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(百万円未満切捨て)
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）

　(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 9,089 ─ △41 ─ 307 ─ 230 ─

20年３月期第１四半期 8,880 (2.1) △22 （△144.5） 338 (13.8) 282 (45.7)

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 9 93 9 92

20年３月期第１四半期 12 14 12 14

　(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

21年３月期第１四半期 40,441 18,330 44.1 766 66

20年３月期 40,391 18,723 45.1 782 77
(参考) 自己資本 21年３月期第１四半期 17,821百万円 20年３月期 18,209百万円

2. 配当の状況

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 ─ 6 00 ─ 7 00 13 00
21年３月期 ─ ── ── ── ──

21年３月期(予想) ── 6 00 ─ 7 00 13 00
(注) 配当予想の当四半期における修正の有無 ： 無

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)

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 18,000 ─ 20 ─ 600 ─ 400 ─ 17 19

通 期 37,800 1.1 500 19.4 1,700 2.1 1,170 0.9 50 28
(注) 連結業績予想数値の当四半期における修正の有無 ： 無

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、２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）

    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、２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 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 23,611,200株 20年３月期 23,611,200株

    ② 期末自己株式数 21年３月期第１四半期 365,114株 20年３月期 347,690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 23,246,635株 20年３月期第１四半期 23,274,104株

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
　・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。

　・上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでお
ります。実際の業績等は、業績の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。
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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１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、米国サブプライムローン問題に端を発した世界経済の

減速に、原油価格や原材料価格の高騰が加わり、設備投資の低迷やガソリン価格等相次ぐ消費材の値上げの

影響から個人消費に落ちこみがみられるなど、景気の先行きに不透明感が強まる状況で推移しました。

　このような経営環境の変化に対処すべく、当社グループでは、顧客ニーズに合致した環境対応型製品や価

格競争力のある新製品の開発に取組み、拡販活動を展開してまいりました。

　しかしながら、当初の予想を大幅に上回る原材料コストの増加に対し、製品への価格転嫁と各部門での更

なるコスト削減及び生産性の向上による収益の改善に取組みましたが、十分にはカバーできず、また制度改

正に伴う減価償却費の増加等の影響もあり、営業損益は前年同期比減益となりました。

　以上の結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は、90億8千9百万円（前年同期比2.4％増）、営業損益は4

千1百万円（前年同期比83.3％減）の損失となりました。経常利益は3億7百万円（前年同期比9.3％減）、四半

期純利益は2億3千万円（前年同期比18.3％減）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１四半期連結会計期間末における資産合計は、404億4千1百万円と、前連結会計年度末に比べ5千万

円の増加となりました。

　増加した要因は、投資有価証券の減少があったものの、現金及び預金、有価証券が増加したことなどに

よるものであります。

　負債合計は221億1千万円と前連結会計年度末に比べ4億4千3百万円の増加となりました。

　増加した主な要因は、長期借入金から短期への振替額を除く短期借入金の増加によるものであります。

　純資産合計は、183億3千万円と前連結会計年度末に比べ3億9千2百万円の減少となりました。

　減少した主な要因は、利益剰余金の増加がありましたが、為替換算レート差による為替換算調整勘定が

減少したことによるものです。

②キャッシュ・フローの状況

当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、28億7千7百万円と前連結会計年度末に比

べ4億6千1百万円の増加となりました。

　営業活動によるキャッシュ・フローは7億4百万円の収入となりました。この主な要因は減価償却費6億2

百万円の増加などによるものです。

　投資活動によるキャッシュ・フローは6億7百万円の支出となりました。この主な要因は有形固定資産の

取得による支出4億4千4百万円、有価証券の購入による支出9千9百万円などによるものです。

　財務活動によるキャッシュ・フローは3億5千万円の収入となりました。この主な要因は短期借入金の純

増額6億1千2百万円、配当金の支払1億7千9百万円などによるものです。

3. 連結業績予想に関する定性的情報

平成21年3月期の業績予想につきましては、平成20年5月14日の決算発表時に公表しました業績予想を変更

しておりません。

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) 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）

  固定資産の減価償却費の算定方法

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定す

る方法によっております。

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理）

税金費用については、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利益に対する

税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計

算しております。なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。
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(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

（会計処理基準に関する事項の変更）

① 四半期財務諸表に関する会計基準の適用

　当第１四半期連結会計期間より「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 棚卸資産の評価に関する会計基準の適用

　通常の販売目的で保有する棚卸資産の評価基準について、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)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

低下による簿価切下げの方法）により算定しております。

　これにより、売上総利益及び営業利益並びに経常利益が35,914千円、税金等調整前四半期純利益が

40,538千円それぞれ減少しております。

　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。

（追加情報）

　有形固定資産の耐用年数の変更

　当社及び国内連結子会社の機械装置の耐用年数については、従来、耐用年数を９～15年としておりま

したが、当第１四半期連結会計期間より法人税法の改正を契機として見直しを行い、８～９年に変更し

ております。これにより、売上総利益が12,166千円、営業利益及び経常利益並びに税金等調整前四半期

純利益が12,208千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：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 2,992,621 2,545,037

受取手形及び売掛金 10,499,201 10,796,711

有価証券 99,762 －

商品及び製品 1,118,716 1,156,563

仕掛品 243,114 254,535

原材料及び貯蔵品 853,020 833,089

繰延税金資産 380,806 371,147

その他 242,185 170,053

貸倒引当金 △37,561 △31,894

流動資産合計 16,391,866 16,095,244

固定資産

有形固定資産 14,380,310 14,321,683

無形固定資産 238,307 273,963

投資その他の資産

投資有価証券 7,973,921 8,169,509

繰延税金資産 380,695 442,180

その他 1,121,086 1,142,941

貸倒引当金 △44,730 △45,472

投資損失引当金 － △9,040

投資その他の資産合計 9,430,972 9,700,118

固定資産合計 24,049,591 24,295,764

資産合計 40,441,457 40,391,009
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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)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 7,698,919 8,048,178

短期借入金 5,644,690 2,973,379

未払法人税等 42,841 51,081

その他 3,015,245 2,710,314

流動負債合計 16,401,696 13,782,953

固定負債

長期借入金 2,502,058 4,655,627

退職給付引当金 3,093,937 3,117,386

その他 113,094 111,641

固定負債合計 5,709,089 7,884,654

負債合計 22,110,786 21,667,608

純資産の部

株主資本

資本金 4,753,085 4,753,085

資本剰余金 4,363,758 4,363,758

利益剰余金 7,723,634 7,647,698

自己株式 △135,698 △127,555

株主資本合計 16,704,779 16,636,986

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 1,541,601 1,467,616

為替換算調整勘定 △424,543 105,293

評価・換算差額等合計 1,117,057 1,572,909

新株予約権 58,952 51,660

少数株主持分 449,881 461,845

純資産合計 18,330,671 18,723,401

負債純資産合計 40,441,457 40,391,009
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(2) 【四半期連結損益計算書】

（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)

売上高 9,089,749

売上原価 7,475,321

売上総利益 1,614,428

販売費及び一般管理費 1,656,328

営業損失（△） △41,899

営業外収益

受取配当金 94,670

持分法による投資利益 251,793

その他 33,483

営業外収益合計 379,947

営業外費用

支払利息 30,385

その他 655

営業外費用合計 31,040

経常利益 307,007

特別利益

固定資産売却益 1,931

特別利益合計 1,931

特別損失

固定資産処分損 36,707

その他 4,623

特別損失合計 41,330

税金等調整前四半期純利益 267,607

法人税等 33,605

少数株主利益 3,277

四半期純利益 230,725
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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利益 267,607

減価償却費 602,462

退職給付引当金の増減額（△は減少） △23,448

受取利息及び受取配当金 △95,278

支払利息 30,385

持分法による投資損益（△は益） △251,793

固定資産処分損益（△は益） 36,707

売上債権の増減額（△は増加） 297,509

たな卸資産の増減額（△は増加） 29,336

仕入債務の増減額（△は減少） △349,259

その他 68,425

小計 612,655

利息及び配当金の受取額 179,959

利息の支払額 △34,695

法人税等の支払額 △53,201

営業活動によるキャッシュ・フロー 704,718

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出 △99,750

有形固定資産の取得による支出 △444,817

投資有価証券の取得による支出 △2,698

関係会社株式の取得による支出 △14,825

貸付けによる支出 △42,100

貸付金の回収による収入 3,991

その他 △6,944

投資活動によるキャッシュ・フロー △607,144

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（△は減少） 612,926

長期借入金の返済による支出 △95,184

配当金の支払額 △164,326

少数株主への配当金の支払額 △15,300

その他 12,240

財務活動によるキャッシュ・フロー 350,357

現金及び現金同等物に係る換算差額 13,151

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 461,083

現金及び現金同等物の期首残高 2,416,614

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,877,698
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(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)

塗料関連事業
(千円)

自動車製品
関連事業
(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

3,004,911 6,084,838 9,089,749 ― 9,089,749

 (2) セグメント間の内部
     売上高又は振替高

900 ― 900 (900) ―

 計 3,005,811 6,084,838 9,090,649 (900) 9,089,749

　 営業損失 △ 32,000 △ 9,898 △ 41,899 ― △ 41,899

(注) １ 事業の区分は、製品の種類・性質及び販売方法の類似性を考慮し、塗料関連事業・自動車製品関連
事業に区分しております

２ 各事業の主要な製品
　(1) 塗料関連事業 … 塗料・防音材料、塗装及び防音工事
　(2) 自動車製品関連事業… 自動車用防音材（制振材、吸・遮音材）、自動車用防錆材他

３ ４．その他（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」に記載のとおり、

通常の販売目的で保有する棚卸資産について、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）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、営業費用は塗料関連事業が13,987千円、自動車製品関連事業が21,926千円増加し、塗料関連事

業及び自動車製品関連事業の営業損失が、それぞれ同額増加しております。

４ 有形固定資産の耐用年数の変更

　「追加情報」に記載のとおり、当社及び国内連結子会社の機械装置の耐用年数については、従来、耐用年数

を９～15年としておりましたが、当第１四半期連結会計期間より法人税法の改正を契機として見直しを行い、

８～９年に変更しております。

　これにより、営業費用は塗料関連事業が4,620千円、自動車製品関連事業が7,588千円増加し、塗料関連事業

及び自動車製品関連事業の営業損失が、それぞれ同額増加しております。

【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）

本邦以外の国又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、記載すべき事項はありま

せん。

【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）

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。
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「参考資料」

前第１四半期に係る財務諸表等

1.（要約）前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 （千円）

Ⅰ 売上高                 8,880,412

Ⅱ 売上原価                 7,263,943

 売上総利益                 1,616,469

Ⅲ 販売費及び一般管理費                 1,639,329

営業利益 △22,860

Ⅳ 営業外収益                   394,920

   1. 受取配当金                    93,547

   2. 持分法による投資利益                   275,169

   3. その他                    26,203

Ⅴ 営業外費用                    33,500

   1. 支払利息                    31,182

   2. その他                     2,317

経常利益                   338,560

Ⅵ 特別利益                    56,028

   1. 固定資産売却益                       523

   2. 投資有価証券売却益                    55,504

Ⅶ 特別損失                    36,685

       固定資産処分損                    36,685

　 税金等調整前四半期純利益                   357,902

　 法人税、住民税及び事業税                    72,562

　 少数株主利益                     2,764

　 四半期純利益                   282,576
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2.（要約）前四半期キャッシュ・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 （千円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

   1. 税金等調整前四半期純利益 357,902

   2. 減価償却費 590,513

   3. 引当金の増減額（減少△） △129,524

   4. 受取利息及び受取配当金 △94,222

   5. 関係会社株式売却益 △55,504

   6. 支払利息 31,182

   7. 持分法による投資利益 △275,169

   8. 有形固定資産処分損 36,601

  9. 売上債権の増減額（増加△） 479,631

  10. たな卸資産の増減額（増加△） △132,600

  11. 仕入債務の増減額（減少△） △541,037

  12. その他 98,893

　 小   計 366,665

  13. 利息及び配当金の受取額 349,719

  14. 利息の支払額 △38,952

  15. 法人税等の支払額 △136,961

      営業活動によるキャッシュ・フロー    540,470

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

   1. 有形固定資産の取得による支出 △935,669

   2. 有形固定資産の売却による収入 2,247

   3. 関係会社株式等の取得による支出 △55,000

   4. 関係会社株式等の売却による収入 67,755

   5. 貸付金の回収による収入 3,951

   6. その他 △3,144

       投資活動によるキャッシュ・フロー    △919,860

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

   1. 短期借入れの純増減額（減少△） 730,266

   2. 長期借入金の返済による支出 △65,814

   3. 自己株式の取得による支出 △848

   4. 配当金の支払額 △181,579

   5. その他 △18,200

        財務活動によるキャッシュ・フロー    463,825

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △3,677

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 80,757

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 2,926,040

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高 3,006,798
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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）

塗料関連事業
(千円)

自動車製品
関連事業
(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

2,795,763 6,084,648 8,880,412 ― 8,880,412

 (2) セグメント間の内部
     売上高又は振替高

900 ― 900 (900) ―

 計 2,796,663 6,084,648 8,881,312 (900) 8,880,412

　 営業利益又は営業損失(△) △ 152,928 130,068 △ 22,860 ― △ 22,860

(注) １ 事業の区分は、製品の種類・性質及び販売方法の類似性を考慮し、塗料関連事業・自動車製品関連
事業に区分しております

２ 各事業の主要な製品
　(1) 塗料関連事業 …… 塗料・防音材料、塗装及び防音工事
　(2) 自動車製品関連事業…… 自動車用防音材（制振材、吸・遮音材）、自動車用防錆材他

【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19年４月 1日 至 平成19年６月30日）

本邦以外の国又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、記載すべき事項

　はありません。

【海外売上高】

当第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）

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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