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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 14,953 ― 1,538 ― 1,841 ― 1,086 ―

20年3月期第1四半期 14,751 15.5 1,616 ― 1,749 ― 1,038 ―

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 71.79 ―

20年3月期第1四半期 67.91 ―

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 61,989 48,047 77.5 3,190.54
20年3月期 62,665 48,412 77.3 3,193.30

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  48,047百万円 20年3月期  48,412百万円

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 ― ― ― 40.00 40.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 40.00 40.00

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 31,100 ― 3,350 ― 3,550 ― 2,180 ― 144.76
通期 65,000 8.2 6,850 7.2 7,150 13.0 4,400 15.1 292.17

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） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．上記の業績予想数値は現時点で入手可能な情報に基づき判断したものであり、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。 
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  15,673,885株 20年3月期  15,673,885株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  614,399株 20年3月期  513,313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  15,135,154株 20年3月期第1四半期  15,256,303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、米国のサブプライムローン問題に端を発する世界的な金融不安や原油価格高

騰の影響を受けて企業収益は軟調に推移し、設備投資や消費に抑制が見られる等景気の先行きに不透明感が増幅する

状況となっております。一方、アジア経済は、中国をはじめ各地域で景気は引き続き拡大しております。

　建築塗料業界におきましては、原材料価格の急激な上昇に加え、公共投資の減少基調や住宅・建築全般投資の落ち

込み等当社グループを取り巻く経営環境は一段と厳しくなってまいりました。

　このような状況下、引き続き、差別化された超耐久・超低汚染塗料、環境問題に対応した各種機能性塗料やオリジ

ナルの意匠性塗料等の拡販に努めた結果、当第１四半期の連結売上高は149億53百万円（前年同四半期比1.4%増）とな

りました。

　利益につきましては、増販効果に加え、為替差益等プラス要因もありましたが、原油高に伴う原材料費の上昇によ

り、連結営業利益15億38百万円（同4.8%減）、また、連結経常利益は18億41百万円（同5.2%増）、連結四半期純利益

は10億86百万円（同4.6%増）となりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

（１）資産、負債及び純資産の状況

　当第１四半期末の総資産は、前期末に比べ６億75百万円減少し、619億89百万円となりました。これは、現金及び

預金が２億83百万円、受取手形及び売掛金が２億85百万円減少したこと等によるものであります。

　負債については、前期末に比べ３億11百万円減少し、139億42百万円となりました。

　純資産につきましては、四半期純利益を10億86百万円計上したものの、為替換算調整勘定が５億55百万円減少し

たこと等により、前期末に比べ３億64百万円減少し、480億47百万円となり、自己資本比率は77.5%となりました。

（２）キャッシュ・フローの状況

　当第１四半期末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13億16百万円減少し、

174億34百万円となりました。

　また、当第１四半期における各キャッシュ・フローは、次のとおりであります。

　（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果得られた資金は９億24百万円となりました。

  これは主に税金等調整前四半期純利益が18億41百万円、仕入債務の増加額６億68百万円、賞与引当金の減少額７

億32百万円、法人税等の支払額５億84百万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）

投資活動の結果使用した資金は12億11百万円となりました。

これは主に定期預金の預入による支出11億円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８億円となりました。

これは主に配当金の支払額５億39百万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

　今後の日本経済は、米国の景気後退の影響に加え、原油価格の更なる上昇が懸念され、予断を許さない経営環境が

続くものと予想されます。当業界におきましては、公共投資や住宅建設の減少、原材料価格の上昇等が予測され、市

場環境は厳しいものと考えられます。当社グループは、引き続き、国内外市場での販売拡大、新技術・新製品の開発

やコストダウンの促進に取り組んでまいります。このような状況を踏まえ、平成20年５月15日に公表しました平成21

年３月期の連結業績予想（第２四半期及び通期）に変更はありません。
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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

簡便な会計処理

当第１四半期会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認められるた

め、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して一般債権の貸倒見積高を算定しております。

四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理

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．商品・製品・原材料・仕掛品の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、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞれ12百万円減少しております。

なおセグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。

　３．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。なお、この変更による影響はありません。

　４．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。なお、この変更

による影響はありません。

　５．当社は、請負工事に係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適用しておりましたが、「工事

契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号　平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適用

指針」（企業会計基準適用指針第18号　平成19年12月27日）が平成21年４月１日より前に開始する連結会計年

度から適用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、当

第１四半期連結会計期間に着手した工事契約から、当第１四半期連結会計期間末までの進捗部分について成果

の確実性が認められる工事については工事進行基準（工事進捗率の見積りは技術進捗率）を、その他の工事に

ついては工事完成基準を適用しております。

  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は、それぞれ18百万円増加しております。

　なお、セグメント情報に与える影響は当該箇所に記載しております。
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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：百万円）

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 22,008 22,292

受取手形及び売掛金 16,795 17,080

有価証券 331 －

商品 0 10

製品 1,876 1,736

原材料 2,610 2,378

仕掛品 708 688

未成工事支出金 212 310

貯蔵品 121 130

繰延税金資産 303 674

その他 619 537

貸倒引当金 △85 △94

流動資産合計 45,504 45,745

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,474 3,598

機械装置及び運搬具（純額） 850 912

土地 7,404 7,452

建設仮勘定 208 103

その他（純額） 100 103

有形固定資産合計 12,038 12,169

無形固定資産 416 452

投資その他の資産   

投資有価証券 25 343

繰延税金資産 531 539

その他 3,655 3,629

貸倒引当金 △181 △213

投資その他の資産 4,031 4,298

固定資産合計 16,485 16,920

資産合計 61,989 62,665



（単位：百万円）

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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,780 4,889

短期借入金 2,268 2,200

未払法人税等 378 590

引当金 579 1,355

その他 4,242 3,505

流動負債合計 12,250 12,541

固定負債   

役員退職慰労引当金 874 869

その他の引当金 276 304

その他 541 538

固定負債合計 1,692 1,712

負債合計 13,942 14,253

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,662 2,662

資本剰余金 3,137 3,137

利益剰余金 44,644 44,163

自己株式 △1,987 △1,701

株主資本合計 48,456 48,262

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 12 15

為替換算調整勘定 △421 134

評価・換算差額等合計 △408 150

純資産合計 48,047 48,412

負債純資産合計 61,989 62,665



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

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 14,953

売上原価 10,552

売上総利益 4,401

販売費及び一般管理費 2,862

営業利益 1,538

営業外収益  

受取利息 29

受取配当金 0

仕入割引 25

為替差益 188

雑収入 70

営業外収益合計 314

営業外費用  

支払利息 5

売上割引 4

雑損失 1

営業外費用合計 11

経常利益 1,841

税金等調整前四半期純利益 1,841

法人税、住民税及び事業税 374

法人税等調整額 380

法人税等合計 754

四半期純利益 1,086



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

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利益 1,841

減価償却費 160

貸倒引当金の増減額（△は減少） △22

賞与引当金の増減額（△は減少） △732

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △41

退職給付引当金の増減額（△は減少） △26

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 5

製品保証引当金の増減額（△は減少） 1

受取利息及び受取配当金 △29

支払利息 5

為替差損益（△は益） △182

固定資産除売却損益（△は益） △0

売上債権の増減額（△は増加） △433

たな卸資産の増減額（△は増加） △406

仕入債務の増減額（△は減少） 668

その他 672

小計 1,481

利息及び配当金の受取額 32

利息の支払額 △4

法人税等の支払額 △584

営業活動によるキャッシュ・フロー 924

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 △1,100

定期預金の払戻による収入 108

固定資産の取得による支出 △146

固定資産の売却による収入 0

投資その他の資産の増減額（△は増加） △73

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,211

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 24

自己株式の取得による支出 △285

配当金の支払額 △539

財務活動によるキャッシュ・フロー △800

現金及び現金同等物に係る換算差額 △228

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,316

現金及び現金同等物の期首残高 18,751

現金及び現金同等物の四半期末残高 17,434



（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

ａ．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）

 
建築仕上塗
材
（百万円）

耐火断熱
（百万円）

その他の事
業
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全
社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 13,792 548 613 14,953 － 14,953

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ － 4 4 (4) －

計 13,792 548 617 14,958 (4) 14,953

営業利益又は営業損失 1,951 58 △1 2,008 (469) 1,538

　（注）１．事業区分は、製品の種類・性質・用途の類似性を考慮して区分しております。

２．各事業の主要な製品等

事業区分 主要製品

建築仕上塗材事業 有機無機水系塗材、合成樹脂塗料、無機質系塗料、無機質建材及び特殊仕上

工事

耐火断熱事業 断熱材、耐火被覆材、耐火塗料及び耐火断熱工事

その他の事業 各種化成品、洗浄剤等

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は470百万円であり、その主なものは

親会社の本社管理部門及び埼玉工場に係る費用等であります。

４．会計方針の変更

（棚卸資産の評価に関する会計基準）

　「定性的情報・財務諸表等」の４．その他（３）に記載のとおり、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）を適用しております。この変更

に伴い、従来の方法によった場合に比べて、営業利益が、建築仕上塗材事業で12百万円、その他の事業で0百

万円それぞれ減少しております。

（工事契約に関する会計基準）

　「定性的情報・財務諸表等」の４．その他（３）に記載のとおり、当第１四半期連結会計期間より「工事

契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号　平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適

用指針」（企業会計基準適用指針第18号　平成19年12月27日）を適用しております。この変更に伴い、従来

の方法によった場合に比べて、営業利益が、建築仕上塗材事業で１百万円、耐火断熱事業で17百万円それぞ

れ増加しております。

 

－ 1 －



ｂ．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）

 
日本

（百万円）
アジア

（百万円）
計

（百万円）
消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 12,873 2,080 14,953 － 14,953

(2）セグメント間の内部売上高又は

振替高
520 109 629 (629) －

計 13,394 2,189 15,583 (629) 14,953

営業利益 1,957 29 1,986 (447) 1,538

　（注）１．地域は、地理的近接度により区分しております。

２．アジアに属する地域はシンガポール、マレーシア、香港、中国、タイ及び韓国であります。

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は470百万円であり、その主なものは

親会社の本社管理部門及び埼玉工場に係る費用等であります。

４．会計方針の変更

（棚卸資産の評価に関する会計基準）

　「定性的情報・財務諸表等」の４．その他（３）に記載のとおり、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）を適用しております。この変更

に伴い、従来の方法によった場合に比べて、営業利益が、日本で12百万円減少しております。

（工事契約に関する会計基準）

　「定性的情報・財務諸表等」の４．その他（３）に記載のとおり、当第１四半期連結会計期間より「工事

契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号　平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適

用指針」（企業会計基準適用指針第18号　平成19年12月27日）を適用しております。この変更に伴い、従来

の方法によった場合に比べて、営業利益が、日本で18百万円増加しております。

ｃ．海外売上高

 

 
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）

 アジア 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 2,223 2,223

Ⅱ　連結売上高（百万円） － 14,953

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合

（％）
14.9 14.9

　（注）１．地域は、地理的近接度により区分しております。

２．アジアに属する主な地域は東アジア、東南アジア及び中東諸国であります。

３．海外売上高は当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

 

（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。

－ 2 －



「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）

金額（百万円）

Ⅰ　売上高 14,751

Ⅱ　売上原価 10,224

売上総利益 4,527

Ⅲ　販売費及び一般管理費 2,910

営業利益 1,616

Ⅳ　営業外収益 143

Ⅴ　営業外費用 11

経常利益 1,749

　税金等調整前四半期純利益 1,749

　税金費用 710

　四半期純利益 1,038

－ 3 －



（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

（自　平成19年４月１日

　　至　平成19年６月30日）

区分 金額（百万円）

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　 1,749

　減価償却費 144

　賞与引当金の減少額 △814

　役員賞与引当金の減少額 △41

　退職給付引当金の減少額 △18

　役員退職慰労引当金の増加額 6

　貸倒引当金の減少額 △2

　製品保証引当金の減少額 △1

　受取利息及び受取配当金 △39

　支払利息 5

　為替差益 △74

　固定資産除却損、売却損 0

　売上債権の減少額 526

　たな卸資産の増加額 △434

　仕入債務の増加額 112

　その他 659

小計 1,779

　利息及び配当金の受取額 40

　利息の支払額 △5

　法人税等の支払額 △2,137

営業活動によるキャッシュ・フロー △323

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 △100

　定期預金の払戻による収入 100

　有価証券・投資有価証券の売却による収入 966

　固定資産の取得等による支出 △189

　固定資産の売却等による収入 0

　投資その他の資産の取得等による支出 △150

　投資その他の資産の売却等による収入 12

投資活動によるキャッシュ・フロー 639

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入 200

　自己株式の取得による支出 △5

　配当金の支払額 △552

財務活動によるキャッシュ・フロー △357

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 △8

Ⅴ　現金及び現金同等物の減少額 △50

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 15,086

Ⅶ　現金及び現金同等物の四半期末残高 15,035

－ 4 －



（３）セグメント情報

ａ．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）

建築仕上塗材事
業

（百万円）

耐火断熱事業
（百万円）

その他の事業
（百万円）

計（百万円）
消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高 13,442 711 604 14,757 (5) 14,751

営業費用 11,401 648 594 12,644 490 13,134

営業利益 2,040 62 9 2,113 (496) 1,616

ｂ．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）

日本
（百万円）

アジア
（百万円）

計（百万円）
消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

売上高 13,251 2,020 15,271 (519) 14,751

営業費用 11,126 1,994 13,120 13 13,134

営業利益 2,124 25 2,150 (533) 1,616

ｃ．海外売上高

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）

 アジア 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 2,028 2,028

Ⅱ　連結売上高（百万円） － 14,751

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合

（％）
13.8 13.8

－ 5 －
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