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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 19,551 ― △65 ― △239 ― △297 ―

20年3月期第1四半期 19,104 12.0 263 39.7 230 99.6 101 ―

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 △2.00 ―

20年3月期第1四半期 0.69 ―

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 74,700 20,811 25.3 127.10
20年3月期 72,136 21,545 27.0 130.95

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  18,873百万円 20年3月期  19,446百万円

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 ― 2.50 2.50
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 0.00 ― 2.50 2.50

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 41,000 ― 1,000 ― 900 ― 400 ― 2.69
通期 85,000 6.0 2,300 0.5 2,000 4.9 900 16.8 6.06

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】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】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、リスクや不確実性を含んでおります。従いまして、実際の業績等はこれらの予想数値と
異なる可能性があります。 
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 無

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  148,553,393株 20年3月期  148,533,393株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  55,946株 20年3月期  53,646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  148,498,825株 20年3月期第1四半期  148,504,018株
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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、原油及び資材価格の高騰、設備投資の抑制に加え、雇用環

境の改善が見られず、また、個人消費も伸び悩み足踏み状態にあります。さらに、世界経済全体におきましても

サブプライムローン問題の影響により、先行きに不透明感が増し景気後退の懸念が続いております。 

 このような状況のもと、「企業成長路線」を基本戦略とする新中期経営計画（３ヵ年計画）の２年目を迎えた

当社グループは、製品価格の適正化と原価低減、生産拠点の合理化・集約化による製造コストの圧縮等、既存事

業の収益力維持努力に加え、引続き顧客志向の徹底と優位性ある商品・サービスの提供に努めるとともに、海外

事業、特に中国市場における戦略テーマを推進してまいりました。 

 当第１四半期連結会計期間の連結業績につきましては、主力の塗料事業では Thai DNT Paint Mfg. Co.,Ltd.

の連結子会社化の寄与がありましたものの、照明機器事業での大幅な減収により、連結売上高は１９５億５千１

百万円となりました。 

 一方、利益面につきましては、塗料事業において原材料価格が再び騰勢に転じたこと、また蛍光色材事業の減

益と照明機器事業の大幅な減収による利益低下もあった結果、当第１四半期連結会計期間の連結営業損失は６千

５百万円、同経常損失は２億３千９百万円、四半期純損失は２億９千７百万円となりました。 

  

     事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

［塗料事業］ 

 一般塗料分野 

 一般塗料分野では、主力の構造物塗料が指名活動強化による物件獲得増加により販売数量・金額ともに好調

に推移いたしましたものの、建築基準法改正の影響が残っている建築塗料は販売数量・金額とも減少しまし

た。この結果、一般塗料全体では、販売数量は減少いたしましたものの、金額は販売価格の適正化及び品種構

成の是正により増加となりました。 

 工業塗料分野 

 工業塗料分野では、粉体塗料は新規ユーザー開発と不採算商品の価格是正により販売数量・金額とも伸長し

ましたが、当社が得意とする住宅建材用塗料は未だ本格的な需要回復に至らず販売数量・金額とも伸び悩みま

した。また、プラスチック塗料も輸出物件減少により落ち込みました。この結果、工業塗料全体では販売数

量、金額ともに減少しました。 

 この結果、塗料事業全体の売上高は１６４億７千万円、営業利益は５億２千９百万円となりました。 

 ［蛍光色材事業］ 

 蛍光色材事業では、国内にあっては製紙用蛍光顔料等が好調な一方、塗料等の高収益品が伸び悩み、海外にあ

っては欧州向け塗料用蛍光顔料等が比較的好調に推移しました。 

 この結果、売上高は３億７千８百万円となり、営業利益は原材料価格の高騰等の影響により２千９百万円とな

りました。 

 ［照明機器事業］ 

 照明機器事業では、主力の店舗照明部門にあっては百貨店等の合併・業務提携等に伴う店舗改装時期の繰延べ

等により、また建築化照明部門にあっては建築基準法改正の影響が残り、それぞれ売上高が減少いたしました

が、紫外線部門では大型案件の受注獲得により売上高が増加しました。 

 この結果、照明機器事業全体の売上高は１８億３千８百万円となり、損益面では売上高減少に伴う利益の減少

と内部統制対応費用の増加等により３千８百万円の営業損失となりました。 

 ［その他事業］ 

 その他事業の売上高は８億６千３百万円、営業利益は４千１百万円となりました。 
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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７４７億円となり、前連結会計年度末と比較して２５億６千４百万円の増

加となりました。流動資産は３６３億５千６百万円で前連結会計年度末と比較して６億３千７百万円の増加となりま

したが、これはたな卸資産が原材料価格高騰の影響等もあり１３億円増加したことが主因であります。固定資産は３

８３億４千３百万円で前連結会計年度末と比較して１９億２千６百万円の増加となりましたが、これは新システム導

入によるリース資産の増加１７億６千２百万円が主因であります。 

 負債は５３８億８千９百万円となり、前連結会計年度末と比較して３２億９千９百万円の増加となりました。長短

借入金の増加１９億４千３百万円、リース債務の増加１６億５千万円が主因であります。純資産は２０８億１千１百

万円で前連結会計年度末と比較して７億３千４百万円減少しましたが、これは平成20年６月27日開催の定時株主総会

にて決議された剰余金の配当３億７千１百万円の支払と、当第１四半期連結会計期間の純損失２億９千７百万円等に

より株主資本が６億６千３百万円減少したことによります。 

 当第１四半期連結会計期間におけるキャッシュ・フローにつきましては、当第１四半期連結会計年度末における現

金及び現金同等物（以下「資金」という）は１９億２千２百万円となり、前連結会計年度末と比較して３億３千７百

万円の減少となりました。 

 （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第１四半期連結会計期間における営業活動の結果支出した資金は、１４億５千６百万円となりました。これは税

金等調整前当期純損失１億８千５百万円と減価償却費５億１千９百万円、及びたな卸資産の増加（為替調整を含む）

１５億円２千３百万円を主因とするものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）  

 当第１四半期連結会計期間における投資活動の結果支出した資金は、４億７千１百万円となりました。これは主に

有形固定資産の取得による支出６億３千８百万円によるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）  

 当第１四半期連結会計期間における財務活動の結果得られた資金は、１６億４千５百万円となりました。これは、

平成20年６月27日開催の定時株主総会にて決議された剰余金の配当の支払い３億７千１百万円、長期借入金の返済に

よる支出２億４千６百万円、及び短期借入金の増加による収入２２億８千９百万円を主因とするものです。 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 今後の経済環境については、米国経済の失速、原油価格の高止まりが予想されるなど、景気の先行きについて減速

懸念がつよまり、当社を取り巻く事業環境は依然として厳しい状況が続くものと考えられます。 

 当社グループにおきましては、生産効率化によるコストダウン、原材料価格上昇の製品価格への転嫁に努めるな

ど、引き続き収益力の向上を図ってまいります。従いまして、現時点においては、平成20年５月14日に発表しました

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） 

①たな卸資産の評価方法 

 たな卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積もり、

簿価切下げを行う方法によっております。 

②繰延税金資産の回収可能性の判断 

  前連結会計年度末において使用した将来の業績予測やタックス・プランニングに、第１四半期連結会計期間

の業績の影響を加味したものを使用しております。 

（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。  
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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 

  ①「四半期財務諸表に関する会計基準」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 

    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13百万円減少しております。

  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）を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。 

    これにより、営業利益が１百万円減少し、経常利益及び税金等調整前四半期純利益が、それぞれ２百万円増

   加しております。 

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）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）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、通常の売買取引に係る会計処理によっております。また、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、営業利益が20百万円、経常利益及び税金等調整前四半期純利益が24百万円、それぞれ減少して

 おります。 

  また、リース取引開始日が平成20年３月31日以前のリース取引で、所有権移転外ファイナンス・リース取引

 と判定されたものについては、引き続き通常の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。
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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 1,969 2,310

受取手形及び売掛金 18,242 18,798

商品 929 989

製品 5,202 4,774

半製品 1,311 1,591

原材料 3,446 3,174

仕掛品 2,883 1,943

繰延税金資産 642 672

その他 1,917 1,647

貸倒引当金 △188 △181

流動資産合計 36,356 35,719

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 18,264 18,326

減価償却累計額 △10,635 △10,584

建物及び構築物（純額） 7,629 7,741

機械装置及び運搬具 22,616 22,561

減価償却累計額 △17,374 △17,403

機械装置及び運搬具（純額） 5,242 5,157

土地 12,060 12,183

リース資産 199 －

減価償却累計額 △9 －

リース資産（純額） 190 －

建設仮勘定 90 165

その他 5,786 5,779

減価償却累計額 △4,773 △4,719

その他（純額） 1,013 1,060

有形固定資産合計 26,227 26,309

無形固定資産   

のれん 140 144

リース資産 1,571 －

その他 614 443

無形固定資産合計 2,327 588

投資その他の資産   

投資有価証券 5,345 4,854

長期貸付金 32 34

繰延税金資産 3,081 3,254

その他 1,648 1,702

貸倒引当金 △318 △326

投資その他の資産合計 9,789 9,519

固定資産合計 38,343 36,417

資産合計 74,700 72,136
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（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 21,694 21,977

短期借入金 10,899 8,898

未払法人税等 144 346

その他 5,838 5,813

流動負債合計 38,576 37,036

固定負債   

長期借入金 7,209 7,267

繰延税金負債 50 39

再評価に係る繰延税金負債 1,731 1,731

退職給付引当金 3,965 3,987

役員退職慰労引当金 526 503

リース債務 1,650 －

その他 178 24

固定負債合計 15,312 13,554

負債合計 53,889 50,590

純資産の部   

株主資本   

資本金 8,827 8,827

資本剰余金 2,443 2,443

利益剰余金 5,092 5,756

自己株式 △9 △8

株主資本合計 16,354 17,017

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,276 961

土地再評価差額金 1,454 1,454

為替換算調整勘定 △213 11

評価・換算差額等合計 2,518 2,428

少数株主持分 1,937 2,099

純資産合計 20,811 21,545

負債純資産合計 74,700 72,136
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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：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 19,551

売上原価 14,111

売上総利益 5,439

販売費及び一般管理費 5,505

営業損失（△） △65

営業外収益  

受取利息 1

受取配当金 54

不動産賃貸料 11

受取ロイヤリティー 22

その他 40

営業外収益合計 131

営業外費用  

支払利息 118

売上債権売却損 39

為替差損 3

支払補償費 85

持分法による投資損失 26

その他 30

営業外費用合計 305

経常損失（△） △239

特別利益  

固定資産売却益 154

特別利益合計 154

特別損失  

固定資産処分損 6

固定資産売却損 0

減損損失 93

特別損失合計 100

税金等調整前四半期純損失（△） △185

法人税、住民税及び事業税 76

法人税等調整額 30

法人税等合計 107

少数株主利益 3

四半期純損失（△） △297
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（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損失（△） △185

減価償却費 519

減損損失 93

のれん償却額 4

退職給付引当金の増減額（△は減少） △44

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 22

貸倒引当金の増減額（△は減少） △0

貸倒損失 0

受取利息及び受取配当金 △56

支払利息 118

持分法による投資損益（△は益） 26

固定資産処分損益（△は益） 6

固定資産売却損益（△は益） △154

売上債権の増減額（△は増加） 280

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,523

仕入債務の増減額（△は減少） △50

その他 △177

小計 △1,120

利息及び配当金の受取額 65

利息の支払額 △85

法人税等の還付額 21

法人税等の支払額 △337

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,456

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

定期預金の払戻による収入 4

有形固定資産の取得による支出 △638

有形固定資産の売却による収入 162

投資有価証券の取得による支出 △6

その他 7

投資活動によるキャッシュ・フロー △471

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） 2,289

長期借入れによる収入 50

長期借入金の返済による支出 △246

自己株式の取得による支出 △0

配当金の支払額 △371

少数株主への配当金の支払額 △76

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,645

現金及び現金同等物に係る換算差額 △54

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △337

現金及び現金同等物の期首残高 2,259

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,922
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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）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） 

 （注）１．事業区分は、製品の種類・性質及び販売の類似性を考慮し、塗料、蛍光色材、照明機器、その他に区分して

おります。 

２．各事業の主要な製品 

(1）塗料事業………………塗料 

(2）蛍光色材事業…………蛍光色材等 

(3）照明機器事業…………店舗用照明機器（主として蛍光ランプ） 

(4）その他事業……………塗装工事、機械器具設置工事、塗装機器、リース等 

３．会計処理方法の変更  

 （棚卸資産の評価に関する会計基準） 

   「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」３．（１）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、営業利益が、塗料事業で12百万円、蛍光色材事業で１

百万円それぞれ減少しております。 

 （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） 

   「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」３．（２）に記載のとおり、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。 

 この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ、営業利益が、塗料事業で１百万円減少しております。

 （リース取引に関する会計基準） 

   「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」３．（３）に記載のとおり、当第１

四半期連結会計期間より「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と比べ、営業利益が、塗料事業で20百万円減少しております。

  

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） 

 本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報

の記載を省略しております。 

  
塗料事業 
（百万円）

蛍光色材
事業 
（百万円）

照明機器
事業 
（百万円）

その他 
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 16,470 378 1,838 863 19,551 － 19,551 

(2）セグメント間の内部売上高 37 57 0 148 243 (243) － 

計 16,508 435 1,839 1,011 19,795 (243) 19,551 

営業利益（△営業損失） 529 29 △38 41 561 (627) △65 
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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） 

 海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、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」 

前四半期に係る財務諸表等 

（要約）四半期連結損益計算書 

科目 

前年同四半期連結累計期間 
（平成20年 3月期 

第1四半期） 

金額（百万円） 

Ⅰ 売上高 19,104 

Ⅱ 売上原価 13,982 

売上総利益 5,121 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 4,857 

営業利益 263 

Ⅳ 営業外収益 165 

受取利息  4 

受取配当金  57 

持分法による投資利益  34 

その他  69 

Ⅴ 営業外費用 198 

支払利息  86 

その他  111 

経常利益 230 

Ⅵ 特別利益 14 

固定資産売却益  1 

その他  12 

Ⅶ 特別損失 23 

固定資産処分損  17 

固定資産売却損  3 

その他  2 

税金等調整前四半期純利益 221 

税金費用 104 

少数株主利益  14 

四半期純利益 101 
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