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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 13,274 ― 493 ― 692 ― 293 ―

20年3月期第2四半期 12,968 △0.8 119 △69.3 278 △54.7 △501 ―

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 15.19 ―

20年3月期第2四半期 △26.00 ―

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 37,178 29,667 78.9 1,520.65
20年3月期 36,278 29,578 80.6 1,516.55

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  29,328百万円 20年3月期  29,251百万円

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 ― 7.50 ― 7.50 15.00
21年3月期 ― 7.50 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 7.50 15.00

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 24,800 0.5 530 211.7 870 71.9 375 ― 19.44

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11月13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。  

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  22,000,000株 20年3月期  22,000,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  2,713,330株 20年3月期  2,711,730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  19,287,387株 20年3月期第2四半期  19,294,649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 

  

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  

   

  
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を発端とする世界的な信用収縮

懸念から世界経済の成長率が鈍化したことに加え、食料・エネルギーを中心とした値上がり、世界的インフレ圧力、

さらに円高、株安の進行によって、景気下振れの懸念、先行き不透明感が強まりました。 

塗料業界においては、汎用塗料分野における建築・外装、自動車補修、家庭塗料、木工塗料等の需要は低調に推移

しましたが、自動車、造船、電気、機械、海外関係等の分野で需要が伸びました。国内生産量・出荷数量はほぼ横ば

いでしたが、原油価格の高騰による製造原価上昇を製品価格にある程度転嫁出来たことにより出荷金額ベースでは前

年を上回りました。 

このような経済状況のもとで、当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、企業の社会的責任を果たしつつ経営

資源を最大限に活用し、国内は勿論、海外市場開拓も含めて積極的な売上増進に努め、当第２四半期連結累計期間の

売上高は、132億74百万円（前年同期比2.4％増）となりました。一方収益面では、原油高騰による製造原価上昇に対

応して製品価格の修正を行うとともに、生産効率の向上、社内コストの削減等の努力によって、営業利益４億93百万

円、経常利益６億92百万円、四半期純利益は２億93百万円となりました。 

製品分野別の売上につきましては、車両用塗料分野においては、販売店やユーザー対象に環境セミナーを実施し、

ＶＯＣ排出50％削減が可能な「プロタッチハイソリッド仕様」、ＰＲＴＲ対応型のハイソリッドクリヤー「マルチト

ップハイクリヤー」等の環境対応商品の拡販を図るとともに、海外市場にも積極的に展開し、前年同期比2.7％増とな

りました。 

また、工業用塗料分野においては、粉体塗料、焼付けウレタン塗料や接着剤の需要が顕著に増加し、前年同期比

6.9％増となりました。 

一方、建築用塗料分野においては、環境負荷の少ない水性塗料、鉛・クロムフリー塗料、高性能弱溶剤型塗料等の

拡販に努めた結果、前年同期比2.6％増となりました。 

家庭用塗料分野においては、高耐候性塗料等の拡販に努めましたが、主要製品のエアゾール出荷本数減により前年

同期比4.6％減となりました。 

  
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９億円増加し、371億78百万円となりました。主

な増減要因は、受取手形及び売掛金が９億69百万円増加し、棚卸資産が１億74百万円減少したことであります。 

 当第２四半期連結会計期間末の負債の合計は、前連結会計年度末に比べ８億10百万円増加し、75億10百万円となり

ました。主な増加要因は、買掛金が６億円、未払法人税等が２億58百万円それぞれ増加したことであります。 

当第２四半期連結会計期間末の純資産の合計は、前連結会計年度末に比べ89百万円増加し、296億67百万円となりま

した。主な増減要因は、利益剰余金が１億50百万円増加し、その他有価証券評価差額金が72百万円減少したことであ

ります。 

この結果、自己資本比率は、前連結会計年度末の80.6％から78.9％となり1.7ポイント低下しました。 

  
 通期の連結業績予想については、平成20年11月13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） 

  
(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 

  

  
 該当事項はありません。 

  
１．簡便な会計処理  

①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

一般債権の貸倒見積高の算定方法は、貸倒実績率等が前事業年度末に算定したものと著しい変化がないと認め

られるため、前連結会計年度決算において算定した貸倒実績率を使用して一般債権の貸倒見積高を算定しており

ます。 

②固定資産の減価償却の算定方法 

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出する方法によ

っております。 

２．四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、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．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．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、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52百万円減少しております。 

・追加情報 

当社の機械装置については、従来、耐用年数を７～15年としておりましたが、第１四半期連結会計期間より法

人税法の改正を契機に見直しを行い、５～14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10百

万円減少しております。 



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

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 6,793 6,237

受取手形及び売掛金 6,087 5,118

商品 331 276

製品 2,191 2,366

原材料 1,928 2,029

仕掛品 858 812

繰延税金資産 131 131

その他 695 581

貸倒引当金 △14 △11

流動資産合計 19,003 17,542

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 15,583 15,408

減価償却累計額 △10,199 △10,019

建物及び構築物（純額） 5,383 5,388

機械装置及び運搬具 13,511 13,442

減価償却累計額 △12,017 △11,811

機械装置及び運搬具（純額） 1,494 1,630

土地 7,568 7,596

建設仮勘定 17 21

その他 2,021 1,996

減価償却累計額 △1,705 △1,680

その他（純額） 316 316

有形固定資産合計 14,779 14,953

無形固定資産   

ソフトウエア 25 31

その他 98 86

無形固定資産合計 124 117

投資その他の資産   

投資有価証券 2,108 2,226

長期貸付金 217 211

繰延税金資産 389 339

その他 586 917

貸倒引当金 △31 △29

投資その他の資産合計 3,270 3,665

固定資産合計 18,174 18,735

資産合計 37,178 36,278



（単位：百万円）

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   

買掛金 4,379 3,778

未払法人税等 278 19

賞与引当金 235 234

その他 938 954

流動負債合計 5,831 4,986

固定負債   

退職給付引当金 1,487 1,527

役員退職慰労引当金 107 107

その他 84 78

固定負債合計 1,679 1,713

負債合計 7,510 6,700

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,100 1,100

資本剰余金 530 530

利益剰余金 29,511 29,361

自己株式 △2,138 △2,137

株主資本合計 29,003 28,854

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 324 397

評価・換算差額等合計 324 397

少数株主持分 339 326

純資産合計 29,667 29,578

負債純資産合計 37,178 36,278



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

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 13,274

売上原価 10,843

売上総利益 2,431

販売費及び一般管理費 1,938

営業利益 493

営業外収益  

受取利息 9

受取配当金 35

受取賃貸料 91

業務受託手数料 53

持分法による投資利益 4

その他 32

営業外収益合計 227

営業外費用  

売上割引 13

雑支出 9

その他 4

営業外費用合計 28

経常利益 692

特別利益  

前期損益修正益 0

特別利益合計 0

特別損失  

減損損失 117

その他 11

特別損失合計 128

税金等調整前四半期純利益 564

法人税等 253

少数株主利益 17

四半期純利益 293



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

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 564

減価償却費 454

減損損失 117

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △0

退職給付引当金の増減額（△は減少） △39

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3

賞与引当金の増減額（△は減少） 1

受取利息及び受取配当金 △45

持分法による投資損益（△は益） △4

その他の流動資産の増減額（△は増加） △77

投資有価証券評価損益（△は益） 0

有形固定資産除却損 1

ゴルフ会員権評価損 9

売上債権の増減額（△は増加） △971

たな卸資産の増減額（△は増加） 174

仕入債務の増減額（△は減少） 600

未払消費税等の増減額（△は減少） △31

その他の流動負債の増減額（△は減少） 51

その他 168

小計 978

利息及び配当金の受取額 46

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 66

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,090

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 △20

定期預金の払戻による収入 20

有形固定資産の取得による支出 △435

貸付けによる支出 △129

貸付金の回収による収入 25

その他の支出 △2

その他の収入 153

投資活動によるキャッシュ・フロー △388

財務活動によるキャッシュ・フロー  

自己株式の取得による支出 △0

配当金の支払額 △142

少数株主への配当金の支払額 △3

財務活動によるキャッシュ・フロー △146

現金及び現金同等物に係る換算差額 －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 555

現金及び現金同等物の期首残高 6,157

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,713
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