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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9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2四半期 8,886 ― 215 ― 154 ― 119 ―

20年3月期第2四半期 8,938 ― 373 ― 301 ― 641 ―

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2四半期 2.53 ―

20年3月期第2四半期 13.55 ―

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2四半期 19,693 10,333 52.5 218.59
20年3月期 20,617 10,485 50.9 221.67

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  10,333百万円 20年3月期  10,485百万円

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 ― ― ― 5.50 5.50
21年3月期 ― ― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 5.50 5.50

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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 17,300 1.1 390 △36.9 240 △38.5 180 △73.3 3.81

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  無  

(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、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） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．通期の連結業績予想については、平成20年10月29日に公表いたしました数値から変更しておりません。 
２．本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績
等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 
３．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2四半期  48,063,360株 20年3月期  48,063,360株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  791,177株 20年3月期  759,054株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第2四半期  47,289,954株 20年3月期第2四半期  47,331,525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２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、原油価格の高騰を端緒としたガソリンや食料品をはじめとする

消費材の価格の大幅な上昇をうけ、消費者の節約志向や生活防衛意識の高まりもあり個人消費が落ち込みました。米

国においてはサブプライムローン問題が深刻化し金融不安が増大するとともに失業率も上昇し経済の減速が鮮明とな

りました。この影響が世界経済にもおよび、これまで成長を牽引してきた輸出が減少に転じ、民間設備投資も落ち込

むなど景気の転換点を迎えました。

　塗料業界をはじめ化学業界におきましても、石化原材料はもとより、あらゆる原材料価格が上昇し採算を悪化させ

厳しい経営環境下にあります。

　このような状況のもと、当社グループでは、営業面では主力製品である塗料の売上増大に注力するとともに、住宅

メンテナンス用品・日用雑貨・園芸用品部門でも、販路の拡大に取り組むなど引き続き積極的な営業活動を展開いた

しました。この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は、第１四半期の減少分をカバーし、ほぼ前年同期並みの

88億８千６百万円となりました。

　収益面では、一部製品の値上げを実施し、グループ企業一体となって経営の効率化に努めましたが、原材料等の高

騰による大幅な原価上昇を吸収するまでにはいたらず、営業利益は２億１千５百万円、経常利益は１億５千４百万円、

四半期純利益は、前期にあった税効果会計の影響がなくなったこともあり、１億１千９百万円となりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

　当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べて９億２千４百万円減少し、196億９千３百万円

となりました。負債は、社債の償還や借入金の返済等により、前連結会計年度末に比べて７億７千１百万円減少し、

93億６千万円となりました。純資産は、前連結会計年度末に比べて１億５千２百万円減少し、103億３千３百万円とな

り、自己資本比率は52.5％となりました。

（キャッシュ・フローの状況）

　当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は48億円となり、前連結会計年度末と比較して11

億６百万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」は１億６千４百万円の支出となりました。主な収入要因は、税金等調整前

四半期純利益１億３千４百万円、たな卸資産の減少額３億８千９百万円等であり、主な支出要因は、売上債権の増加

額６億３千３百万円等であります。

　「投資活動によるキャッシュ・フロー」は３百万円の支出となりました。主な収入要因は、その他の投資等の減少

による収入４千４百万円等であり、主な支出要因は、有形固定資産の取得による支出５千万円等であります。

　「財務活動によるキャッシュ・フロー」は９億４千万円の支出となりました。主な収入要因は、社債の発行による

収入４億８千５百万円等であり、主な支出要因は、社債の償還による支出10億円、長短借入金の返済による支出１億

６千１百万円、配当金の支払額２億５千９百万円等であります。

３．連結業績予想に関する定性的情報

　通期の連結業績予想については、平成20年10月29日に公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」の予

想数値から変更はありません。

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

　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

　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。



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２四半期連結会計期間末
(平成20年９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 4,800,073 5,606,121

受取手形及び売掛金 4,332,950 3,706,209

有価証券  300,000

商品 325,693 552,056

製品 1,878,816 2,074,055

半製品 78,303 82,367

原材料 419,804 381,809

仕掛品 33,749 31,320

その他 322,694 265,571

貸倒引当金 △70,204 △92,722

流動資産合計 12,121,881 12,906,790

固定資産   

有形固定資産   

土地 3,597,283 3,596,984

その他（純額） 2,054,983 2,125,360

有形固定資産合計 5,652,266 5,722,344

無形固定資産 189,917 190,332

投資その他の資産 1,729,598 1,798,500

固定資産合計 7,571,782 7,711,178

資産合計 19,693,664 20,617,968

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,733,752 1,679,991

短期借入金 3,196,897 3,350,399

未払法人税等 28,080 25,991

引当金 119,765 118,138

その他 1,590,181 1,609,715

流動負債合計 6,668,677 6,784,235

固定負債   

社債 1,500,000 2,000,000

退職給付引当金 739,623 748,620

役員退職慰労引当金 137,058 279,437

その他 315,084 319,770

固定負債合計 2,691,766 3,347,828

負債合計 9,360,443 10,132,064



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,869,017 5,869,017

資本剰余金 4,443,636 4,443,674

利益剰余金 330,164 470,858

自己株式 △148,259 △143,102

株主資本合計 10,494,559 10,640,447

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △22,369 △16,187

為替換算調整勘定 △138,968 △138,355

評価・換算差額等合計 △161,337 △154,543

純資産合計 10,333,221 10,485,904

負債純資産合計 19,693,664 20,617,968



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 8,886,498

売上原価 6,028,409

売上総利益 2,858,088

販売費及び一般管理費 2,642,524

営業利益 215,564

営業外収益  

受取利息 34,910

受取配当金 11,659

受取地代家賃 139,404

その他 63,664

営業外収益合計 249,638

営業外費用  

支払利息 46,646

支払地代家賃及び減価償却費 159,650

たな卸資産除却損 41,169

その他 63,414

営業外費用合計 310,880

経常利益 154,321

特別損失  

投資有価証券評価損 20,144

特別損失合計 20,144

税金等調整前四半期純利益 134,176

法人税、住民税及び事業税 8,814

法人税等調整額 5,881

法人税等合計 14,696

四半期純利益 119,480



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９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 134,176

減価償却費 118,870

貸倒引当金の増減額（△は減少） △37,554

退職給付引当金の増減額（△は減少） △8,996

投資有価証券売却損益（△は益） 1

投資有価証券評価損益（△は益） 20,144

受取利息及び受取配当金 △46,569

支払利息 46,646

固定資産処分損益（△は益） 19,678

売上債権の増減額（△は増加） △633,466

たな卸資産の増減額（△は増加） 389,846

仕入債務の増減額（△は減少） 53,102

未払消費税等の増減額（△は減少） △26,796

その他 △189,337

小計 △160,252

利息及び配当金の受取額 47,638

利息の支払額 △45,834

法人税等の支払額 △6,056

営業活動によるキャッシュ・フロー △164,504

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 △50,487

投資有価証券の取得による支出 △3,056

投資有価証券の売却による収入 3

貸付けによる支出 △12,009

貸付金の回収による収入 17,285

その他 44,957

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,308

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） △160,726

長期借入金の返済による支出 △852

社債の発行による収入 485,704

社債の償還による支出 △1,000,000

自己株式の売却による収入 142

自己株式の取得による支出 △5,337

配当金の支払額 △259,330

財務活動によるキャッシュ・フロー △940,399

現金及び現金同等物に係る換算差額 2,164

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,106,048

現金及び現金同等物の期首残高 5,906,121

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,800,073



　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

〔事業の種類別セグメント情報〕

　当第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年９月30日）　

塗料事業
（千円）

住宅メンテナン
ス用品・日用雑
貨・園芸用品事
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 5,421,531 3,464,966 8,886,498 － 8,886,498

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
6,725 － 6,725 （△6,725）　 －

計 5,428,257 3,464,966 8,893,224 （△6,725）　 8,886,498

営業利益 109,630 106,651 216,281 （△717）　 215,564

 

〔所在地別セグメント情報〕

　当第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年９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。

〔海外売上高〕

　当第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年９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。　



「参考資料」

前年同四半期に係る財務諸表

（１）中間連結損益計算書

前中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

区分 金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高  8,938,208 100.0

Ⅱ　売上原価  5,993,317 67.1

売上総利益  2,944,890 32.9

Ⅲ　販売費及び一般管理費  2,570,894 28.8

営業利益  373,996 4.2

Ⅳ　営業外収益    

１．受取利息及び配当金 67,398   

２．受取地代家賃 158,035   

３．その他 18,529 243,963 2.7

Ⅴ　営業外費用    

１．支払利息 46,922   

２．支払地代家賃及び減価償却
費

168,147   

３．たな卸資産廃却損 53,380   

４．その他　 47,944 316,395 3.5

経常利益  301,565 3.4

Ⅵ　特別利益    

１．固定資産売却益 37,440   

２．貸倒引当金戻入益 94,000 131,440 1.5

税金等調整前中間純利益  433,005 4.8

法人税、住民税及び事業税 13,800   

法人税等調整額 △222,009 △208,209 △2.3

中間純利益  641,215 7.2



（２）中間連結キャッシュ・フロー計算書

前中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９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

税金等調整前中間純利益 433,005

減価償却費　 122,063

長期前払費用等償却額　 1,207

貸倒引当金減少額　 △92,112

退職給付引当金減少額 △23,528

固定資産処分益　 △39,356

為替差益　 △525

受取利息及び受取配当金　 △67,398

支払利息　 46,922

売上債権の増加額　 △488,076

たな卸資産の減少額　 276,673

仕入債務の減少額　 △373,708

未払消費税等の増加額　 31,927

その他　 74,257

小計 △98,648

利息及び配当金の受取額　 67,257

利息の支払額　 △46,639

法人税等の支払額　 △23,594

営業活動によるキャッシュ・
フロー

△101,625

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・
フロー

投資有価証券の取得による
支出　

△3,065

投資有価証券の売却による
収入　

121

有形固定資産の取得による
支出　

△21,842

有形固定資産の売却による
収入　

181,513

貸付けによる支出　 △19,733

貸付金の回収による収入　 115,378

その他の固定資産の純増加
額　

△934

その他の投資等の純増加額
　

△2,910

投資活動によるキャッシュ・
フロー

248,527



前中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

区分 金額（千円）

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・
フロー

 

短期借入金の純減少額　 △256,500

長期借入金の返済による支
出　

△2,620

社債の発行による収入　 491,978

社債の償還による支出　 △1,000,000

自己株式の売却による収入
　

241

自己株式の取得による支出
　

△5,791

配当金の支払額　 △259,417

財務活動によるキャッシュ・
フロー

△1,032,109

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換
算差額

△381

Ⅴ　現金及び現金同等物の減少額 △885,589

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残
高

5,230,590

Ⅶ　現金及び現金同等物の中間期
末残高

4,345,001



（３）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

前中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

塗料事業
（千円）

住宅メンテナン
ス用品・日用雑
貨・園芸用品事
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 5,597,121 3,341,087 8,938,208 － 8,938,208

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
2,674 － 2,674 （△2,674） －

計 5,599,795 3,341,087 8,940,883 （△2,674） 8,938,208

営業費用 5,331,867 3,235,443 8,567,310 （△3,098） 8,564,212

営業利益 267,928 105,644 373,572 （423） 373,996

　（注）１．事業区分の方法

当社グループの事業区分は、塗料に関係する塗料事業と、家庭で使用される住宅メンテナンス用品・日用雑

貨・園芸用品事業に大別されます。なお、その他の事業である物流サービス業及び賃貸業を行っている子会

社については、事業の種類別セグメント情報に与える影響が軽微であるため、住宅メンテナンス用品・日用

雑貨・園芸用品事業に含めております。

２．各事業区分の主要な製品及び商品

事業区分 売上区分 主要な製品及び商品

塗料

塗料類 家庭用塗料、産業用塗料、塗料溶剤

塗装 建築塗装、プラスチック製品塗装

塗装用品その他
塗装用機器、塗装用ハケ・筆、塗料剥

離剤

住宅メンテナンス用

品・日用雑貨・園芸用

品

インテリア・ハウスケア用品
カベ紙、ふすま紙、障子紙、住宅用洗

浄剤、補修材

日曜大工用品、日用雑貨、園芸用品
日曜大工用品、日用雑貨、園芸用品、

家具

〔所在地別セグメント情報〕

前中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

　本邦以外の国又は地域の連結子会社の売上高が、いずれも連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しま

す。

〔海外売上高〕

前中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

　海外売上高が、いずれも連結売上高の10％未満であるため、記載を省略します。
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