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1.  平成21年3月期第1四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年6月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 7,664 ― 249 ― 229 ― 128 ―
20年3月期第1四半期 6,419 10.5 139 62.9 127 67.6 63 56.5

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 27.97 ―
20年3月期第1四半期 13.82 ―

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 17,176 4,830 28.1 1,052.43
20年3月期 16,414 4,778 29.1 1,041.06

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  4,830百万円 20年3月期  4,778百万円

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 ― 20.00 20.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 0.00 ― 20.00 20.00

3.  平成21年3月期の業績予想（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2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）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2四半期累計期間 14,532 ― 431 ― 383 ― 212 ― 46.25
通期 29,500 7.2 866 5.9 780 2.8 431 5.2 93.97

4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期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。］  

(2) 四半期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。］  

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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  4,592,000株 20年3月期  4,592,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  2,300株 20年3月期  2,300株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年3月期第1四半期  4,589,700株 20年3月期第1四半期  4,589,700株

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１. 業績予想につきましては、当社が現時点で入手可能な情報をもとに行なった見込みであり、今後経済情勢、事業運営における様々な状況変化によって、実際の業績
と異なる場合があります。なお、上記予想に関する事項は添付資料の2ページ【定性的情報・財務諸表等】 ３. 業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 
２. 当事業年度より「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、「四半期財務諸表規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 
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【定性的情報・財務諸表等】 

１．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、原油をはじめとする原材料価格のさらなる高騰による企業

収益の圧迫や、物価上昇等にともなう家計の購買力低下により減速傾向を強めており、景気は先行

き不透明な状況で推移いたしました。 
このような情勢のもとで、当社における当第1四半期の出荷数量は、39,276トン（前年同期比8.7％

増）となりました。 

当第1四半期の業績といたしましては、売上高は販売単価の是正及び値上げ前の仮需を含んだ出荷

数量の大幅増により、76億64百万円（前年同期比19.4％増）となりました。 

主な品目の売上高は、単一溶剤類が31億96百万円（前年同期比27.1％増）、印刷用溶剤類が14億

50百万円（前年同期比19.8％増）、洗浄用シンナー類が6億5百万円（前年同期比8.9％増）、単一溶

剤直送品を中心とした商品が9億79百万円（前年同期比10.9％増）となりました。 

また損益面では、原油・ナフサ市況が引続き高騰し、原材料価格は過去にない水準にまで上昇い

たしましたが、原材料をはじめとするコスト上昇分を一部販売価格に転嫁するとともに、原材料の

効率的な購入を促進した結果、営業利益 2 億 49 百万円（前年同期比 79.6％増）、経常利益 2 億 29

百万円（前年同期比 79.2％増）、四半期純利益 1億 28 百万円（前年同期比 102.3％増）となり、い

ずれも増益となりました。 

 

２．財政状態に関する定性的情報 

当第 1 四半期の総資産額は 171 億 76 百万円となり、前事業年度末と比較し 7 億 62 百万円増加い

たしました。主な要因は、受取手形及び売掛金の増加 4 億 16 百万円、現金及び預金の増加 1 億 36

百万円等によるものであります。 

負債総額は 123 億 46 百万円となり、前事業年度末と比較し 7 億 10 百万円増加いたしました。 

主な要因は、支払手形及び買掛金の増加 4 億 23 百万円、借入金の増加 4 億 81 百万円等の増加によ

るものであります。 

純資産合計は 48 億 30 百万円となり、前事業年度末と比較し 52 百万円増加いたしました。 

主な要因は、利益剰余金の増加 36 百万円等によるものであります。 

 

３．業績予想に関する定性的情報 

今後の見通しといたしましては、世界経済の減速や原油をはじめとする原材料価格の一層の高騰

等により、景気も後退局面に入り経営環境はさらに厳しさを増すものと思われます。 

当業界も一段と競争が激化するものと予想され、原油・ナフサ市況も先行き不透明感が強まって

おり、石化基礎原料価格の動向も予断を許さない状況にあります。 

このような環境下におきまして当社は、経営資源を駆使して積極的な経営活動を展開し、さらな

る新規需要の開拓など販売活動に全力を傾注するとともに生産、物流面での合理化を推進して業績

の向上に取り組む所存であります。 

以上のような要因により平成 20年 5月 20日に公表いたしました平成 21年 3月期第 2四半期累計

期間及び通期業績予想に変更はございません。 
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４．その他 

(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

  税金費用の計算 

当事業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する方法を採用しております。 

 

(2) 四半期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 当事業年度より「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、「四半期財務諸表規則」に従い四半期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 

「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計

基準第９号）を当第１四半期会計期間より適用し、評価基準については、原価法から原価法（収

益性の低下による簿価切下げの方法）に変更しております。当該変更に伴う損益に与える影響

はありません。 

③ リース取引に関する会計基準等の適用 

「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成５年６月17日 最終改正平成

19年３月30日 企業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業

会計基準委員会 平成６年１月18日 最終改正平成19年３月30日 企業会計基準適用指針第16

号）を当第１四半期会計期間から早期に適用し、所有権移転外ファイナンス・リース取引につ

いては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理から通常の売買取引に係る方法に準じ

た会計処理に変更しております。 

また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして

算定する方法によっております。 

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

は、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。当該変更に

伴う資産及び損益に与える影響はありません。 
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５．【四半期財務諸表】

　(1)【四半期貸借対照表】 （単位：千円）

　資産の部

　　流動資産

　　　現金及び預金 2,011,238 1,874,382

　　　受取手形及び売掛金 8,894,213 8,477,465

　　　商品 18,989 24,208

　　　製品 216,922 119,022

　　　原材料 490,233 449,919

　　　貯蔵品 11,138 12,130

　　　その他 854,498 784,362

　　　貸倒引当金 △ 26,598 △ 25,960

　　　流動資産合計 12,470,636 11,715,531

　　固定資産

　　　有形固定資産 3,564,443 3,553,410

　　　無形固定資産 80,765 84,008

　　　投資その他の資産 1,124,881 1,122,655

　　　貸倒引当金 △ 64,225 △ 61,291

　　　固定資産合計 4,705,865 4,698,783

　　資産合計 17,176,502 16,414,315

(平成20年3月31日）

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

当第1四半期会計期間末
(平成20年6月30日）

―　4　―　　
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（単位：千円）

　負債の部

　　流動負債

　　　支払手形及び買掛金 7,022,495 6,599,037

　　　短期借入金 2,444,920 2,048,920

　　　未払法人税等 101,106 223,470

　　　賞与引当金 54,300 107,660

　　　その他 408,109 423,383

　　　流動負債合計 10,030,931 9,402,472

　　固定負債

　　　長期借入金 1,706,700 1,621,180

　　　退職給付引当金 444,615 454,838

　　　役員退職慰労引当金 139,542 135,017

　　　その他 24,393 22,644

　　　固定負債合計 2,315,251 2,233,680

　　負債合計 12,346,182 11,636,152

　純資産の部 

　　株主資本

　　　資本金 729,000 729,000

　　　資本剰余金 666,880 666,880

　　　利益剰余金 3,359,130 3,322,548

　　　自己株式 △ 1,779 △ 1,779

　　　株主資本合計 4,753,230 4,716,649

　　評価・換算差額等

　　　その他有価証券評価差額金 77,089 61,513

　　　評価・換算差額等合計 77,089 61,513

　　純資産合計 4,830,319 4,778,162

　負債純資産合計 17,176,502 16,414,315

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成20年3月31日）

当第1四半期会計期間末
(平成20年6月30日）
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　(2)【四半期損益計算書】

　　 【第1四半期累計期間】 （単位：千円）

　売上高 7,664,740

　売上原価 6,645,758

　売上総利益 1,018,981

　販売費及び一般管理費 769,223

　営業利益 249,757

　営業外収益

　　受取利息 1,418

　　受取配当金 2,041

　　その他 3,534

　　営業外収益合計 6,995

　営業外費用

　　支払利息 18,280

　　手形売却損 9,100

　　その他 306

　　営業外費用合計 27,686

　経常利益 229,066

　特別利益

　　固定資産売却益 778

　　特別利益合計 778

　特別損失

　　固定資産除却損 2,069

　　固定資産売却損 78

　　特別損失合計 2,148

　税引前四半期純利益 227,696

　法人税等合計 99,321

　四半期純利益 128,375

当第1四半期累計期間
(自　平成20年4月 1日 
 至　平成20年6月30日)
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　(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】

（単位：千円）

　営業活動によるキャッシュ・フロー

　　税引前四半期純利益 227,696

　　減価償却費 83,428

　　売上債権の増減額（△は増加） △ 416,748

　　たな卸資産の増減額（△は増加） △ 132,002

　　仕入債務の増減額（△は減少） 423,457

　　その他 △ 47,745

　　小計 138,086

　　利息及び配当金の受取額 9,508

　　利息の支払額 △ 18,280

　　法人税等の支払額 △ 216,594

　　営業活動によるキャッシュ・フロー △ 87,280

　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 △ 158,451

　　有形固定資産の売却による収入 3,259

　　無形固定資産の取得による支出 △ 5,519

　　投資有価証券の取得による支出 △ 148

　　貸付金の回収による収入 3,345

　　その他 △ 8,076

　　投資活動によるキャッシュ・フロー △ 165,590

　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 480,000

　　短期借入金の返済による支出 △ 100,000

　　長期借入れによる収入 210,000

　　長期借入金の返済による支出 △ 108,480

　　配当金の支払額 △ 91,794

　　財務活動によるキャッシュ・フロー 389,726

　現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 136,855

　現金及び現金同等物の期首残高 1,420,382

　現金及び現金同等物の四半期末残高 1,557,238

当第1四半期累計期間
(自　平成20年4月 1日 
 至　平成20年6月30日)
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当事業年度より「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

半期財務諸表規則」に従い四半期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

（要約）四半期損益計算書 　　　  （単位：千円）

前年同四半期

（平成20年3月期　　

第1四半期）

Ⅰ 売上高 6,419,001

Ⅱ 売上原価 5,578,650

　　売上総利益 840,351

Ⅲ 販売費及び一般管理費 701,257

　　営業利益 139,094

Ⅳ 営業外収益 　　　　　  　　　 7,243

Ⅴ 営業外費用　 　  　　　 　 　 18,510

　　経常利益 127,826

Ⅵ 特別利益　　　 　　　  　　　 662

Ⅶ 特別損失　　 　　　  　　　　 2,260

　　税金等調整前四半期純利益 126,228

　　税金費用 62,785

　　四半期純利益 63,442

科目

―　9　―　
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６．生産、受注及び販売の状況

(１) 生産実績
当第１四半期会計期間における生産実績を品目別に示すと、次のとおりであります。

 ラッカーシンナー類
 合成樹脂塗料用シンナー類
 洗浄用シンナー類
 印刷用溶剤類
 特殊シンナー類
 単一溶剤類
 エタノール・その他

      合　　　　　計
(注) １　金額は、販売価格によっております。

     ２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(２) 受注実績
当第１四半期会計期間における受注実績を品目別に示すと、次のとおりであります。

受注高（ 千円 ） 受注残高（ 千円 ）
 ラッカーシンナー類 251,033 6,143 
 合成樹脂塗料用シンナー類 278,258 11,463 
 洗浄用シンナー類 609,918 35,634 
 印刷用溶剤類 1,451,173 11,637 
 特殊シンナー類 702,354 28,888 
 単一溶剤類 3,191,648 60,013 
 エタノール・その他 213,327 6,482 

     合　　　　　　計 6,697,715 160,262 
（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(３) 販売実績
当第１四半期会計期間における販売実績を品目別に示すと、次のとおりであります。

  ラッカーシンナー類
  合成樹脂塗料用シンナー類
  洗浄用シンナー類
  印刷用溶剤類
  特殊シンナー類
  単一溶剤類
  エタノール・その他

　単一溶剤直送品
  その他商品

     合　　　　　　計
（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

商
品

891,672    
　小　　　計

生産高（ 千円 ）　　

580,756    

　小　　　計

製
　
　
品

販売高（ 千円 ）

213,281    

6,811,701    
259,096    

6,685,341    

品　　　目

品　　　目

品　　　目

244,864    
276,088    

697,029    
3,299,039    

1,454,826    

7,664,740    

248,824    
274,459    
605,907    

1,450,118    
695,759    

3,196,990    

979,398    
87,726    
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