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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 18,505 ― 18 ― 727 ― 578 ―
20年3月期第2四半期 17,798 1.0 27 △80.1 745 31.6 536 35.3

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 24.81 ―
20年3月期第2四半期 23.05 23.02

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 40,085 18,600 45.1 775.04
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2四半期  18,082百万円 20年3月期  18,209百万円

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 ― 6.00 ― 7.00 13.00
21年3月期 ― 6.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 7.00 13.00

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 37,400 0.1 200 △52.2 1,200 △27.9 800 △31.0 34.31

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、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。]  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

  
※ 業績予想の適切 
・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。 

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  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2四半期  279,731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2四半期  23,302,122株 20年3月期第2四半期  23,269,460株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、米国のサブプライムローン問題の深刻化を背景とす

る米欧の景気減速により輸出の伸びが大幅に鈍化するとともに、原油および原材料価格の高騰が企業収益

を圧迫し、設備投資の減少や所得環境の悪化による個人消費の低迷など、景気の後退懸念が一段と強まっ

てまいりました。 

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、生産性の向上、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精力的に取組み、積極的な拡販活動に努めてまいりまし

た。また、各部門での懸命な原価低減および経費削減による収益の改善に取り組みました。 

以上の結果、当第２四半期連結累計期間の連結業績につきましては、売上高は185億5百万円（前年同期

比4.0％増）と増加したものの、当初の予想を大幅に上回る原油・ナフサ価格の高騰による原材料価格の

上昇や制度改正に伴う減価償却費の増加、棚卸資産の評価方法の変更に伴う費用増加の影響もあり、営業

利益は1千8百万円（前年同期比32.2％減）となりました。一方、海外を主体とした持分法投資利益等によ

り、経常利益は7億2千7百万円（前年同期比2.3％減）、四半期純利益は5億7千8百万円（前年同期比7.8％

増）となりました。 

 なお、前年同期比は参考として記載しております。 
  

①資産、負債及び純資産の状況 

当第２四半期連結会計期間末における総資産は、400億8千5百万円と前連結会計年度末に比べ3億5百万

円減少となりました。減少した主な要因は、有形固定資産の減少2億1千1百万円によるものです。 

負債合計は214億8千5百万円と前連結会計年度末に比べ1億8千2百万円減少しました。減少した主な要因

は、流動負債その他で3億5千6百万円増加があったものの、仕入債務が1億8千2百万円、借入金が3億1百万

円、それぞれ減少したことなどによるものです。 

純資産合計は、186億円と前連結会計年度末に比べ1億2千2百万円減少となりました。減少した主な要因

は利益剰余金で4億2千3百万円増加があったものの、その他有価証券評価差額金が2億3千9百万円、為替換

算調整勘定が3億2千1百万円、それぞれ減少したことなどによるものです。 

  

②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は、24億9千４百万円と前連結会計年度末に

比べ7千8百万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15億6千4百万円の増加となりました。この主な要因は減価償却費

12億7千1百万円、売上債権の減少3億3千1百万円などの収入によるものです。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは10億2千1百万円の減少となりました。この主な要因は有価証券の

取得9千9百万円、有形固定資産の取得8億4千7百万円などの支出によるものです。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは4億7千5百万円の減少となりました。この主な要因は長期借入金

の返済による支出2億8百万円、配当金の支払1億8千1百万円などによるものです。 

  

今後の見通しにつきましては、世界経済の低迷や金融市場の混乱等により、世界規模での景気後退懸念

が一段と強まっております。また、原材料価格の高騰に加えて、輸出や設備投資の減少など先行きの不透

明感が増しており、今後も厳しい経営環境が続くものと予想されます。 

 このような経営環境のもと、市場ニーズに即応した新製品の開発、中国・アセアン諸国・インドを中心

とした積極的な海外業務展開、業務効率化等に積極的に取組み、持続的成長軌道の確立に向けて収益力の

一層の強化を図ってまいります。 

 なお、平成21年3月期の通期の連結業績予想につきましては、売上高374億円（前期比0.1％増）、営業

利益2億円（前期比52.2％減）、経常利益12億円（前期比27.9％減）、当期純利益8億円（前期比31.0％

減）を見込んでおります。 

【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

2. 連結財政状態に関する定性的情報

3. 連結業績予想に関する定性的情報



  
  

該当事項はありません。 

  

（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２四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。 

  

（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、当第２四半期連結累計期間の売上総利益及び営業利益並びに経常利益はそれぞれ

31,175千円減少し、税金等調整前四半期純利益は35,799千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。 
  

（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、当第２四半期連結累計期間の売上総利益が28,618千円、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28,642千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。 
  

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)

(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

(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



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 2,617,954 2,545,037 

受取手形及び売掛金 10,465,281 10,796,711 

有価証券 99,827 － 

商品及び製品 1,165,602 1,156,563 

仕掛品 250,721 254,535 

原材料及び貯蔵品 885,150 833,089 

繰延税金資産 365,505 371,147 

その他 259,233 170,053 

貸倒引当金 △37,563 △31,894 

流動資産 16,071,711 16,095,244 

固定資産 

有形固定資産 14,110,531 14,321,683 

無形固定資産 227,085 273,963 

投資その他の資産 

投資有価証券 7,845,808 8,169,509 

繰延税金資産 596,558 442,180 

その他 1,277,235 1,142,941 

貸倒引当金 △43,287 △45,472 

投資損失引当金 － △9,040 

投資その他の資産合計 9,676,315 9,700,118 

固定資産合計 24,013,932 24,295,764 

資産合計 40,085,644 40,391,009 



(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) 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 7,865,542 8,048,178 

短期借入金 4,933,304 2,973,379 

未払法人税等 59,556 51,081 

その他 3,066,919 2,710,314 

流動負債合計 15,925,322 13,782,953 

固定負債 

長期借入金 2,393,989 4,655,627 

退職給付引当金 3,054,266 3,117,386 

負ののれん 2,534 5,068 

その他 109,042 106,573 

固定負債合計 5,559,832 7,884,654 

負債合計 21,485,154 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 4,362,988 4,363,758 

利益剰余金 8,070,948 7,647,698 

自己株式 △118,680 △127,555 

株主資本合計 17,068,341 16,636,986 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 1,227,669 1,467,616 

繰延ヘッジ損益 3,348 － 

為替換算調整勘定 △216,509 105,293 

評価・換算差額等合計 1,014,509 1,572,909 

新株予約権 61,519 51,660 

少数株主持分 456,119 461,845 

純資産合計 18,600,489 18,723,401 

負債純資産合計 40,085,644 40,391,009 



(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 18,505,367 

売上原価 15,281,470 

売上総利益 3,223,897 

販売費及び一般管理費 3,204,997 

営業利益 18,900 

営業外収益 

受取配当金 105,727 

持分法による投資利益 612,115 

その他 54,912 

営業外収益合計 772,756 

営業外費用 

支払利息 61,793 

その他 2,006 

営業外費用合計 63,800 

経常利益 727,856 

特別利益 

固定資産売却益 2,119 

特別利益合計 2,119 

特別損失 

固定資産処分損 83,967 

その他 6,805 

特別損失合計 90,773 

税金等調整前四半期純利益 639,202 

法人税等 51,626 

少数株主利益 9,536 

四半期純利益 578,039 



(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 639,202 

減価償却費 1,271,794 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △63,119 

受取利息及び受取配当金 △108,727 

支払利息 61,793 

持分法による投資損益（△は益） △612,115 

固定資産処分損益（△は益） 83,967 

売上債権の増減額（△は増加） 331,430 

たな卸資産の増減額（△は増加） △57,285 

仕入債務の増減額（△は減少） △182,636 

その他 147,863 

小計 1,512,168 

利息及び配当金の受取額 193,057 

利息の支払額 △62,491 

法人税等の支払額 △78,031 

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,564,702 

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 △847,663 

投資有価証券の取得による支出 △5,451 

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 8,052 

その他 △20,140 

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,021,878 

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） △93,204 

長期借入金の返済による支出 △208,508 

配当金の支払額 △166,421 

少数株主への配当金の支払額 △15,300 

その他 7,737 

財務活動によるキャッシュ・フロー △475,695 

現金及び現金同等物に係る換算差額 11,187 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 78,316 

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 2,494,931 



  

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。 

  

当第２四半期連結会計期間（自 平成20年7月1日 至 平成20年9月30日） 

該当事項はありません。 

  

【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） 

 
（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、当第２四半期連結累計期間の塗料関連事業の営業損失が19,298千円増加し、自

動車製品関連事業の営業利益が11,877千円減少しております。 
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、当第２四半期連結累計期間の塗料関連事業の営業損失が11,525千円増加し、自
動車関連事業の営業利益が17,116千円減少しております。 

  
【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） 
本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な存外支店がないため、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。 

  

 該当事項はありません。 
  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

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 6,277,918 12,227,449 18,505,367 ― 18,505,367

 (2) セグメント間の内部
     売上高又は振替高 4,954 ― 4,954 (4,954) ―

 計 6,282,872 12,227,449 18,510,321 (4,954) 18,505,367

  営業利益又は営業損失(△) △ 2,381 21,281 18,900 ― 18,900

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記



前中間連結損益計算書 

「参考」

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     17,798,037 100.0

Ⅱ 売上原価     14,563,201 81.8

      売上総利益      3,234,836 18.2

Ⅲ 販売費及び一般管理費      3,206,951 18.0

      営業利益 27,884 0.2

Ⅳ 営業外収益

   1. 受取配当金         103,495 

   2. 不動産賃貸料          10,548 

   3. 持分法による投資利益         644,237 

   4. その他          26,404        784,686 4.4

Ⅴ 営業外費用

   1. 支払利息 63,436

   2. その他 4,110         67,546 0.4

      経常利益        745,024 4.2

Ⅵ 特別利益

   1. 固定資産売却益 500

   2. 投資有価証券売却益 55,504         56,004 0.3

Ⅶ 特別損失

      固定資産処分損 116,624        116,624 0.7

      税金等調整前中間純利益        684,404 3.8

      法人税、住民税及び事業税 44,525

      法人税等調整額 103,534        148,059 0.8

      少数株主利益             98 0.0

      中間純利益        536,246 3.0



前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

   1. 税金等調整前中間純利益 684,404

   2. 減価償却費 1,193,354

   3. 退職給付引当金の減少額 △ 169,445

   4. 貸倒引当金の増加額 4,704

   5. 受取利息及び受取配当金 △ 105,730

   6. 投資有価証券売却益 △ 55,504

   7. 支払利息 63,436

   8. 持分法による投資利益 △ 644,237

   9. 固定資産売却益 △ 500

  10. 固定資産処分損 116,624

  11. 売上債権の減少額 579,890

  12. たな卸資産の増加額 △ 72,994

  13. 仕入債務の減少額 △ 722,195

  14. その他 102,724

         小   計 974,531

  15. 利息及び配当金の受取額 585,482

  16. 利息の支払額 △ 61,033

  17. 法人税等の支払額 △ 118,611

      営業活動によるキャッシュ・フロー    1,380,368

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 △ 1,925,327

   2. 有形固定資産の売却による収入 3,604

   3. 投資有価証券の取得による支出 △ 14,138

   4. 関係会社株式等の取得による支出 △ 110,207

   5. 関係会社株式等の売却による収入 67,755

   6. 貸付金の回収による収入 7,902

   7. その他 △ 5,743

      投資活動によるキャッシュ・フロー    △ 1,976,156

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

   1. 定期預金の払い戻しによる収入 41,600

   2. 定期預金の預入れによる支出 △ 36,200

   3. 短期借入金の純増加額 1,209

   4. 長期借入金の返済による支出 △ 144,628

   5. 自己株式の取得による支出 △ 4,217

   6. 自己株式の売却による収入 839

   7. 増資による収入 2,230

   8. 配当金の支払額 △ 165,174

   9. 少数株主への配当金の支払額 △ 17,060

      財務活動によるキャッシュ・フロー    △ 321,401

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △ 5,258

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少額 △ 922,446

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中間期末残高 2,003,593



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） 

 
（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 会計処理の変更 
  （１）有形固定資産の減価償却の方法の変更 

「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、当社及び
国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当中間連結会計期間より平成19年4月1日以
降に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更
しております。 
 これにより、営業費用は塗料関連事業が3,130千円、自動車製品関連事業が34,581千
円増加し、塗料関連事業の営業損失が同額増加し、自動車製品関連事業の営業利益が同
額減少しております。 

  （２）不動産賃貸料等の計上区分の変更 
「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、当中間連

結会計期間より、受取家賃及び受取賃貸料を売上原価並びに販売費及び一般管理費より
控除する方法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5,645千円、自動車製品関連事業が18,805千
円減少し、塗料関連事業の営業損失が同額減少し、自動車製品関連事業の営業利益が同
額増加しております。 

  
【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)において、当社は本邦以外の
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】 

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)において、当社は海外売上高
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。 

  

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

5,750,072 12,047,964 17,798,037 ― 17,798,037

 (2) セグメント間の内部 
     売上高又は振替高

1,800 ― 1,800 (1,800) ―

 計 5,751,872 12,047,964 17,799,837 (1,800) 17,798,037

 営業費用 5,939,467 11,832,485 17,771,952 (1,800) 17,770,152

 営業利益又は営業損失(△) △ 187,594 215,479 27,884 ― 27,884
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