負債            

１．社債  200,000   200,000    200,000   

２．再評価に係る繰
延税金負債

 949,559   917,505   -32,053 949,559   

３．退職給付引当金  623,902   576,191   -47,711 615,343   

４．役員退職慰労引
当金

 25,230   －   -25,230 30,890   

５．債務保証損失引
当金

 90,700   102,300   11,600 99,800   

６．その他  4,100   4,100    4,100   

固定負債合計   1,893,491 32.9  1,800,097 31.7 -93,394  1,899,692 33.6

負債合計   3,373,047 58.7  3,274,104 57.7 -98,943  3,287,364 58.2

            

（純資産の部）            

Ⅰ　株主資本            

　１　資本金   182,900 3.2  182,900 3.2   182,900 3.2

　２　資本剰余金            

  (1) 資本準備金  4,057   4,057    4,057   

　資本剰余金合計   4,057 0.1  4,057 0.1   4,057 0.1

  ３　利益剰余金            

  (1) 利益準備金  45,725   45,725    45,725   

  (2) その他利益剰
　
　余金

           

 　　任意積立金  650,000   650,000    650,000   

     繰越利益剰余金  109,985   183,695   73,709 93,665   

  利益剰余金合計   805,710 14.0  879,420 15.5 73,709  789,390 14.0

　４　自己株式   -5,456 -0.1  -5,712 -0.1 -255  -5,513 -0.1

 　株主資本合計   987,210 17.2  1,060,664 18.7 73,454  970,834 17.2

Ⅱ　評価・換算差額等            

   　土地再評価差額金   1,385,791 24.1  1,338,563 23.6 -47,227  1,385,791 24.6

　　評価・換算差額等
合計

  1,385,791 24.1  1,338,563 23.6 -47,227  1,385,791 24.6

純資産合計   2,373,002 41.3  2,399,228 42.3 26,226  2,356,626 41.8

負債純資産合計   5,746,049 100.0  5,673,332 100.0 -72,716  5,643,990 100.0
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(2) 中間損益計算書

  
前中間会計期間

（自平成18年４月１日
至平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自平成19年４月１日
至平成19年９月30日）

対前中間
期比

前事業年度の要約損益計算書
（自平成18年４月１日
至平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   2,088,441 100.0  1,929,707 100.0 -158,733  4,158,879 100.0

Ⅱ　売上原価   1,691,271 81.0  1,589,229 82.3 -102,041  3,403,116 81.8

売上総利益   397,169 19.0  340,477 17.6 -56,691  755,763 18.2

Ⅲ　販売費及び一般
管理費

  349,287 16.7  336,341 17.4 -12,946  719,534 17.3

営業利益   47,882 2.3  4,136 0.2 -43,745  36,228 0.9

Ⅳ　営業外収益 ※１  13,453 0.6  19,254 1.0 5,801  33,679 0.8

Ⅴ　営業外費用 ※２  13,148 0.6  9,858 0.5 -3,290  27,937 0.7

経常利益   48,187 2.3  13,533 0.7 -34,653  41,970 1.0

Ⅵ　特別利益 ※３  2,600 0.1  93,727 4.8 91,127  142 0.0

Ⅶ　特別損失 ※４  1,157 0.0  4,443 0.2 3,285  7,767 0.2

税引前中間（当
期）純利益

  49,629 2.4  102,817 5.3 53,187  34,344 0.8

法人税、住民
税及び事業税

 1,022   32,167    2,057  0.0

法人税等調整
額

 － 1,022 0.1 32,053 114 0.0 -908 － 2,057 0.0

中間（当期）純利
益

  48,607 2.3  102,702 5.3 54,095  32,287 0.8
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(3）中間株主資本等変動計算書

 　前中間会計期間（自平成18年4月1日　至平成18年9月30日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己

株式

株主

資本

合計
資本

準備金

資本

剰余金

合計

利益

準備金

 その他利益剰余金
利益

剰余金

合計

別途

積立金

繰越

利益

剰余金

平成18年３月31日　残高

（千円）
182,900 4,057 4,057 45,725 650,000 74,057 769,782 -5,074 951,664

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当（注） － － － － － -12,679 -12,679 － -12,679

中間純利益 － － － － － 48,607 48,607 － 48,607

自己株式の取得 － － － － － － － -381 -381

株主資本以外の項目の中間会計期

間中の変動額（純額）
－ － － － － － － － －

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
－ － － － － 35,927 35,927 -381 35,546

平成18年９月30日　残高

（千円）
182,900 4,057 4,057 45,725 650,000 109,985 805,710 -5,456 987,210

評価・換算差額等

純資産合計

土地再評価差額金
評価・換算

差額等合計

平成18年３月31日　残高

（千円）
1,385,791 1,385,791 2,337,456

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当（注） － － -12,679

中間純利益 － － 48,607

自己株式の取得 － － -381

株主資本以外の項目の中間会計

期間中の変動額（純額）
－ － －

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
－ － 35,546

平成18年９月30日　残高

（千円）
1,385,791 1,385,791 2,373,002

（注）　平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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 　当中間会計期間（自平成19年4月1日　至平成19年9月30日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己

株式

株主

資本

合計
資本

準備金

資本

剰余金

合計

利益

準備金

 その他利益剰余金
利益

剰余金

合計

別途

積立金

繰越

利益

剰余金

平成19年３月31日　残高

（千円）
182,900 4,057 4,057 45,725 650,000 93,665 789,390 -5,513 970,834

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当（注） － － － － － -12,673 -12,673 － -12,673

中間純利益 － － － － － 102,702 102,702 － 102,702

自己株式の取得 － － － － － － － -199 -199

株主資本以外の項目の中間会計期

間中の変動額（純額）
－ － － － － － － － －

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
－ － － － － 90,029 90,029 -199 89,830

平成19年９月30日　残高

（千円）
182,900 4,057 4,057 45,725 650,000 183,695 879,420 -5,712 1,060,664

評価・換算差額等

純資産合計

土地再評価差額金
評価・換算

差額等合計

平成19年３月31日　残高

（千円）
1,385,791 1,385,791 2,356,626

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当（注） － － -12,673

中間純利益 － － 102,702

自己株式の取得 － － -199

株主資本以外の項目の中間会計

期間中の変動額（純額）
-47,227 -47,227 -47,227

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
-47,227 -47,227 42,602

平成19年９月30日　残高

（千円）
1,338,563 1,338,563 2,399,228

（注）　平成19年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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 　前事業年度の株主資本等変動計算書（自平成18年4月1日　至平成19年3月31日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己

株式

株主

資本

合計
資本

準備金

資本

剰余金

合計

利益

準備金

 その他利益剰余金
利益

剰余金

合計

別途

積立金

繰越

利益

剰余金

平成18年３月31日　残高

（千円）
182,900 4,057 4,057 45,725 650,000 74,057 769,782 -5,074 951,664

事業年度中の変動額

剰余金の配当（注） － － － － － -12,679 -12,679 － -12,679

当期純利益 － － － － － 32,287 32,287 － 32,287

自己株式の取得 － － － － － － － -438 -438

株主資本以外の項目の事業年度中

の変動額（純額）
－ － － － － － － － －

事業年度中の変動額合計

（千円）
－ － － － － 19,608 19,608 -438 19,169

平成19年３月31日　残高

（千円）
182,900 4,057 4,057 45,725 650,000 93,665 789,390 -5,513 970,834

評価・換算差額等

純資産合計

土地再評価差額金
評価・換算

差額等合計

平成18年３月31日　残高

（千円）
1,385,791 1,385,791 2,337,456

事業年度中の変動額

剰余金の配当（注） － － -12,679

当期純利益 － － 32,287

自己株式の取得 － － -438

株主資本以外の項目の事業年度

中の変動額（純額）
－ － －

事業年度中の変動額合計

（千円）
－ － 19,169

平成19年３月31日　残高

（千円）
1,385,791 1,385,791 2,356,626

（注）　平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１．資産の評価基準及び評価

方法

(1）有価証券

満期保有目的の債券

総平均法による原価法

(1）有価証券

満期保有目的の債券

同左

(1）有価証券

満期保有目的の債券

同左

子会社及び関連会社株式

総平均法による原価法

子会社及び関連会社株式

同左

子会社及び関連会社株式

同左

その他有価証券 その他有価証券 その他有価証券

時価のないもの

総平均法による原価法

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

(2）たな卸資産

製品、仕掛品：

売価還元法による原価法

(2）たな卸資産

同左

 

(2）たな卸資産

同左

 

商品、原材料：

総平均法による原価法

 

 

 

 

２．固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

　定率法

ただし、平成10年４月１日以

降に取得した建物（附属設備

を除く）については定額法

　主な耐用年数は次のとおりです。

建物及び構築物　　 ８～50年

機械及び装置　　　 ８～９年

(1）有形固定資産

同左

(1）有形固定資産

同左

（会計方針の変更）

    法人税法の改正（（所得税法

  等の一部を改正する法律　平成

  19年３月30日　法律第６号）及

  び（法人税法施行令の一部を改

  正する政令　平成19年３月30日 

　  政令第83号））に伴い、当中

間

  会計期間から、平成19年４月１

  日以降に取得したものについて

  は、改正後の法人税法に基づく

  方法に変更しております。

    これに伴い、前中間会計期間

  と同一の方法によった場合と比

  べ、営業利益、経常利益及び税

　引前中間純利益は、それぞれ88

　千円減少しております。

（追加情報）

    当中間会計期間から、平成19

　年３月31日以前に取得したもの

　については、償却可能限度額ま

　で償却が終了した翌年から５年

　間で均等償却する方法によって

　おります。

　　これにより、営業利益、経常

　利益及び税引前中間純利益がそ

　れぞれ 8,695千円減少しており

　ます。

 

(2）無形固定資産

　定額法

(2）無形固定資産

同左

(2）無形固定資産

同左

３．繰延資産の処理方法 (1）社債発行費

       ─────

(1）社債発行費

       ─────

(1）社債発行費

     支出時に全額費用処理しており

　　     ます。
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項目
前中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

４．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　債権の貸倒による損失に備える

ため、一般債権については貸倒実

績率により、貸倒懸念債権等特定

の債権については個別に回収可能

性を勘案し、回収不能見込額を計

上しております。

(1）貸倒引当金

同左

(1）貸倒引当金

同左

(2）賞与引当金

　従業員の賞与の支払に充てるた

め支給見込額の当中間会計期間負

担額を計上しております。

(2）賞与引当金

同左

(2）賞与引当金

　従業員の賞与の支払に充てるた

め支給見込額の当事業年度負担額

を計上しております。

(3）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため

当事業年度末における退職給付債

務及び年金資産の見込額に基づき

当中間会計期間末において発生し

ていると認められる額を計上して

おります。

(3）退職給付引当金

            同左

(3）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、

当事業年度末における退職給付債

務及び年金資産の見込額に基づき

計上しております。

(4）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支出に備え

るため、役員退職慰労金規程（内

規）に基づく中間会計期間末要支

給額を計上しております。

(4）役員退職慰労引当金

－

(4）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支出に備え

るため、役員退職慰労金規定（内

規）に基づく期末要支給額を計上

しております。

(5）債務保証損失引当金

　債務保証に係る損失に備えるた

め、被保証者の財政状態等を勘案

し、損失負担見込額を計上してお

ります。

(5）債務保証損失引当金

同左

(5）債務保証損失引当金

同左

５．外貨建の資産及び負債の

本邦通貨への換算基準

　外貨建金銭債権債務は、中間決算

日の直物為替相場により円貨に換算

し、換算差額は損益として処理して

おります。

同左 　外貨建金銭債権債務は、期末日の

直物等為替相場により円貨に換算し、

換算差額は損益として処理しており

ます。

６．リース取引の処理方法 　リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法に準じた

会計処理によっております。

同左 同左

７．その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基本

となる重要な事項

(1）消費税等の会計処理

　消費税及び地方消費税の会計処

理は税抜方式によっております。

(1）消費税等の会計処理

同左

(1）消費税等の会計処理

同左
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１．貸借対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準

  当中間会計期間より、「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準」（企業

会計基準第５号平成17年12月９日）及び「貸

借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準等の適用指針」（企業会計基準適用指

針第８号平成17年12月９日）を適用してお

ります。これまでの資本の部に相当する金

額は 2,373,002千円であります。

　なお、当中間会計期間における中間貸借

対照表の純資産の部については、中間財務

諸表等規則の改正に伴い、改正後の中間財

務諸表等規則により作成しております。 

１．　　　　─────   １．貸借対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準

　　当期より、「貸借対照表の純資産の部の

表示に関する会計基準」（企業会計基準第

５号平成17年12月９日）及び「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基準等の

適用指針」（企業会計基準適用指針第８号

平成17年12月９日）を適用しております。

これまでの資本の部に相当する金額は 

2,356,626千円であります。

　なお、当期における貸借対照表の純資産

の部については、財務諸表等規則の改正に

伴い、改正後の財務諸表等規則により作成

しております。
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

項目
前中間会計期間末

（平成18年９月30日）
当中間会計期間末

（平成19年９月30日）
前事業年度末

（平成19年３月31日）

※１．担保資産 担保に供している資産とこれに対応

する債務

担保に供している資産とこれに対応

する債務

担保に供している資産とこれに対応

する債務

(イ）担保に供している資産 (イ）担保に供している資産 (イ）担保に供している資産

種類
金額

（千円）

有形固定資産 1,460,895

(建物) (152,885)

(土地) (1,308,009)

計 1,460,895

種類
金額

（千円）

有形固定資産 207,210

(建物) (75,810)

(土地) (131,400)

計 207,210

種類
金額

（千円）

有形固定資産 1,456,006

(建物) (147,996)

(土地) (1,308,009)

計 1,456,006

(ロ）対応する債務 (ロ）対応する債務 (ロ）対応する債務

種類
金額

（千円）

短期借入金 95,000

子会社の仕入債
務

20,134

計 115,134

種類
金額

（千円）

子会社の仕入債
務

16,194

計 16,194

種類
金額

（千円）

偶発債務
（保証債務）

15,539

短期借入金 110,000

計 125,539

           

※２．有形固定資産の減価　

　　　償却累計額 

　　　　　　　　　　　（千円）

　　　　　　　　　　 2,657,241

　　　　　　　　　　　（千円）　

　                      2,697,504  

                     （千円）

                    3,034,169  

　３．偶発債務    　　　　　

債務保証

       　子会社の金融機関　

　　　　からの借入及び社債

　　　　に対する債務保証

   　　　　

関係会社                        （千円）                   　     （千円）       　               （千円）

利根コーティング㈱   29,300 17,700 20,200

　上記の金額は、債務保証損失引当

金（90,700千円）を控除しておりま

す。

　上記の金額は、債務保証損失引当

金（ 102,300千円）を控除しており

ます。

　上記の金額は、債務保証損失引当

金（99,800千円）を控除しておりま

す。

　４．受取手形割引高                        （千円）                       　 （千円）                  　    （千円）

                        81,211                             －            －  

  ５．受取手形譲渡高                         1,924 1,150 649 

※６．中間会計期間末日満

　　　期手形

　中間会計期間末日満期手形の会

計処理については、当中間会計期

間の末日が金融機関の休日でした

が、満期日に決済が行われたもの

として処理しております。

　当中間会計期間末日満期手形の

金額は、次のとおりでありま

す。 

　中間会計期間末日満期手形の会

計処理については、当中間会計期

間の末日が金融機関の休日でした

が、満期日に決済が行われたもの

として処理しております。

　当中間会計期間末日満期手形の

金額は、次のとおりでありま

す。 

　期末日満期手形の会計処理につい

ては、当期の末日が金融機関の休日

でしたが、満期日に決済が行われた

ものとして処理しております。

　期末日満期手形の金額は、次のと

おりであります。 

 
受取手形 102,371千円

支払手形 2,446千円

設備支払手形 1,677千円

受取手形  103,102千円

支払手形 2,493千円

受取手形  111,096千円

支払手形 2,446千円

設備支払手形    1,764千円

※７．消費税等の取扱い 仮払消費税等及び仮受消費税等は相

殺し、未払消費税等として表示して

おります。

同左 同左
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（中間損益計算書関係）

項目
前中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※１．営業外収益の主要項目    

 （千円） （千円） （千円）

受取利息

受取配当金

設備賃貸収入

226

 52

7,706

481 

4,285 

  7,106 

529 

   430 

     15,362 

※２．営業外費用の主要項目    

支払利息

手形売却損

社債利息

設備賃貸費用

2,617

635

1,034

4,238

    3,383 

5 

    1,034 

     3.764 

 6,772 

      862 

     2,080 

     10,266 

※３．特別利益の主要項目    

債務保証損失引当金戻

入額

保証債務取崩益

固定資産売却益

貸倒引当金戻入額

 

2,600

－

－

－

 

－

－

82,554

11,172

 

－

142

－

－

※４．特別損失の主要項目    

固定資産廃却損

建物及び構築物

機械及び装置

工具器具備品

車輌運搬具

投資有価証券評価損

子会社株式評価損

債務保証損失引当金繰

入額

 

20

 33

 362

141

249

349

 

－

 

 30

 －

 313

 －

 －

1,599

 

2,500

 

 20

 33

 472

 141

 249

 349

 

6,500

　５．減価償却実施額    

有形固定資産

無形固定資産

21,799

5

      27,304

 5

     43,370 

10 
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（中間株主資本等変動計算書関係）

　前中間会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

　　自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前事業年度末株式数

（千株）

当中間会計期間増加

　　株式数（千株）

当中間会計期間減少

　　株式数（千株）

当中間会計期間末株

式数（千株）

 普通株式　（注） 35,281 1,460 － 36,741

 　　　　合計 35,281 1,460 － 36,741

　（注）普通株式の自己株式の株式数の増加1,460株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

　当中間会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

　　自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前事業年度末株式数

（千株）

当中間会計期間増加

　　株式数（千株）

当中間会計期間減少

　　株式数（千株）

当中間会計期間末株

式数（千株）

 普通株式　（注） 37,001 949 － 37,950

 　　　　合計 37,001 949 － 37,950

　（注）普通株式の自己株式の株式数の増加949株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

　前事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

　　自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前事業年度末株式数

（千株）

当事業年度増加株式

数（千株）

当事業年度減少株式

数（千株）

当事業年度末株式数

（千株）

 普通株式　（注） 35,281 1,720 － 37,001

 　　　　合計 35,281 1,720 － 37,001

　（注）普通株式の自己株式の株式数の増加1,720株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。
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（リース取引関係）

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引

リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引

リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引

(1）リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間期

末残高相当額

(1）リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び中間期

末残高相当額

(1）リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び期末残

高相当額

 

取得価
額相当
額
（千円）

減価償
却累計
額相当
額
（千円）

中間期
末残高
相当額
（千円）

車輌運搬具 32,284 15,502 16,782

その他の有
形固定資産
(工具器具備
品)

42,546 32,469 10,076

合計 74,831 47,972 26,858

 

取得価
額相当
額
（千円）

減価償
却累計
額相当
額
（千円）

中間期
末残高
相当額
（千円）

車輌運搬具 35,888 17,710 18,178

その他の有
形固定資産
(工具器具備
品)

19,581 8,161 11,420

合計 55,470 25,871 29,598

 

取得価
額相当
額
（千円）

減価償
却累計
額相当
額
（千円）

期末残
高相当
額
（千円）

車輌運搬具 29,161 16,086 13,075

その他の有
形固定資産
(工具器具備
品)

12,444 6,527 5,916

合計 41,605 22,613 18,991

（注）取得価額相当額は、有形固定資

産の中間期末残高等に占める未

経過リース料中間期末残高の割

合が低いため、「支払利子込み

法」により算定しております。

同左 （注）取得価額相当額は、有形固定資

産の期末残高等に占める未経過

リース料期末残高の割合が低い

ため、「支払利子込み法」によ

り算定しております。

(2）未経過リース料中間期末残高相

当額

(2）未経過リース料中間期末残高相

当額

(2）未経過リース料期末残高相当額

 （千円)

１年内 12,615

１年超 14,243

合計 26,858

 （千円)

１年内 10,515

１年超 19,083

合計 29,598

 （千円)

１年以内 8,280

１年超 10,710

合計 18,991

（注）未経過リース料中間期末残高相

当額は、有形固定資産の中間期

末残高等に占めるその割合が低

いため、「支払利子込み法」に

より算定しております。

同左 （注）未経過リース料期末残高相当額

は、有形固定資産の期末残高等

に占めるその割合が低いため、

「支払利子込み法」により算定

しております。

(3）支払リース料及び減価償却費相

当額

(3）支払リース料及び減価償却費相

当額

(3）支払リース料及び減価償却費相

当額

 （千円)

支払リース料 8,226

減価償却費相

当額
8,226

 （千円)

支払リース料 5,554

減価償却費相

当額
5,554

 （千円)

支払リース料 16,548

減価償却費相

当額
16,548

(4）減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法によって

おります。

(4）減価償却費相当額の算定方法

同左

(4）減価償却費相当額の算定方法

同左
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（有価証券関係）

　前中間会計期間末（平成18年９月30日）、当中間会計期間末（平成19年９月30日）及び前事業年度末（平成19年

３月31日）における子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

（１株当たり情報）

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１株当たり純資産額 655.19円

１株当たり中間純利益金額 13.42円

１株当たり純資産額 662.76円

１株当たり中間純利益金額  28.37円

１株当たり純資産額 650.82円

１株当たり当期純利益金額   8.92円

　なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額については、潜在株式が

存在しないため記載しておりません。

同左 　なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益金額については、潜在株式が

存在しないため記載しておりません。

　（注）　１株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前中間会計期間

(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日)

前事業年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

中間（当期）純利益（千円） 48,607 102,702 32,287

普通株主に帰属しない金額（千円） － － －

普通株式に係る中間（当期）純利益

（千円）
48,607 102,702 32,287

期中平均株式数（株） 3,621,833 3,620,050 3,621,463

（重要な後発事象）

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

  ─────  当社は、平成19年11月２日開催の取締

役会において、株式会社ＷＤＫによる

当社株式に対する公開買付けにつきま

して、賛同を表明することを決議いた

しました。

 

（注）平成19年11月２日公表の「当社

株式に対する公開買付けに関する意見

表明のお知らせ」をご参照ください。

 ─────
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