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1.  平成21年3月期第2四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年9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2四半期 7,741 ― 15 ― 29 ― △68 ―

20年3月期第2四半期 6,961 △10.2 137 △67.1 147 △66.1 71 △68.2

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 △6.47 ―

20年3月期第2四半期 6.81 ―

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 12,795 7,177 56.1 680.18
20年3月期 12,737 7,287 57.2 690.52

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  7,177百万円 20年3月期  7,287百万円

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 ― 4.00 ― 5.00 9.00
21年3月期 ― 4.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 5.00 9.00

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） 
（％表示は対前期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
 

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 15,800 8.4 130 △60.4 160 △55.8 60 △70.8 5.06

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、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧下さい。]  

(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、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧下さい。]  

(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 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  10,716,954株 20年3月期  10,716,954株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  165,110株 20年3月期  163,890株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年3月期第2四半期  10,552,538株 20年3月期第2四半期  10,555,674株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 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、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。  
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当第２四半期会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に端を発した金融不安、
原油高や原材料価格の高騰による企業業績の悪化や個人消費の低迷等、景気の先行きに不透明感が増しま
した。 

当社主力の建築仕上げ業界におきましては、建築基準法改正の影響一巡に伴い昨年秋頃から持ち直しの
動きが見られましたが、原材料の高騰に起因する建築工事の落ち込み、企業業績の鈍化、公共投資の削減
などによる市場規模の縮小など厳しい経営環境が続いております。 

当社はこの情勢に対処すべく、引き続き住宅リフォーム事業に注力し、我が社独自商品で外壁剥落防止
に最適なモダンアートの販売を強化し、1,200色のカラーカードを活用した高付加価値商品の拡販に努め
業績の向上に全力を挙げて取り組みました。 

当第２四半期(累計期間)の売上高の増減を品目別に見ますと、主力の建築仕上材は、前年同期比1.6%
増、建築下地調整材は同6.0%増、建築土木資材は同72.5%増、ファインセラミックは30.3%増、ビルリフレ
ッシュ(工事)は同23.4%増となり、タイル接着材は同9.3%減となりました。 

この結果、全体としての売上高は前年同期比11.2%増の77億４千１百万円となりました。 

利益面におきましては、原材料の高騰等が影響し、営業利益は前年同期比88.4%減の１千５百万円、経
常利益は同80.0%減の２千９百万円、四半期純損失は同195%減の６千８百万円となりました。 

  
品目別売上高は次の通りであります。 

・定性的情報・財務諸表等

1. 経営成績に関する定性的情報

期別 前第２四半期累計期間 当第２四半期累計期間

前年同期比(自 平成19年４月 (自 平成20年４月

  至 平成19年９月）   至 平成20年９月）

品目 金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率

百万円 % 百万円 % 百万円 %

建築仕上材 3,380 48.6 3,435 44.4 54 1.6

建築下地調整材 695 10.0 737 9.5 41 6.0

タイル接着材 116 1.7 105 1.4 △ 10 △ 9.3

ファインセラミック 313 4.5 407 5.3 94 30.3

建築土木資材 52 0.7 90 1.1 38 72.5

ビルリフレッシュ(工事) 2,402 34.5 2,964 38.3 561 23.4

合計 6,961 100.0 7,741 100.0 780 11.2

※前年同期比は、参考として記載しております。
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当第２四半期末の総資産は127億95百万円となり、前事業年度末と比較して57百万円増加しました。 

主な要因は、受取手形及び売掛金が増加したことによるものであります。 

負債総額は56億17百万円となり、前事業年度末と比較して１億67百万円増加しました。 

主な要因は、支払手形及び買掛金が増加したことによるものであります。 

純資産総額は71億77百万円となり、前事業年度末と比較して１億９百万円減少しました。 

主な要因は、利益剰余金が減少したことによるものであります。 

(キャッシュ・フローの状況) 

当第２四半期累計期間における現金及び現金同等物は、17億81百万円となりました。 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

当第２四半期累計期間において、営業活動の結果得られた資金は、１億91百万円となりました。 

これは主に、減価償却費等によるものであります。 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

当第２四半期累計期間において、投資活動の結果使用した資金は１億75百万円となりました。 

これは主に、各務原工場増強工事に伴う有形固定資産の取得によるものであります。 

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

当第２四半期累計期間において、財務活動の結果使用した資金は、63百万円となりました。 

これは主に、配当金の支払によるものであります。 

  

通期の業績見通しにつきましては、金融市場の混乱、原油価格の乱高下、原材料価格の高騰等の問題よ
り、先行きの不透明感が一層深まり、個人消費も低迷が続くものと思われます。 
このような状況の中、当社主力の建築仕上材業界におきましても、さらに厳しい経営環境になると推測

されます。 

詳細は、平成20年10月27日付「業績予測の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。 

なお、平成20年５月16日の決算短信で発表いたしました通期の業績予想との差異は以下の通りです。 

  

当期の業績予想数値の修正(平成20年４月１日～平成21年３月31日) 

 
(注) 上記業績予想数値につきましては、現時点において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績

は今後様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。 

  
  

  

2. 財政状態に関する定性的情報

3. 業績予想に関する定性的情報

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

前回発表予測(A) 15,800 600 620 300 28.42

今回修正予測(B) 15,800 130 160 60 5.06

増減額(B-A) ― △ 470 △ 460 △ 240 ―

増減率(%) ― △78.3% △74.2% △80.0% ―

(ご参考)

前期実績(平成20年3月期) 14,579 328 362 205 19.46

菊水化学工業㈱（7953）平成21年3月期第2四半期決算短信（非連結）

3



1．一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第２四半期会計期間末の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、前事業年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

  

2．固定資産の減価償却費の算定方法 

固定資産の減価償却費の算定方法は、定率法を採用している資産については、事業年度に係る減価

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。 

  

3．経過勘定項目の算定方法 

合理的な算定方法による概算額で計上する方法によっております。 

  

4．税金費用の計算 

税金費用については、当四半期会計期間を含む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(累計期間)に当該見積実効税率を乗じて計算

しております。ただし、これによると著しく合理性を欠く結果となる場合には「四半期財務諸表に関

する会計基準の適用指針」第19項の規定により、「中間財務諸表等における税効果会計に関する実務

指針」第12項(法定実効税率を使用する方法)に準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。 

    

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。    

  

2．「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第９号)を当期第1四半期会計期間から適用

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。 

この結果、従来の方法によった場合に比べて、売上総利益、営業利益、経常利益及び税引前四半

期純利益がそれぞれ８百万円減少しております。 

  

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

(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
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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）

当第２四半期会計期間末
(平成20年9月30日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成20年3月31日)

資産の部 

流動資産

現金及び預金 2,066,122 2,087,818

受取手形及び売掛金 4,579,662 4,468,887

商品 42,457 47,651

製品 383,258 395,895

原材料 184,885 157,687

仕掛品 144,483 128,382

その他 387,486 462,828

貸倒引当金 △32,147 △31,611

流動資産合計 7,756,209 7,717,540

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 731,876 757,259

機械及び装置（純額） 213,827 221,202

土地 1,417,931 1,417,931

その他（純額） 204,193 114,941

有形固定資産合計 2,567,828 2,511,334

無形固定資産 164,970 189,056

投資その他の資産

その他 2,317,085 2,330,055

貸倒引当金 △11,068 △10,775

投資その他の資産 2,306,016 2,319,280

固定資産合計 5,038,815 5,019,671

資産合計 12,795,024 12,737,211
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末
(平成20年9月30日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(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 2,247,585 2,081,536

短期借入金 1,200,000 1,270,000

未払法人税等 35,795 －

その他 613,179 643,882

流動負債合計 4,096,561 3,995,419

固定負債

社債 280,000 290,000

長期借入金 120,000 50,000

退職給付引当金 540,203 548,083

役員退職慰労引当金 547,113 538,887

その他 33,973 27,693

固定負債合計 1,521,290 1,454,664

負債合計 5,617,852 5,450,083

純資産の部

株主資本

資本金 1,394,100 1,394,100

資本剰余金 1,092,160 1,092,160

利益剰余金 4,733,423 4,854,459

自己株式 △91,054 △90,409

株主資本合計 7,128,628 7,250,310

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 48,544 36,817

評価・換算差額等合計 48,544 36,817

純資産合計 7,177,172 7,287,127

負債純資産合計 12,795,024 12,737,211
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(2) 【四半期損益計算書】

（単位：千円）

当第2四半期累計期間
(自 平成20年４月１日
至 平成20年９月30日)

売上高 7,741,691

売上原価 5,723,331

売上総利益 2,018,359

販売費及び一般管理費 2,002,381

営業利益 15,977

営業外収益

受取利息 3,937

受取配当金 8,198

その他 16,459

営業外収益合計 28,594

営業外費用

支払利息 10,305

売上割引 3,658

その他 938

営業外費用合計 14,902

経常利益 29,669

特別利益

固定資産売却益 14,695

特別利益合計 14,695

特別損失

投資有価証券評価損 60,855

その他 22,543

特別損失合計 83,398

税引前四半期純損失（△） △39,033

法人税等 29,237

四半期純損失（△） △68,271
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円） 

当第２四半期累計期間 
(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 

税引前四半期純損失（△） △39,033 

減価償却費 114,433 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 829 

受取利息及び受取配当金 △12,135 

支払利息 10,305 

有形固定資産売却損益（△は益） △14,620 

投資有価証券評価損 60,855 

売上債権の増減額（△は増加） △111,070 

たな卸資産の増減額（△は増加） △29,877 

仕入債務の増減額（△は減少） 166,049 

その他 △63,508 

小計 82,227 

利息及び配当金の受取額 23,567 

利息の支払額 △10,281 

遅延損害金の支払額 △15,234 

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 111,714 

営業活動によるキャッシュ・フロー 191,992 

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 △26,146 

有形固定資産の取得による支出 △124,315 

有形固定資産の売却による収入 19,378 

無形固定資産の取得による支出 △8,600 

投資有価証券の取得による支出 △31,136 

その他 △4,389 

投資活動によるキャッシュ・フロー △175,210 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

長期借入れによる収入 70,000 

長期借入金の返済による支出 △70,000 

社債の償還による支出 △10,000 

自己株式の取得による支出 △644 

配当金の支払額 △53,028 

財務活動によるキャッシュ・フロー △63,673 

現金及び現金同等物に係る換算差額 3 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △46,887 

現金及び現金同等物の期首残高 1,828,609 

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,781,721 

菊水化学工業㈱（7953）平成21年3月期第2四半期決算短信（非連結）

8



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

等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 

  

該当事項はありません。 

  

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) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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前年同四半期に係る財務諸表 

(要約)中間損益計算書 

 
  

  

  

「参考」

科目
前中間会計期間

(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 売上高 6,961,452

Ⅱ 売上原価 4,875,000

   売上総利益 2,086,452

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,949,306

   営業利益 137,145

Ⅳ 営業外収益 27,544

Ⅴ 営業外費用 16,708

   経常利益 147,981

Ⅵ 特別利益 6,324

Ⅶ 特別損失 11,405

   税引前中間純利益 142,901

      法人税、住民税及び事業税 11,223

      法人税等調整額 59,805

      中間純利益 71,872
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