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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6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 ％

21年3月期第1四半期 2,018 ― 88 ― 117 ― 53 ―
20年3月期第1四半期 1,936 △6.8 △11 △116.8 23 △77.0 10 146.8

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

21年3月期第1四半期 4.99 ―
20年3月期第1四半期 0.93 ―

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1四半期 13,081 9,583 73.3 899.54
20年3月期 13,016 9,561 73.4 897.39

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  9,581百万円 20年3月期  9,560百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無   

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 5.00 ― 5.00 10.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 5.00 ― 5.00 10.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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

第2四半期連結累計期間 4,300 ― 220 ― 330 ― 150 ― 14.08
通期 8,500 2.0 400 44.9 600 25.7 300 14.2 28.15

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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  無  

(3) 四半期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（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

(注)詳細は、２ページ【定性的情報・財務諸表】 ４．その他をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．平成20年５月９日に公表いたしました連結業績予想は、第２四半期連結累計期間、通期とも修正しておりません。上記の予想は、本資料発表日現在において入手可
能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって予想値と異なる可能性があります。上記業績予想に関する事項につきましては、添付資料
２ページをご参照してください。 
２．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第14号）を適用
しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  12,000,000株 20年3月期  12,000,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  1,347,981株 20年3月期  1,347,313株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  10,652,353株 20年3月期第1四半期  10,870,065株



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1四半期におけるわが国経済は、サブプライムローン問題の長期化による米国経済の減速が明確になりつつあり、

また、原油・原材料価格の一層の高騰や不動産市況の低迷の影響等を受け、景気の先行き不透明感が増しております。

　このような環境のもと、当社グループは、営業力の強化および生産性の向上や合理化などの経営構造改革に注力す

るとともに、お客様の支持を得る環境対応商品の開発や新市場の開拓に努めてまいりました。

　その結果、当第1四半期の売上高は、前年同期比4.2%増加し、20億1千8百万円となりました。また、収益面におきま

しては、営業利益は8千8百万円（803.9%増）、経常利益は1億1千7百万円（405.8%増）となり、四半期純利益は5千3百

万円（437.2%増）となりました。　

２．連結財政状態に関する定性的情報

　当第1四半期末の財政状況は、前連結会計年度末と比較して、総資産は6千5百万円増加、負債は4千2百万円増加、

純資産は2千2百万円増加しました。

　総資産の増加の主なものは投資有価証券１億7千6百万円、流動資産のその他2億2千8百万円で、減少の主なものは

現金及び預金2億1千2百万円、有価証券2億1百万円であります。

負債の増加の主なものは未払金2億1千1百万円、減少の主なものは賞与引当金8千2百万円であります。　

　また、純資産の増加の主なものは、その他有価証券評価差額金2千3百万円であります。

　（キャッシュ・フローの状況）

当第1四半期末の現金及び同等物は、前連結会計年度末に比べ2億1千2百万円減少し、12億2千7百万円となりまし

た。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動により減少した資金は、1億9千2百万円となりました。

その主な要因は、増加した資金では税金等調整前四半期純利益の1億1千6百万円、減少した資金では賞与引当金8

千2百万円、法人税等の支払額1億3千万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）

投資活動により増加した資金は、2千8百万円となりました。

その主な要因は、増加した資金では有価証券および投資有価証券の売却及び償還による3億円、減少した資金では

投資有価証券の取得による2億3千8百万円、保険積立金の積立による3千2百万円であります。　

（財務活動によるキャッシュ・フロー）　

　財務活動により減少した資金は、4千9百万円となりました。

その主な要因は、配当金の支払額4千9百万円によるものであります。

３．連結業績予想に関する定性的情報

　平成20年5月9日の決算発表日に公表しました前回予想に変更はありません。

なお、本資料の作成日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後の様々な要因

によって予想数値と異なる可能性があります。

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）

　該当事項がありません。

（２）簡便な会計処理及び四半期連結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。

（３）四半期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

①当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関

する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸

表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。



②棚卸資産の評価基準及び評価方法　

　棚卸資産の評価基準及び評価方法については、当第1四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計

基準」（企業会計基準第９号　平成１８年７月５日）が適用されたことに伴い、次のとおり変更しております。

製品・仕掛品　 総平均法による原価法から総平均法による原価法（貸借対照表価額について

は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）

　商品・原材料・貯蔵品 先入先出法による原価法から先入先出法による原価法（貸借対照表価額につ

いては収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）

　これにより、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響はありません。

③リース取引に関する会計基準の適用　

　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

おりましたが、「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))を当第1四半期連結

会計期間から早期適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっております。これにより、営業利益、経常利

益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響はありません。

　リース資産の減価償却の方法については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用して

おります。

　なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、期首に

前連結会計年度末における未経過リース料期末残高相当額(利息相当額控除後）を取得価額としてリース資産を

計上する方法によっております。　

　また、少額リース資産、短期リース資産等については、引続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処

理を適用しております。
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　当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結財務諸表を作成しております。

（４）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（５）セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

当第1四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）　

　当社グループは各種塗料の製造・販売を主事業としておりますが、全セグメントの売上高の合計、営業利益

の合計額に占める塗料事業の割合がいずれも90％を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省

略しております。

【所在地別セグメント情報】

当第1四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30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。

【所在地別セグメント情報】

当第1四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30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。

（６）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。



「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期連結損益計算書

前第１四半期連結累計期間（平成19年４月１日～６月30日）

科目

前年同四半期
（平成20年３月期

第1四半期）

金額（千円）

Ⅰ　売上高 1,935,983

Ⅱ　売上原価 1,388,029

売上総利益 547,954

Ⅲ　販売費及び一般管理費 558,937

営業利益 △10,983

Ⅳ　営業外収益 35,825

　受取利息 3,228

有価証券利息　 4,809

受取配当金 5,170

受取賃貸料　 12,949

塗装情報サービス会費　 1,405

その他 8,264

Ⅴ　営業外費用 1,644

支払補償費　 1,221

その他　 423

経常利益 23,198

Ⅵ　特別利益 11,000

ゴルフ会員権売却益　 11,000

Ⅶ　特別損失 1,921

役員退職慰労金　 1,616

土地売却損　 305

税金等調整前四半期純利益 32,277

税金費用 22,375

少数株主利益 8

四半期純利益　 9,894



（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前第１四半期連結累計期間（平成19年４月１日～６月30日）

前年同四半期
（平成20年３月期

第1四半期）

区分 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 32,277

減価償却費　 23,871

退職給付引当金の増加又は減少額　 20,247

役員退職慰労引当金の増加又は減少額　 △2,175

賞与引当金の増加又は減少額 △79,742

役員賞与引当金の増加又は減少額 △12,450

貸倒引当金の増加又は減少額　 2,000

受取利息及び受取配当金 △13,207

売上債権の増加又は減少額　 145,496

たな卸資産の増加又は減少額　 △34,579

仕入債務の増加又は減少額　 △52,841

未収消費税等の増加又は減少額 6,849

未払消費税等の増加又は減少額　 21,483

その他　 202,786

小計 260,015

利息及び配当金の受取額　 6,976

法人税等の支払額　 △115,861

営業活動によるキャッシュ・フロー 151,130

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー  

有価証券の売却又は償還による収入　 50,000

有形固定資産の取得による支出　 △3,572

有形固定資産の売却による収入　 1,270

無形固定資産の取得による支出 △5,370

投資有価証券の売却又は償還による収入　 300,000

投資有価証券の取得による支出　 △301

生命保険の積立による支出　 △38,235

その他　 7,475

投資活動によるキャッシュ・フロー 311,267



前年同四半期
（平成20年３月期

第1四半期）

区分 金額（千円）

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー  

自己株式の取得・売却による純支出　 △543

配当金の支払額　 △48,698

少数株主への配当金の支払額　 △9

財務活動によるキャッシュ・フロー △49,250

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加又は減少額 413,147

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高 1,325,411

Ⅵ　現金及び現金同等物の四半期末残高 1,738,558



（３）セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

前第1四半期連結累計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年６月30日）　

　当社は各種塗料の製造・販売を主事業としておりますが、全セグメントの売上高の合計、営業利益の合計額

に占める塗料事業の割合がいずれも90％を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略してお

ります。

【所在地別セグメント情報】

前第1四半期連結累計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年６月30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。

【海外売上高】

前第1四半期累計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年６月30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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