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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 27,182 ― △353 ― 704 ― 681 ―
20年3月期第3四半期 27,895 2.3 185 △36.0 1,121 19.0 876 41.6

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 29.25 ―
20年3月期第3四半期 37.66 37.63

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 39,474 17,611 44.6 733.31
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3四半期  17,107百万円 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  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 33,200 △11.2 △1,200 ― △150 ― △400 0.0 △17.16

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. 平成20年11月4日に公表いたしました業績予想のうち、通期において修正しております。 
2. 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。 
3. 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。・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3四半期  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3四半期  281,993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3四半期  23,311,635株 20年3月期第3四半期  23,268,340株
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当第３四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

する世界的な金融危機の深刻化や為替の円高、株式市場の大幅な変動を受け、輸出産業を中心に企業収

益は急激に減少し、景気の減速感が一段と強まりました。 

このような経営環境の急激な変化に対応すべく、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３四半期連結累計期間の連結業績につきましては、売上高は主に自動車製品関連事

業における販売の落ち込みにより271億８千２百万円（前年同期比2.6％減）となりました。また、損益

面につきましては、原油・ナフサ等の原材料価格の高騰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、営業損失は３億５千３百万円となりました。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７億４百万円（前年同期比37.2％減）、四半期純

利益は６億８千１百万円（前年同期比22.2％減）となりました。 

なお、上記の前年同期比増減率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３四半期連結会計期間末における総資産は、394億７千４百万円と前連結会計年度末に比べ９

億１千６百万円の減少となりました。主な増減要因は、繰延税金資産の増加８億７千６百万円に対

し、有形固定資産の減少４億９千７百万円、投資有価証券の減少14億１千１百万円によるものです。

負債合計は218億６千３百万円と前連結会計年度末に比べ１億９千５百万円の増加となりました。

増加した主な要因は、借入金の増加２億２千６百万円によるものです。 

純資産合計は、176億１千１百万円と前連結会計年度末に比べ11億１千１百万円の減少となりまし

た。増減の主な要因は、利益剰余金で３億８千６百万円増加しましたが、その他有価証券評価差額金

が11億１千３百万円、為替換算調整勘定が３億９千２百万円、それぞれ減少によるものです。 

  

②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は、25億４千９百万円と前連結会計年度

末に比べ１億３千２百万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19億４千９百万円の増加となりました。この主な要因は減価

償却費19億６千５百万円、売上債権の減少４億２千４百万円の収入、利息および法人税等の支払１億

８千８百万円によるものです。 

投資活動によるキャッシュ・フローは17億２千８百万円の減少となりました。この主な要因は有形

固定資産の取得13億７千２百万円、関係会社株式の取得１億８千７百万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７千８百万円の減少となりました。この主な要因は短期借入

金の増加４億２千３百万円、長期借入金の返済２億９千７百万円、配当金の支払３億１千７百万円に

よるものです。 

  

国内外の経済情勢は、世界的な金融危機、為替・株式市場の変動により、世界規模での景気後退の様

相を呈しており、当社を取り巻く経営環境は、今後も厳しい状況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

心とした海外業務展開、グループ全体の合理化を進めることにより、経営体質の強化、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、本日開示の「業績予想の修正に関するお知らせ」に記載のとおり、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332億円（前期比11.2％減）、営業損失12億円、経常損失１億５千

万円、当期純損失４億円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
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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計算方法 

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。 

  

（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３四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。ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠

く結果となる場合には、法定実効税率を使用する方法によっております。 

 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、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３四半期連結累計期間の売上総利益が37,031千円減少し、営業損失は同額増加

し、経常利益は同額減少し、税金等調整前四半期純利益は41,655千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、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３四半期連結累計期間の売上総利益が45,559千円、営業損失

は45,580千円増加し、経常利益及び税金等調整前四半期純利益が45,580千円同額減少しておりま

す。 

 なお、セグメント情報に与える影響額は、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
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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 2,666,679 2,545,037

受取手形及び売掛金 10,369,652 10,796,711

有価証券 99,892 －

商品及び製品 1,196,793 1,156,563

仕掛品 257,082 254,535

原材料及び貯蔵品 919,831 833,089

繰延税金資産 356,822 371,147

その他 226,297 170,053

貸倒引当金 △36,969 △31,894

流動資産合計 16,056,080 16,095,244

固定資産   

有形固定資産 13,824,249 14,321,683

無形固定資産 207,701 273,963

投資その他の資産   

投資有価証券 6,757,527 8,169,509

繰延税金資産 1,333,006 442,180

その他 1,342,205 1,142,941

貸倒引当金 △45,899 △45,472

投資損失引当金 － △9,040

投資その他の資産合計 9,386,839 9,700,118

固定資産合計 23,418,791 24,295,764

資産合計 39,474,872 40,391,009
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(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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 8,103,317 8,048,178

短期借入金 5,470,547 2,973,379

未払法人税等 13,312 51,081

その他 2,742,676 2,710,314

流動負債合計 16,329,853 13,782,953

固定負債   

長期借入金 2,385,170 4,655,627

退職給付引当金 3,038,162 3,117,386

負ののれん 1,267 5,068

その他 108,735 106,573

固定負債合計 5,533,334 7,884,654

負債合計 21,863,188 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 4,362,370 4,363,758

利益剰余金 8,034,203 7,647,698

自己株式 △118,861 △127,555

株主資本合計 17,030,797 16,636,986

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 354,557 1,467,616

繰延ヘッジ損益 9,829 －

為替換算調整勘定 △287,624 105,293

評価・換算差額等合計 76,763 1,572,909

新株予約権 61,519 51,660

少数株主持分 442,603 461,845

純資産合計 17,611,683 18,723,401

負債純資産合計 39,474,872 40,391,009
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(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 27,182,064

売上原価 22,724,660

売上総利益 4,457,403

販売費及び一般管理費 4,810,810

営業損失（△） △353,406

営業外収益  

受取配当金 137,651

持分法による投資利益 963,226

その他 56,384

営業外収益合計 1,157,262

営業外費用  

支払利息 92,101

その他 7,210

営業外費用合計 99,312

経常利益 704,543

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 112,177

投資有価証券評価損 36,660

その他 6,805

特別損失合計 155,644

税金等調整前四半期純利益 551,019

法人税等 △126,750

少数株主損失（△） △3,984

四半期純利益 681,754
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(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 551,019

減価償却費 1,965,590

退職給付引当金の増減額（△は減少） △79,223

受取利息及び受取配当金 △141,404

支払利息 92,101

持分法による投資損益（△は益） △963,226

固定資産処分損益（△は益） 112,177

売上債権の増減額（△は増加） 424,127

たな卸資産の増減額（△は増加） △129,518

仕入債務の増減額（△は減少） 55,138

その他 5,221

小計 1,892,003

利息及び配当金の受取額 246,646

利息の支払額 △96,462

法人税等の支払額 △92,191

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,949,995

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 △1,372,070

投資有価証券の取得による支出 △8,202

関係会社株式の取得による支出 △187,550

貸付けによる支出 △42,100

貸付金の回収による収入 12,113

その他 △31,094

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,728,655

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） 423,793

長期借入れによる収入 100,000

長期借入金の返済による支出 △297,082

配当金の支払額 △302,521

少数株主への配当金の支払額 △15,300

その他 12,403

財務活動によるキャッシュ・フロー △78,706

現金及び現金同等物に係る換算差額 △10,190

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 132,442

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 2,549,057
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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３四半期連結会計期間（自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31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） 

 
（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、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３四半期連結累計期間の営業損失が塗料関連事業は18,713千円、自動車製品関連事業は

26,866千円それぞれ増加しております。 

 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、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３四半期連結累計期間の営業損失が塗料関連事業は18,713千円、自動車関連事業は

26,866千円それぞれ増加しております。 

  

【所在地別セグメント情報】 

 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） 

本邦以外の区に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 9,432,716 17,749,347 27,182,064 ― 27,182,064

 (2) セグメント間の内部 
     売上高又は振替高 5,993 ― 5,993 (5,993) ―

 計 9,438,709 17,749,347 27,188,057 (5,993) 27,182,064

  営業損失 102,750 250,655 353,406 ― 353,406

(6) 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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前第３四半期に係る財務諸表等 

１.（要約）前四半期連結損益計算書 

 
  

「参考資料」

科  目

前第３四半期連結累計期間
（自 平成19年４月 1日 

    至 平成19年12月31日）

金 額 （千円）

Ⅰ 売上高 27,895,033

Ⅱ 売上原価 22,772,745

 売上総利益 5,122,288

Ⅲ 販売費及び一般管理費 4,936,680

営業利益 185,607

Ⅳ 営業外収益 1,038,842

   1. 受取配当金 135,478

   2. 持分法による投資利益 855,553

   3. その他 47,811

Ⅴ 営業外費用 103,046

   1. 支払利息 97,378

   2. その他 5,667

経常利益 1,121,404

Ⅵ 特別利益 56,004

   1. 固定資産売却益 500

   2. 投資有価証券売却益 55,504

Ⅶ 特別損失 144,361

       固定資産処分損 144,361

  税金等調整前四半期純利益 1,033,047

  法人税、住民税及び事業税 147,387

  少数株主利益 9,389

  四半期純利益 876,270
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２．（要約）前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

 （自 平成19年４月 1日
     至 平成19年12月31日）

区  分 金 額 （千円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

   1. 税金等調整前四半期純利益 1,033,047

   2. 減価償却費 1,917,259

   3. 引当金の増減額（減少△） △ 199,552

   4. 受取利息及び受取配当金 △ 138,099

   5. 関係会社株式売却益 △ 55,504

   6. 支払利息 97,378

   7. 持分法による投資利益 △ 855,553

   8. 有形固定資産処分損 144,361

  9. 売上債権の増減額（増加△） △ 158,851

  10. たな卸資産の増減額（増加△） △ 238,069

  11. 仕入債務の増減額（減少△） 68,493

  12. その他 △ 65,821

         小   計 1,549,087

  13. 利息及び配当金の受取額 617,848

  14. 利息の支払額 △ 101,599

  15. 法人税等の支払額 △ 197,852

      営業活動によるキャッシュ・フロー    1,867,484

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 △ 2,891,568

   2. 有形固定資産の売却による収入 5,265

  3. 投資有価証券取得による支出 △ 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 11,908

   7. その他 101,790

       投資活動によるキャッシュ・フロー    △ 2,829,196

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

   1. 短期借入れの純増減額（減少△） 500,069

  2. 長期借入れによる収入 1,100,000

  3. 長期借入金の返済による支出 △ 1,067,442

   4. 自己株式の取得による支出 △ 5,684

  5. 自己株式の売却による収入 1,411

   6. 配当金の支払額 △ 323,555

   7. その他 10,330

        財務活動によるキャッシュ・フロー    215,127

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △ 458

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 △ 747,041

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四半期末残高 2,178,998
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3．セグメント情報 

【事業の種類別セグメント情報】 

前第３四半期連結累計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31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 

  

【所在地別セグメント情報】 

当第３四半期連結累計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31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】 

当第３四半期連結累計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31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。 

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 8,949,367 18,945,666 27,895,033 ─ 27,895,033

 (2) セグメント間の内部 
     売上高又は振替高 2,700 ─ 2,700 (2,700) ─

 計 8,952,067 18,945,666 27,897,733 (2,700) 27,895,033

 営業費用 9,200,567 18,511,558 27,712,125 (2,700) 27,709,425

 営業利益又は営業損（△） △ 248,499 434,107 185,607 ─ 185,607
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