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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 13,346 ― 496 ― 386 ― 311 ―

20年3月期第3四半期 13,763 ― 733 ― 588 ― 883 ―

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 6.60 ―

20年3月期第3四半期 18.68 ―

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 19,743 10,386 52.6 221.10
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3四半期  10,386百万円 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 3.83

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3四半期  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3四半期  1,088,046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3四半期  47,234,847株 20年3月期第3四半期  47,323,933株



 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、金融危機を背景とする世界的な同時不況や為替市場の急激な円

高への変動で、輸出依存度の高い企業の経営環境が悪化し、近年にない景気後退局面の中で推移しました。このよう

な中、雇用情勢も悪化し、個人所得が伸び悩み、消費者の節約志向や生活防衛意識が高まり個人消費は冷え込んでお

ります。  

 塗料業界をはじめ化学業界におきましても、長引く消費の低迷や設備投資の急速な減退により、全般的に需要は減

少し、事業採算はますます厳しい状態で推移しております。 

 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。しかしながら、当第３四半期連結累計期間の売上高は、園芸用品の売上は堅調であったものの、塗装工事

等の売上が伸び悩み、133億４千６百万円となりました。 

 収益面では、原材料の高騰による原価上昇や販売費及び一般管理費が増加したこと等により、営業利益は４億９千

６百万円、経常利益は３億８千６百万円、四半期純利益は３億１千１百万円となりました。  

  

 当第３四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８億７千４百万円減少し、197億４千３百万

円となりました。負債は、前連結会計年度末に比べて７億７千４百万円減少し、93億５千７百万円となりました。純

資産は、前連結会計年度末に比べて９千９百万円減少し、103億８千６百万円となりました。その結果、自己資本比

率は前連結会計年度末より1.7ポイント上昇し、52.6％となりました。 

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第３四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42億７千３百万円となり、前連結会計年度末と

比較して16億３千２百万円減少しました。 

 「営業活動によるキャッシュ・フロー」は８億１百万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３億５千万円等であり、主な支出要因は、当第３四半期連結会計期間末が金融機関の休日であったこと等に

よる売上債権の増加額12億２千８百万円等であります。 

 「投資活動によるキャッシュ・フロー」は２千４百万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４千７百万円等であり、主な支出要因は、有形固定資産の取得による支出７千万円等であります。 

 「財務活動によるキャッシュ・フロー」は７億９千６百万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４億８千５百万円及び長期借入れによる収入３億円等であり、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２億７千９百万円及び配当金の支払額２億５千９百万円等であります。  

  

 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。 

  

 該当事項はありません。 

   

 該当事項はありません。 

  

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 

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 

 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３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 4,273,449 5,606,121

受取手形及び売掛金 4,924,571 3,706,209

有価証券 － 300,000

商品 303,873 552,056

製品 2,088,723 2,074,055

半製品 88,489 82,367

原材料 406,107 381,809

仕掛品 41,618 31,320

その他 361,816 265,571

貸倒引当金 △69,882 △92,722

流動資産合計 12,418,767 12,906,790

固定資産   

有形固定資産   

土地 3,596,189 3,596,984

その他（純額） 2,005,592 2,125,360

有形固定資産合計 5,601,782 5,722,344

無形固定資産 189,778 190,332

投資その他の資産 1,533,252 1,798,500

固定資産合計 7,324,813 7,711,178

資産合計 19,743,581 20,617,968

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,571,292 1,679,991

短期借入金 3,052,976 3,350,399

未払法人税等 20,652 25,991

引当金 54,868 118,138

その他 1,718,679 1,609,715

流動負債合計 6,418,468 6,784,235

固定負債   

社債 1,500,000 2,000,000

長期借入金 300,000 －

退職給付引当金 750,382 748,620

役員退職慰労引当金 143,860 279,437

その他 244,791 319,770

固定負債合計 2,939,035 3,347,828

負債合計 9,357,503 10,132,064



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 4,442,957 4,443,674

利益剰余金 522,422 470,858

自己株式 △185,360 △143,102

株主資本合計 10,649,036 10,640,447

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △127,331 △16,187

為替換算調整勘定 △135,627 △138,355

評価・換算差額等合計 △262,959 △154,543

純資産合計 10,386,077 10,485,904

負債純資産合計 19,743,581 20,617,968



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

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

売上高 13,346,416

売上原価 8,963,837

売上総利益 4,382,579

販売費及び一般管理費 3,886,534

営業利益 496,045

営業外収益  

受取利息 38,338

受取配当金 18,402

受取地代家賃 213,045

その他 63,927

営業外収益合計 333,714

営業外費用  

支払利息 68,093

支払地代家賃及び減価償却費 238,466

たな卸資産除却損 53,202

その他 83,165

営業外費用合計 442,928

経常利益 386,830

特別損失  

投資有価証券評価損 36,063

特別損失合計 36,063

税金等調整前四半期純利益 350,767

法人税、住民税及び事業税 12,756

法人税等調整額 26,272

法人税等合計 39,028

四半期純利益 311,738



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(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  

税金等調整前四半期純利益 350,767

減価償却費 176,214

貸倒引当金の増減額（△は減少） △45,843

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,762

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） 36,063

受取利息及び受取配当金 △56,740

支払利息 68,093

固定資産処分損益（△は益） 19,854

売上債権の増減額（△は増加） △1,228,146

たな卸資産の増減額（△は増加） 184,556

仕入債務の増減額（△は減少） △106,948

未払消費税等の増減額（△は減少） △27,745

その他 △153,436

小計 △781,549

利息及び配当金の受取額 57,564

利息の支払額 △58,974

法人税等の支払額 △18,055

営業活動によるキャッシュ・フロー △801,014

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 △70,037

投資有価証券の取得による支出 △4,399

投資有価証券の売却による収入 3

貸付けによる支出 △16,003

貸付金の回収による収入 17,895

その他 47,869

投資活動によるキャッシュ・フロー △24,672

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） △278,208

長期借入れによる収入 300,000

長期借入金の返済による支出 △1,136

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 1,751

自己株式の取得による支出 △44,726

配当金の支払額 △259,780

財務活動によるキャッシュ・フロー △796,396

現金及び現金同等物に係る換算差額 △10,587

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,632,671

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 4,273,449



 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。 

  

 該当事項はありません。 

  

 当第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日）  

  

 当第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31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。  

  

 当第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31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。  

  

（４）継続企業の前提に関する注記 

（５）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

  
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  7,657,790 5,688,626 13,346,416 － 13,346,416 

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
9,046 － 9,046 （△9,046） － 

計 7,666,837 5,688,626 13,355,463 （△9,046） 13,346,416 

営業利益 288,980 207,505 496,485 （△440） 496,045 

〔所在地別セグメント情報〕 

〔海外売上高〕 

（６）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。 

  



「参考資料」  

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～12月31日） 

  

科目 

前年同四半期
（平成20年３月期 
第３四半期） 

金額（千円）

Ⅰ 売上高  13,763,140

Ⅱ 売上原価  9,158,907

売上総利益  4,604,232

Ⅲ 販売費及び一般管理費  3,870,954

営業利益  733,278

Ⅳ 営業外収益  361,171

受取利息及び配当金   105,802

受取地代家賃   233,795

その他   21,573

Ⅴ 営業外費用  505,788

支払利息   70,647

支払地代家賃及び減価償却
費   247,630

たな卸資産廃却損   119,242

その他   68,267

経常利益  588,661

Ⅵ 特別利益  140,440

固定資産売却益   37,440

貸倒引当金戻入益   103,000

Ⅶ 特別損失  23,066

投資有価証券評価損   23,066

税金等調整前四半期純利益  706,036

法人税、住民税及び事業税  21,560

法人税等調整額 △199,376

四半期純利益  883,851



（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～12月31日） 

  
前年同四半期

（平成20年３月期 
第３四半期） 

区分 金額（百万円）

Ⅰ 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   706,036

減価償却費   179,462

貸倒引当金減少額  △99,507

退職給付引当金減少額  △6,245

固定資産処分益  △39,356

投資有価証券評価損   23,066

受取利息及び受取配当金 △105,802

支払利息   70,647

売上債権の増加額  △797,300

たな卸資産の減少額   382,453

仕入債務の減少額  △432,089

未払消費税等の増加額   43,442

その他  △33,876

小計 △109,071

利息及び配当金受取額   105,696

利息支払額  △58,058

法人税等の支払額  △47,130

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△108,564



  

  
前年同四半期

（平成20年３月期 
第３四半期） 

区分 金額（百万円）

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  

△6,529

投資有価証券の売却による
収入   126

有形固定資産の取得による
支出  

△31,195

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  129,219

その他の固定資産の純増加
額  

△1,413

その他の投資等の純減少
額   507

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー  252,496

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  △280,000

長期借入金の返済による支
出  

△3,046

社債の発行による収入   982,459

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   295

自己株式の取得による支
出  

△7,429

配当金の支払額  △259,821

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△567,542

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る
換算差額 

△829

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少
額 

△424,439

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四半
期末残高  4,806,151
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