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（百万円未満切捨て）

１．平成20年３月期第３四半期の連結業績（平成19年４月１日　～　平成19年12月31日）

(1）連結経営成績 （％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 ％

20年３月期第３四半期 13,763 0.1 733 △4.6 588 △11.3 883 ―

19年３月期第３四半期 13,745 △2.6 768 32.1 663 8.4 △1,312 ―

19年３月期 17,182 ― 479 ― 160 ― △2,454 ―

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

20年３月期第３四半期 18 68 ― ―

19年３月期第３四半期 △27 70 ― ―

19年３月期 △51 82 ― ―

(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

20年３月期第３四半期 20,866 10,774 51.6 227 76

19年３月期第３四半期 22,311 11,520 51.6 243 30

19年３月期 21,566 10,345 48.0 218 50

(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

20年３月期第３四半期 △108 252 △567 4,806

19年３月期第３四半期 △497 △109 △230 4,593

19年３月期 281 △107 △374 5,230
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２．配当の状況

１株当たり配当金

（基準日） 期　末 年　間

 　　　　円　　銭 　　　　円　　銭

平成19年３月期 ５　　50 ５　　50

平成20年３月期（予想） ５　　50 ５　　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）　【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 17,400 1.3 510 6.4 340 111.9 670 ― 14 16

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）会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無　　　　　　　　　　　　　　：　有

(3）最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無　　　　　　　　　　　　：　有

（注）詳細は、３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

１．通期の業績予想については、平成19年11月16日に公表した数値から変更しておりません。

２．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。
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【定性的情報・財務諸表等】

１．連結経営成績に関する定性的情報

当第３四半期におけるわが国経済は、企業業績や民間設備投資が堅調に推移したものの、法令改正による住宅投資の

落ち込み、原油価格の高騰に伴なう物価の上昇、米国のサブプライムローン問題を端緒とした金融市場の混乱など、景

気の先行きに不透明感が増してまいりました。

このような状況のもと、当社グループでは、主力製品である塗料の売上増大に注力するとともに、住宅メンテナンス

用品・日用雑貨・園芸用品部門でも、広告宣伝の強化、販路の拡大に取り組むなど、引き続き積極的な営業活動を展開

いたしました。その結果、塗料事業の売上は堅調に推移しましたが、住宅メンテナンス用品・日用雑貨・園芸用品事業

の売上が伸び悩み、当第３四半期の売上高は、前期並みの137億６千３百万円（前年同期比0.1％増）となりました。

収益面では、販売費及び一般管理費が増加したことにより、営業利益は７億３千３百万円（前年同期比4.6％減）とな

り、営業外収益が減少したこと等により、経常利益は５億８千８百万円（前年同期比11.3％減）となりました。

四半期純利益につきましては、特別利益に固定資産売却益及び貸倒引当金戻入益を計上したこと、繰延税金負債の取

崩し等により、８億８千３百万円となりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

当第３四半期末の総資産は、前期末に比べて７億円減少し、208億６千６百万円となりました。負債は前期末に比べて

11億２千９百万円減少し、100億９千１百万円となりました。

また、純資産は前期末に比べて４億２千９百万円増加し、107億７千４百万円となりました。これにより、自己資本比

率は48.0％から51.6％に上昇しました。

（キャッシュ・フローの状況）

当第３四半期における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は前期末に比べて４億２千４百万円減少し、48

億６百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果、使用した資金は１億８百万円となりました。これは主に、増加要因として税金等調整前四半期純利

益７億６百万円及びたな卸資産の減少３億８千２百万円等がありましたが、減少要因として売上債権の増加７億９千７

百万円及び仕入債務の減少４億３千２百万円等があったことによるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果、得られた資金は２億５千２百万円となりました。これは主に、有形固定資産の売却による収入１億

８千１百万円及び貸付金の回収による収入１億２千９百万円等によるものです。

（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５億６千７百万円となりました。これは主に、長短借入金の返済による支出２億８

千３百万円及び配当金の支払２億５千９百万円によるものです。

３．連結業績予想に関する定性的情報

第３四半期までの業績は概ね予定どおり推移しておりますので、平成19年11月16日に公表しました通期の業績予想に

変更はありません。 

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）

該当事項はありません。

(2）会計処理の方法における簡便な方法の採用

影響額が僅少なものにつき、一部簡便な方法を採用しております。

(3）最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更

法人税法の改正に伴い、当期より改正後の法人税法に基づく減価償却費を計上しております。

これにより営業利益が２千１百万円、経常利益及び税金等調整前四半期純利益がそれぞれ２千２百万円減少してお

ります。
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５．（要約）四半期連結財務諸表

(1）（要約）四半期連結貸借対照表

科目

前年同四半期末
（平成19年３月期
第３四半期末）

当四半期末
（平成20年３月期
第３四半期末）

増減
（参考）前期末

(平成19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      

現金及び預金 4,293,090 4,506,151 213,061  5,230,590

受取手形及び売掛金 5,322,606 5,169,982 △152,624  4,373,466

たな卸資産 3,086,220 2,813,677 △272,543  3,199,953

繰延税金資産 41,831 27,264 △14,567  52,357

その他 1,416,406 1,275,931 △140,475  1,117,018

貸倒引当金 △904,165 △866,656 37,509  △966,054

流動資産合計 13,255,989 12,926,349 △329,639 △2.5 13,007,332

Ⅱ．固定資産      

有形固定資産      

建物及び構築物 2,215,097 1,902,282 △312,814  2,071,471

土地 3,834,866 3,598,198 △236,667  3,685,158

その他 320,679 280,071 △40,607  310,265

合計 6,370,642 5,780,552 △590,090 △9.3 6,066,895

無形固定資産 276,615 190,467 △86,147 △31.1 190,871

投資その他の資産      

投資有価証券 1,591,700 1,172,686 △419,014  1,501,707

繰延税金資産 35,071 34,805 △266  36,003

その他 860,617 834,489 △26,127  837,390

貸倒引当金 △79,198 △73,141 6,056  △73,318

合計 2,408,191 1,968,839 △439,352 △18.2 2,301,783

固定資産合計 9,055,450 7,939,859 △1,115,590 △12.3 8,559,550

資産合計 22,311,439 20,866,209 △1,445,229 △6.5 21,566,882
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科目

前年同四半期末
（平成19年３月期
第３四半期末）

当四半期末
（平成20年３月期
第３四半期末）

増減
（参考）前期末

(平成19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      

支払手形及び買掛金 1,601,606 1,500,497 △101,108  1,933,358

短期借入金 3,827,608 3,395,444 △432,164  3,683,893

一年以内返済予定の
長期借入金

4,496 1,876 △2,620  3,614

一年以内償還予定の
社債

1,000,000 1,000,000 ―  1,000,000

未払法人税等 23,987 11,139 △12,847  36,380

未払消費税等 99,051 87,311 △11,740  44,740

賞与引当金 48,761 46,812 △1,949  97,472

その他 407,665 658,800 251,134  680,863

流動負債合計 7,013,175 6,701,879 △311,295 △4.4 7,480,322

Ⅱ．固定負債      

社債 2,000,000 2,000,000 ―  2,000,000

長期借入金 1,734 ― △1,734  1,308

退職給付引当金 738,867 748,814 9,947  755,060

役員退職慰労引当金 255,325 268,208 12,883  263,051

繰延税金負債 541,215 146,072 △395,143  495,369

その他 240,329 226,548 △13,781  226,233

固定負債合計 3,777,471 3,389,643 △387,828 △10.3 3,741,022

負債合計 10,790,647 10,091,523 △699,124 △6.5 11,221,345

（純資産の部）      

Ⅰ．株主資本      

資本金 5,869,017 5,869,017 ―  5,869,017

資本剰余金 8,418,854 4,443,938 △3,974,915  8,418,855

利益剰余金 △2,774,933 681,026 3,455,960  △3,917,308

自己株式 △134,784 △143,000 △8,216  △135,891

株主資本合計 11,378,153 10,850,982 △527,171 △4.6 10,234,673

Ⅱ．評価・換算差額等      

その他有価証券評価
差額金

282,069 62,961 △219,108  250,376

為替換算調整勘定 △139,431 △139,258 173  △139,512

評価・換算差額等合計 142,638 △76,296 △218,934 ― 110,864

純資産合計 11,520,791 10,774,686 △746,105 △6.5 10,345,537

負債純資産合計 22,311,439 20,866,209 △1,445,229 △6.5 21,566,882
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(2）（要約）四半期連結損益計算書

科目

前年同四半期
（平成19年３月期
第３四半期）

当四半期
（平成20年３月期
第３四半期）

増減
（参考）前期

（平成19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 13,745,302 13,763,140 17,837 0.1 17,182,175

Ⅱ．売上原価 9,139,206 9,158,907 19,701 0.2 11,520,726

売上総利益 4,606,096 4,604,232 △1,863 △0.0 5,661,449

Ⅲ．販売費及び一般管理費 3,837,675 3,870,954 33,279 0.9 5,182,022

営業利益 768,421 733,278 △35,142 △4.6 479,426

Ⅳ．営業外収益      

受取利息及び配当金 103,546 105,802 2,255  129,347

受取地代家賃 257,604 233,795 △23,808  340,874

その他 28,320 21,573 △6,746  30,331

合計 389,472 361,171 △28,300 △7.3 500,552

Ⅴ．営業外費用      

支払利息 53,753 70,647 16,893  85,782

支払地代家賃及び減
価償却費

254,988 247,630 △7,357  325,553

たな卸資産廃却損 118,416 119,242 826  307,780

その他 66,832 68,267 1,434  100,423

合計 493,990 505,788 11,797 2.4 819,540

経常利益 663,903 588,661 △75,241 △11.3 160,439

Ⅵ．特別利益      

固定資産売却益 ― 37,440 37,440  ―

貸倒引当金戻入益 ― 103,000 103,000  ―

合計 ― 140,440 140,440 ― ―

Ⅵ．特別損失      

投資有価証券評価損 ― 23,066 23,066  ―

関係会社株式評価損 ― ― ―  49,999

減損損失 185,344 ― △185,344  529,997

たな卸資産評価損 ― ― ―  275,966

合計 185,344 23,066 △162,278 △87.6 855,963

税金等調整前四半期純
利益又は税金等調整前
当期純損失（△）

478,558 706,036 227,478 47.5 △695,524

法人税、住民税及び事
業税

20,195 21,560 1,364 6.8 25,012

法人税等調整額 1,770,508 △199,376 △1,969,884 ― 1,733,983

四半期純利益又は四半
期（当期）純損失
（△）

△1,312,146 883,851 2,195,998 ― △2,454,520
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(3）（要約）四半期連結株主資本等変動計算書

前年同四半期（平成19年３月期第３四半期）

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式

株主資本合
計

その他有価
証券評価差
額金

為替換算調
整勘定

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日
残高（千円）

5,869,017 8,418,792 △1,202,194 △129,138 12,956,477 392,555 △139,559 252,996 13,209,473

四半期中の変動額

剰余金の配当   △260,593  △260,593    △260,593

四半期純損失   △1,312,146  △1,312,146    △1,312,146

自己株式の取得    △5,985 △5,985    △5,985

自己株式の処分  61  338 400    400

株主資本以外の項目
の四半期中の変動額
（純額）

     △110,486 128 △110,357 △110,357

四半期中の変動額合計
（千円）

― 61 △1,572,739 △5,646 △1,578,323 △110,486 128 △110,357 △1,688,681

平成18年12月31日
残高（千円）

5,869,017 8,418,854 △2,774,933 △134,784 11,378,153 282,069 △139,431 142,638 11,520,791

当四半期（平成20年３月期第３四半期）

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式

株主資本合
計

その他有価
証券評価差
額金

為替換算調
整勘定

評価・換算
差額等合計

平成19年３月31日
残高（千円）

5,869,017 8,418,855 △3,917,308 △135,891 10,234,673 250,376 △139,512 110,864 10,345,537

四半期中の変動額

資本剰余金から利益
剰余金への振替額

 △3,714,482 3,714,482  ―    ―

剰余金の配当  △260,408   △260,408    △260,408

四半期純利益   883,851  883,851    883,851

自己株式の取得    △7,429 △7,429    △7,429

自己株式の処分  △25  320 295    295

株主資本以外の項目
の四半期中の変動額
（純額）

     △187,414 253 △187,160 △187,160

四半期中の変動額合計
（千円）

― △3,974,916 4,598,334 △7,109 616,308 △187,414 253 △187,160 429,148

平成19年12月31日
残高（千円）

5,869,017 4,443,938 681,026 △143,000 10,850,982 62,961 △139,258 △76,296 10,774,686
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前期（平成19年３月期）

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式

株主資本合
計

その他有価
証券評価差
額金

為替換算調
整勘定

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日
残高（千円）

5,869,017 8,418,792 △1,202,194 △129,138 12,956,477 392,555 △139,559 252,996 13,209,473

連結会計期間中の変動
額

剰余金の配当   △260,593  △260,593    △260,593

当期純損失   △2,454,520  △2,454,520    △2,454,520

自己株式の取得    △7,353 △7,353    △7,353

自己株式の処分  62  600 663    663

株主資本以外の項目
の連結会計期間中の
変動額（純額）

     △142,179 47 △142,132 △142,132

連結会計期間中の変動
額合計（千円）

－ 62 △2,715,113 △6,753 △2,721,803 △142,179 47 △142,132 △2,863,935

平成19年３月31日
残高（千円）

5,869,017 8,418,855 △3,917,308 △135,891 10,234,673 250,376 △139,512 110,864 10,345,537
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(4）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前年同四半期
（平成19年３月期
第３四半期）

当四半期
（平成20年３月期
第３四半期）

（参考）前期
（平成19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    

税金等調整前四半期純利益又は税
金等調整前当期純損失（△）

478,558 706,036 △695,524

減価償却費 188,928 179,462 239,301

減損損失 185,344 ― 529,997

貸倒引当金増減額（減少：△） △10,054 △99,507 68,063

退職給付引当金増減額（減少：△） 38,447 △6,245 54,640

固定資産処分損益（処分益：△） 1,751 △39,356 1,667

投資有価証券評価損 ― 23,066 51,999

ゴルフ会員権評価損 ― ― 2,700

たな卸資産評価損 ― ― 275,966

受取利息及び受取配当金 △103,546 △105,802 △129,347

支払利息 53,753 70,647 85,782

売上債権の増加額 △1,455,244 △797,300 △502,824

たな卸資産の増減額（増加：△） 382,018 382,453 △8,648

仕入債務の増減額（減少：△） △230,766 △432,089 101,134

未払消費税等の増加額 99,255 43,442 45,029

その他 △134,859 △33,876 157,815

小計 △506,414 △109,071 277,753

利息及び配当金受取額 103,542 105,696 129,343

利息支払額 △50,026 △58,058 △87,254

法人税等の支払額 △45,095 △47,130 △38,055

営業活動によるキャッシュ・フロー △497,995 △108,564 281,786

Ⅱ．投資活動によるキャッシュ・フロー    

投資有価証券の取得による支出 △55,714 △6,529 △70,732

投資有価証券の売却による収入 ― 126 188

有形固定資産の取得による支出 △27,150 △31,195 △33,851

有形固定資産の売却による収入 350 181,513 500

貸付けによる支出 △52,036 △19,733 △55,138

貸付金の回収による収入 57,033 129,219 66,759

その他の固定資産の純増加額 △637 △1,413 △1,289

その他の投資等の純増減額（増加：
△）

△31,570 507 △14,285

投資活動によるキャッシュ・フロー △109,725 252,496 △107,848
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前年同四半期
（平成19年３月期
第３四半期）

当四半期
（平成20年３月期
第３四半期）

（参考）前期
（平成19年３月期）

区分 金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅲ．財務活動によるキャッシュ・フロー    

短期借入金の純増減額（減少：△） 41,500 △280,000 △100,000

長期借入金の返済による支出 △5,728 △3,046 △7,036

社債の発行による収入 ― 982,459 ―

社債の償還による支出 ― △1,000,000 ―

自己株式の売却による収入 400 295 663

自己株式の取得による支出 △5,981 △7,429 △7,353

配当金の支払額 △260,671 △259,821 △260,815

財務活動によるキャッシュ・フロー △230,480 △567,542 △374,541

Ⅳ．現金及び現金同等物に係る換算差額 389 △829 292

Ⅴ．現金及び現金同等物の減少額 △837,812 △424,439 △200,311

Ⅵ．現金及び現金同等物の期首残高 5,430,902 5,230,590 5,430,902

Ⅶ．現金及び現金同等物の四半期末（期
末）残高

4,593,090 4,806,151 5,230,590
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