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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 14,149 ― 1,459 ― 1,786 ― 968 ―
20年3月期第1四半期 11,916 9.0 1,045 22.4 1,151 32.3 674 29.0

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 34.48 ―
20年3月期第1四半期 23.99 ―

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 43,966 21,441 46.1 722.07
20年3月期 34,950 20,250 55.4 690.02

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  17,592百万円 20年3月期  21,275百万円

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 ― 9.00 ― 11.00 20.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 10.00 ― 10.00 20.00

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  有   

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 28,120 ― 3,075 ― 3,300 ― 1,900 ― 67.67
通期 58,420 16.1 5,780 15.3 6,000 22.8 3,500 21.8 124.65

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）  有  

（注）詳細は、６ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。  

(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、６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、６～７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。なお、上記予想に関する事項４～５ページ【定性的情報・財務諸表等】「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。 
３．通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として移動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。これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益への影響額は軽微であります。  
４．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。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べての影響はありません。 
５．当第１四半期連結会計期間より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（日本会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改正）を適用しております。また、所有外リースについては、
引き続き通常の賃貸借取引に係る取引に準じた会計処理を適用しております。  

新規 1 社 （社名 RED SPOT PAINT & VARNISH CO., INC ） 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  28,116,878株 20年3月期  28,116,878株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  37,830株 20年3月期  37,700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  28,079,106株 20年3月期第1四半期  28,079,155株















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 5,256,178 4,873,467

受取手形及び売掛金 13,648,828 12,269,023

商品 849,981 908,793

製品 2,042,244 1,558,584

半製品 258,347 250,631

原材料 1,628,512 1,338,376

仕掛品 64,192 18,123

繰延税金資産 417,525 397,868

その他 718,996 452,417

貸倒引当金 △145,371 △120,452

流動資産合計 24,739,432 21,946,830

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 7,973,092 5,919,188

減価償却累計額 △4,003,918 △2,957,574

建物及び構築物（純額） 3,969,174 2,961,614

機械装置及び運搬具 11,158,416 7,424,528

減価償却累計額 △8,568,962 △5,179,505

機械装置及び運搬具（純額） 2,589,454 2,245,023

工具、器具及び備品 2,763,705 2,483,809

減価償却累計額 △2,209,902 △1,942,903

工具、器具及び備品（純額） 553,803 540,906

土地 3,345,909 3,227,683

建設仮勘定 42,948 53,011

その他 2,875 －

減価償却累計額 △2,875 －

その他（純額） － －

有形固定資産合計 10,501,288 9,028,237

無形固定資産   

のれん 3,300,134 －

ソフトウエア 104,061 110,922

その他 366,497 363

無形固定資産合計 3,770,692 111,285

投資その他の資産   

投資有価証券 1,950,976 1,748,894

長期貸付金 122,093 95,808

繰延税金資産 1,013,723 708,581

その他 1,882,192 1,323,362



（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) 

貸倒引当金 △14,578 △13,011

投資その他の資産合計 4,954,406 3,863,634

固定資産合計 19,226,386 13,003,156

資産合計 43,965,818 34,949,986

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 8,466,655 7,948,072

短期借入金 8,200,000 1,600,000

未払法人税等 603,980 1,047,494

未払費用 743,016 419,865

賞与引当金 316,425 485,359

その他 1,221,847 893,883

流動負債合計 19,551,923 12,394,673

固定負債   

退職給付引当金 2,290,981 1,622,789

長期未払金 640,266 640,266

その他 41,422 42,265

固定負債合計 2,972,669 2,305,320

負債合計 22,524,592 14,699,993

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,712,887 3,712,887

資本剰余金 3,400,965 3,400,965

利益剰余金 12,821,202 12,057,596

自己株式 △24,801 △24,684

株主資本合計 19,910,253 19,146,764

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 274,901 201,552

為替換算調整勘定 90,021 27,005

評価・換算差額等合計 364,922 228,557

少数株主持分 1,166,051 874,672

純資産合計 21,441,226 20,249,993

負債純資産合計 43,965,818 34,949,986



（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 14,149,266

売上原価 10,339,026

売上総利益 3,810,240

販売費及び一般管理費 ※１  2,351,576

営業利益 1,458,664

営業外収益  

受取利息 4,432

受取配当金 57,333

固定資産賃貸料 16,779

為替差益 234,377

その他 41,794

営業外収益合計 354,715

営業外費用  

支払利息 16,724

固定資産税 3,204

減価償却費 902

支払手数料 997

その他 5,449

営業外費用合計 27,276

経常利益 1,786,103

特別利益  

退職給付制度終了益 139,690

特別利益合計 139,690

税金等調整前四半期純利益 1,925,793

法人税、住民税及び事業税 584,528

法人税等調整額 228,339

法人税等合計 812,867

少数株主利益 144,766

四半期純利益 968,160



（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 1,925,793

減価償却費 243,023

退職給付引当金の増減額（△は減少） △335,322

賞与引当金の増減額（△は減少） △185,905

貸倒引当金の増減額（△は減少） △24,301

受取利息及び受取配当金 △61,765

支払利息 16,724

為替差損益（△は益） △177,605

有形固定資産除却損 949

売上債権の増減額（△は増加） △56,380

たな卸資産の増減額（△は増加） 291,996

その他の流動資産の増減額（△は増加） △46,515

敷金及び保証金の増減額（△は増加） △1,542

仕入債務の増減額（△は減少） △148,785

未払費用の増減額（△は減少） 43,659

その他の流動負債の増減額（△は減少） △91,727

未払消費税等の増減額（△は減少） △10,599

その他 4,423

小計 1,386,121

利息及び配当金の受取額 61,765

利息の支払額 △16,724

法人税等の支払額 △1,041,498

営業活動によるキャッシュ・フロー 389,664

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 △90,326

定期預金の払戻による収入 90,233

無形固定資産の取得による支出 △1,659

有形固定資産の取得による支出 △81,678

投資有価証券の取得による支出 △104,322

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△6,173,911

短期貸付金の増減額（△は増加） 2,435

保険積立金の積立による支出 △11,111

保険積立金の払戻による収入 5,522

その他の支出 △3,340

その他の収入 7,624

貸付けによる支出 △4,422

貸付金の回収による収入 12,247

その他 △303

投資活動によるキャッシュ・フロー △6,353,011



（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) 

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） 6,600,000

自己株式の取得による支出 △117

配当金の支払額 △308,871

少数株主への配当金の支払額 △15,512

財務活動によるキャッシュ・フロー 6,275,500

現金及び現金同等物に係る換算差額 △39,301

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 272,852

現金及び現金同等物の期首残高 4,582,934

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

109,766

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1  4,965,552
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