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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 2,301 ― △123 ― △92 ― △72 ―
20年3月期第1四半期 2,404 △1.6 △32 ― △17 ― △87 ―

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 △8.58 ―
20年3月期第1四半期 △10.32 ―

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 14,179 9,050 63.8 1,072.03
20年3月期 14,964 9,352 62.5 1,107.75

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  9,050百万円 20年3月期  9,352百万円

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 ― 0.00 ― 10.00 10.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 0.00 ― 10.00 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 5,000 ― △180 ― △185 ― △160 ― △18.95
通期 11,700 5.2 40 △66.1 20 △73.7 10 ― 1.18

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  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。］  

(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、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。］  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

１．業績予想は、本資料の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数値と異なる場合があります。
上記業績予想につきましては２ページ「３．連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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。  

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 有

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  9,440,000株 20年3月期  9,440,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  997,940株 20年3月期  997,147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  8,442,192株 20年3月期第1四半期  8,442,853株
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【定性的情報・財務情報等】 

 

１．連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期連結会計期間のわが国経済は、原油価格や原材料価格の高騰により、企業業績と個 

人消費の落ち込みが懸念される状況となりました。塗料業界におきましても原材料である樹脂や溶

剤などの値上りにより、厳しい経営環境が続いております。 

このような状況のもと、当社グループは新規顧客と新規市場の開拓、経費節減、コスト削減に努

めてまいりました。その結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は 23 億１百万円（前年同期 

売上高 24 億４百万円）となりました。利益面では原材料価格高騰の影響により、営業損失１億 23

百万円（前年同期 営業損失 32 百万円）、経常損失 92 百万円（前年同期 経常損失 17 百万円）、

四半期純損失 72 百万円（前年同期 四半期純損失 87 百万円）となりました。 

    事業の種類別セグメントの業績は次の通りです。 

    ＜塗料販売事業＞  

原材料価格が高騰し続けるなか、道路特定財源問題によって予算執行が遅れる自治体も現れ、道 

路用塗料の当四半期前半の受注活動に大きな影響を受けました。建築用では企業業績の先行き不安

から汎用タイプ製品の受注に停滞感が現れましたが、導電性床塗料や遮熱型屋根塗料など機能製品

の受注は好調に推移しました。        

この結果、当第１四半期連結会計期間の塗料販売事業の売上高は 22 億 27 百万円（前年同期比

4.1％減）となりました。 

＜施工事業＞   

当第１四半期連結会計期間は工場の床塗装工事の受注が減少した結果、施工事業の売上高は 74

百万円（前年同期比 9.2％減）となりました。 

     

２．連結財政状態に関する定性的情報 

     当第１四半期連結会計期間末の総資産は前連結会計年度末に比べて７億 84 百万円減少し、141 

億 79 百万円となりました。これは主として現金及び預金、受取手形及び売掛金の減少により流動 

資産が７億 43 百万円減少したことによるもので、道路用塗料の需要が第４四半期に最も大きくな 

る当社グループの事業特性に起因しております。 

    当第１四半期連結会計期間末の負債は前連結会計年度末に比べて４億 81 百万円減少し、51 億 29 

百万円となりました。これは主として支払手形及び買掛金、引当金の減少により流動負債が４億 

43 百万円減少したことによるものです。 

      当第１四半期連結会計期間末の純資産は前連結会計年度末に比べて３億２百万円減少し、90 億 

50 百万円となりました。これは主として評価・換算差額等の１億 45 百万円減少と利益剰余金の１ 

億 56 百万円減少によるものです。 

  

 ３．連結業績予想に関する定性的情報 

   今後につきましても、輸出の減少による景気後退や原材料価格の更なる高騰が予想されますが、

当社グループは視覚障害者誘導用製品や光触媒製品、ハードコート材などの新製品によって、新規

顧客・新規市場の開拓を継続してまいります。また、原材料価格の動向と市場動向を充分見据えた

うえ、価格改訂を実施してまいります。 

これらの結果、平成 21 年３月期の第２四半期連結累計期間（連結）及び通期(連結)の業績予想、

また平成 21 年３月期の第２四半期累計期間（個別）及び通期(個別)の業績予想は、平成 20 年５月

19 日付「平成 20 年３月期決算短信」で発表しましたとおりで変更はありません。  
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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） 

        該当事項はありません。 

 （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 

   ①たな卸資産の評価方法 

当第１四半期連結会計期間末のたな卸高は、一部については実地たな卸を省略し、前連結

会計年度末のたな卸高を基礎として合理的な方法により算出しております。 

   ②法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関して前事業年度決算において使用した将来の業績予

測及びタックス･プランニングを利用しております。 

   ③税金費用の計算 

税金費用については、一部の連結子会社においては、当第１四半期連結会計期間を含む連

結会計年度の税引前当期純損益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積もり、

税引前四半期純損益から重要な加減算項目を加味した額に当該見積実効税率を乗じて計算

しております。 

（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 

     ①四半期財務諸表に関する会計基準等の適用 

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たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更 

当社及び国内連結子会社は、通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主

として総平均法による原価法、阿童木（廊坊）塗料有限公司と阿童木（無錫）塗料有限公

司は総平均法による低価法によっておりましたが、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、主として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）により算定しております。これにより、営業損失、経常損失、

及び税金等調整前四半期純損失は、それぞれ 20,969 千円増加しております。 

③「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用  

当第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関す

る当面の取扱い」（実務対応報告第 18 号 平成 18 年５月 17 日）を適用しております。 

これにより、損益に与える影響はありません。  

④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））が平成 20 年４月１

日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができることに

なったことに伴い、当第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、リース

取引開始日がリース会計基準適用初年度開始後の所有権移転外ファイナンス・リース取引

については、通常の売買取引に係る会計処理を適用し、リース取引開始日がリース会計基

準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引においては、引き続き賃貸

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。また、リース取引開始日がリー

ス会計基準適用初年度開始後の所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

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。これにより、損益に与える影響はありません。 
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,438,520 2,712,080

受取手形及び売掛金 4,083,638 4,640,082

商品 171,972 192,166

製品 1,017,491 975,758

原材料 550,019 543,185

仕掛品 233,713 196,434

その他 157,781 141,550

貸倒引当金 △104,071 △109,080

流動資産合計 8,549,067 9,292,176

固定資産   

有形固定資産   

土地 2,745,250 2,745,250

その他（純額） 1,909,929 1,914,124

有形固定資産合計 4,655,179 4,659,374

無形固定資産 193,938 211,096

投資その他の資産 781,536 801,447

固定資産合計 5,630,654 5,671,918

資産合計 14,179,721 14,964,094

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,882,483 3,204,295

短期借入金 412,844 412,844

未払法人税等 8,689 29,880

引当金 61,624 241,075

その他 509,010 430,343

流動負債合計 3,874,651 4,318,439

固定負債   

長期借入金 847,964 903,344

退職給付引当金 278,609 273,597

引当金 117,372 114,813

その他 10,946 1,330

固定負債合計 1,254,892 1,293,086

負債合計 5,129,544 5,611,525
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,040,000 1,040,000

資本剰余金 680,400 680,400

利益剰余金 7,593,399 7,750,304

自己株式 △380,175 △379,981

株主資本合計 8,933,624 9,090,722

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 84,609 109,273

為替換算調整勘定 31,943 152,573

評価・換算差額等合計 116,553 261,846

純資産合計 9,050,177 9,352,569

負債純資産合計 14,179,721 14,964,094
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

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) 

売上高 2,301,857

売上原価 1,631,948

売上総利益 669,908

販売費及び一般管理費 793,338

営業損失（△） △123,429

営業外収益  

受取利息 183

受取配当金 4,035

為替差益 28,824

その他 2,510

営業外収益合計 35,553

営業外費用  

支払利息 4,145

営業外費用合計 4,145

経常損失（△） △92,021

特別利益  

貸倒引当金戻入額 5,769

特別利益合計 5,769

特別損失  

固定資産除却損 214

特別損失合計 214

税金等調整前四半期純損失（△） △86,465

法人税、住民税及び事業税 6,136

法人税等調整額 △20,125

法人税等合計 △13,989

四半期純損失（△） △72,475
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

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) 

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損失（△） △86,465

減価償却費 74,046

賞与引当金の増減額（△は減少） △69,451

退職給付引当金の増減額（△は減少） 5,011

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2,558

貸倒引当金の増減額（△は減少） △4,909

地中障害物撤去費用引当金の増減額（△は減少） △110,000

受取利息及び受取配当金 △4,218

支払利息 4,145

為替差損益（△は益） △4,130

売上債権の増減額（△は増加） 541,201

たな卸資産の増減額（△は増加） △79,829

仕入債務の増減額（△は減少） △315,186

その他 38,836

小計 △8,391

利息及び配当金の受取額 4,232

利息の支払額 △4,249

法人税等の支払額 △22,609

営業活動によるキャッシュ・フロー △31,017

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △109,643

投資有価証券の取得による支出 △1,660

無形固定資産の取得による支出 △396

貸付金の回収による収入 5,000

その他 △956

投資活動によるキャッシュ・フロー △107,657

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入金の返済による支出 △53,211

自己株式の取得による支出 △194

配当金の支払額 △76,693

財務活動によるキャッシュ・フロー △130,098

現金及び現金同等物に係る換算差額 △4,785

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △273,559

現金及び現金同等物の期首残高 2,712,080

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,438,520
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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）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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「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 

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 2,404,366 

Ⅱ 売上原価 1,623,694 

売上総利益 780,671 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 813,122 

営業損失（△） △32,451 

Ⅳ 営業外収益 22,051 

Ⅴ 営業外費用 6,978 

経常損失（△） △17,378 

Ⅵ 特別利益 1,670 

Ⅶ 特別損失 106,381 

税金等調整前四半期純損失（△） △122,089 

税金費用 △34,936 

四半期純損失（△） △87,153 
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（２）（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損失（△）  △122,089 

減価償却費  73,422 

賞与引当金の減少額 △110,875 

役員退職慰労引当金の増加額 107,432 

売上債権の減少額 397,682 

たな卸資産の増加額 △208,474 

仕入債務の減少額 △60,223 

その他  △26,492 

小  計 50,383 

利息及び配当金受取額  3,311 

利息支払額  △6,761 

法人税等支払額  △133,135 

営業活動によるキャッシュ・フロー △86,202 

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  △1,541 

有形固定資産の取得による支出  △38,549 

無形固定資産の取得による支出  △8,171 

その他  △110 

投資活動によるキャッシュ・フロー △48,371 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入金の返済による支出  △56,811 

配当金の支払額  △75,840 

財務活動によるキャッシュ・フロー △132,651 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △790 

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少額 △268,014 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 2,966,811 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 2,698,797 
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