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1.  平成21年3月期第3四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 23,189 ― 1,261 ― 1,200 ― 664 ―
20年3月期第3四半期 20,702 13.1 556 46.9 515 46.8 260 20.9

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3四半期 144.84 ―
20年3月期第3四半期 56.66 ―

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3四半期 17,933 5,281 29.4 1,150.69
20年3月期 16,414 4,778 29.1 1,041.06

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  5,281百万円 20年3月期  4,778百万円

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 ― 20.00 20.00
21年3月期 ― 0.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 20.00 20.00

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 28,500 3.5 1,378 68.5 1,300 71.3 676 64.9 147.29

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、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。］  

(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、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) 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 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第3四半期  4,592,000株 20年3月期  4,592,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  2,300株 20年3月期  2,300株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年3月期第3四半期  4,589,700株 20年3月期第3四半期  4,589,700株

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１. 平成20年5月20日に公表いたしました通期業績予想を本日付で修正しております。詳細につきましては、本日発表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」を
ご参照ください。 
２. 業績予想につきましては、当社が現時点で入手可能な情報をもとに行なった見込みであり、今後経済情勢、事業運営における様々な状況変化によって、実際の業績
と異なる場合があります。 
３. 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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【定性的情報・財務諸表等】 

 １．経営成績に関する定性的情報  

当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、米国に端を発した金融危機による世界経済の悪化が国内

景気を急激に減速させ、加えて円高にともなう企業業績の悪化、株安の進行等から一層厳しさを増す状況

で推移いたしました。 
当社が主として関連する塗料業界におきましても、こうした経済環境のもと出荷数量は減少となりまし

た。 

このような情勢のもとで、当社における当第３四半期までの製品出荷数量は、111,248 トン（前年同期

比 2.1％減）となりました。 

当第３四半期累計期間の業績といたしましては、売上高は製品出荷数量が減少したものの販売単価が底

堅く推移したため 231 億 89 百万円（前年同期比 12.0％増）となりました。 

主な品目の売上高は、単一溶剤類が 90 億 35 百万円（前年同期比 10.3％増）、印刷用溶剤類が 48 億 98

百万円（前年同期比 26.3％増）、特殊シンナー類が 21 億 43 百万円（前年同期比 11.4％増）、洗浄用シ

ンナー類が 18 億 34 百万円（前年同期比 6.1％増）、単一溶剤直送品を中心とした商品が 30 億 80 百万円

（前年同期比 4.5％増）となりました。 

また損益面では、高騰していた原油・ナフサ市況が下落に転じたことにより原材料価格が低下するとと

もに原材料の効率的な購入を促進した結果、営業利益 12 億 61 百万円（前年同期比 126.5％増）、経常利

益 12 億円（前年同期比 132.8％増）、四半期純利益 6 億 64 百万円（前年同期比 155.6％増）となり、い

ずれも大幅増益となりました。 
なお、前年同期比は参考として記載しております。 

 

２．財政状態に関する定性的情報 

当第３四半期の総資産額は 179 億 33 百万円となり、前事業年度末と比較し 15 億 19 百万円増加いたし

ました。主な要因は、受取手形及び売掛金の増加 11 億 99 百万円、たな卸資産の増加 99 百万円、有形固

定資産の増加 2 億 25 百万円等によるものであります。 

負債総額は 126 億 52 百万円となり、前事業年度末と比較し 10 億 16 百万円増加いたしました。主な要

因は、支払手形及び買掛金の増加 3 億 16 百万円、短期借入金の増加 2 億 47 百万円、長期借入金の増加 2

億 31 百万円等によるものであります。 

純資産合計は 52 億 81 百万円となり、前事業年度末と比較し 5億 3百万円増加いたしました。主な要因

は、利益剰余金の増加 5 億 72 百万円によるものであります。 

 

３．業績予想に関する定性的情報 
通期業績予想につきましては、当第３四半期までの実績及び今後の見通しを勘案し、前回予想数値（平

成 20 年 5 月 20 日公表）を修正しております。 

詳細につきましては、本日別途公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。
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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 

  税金費用の計算 

当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

半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。 

 

(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 

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。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。 

② 棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 

「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第

９号）を第１四半期会計期間より適用し、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。当該変更に伴う損益に与える影響はありません。 

③ リース取引に関する会計基準等の適用 

「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成５年６月17日 最終改正平成19年３

月30日 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」（企業会計基準委員

会 平成６年１月18日 最終改正平成19年３月30日 企業会計基準適用指針第16号）を第１四半期会

計期間から早期に適用し、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に

係る方法に準じた会計処理から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更しております。 

また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定す

る方法によっております。 

なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。当該変更に伴う資産及び

損益に与える影響はありません。 

 



5.【四半期財務諸表】 
(1)【四半期貸借対照表】 

（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成20年12月31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 1,646,550 1,874,382

受取手形及び売掛金 9,677,437 8,477,465

商品 21,834 24,208

製品 169,601 119,022

原材料 504,387 449,919

貯蔵品 8,723 12,130

その他 996,626 784,362

貸倒引当金 △27,243 △25,960

流動資産合計 12,997,917 11,715,531

固定資産   

有形固定資産 3,779,314 3,553,410

無形固定資産 85,237 84,008

投資その他の資産   

その他 1,132,583 1,122,655

貸倒引当金 △61,477 △61,291

投資その他の資産合計 1,071,106 1,061,364

固定資産合計 4,935,658 4,698,783

資産合計 17,933,575 16,414,315

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 6,915,953 6,599,037

短期借入金 2,295,920 2,048,920

未払法人税等 341,056 223,470

賞与引当金 55,500 107,660

その他 589,148 423,383

流動負債合計 10,197,578 9,402,472

固定負債   

長期借入金 1,852,990 1,621,180

退職給付引当金 428,693 454,838

役員退職慰労引当金 148,592 135,017

その他 24,393 22,644

固定負債合計 2,454,668 2,233,680

負債合計 12,652,246 11,636,152
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成20年12月31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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 729,000 729,000

資本剰余金 666,880 666,880

利益剰余金 3,895,527 3,322,548

自己株式 △1,779 △1,779

株主資本合計 5,289,627 4,716,649

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △8,298 61,513

評価・換算差額等合計 △8,298 61,513

純資産合計 5,281,328 4,778,162

負債純資産合計 17,933,575 16,414,315
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(2)【四半期損益計算書】 
【第３四半期累計期間】 

（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 23,189,703

売上原価 19,669,762

売上総利益 3,519,940

販売費及び一般管理費 2,258,300

営業利益 1,261,640

営業外収益  

受取利息 5,188

受取配当金 4,388

その他 11,197

営業外収益合計 20,773

営業外費用  

支払利息 50,970

手形売却損 30,032

その他 584

営業外費用合計 81,586

経常利益 1,200,827

特別利益  

固定資産売却益 2,230

特別利益合計 2,230

特別損失  

固定資産除却損 20,972

固定資産売却損 593

ゴルフ会員権評価損 400

貸倒引当金繰入額 2,000

特別損失合計 23,965

税引前四半期純利益 1,179,092

法人税等合計 514,320

四半期純利益 664,772
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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３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純利益 1,179,092

減価償却費 281,801

売上債権の増減額（△は増加） △1,199,971

たな卸資産の増減額（△は増加） △99,265

仕入債務の増減額（△は減少） 316,915

その他 △97,109

小計 381,462

利息及び配当金の受取額 15,624

利息の支払額 △51,450

法人税等の支払額 △390,793

営業活動によるキャッシュ・フロー △45,156

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 △300,000

定期預金の払戻による収入 308,000

有形固定資産の取得による支出 △421,051

有形固定資産の売却による収入 9,618

無形固定資産の取得による支出 △16,329

投資有価証券の取得による支出 △931

貸付金の回収による収入 9,546

その他 △146,089

投資活動によるキャッシュ・フロー △557,237

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 1,080,000

短期借入金の返済による支出 △880,000

長期借入れによる収入 620,000

長期借入金の返済による支出 △341,190

配当金の支払額 △91,794

その他 △4,454

財務活動によるキャッシュ・フロー 382,561

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △219,832

現金及び現金同等物の期首残高 1,420,382

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,200,550
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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。 

 

 

（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）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）四半期損益計算書 　　　  （単位：千円）

前年同四半期

（平成20年3月期　　

第3四半期）

Ⅰ 売上高 20,702,908

Ⅱ 売上原価 17,985,914

　　売上総利益 2,716,993

Ⅲ 販売費及び一般管理費 2,160,021

　　営業利益 556,971

Ⅳ 営業外収益 　　　　　  　　　 34,060

Ⅴ 営業外費用　 　  　　　 　 　 75,170

　　経常利益 515,862

Ⅵ 特別利益　　　 　　　  　　　 9,358

Ⅶ 特別損失　　 　　　  　　　　 7,786

　　税金等調整前四半期純利益 517,434

　　税金費用 257,372

　　四半期純利益 260,062

科目
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６．その他の情報

　生産、受注及び販売の状況

　(１) 生産実績
当第３四半期累計期間における生産実績を品目別に示すと、次のとおりであります。

 ラッカーシンナー類
 合成樹脂塗料用シンナー類
 洗浄用シンナー類
 印刷用溶剤類
 特殊シンナー類
 単一溶剤類
 エタノール・その他

      合　　　　　計
(注) １　金額は、販売価格によっております。

     ２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　(２) 受注実績
当第３四半期累計期間における受注実績を品目別に示すと、次のとおりであります。

受注高（ 千円 ） 受注残高（ 千円 ）
 ラッカーシンナー類 718,275 5,320 
 合成樹脂塗料用シンナー類 844,038 7,134 
 洗浄用シンナー類 1,828,643 25,491 
 印刷用溶剤類 4,899,706 11,903 
 特殊シンナー類 2,144,767 23,492 
 単一溶剤類 9,028,802 58,462 
 エタノール・その他 634,045 4,925 

     合　　　　　　計 20,098,279 136,730 
（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　(３) 販売実績
当第３四半期累計期間における販売実績を品目別に示すと、次のとおりであります。

  ラッカーシンナー類
  合成樹脂塗料用シンナー類
  洗浄用シンナー類
  印刷用溶剤類
  特殊シンナー類
  単一溶剤類
  エタノール・その他

　単一溶剤直送品
  その他商品

     合　　　　　　計
（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

23,189,703    

716,888    
844,567    

1,834,775    
4,898,386    
2,143,568    
9,035,694    

3,080,265    
252,682    

783,989    

20,109,438    

品　　　目

品　　　目

品　　　目

703,896    
853,371    

2,189,441    
9,105,814    

4,919,135    

商
品

2,827,582    
　小　　　計

生産高（ 千円 ）　　

1,765,708    

　小　　　計

製
　
　
品

販売高（ 千円 ）

635,556    

20,321,357    

―　10　―




