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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 40,461 ― 3,098 ― 3,131 ― 1,149 ―
20年3月期第3四半期 37,837 9.3 3,835 19.6 3,920 18.8 2,353 19.5

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 38.39 ―
20年3月期第3四半期 83.81 ―

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3四半期 43,395 24,302 53.1 705.46
20年3月期 34,950 20,250 55.4 690.02

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  23,054百万円 20年3月期  19,375百万円

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  有   

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 ― 9.00 ― 11.00 20.00
21年3月期 ― 11.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 8.00 19.00

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 48,000 △4.6 2,700 △46.2 2,800 △42.7 950 △66.9 31.09

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）  有  

(注）詳細は、６ページの【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。  

(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、６ページの【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、６～７ページの【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） 

１．上記の予想は本資料の発表日現在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場合があ
ります。なお、上記予想に関する事項５ページ【定性的情報・財務諸表等】「３．連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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。  

 

新規 1 社 （社名 RED SPOT PAINT & VARNISH CO., INC. ） 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 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  32,716,878株 20年3月期  28,116,878株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  37,892株 20年3月期  37,700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  29,919,059株 20年3月期第3四半期  28,079,169株



　個別業績予想に関する定性的情報

　　平成21年３月期第３四半期累計期間におきまして、景気の減速に伴い当社の関連する自動車産業及び電子部品業界の需要

　が大幅に減少したことにより、平成20年11月14日に公表した通期の業績予想を下記のとおり修正いたしました。下記には、

　株式相場の下落による投資有価証券評価損や、為替相場の著しい変動による為替差損などの特別損失計上見込額が含まれて

　おります。

　　このような状況を踏まえ、通期（平成20年４月１日～平成21年３月31日）の個別業績予想を下記のとおり修正いたします。

個別 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たりの
当期純利益

前回発表予想（A) 29,500       3,900        4,000        2,500        81.82        

今回修正予想（B） 23,700       1,730        1,850        800          26.18        

増減額(B)-(A) △5,800 △2,170 △2,150 △1,700 △55.64

増減率（％） △19.7 △55.6 △53.8 △68.0 △68.0 

（ご参考）前期実績
      　（平成20年３月期）

27,638       3,762        3,949        2,455        87.73        

＊金額の単位　「売上高」・「営業利益」・「経常利益」・「当期純利益」は百万円、「１株当たり当期純利益」は

　　　　　　　円で表示しております。



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 

 当第３四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年12月31日）における世界経済は、米国の金融危機に

端を発した世界的金融危機が実体経済にも大きな影響を与えるなど、深刻な景気後退局面となりました。日本経済

も、世界景気の急減速に伴い需要の大幅な減少や急激な円高の影響などにより、企業収益が悪化し、個人消費も減

退するなど景気が悪化しており、当社グループ（当社及び連結子会社、以下同じ）の経営環境は大変厳しい状況で

推移いたしました。 

当社グループの関連する業界におきましては、自動車産業が国内外の景気の影響を受け、国内生産は内需が減少

するなか牽引役の輸出向けも減少に転じたことから、生産台数は前年同期に対し減少いたしました。海外におきま

しても、夏場以降アジア地域を含め各地域で減産傾向が強まり、特に北米・西欧等で大幅減産となり、総じて世界

の自動車生産台数は減少いたしました。住宅産業につきましては建築基準法改正による建築着工数の回復遅れや世

界的な景気後退により、需要は減少しました。エレクトロニクス産業につきましても半導体業界・電子部品業界及

び携帯電話・携帯端末などの電子機能部材関連分野とも需要は大幅に減少いたしました。 

このような環境のもと、当第３四半期連結累計期間の売上高は404億61百万円（前年同期比6.9%増）となり、営業

利益は30億98百万円（同19.2%減）、経常利益は31億31百万円（同20.1%減）、第３四半期純利益は11億49百万円

（同51.2%減）となりました。 

   

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

（１）コーティング事業 

プラスチック用コーティング材（『レクラック』・『フジハード』など）におきましては、自動車分野が中国

市場はじめ海外販売が好調に推移するとともに有害物質低減型溶剤塗料（特にトルエン・キシレン未含有系）が

採用されるなど順調に推移しておりました。携帯電話向けも国内・海外とも新仕様の採用は拡大し、新規ユーザ

ーの新機種獲得もあり、売上を伸ばしておりました。しかし第３四半期後半より急激な景気悪化により大幅な売

上減少となりました。 

建築用コーティング材につきましては、新築市場向けは微増でありましたが、リフォーム市場では大手ユーザ

ーが順調に売上を伸ばしました。 

この結果売上高は196億２百万円（同21.9%増）となり、営業利益は25億82百万円（同9.0%減）となりました。 

（２）電子材料事業 

導電性ペースト材（『ドータイト』など）の電子材料部門におきましては、海外での競争の激化と第３四半期

中頃より急激な需要の減退により売上高は減少いたしました。 

この結果売上高は55億94百万円（同20.5%減）となり、営業利益は１億17百万円（同80.5%減）となりました。 

（３）化成品事業 

樹脂ベース（『アクリベース』など）の化成品部門におきましては、ＯＡ機器分野は新商品の上市の寄与もあ

り、売上を増加いたしました。 

機能性樹脂ベースにつきましても、新商品の立ち上がりが順調に推移しておりましたが、第３四半期の後半よ

り、電子部品関連の在庫調整により売上は若干減少いたしました。 

原材料価格の高騰時に対する価格転嫁が不充分で厳しい状況であります。 

この結果売上高は28億93百万円（同6.7%増）となり、営業利益は82百万円（同42.3%減）となりました。 

（４）合成樹脂事業 

子会社藤光樹脂株式会社などが取扱うアクリル樹脂の原材料・加工品の販売におきましては、情報関連機器向

けなどが中国・東南アジアで順調に推移いたしました。 

この結果売上高は125億27百万円（同2.7%増）となり、営業利益は３億17百万円（同23.5%増）となりました。 

  

所在地別セグメントの業績は次のとおりであります。 

（１）日本 

国内の会社の売上高はセグメント間の内部売上を含め367億42百万円となりました。営業利益は28億71百万円と

なりました。  

（２）アジア 

アジアの会社の売上高はセグメント間の内部売上を含め43億81百万円となりました。営業利益は５億18百万円

となりました。 

（３）北米 

北米の会社の売上高はセグメント間の内部売上を含め25億33百万円となりました。営業損失は２億28百万円と

なりました。 

  



２．連結財政状態に関する定性的情報 

（１）資産・負債・純資産の状況に関する分析 

当第３四半期連結累計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比べ84億45百万円（前連結会計年度比24.2％）

増加し、433億95百万円となりました。 

① 流動資産 

売上債権回収による現金預金の増加とたな卸資産の増加などの結果、前連結会計年度末と比べ26億50百万円

（同12.1％）増加し、245億97百万円となりました。 

  

② 固定資産 

新規連結４社の固定資産を加えたなどの結果、前連結会計年度末と比べ57億95百万円（同44.6％）増加し、187

億98百万円となりました。 

③ 流動負債 

RED SPOT PAINT & VARNISH CO.,INC.株式取得のための借入れなどの結果、前連結会計年度末と比べ37億円（同

29.8％）増加し、160億94百万円となりました。  

④ 固定負債 

国内会社では確定拠出年金制度導入により退職給付引当金が減少しましたが、新規連結した

RED SPOT PAINT & VARNISH CO.,INC.の退職給付引当金が加わったことなどの結果、前連結会計年度末と比べ６億

93百万円（同30.1％）増加し、29億98百万円となりました。  

⑤ 純資産 

公募及び第三者割当による新株式発行（4,600千株）による増資及び四半期純利益の増加などにより、前連結会

計年度末と比べ40億52百万円（同20.0％）増加し、243億２百万円となりました。  

この結果、自己資本比率は、前連結会計年度末の55.4％から53.1％へと2.3ポイント減少となり、１株当たり純

資産額は前連結会計年度末より15円44銭増加し、705円46銭となりました。  

  

（２）キャッシュ・フローに関する分析 

当第３四半期連結累計期間における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は前第３四半

期連結累計期間に比べ15億52百万円増加し、63億58百万円となりました。 

当第３四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

  

① 営業活動におけるキャッシュ・フロー 

当第３四半期連結累計期間における営業活動の結果得られた資金は25億51百万円となり、前第３四半期連結累

計期間に比べ12億61百万円増加しました。これは主として、売上債権が減少した結果、キャッシュ・フローが増

加したことによるものです。 

  

② 投資活動におけるキャッシュ・フロー 

当第３四半期連結累計期間における投資活動の結果使用した資金は71億13百万円となり、前第３四半期連結累

計期間に比べ54億94百万円増加しました。これは主として、当第１四半期に新規連結した子会社株式の取得によ

るものです。 

  

③ 財務活動におけるキャッシュ・フロー 

当第３四半期連結累計期間における財務活動の結果得られた資金は61億86百万円となり、前第３四半期連結累

計期間に比べ59億19百万円増加しました。これは主として、当第３四半期に短期借入金が増加したことと、第２

四半期での株式の発行による収入によるものです。 

  



３．連結業績予想に関する定性的情報 

平成21年３月期第３四半期連結累計期間におきまして、景気の減速に伴い当社の関連する自動車産業及び電子部

品業界の需要が大幅に減少したことにより、平成20年11月14日に公表した通期の業績予想を下記のとおり修正いた

しました。下記には、株式相場の下落による投資有価証券評価損や、為替相場の著しい変動による為替差損などの

特別損失計上見込額が含まれております。 

このような状況並びに当第３四半期連結累計期間を踏まえ、通期（平成20年４月１日～平成21年３月31日）の連

結業績予想について、平成20年11月14日に発表いたしました予想値を下記のとおり修正いたします。 

   

連結 

  

  ＊金額の単位 「売上高」・「営業利益」・「経常利益」・「当期純利益」は百万円、「１株当たり当期純利

益」は円で表示しております。 

  売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
１株当たりの

当期純利益 
  

前回発表予想（A） 58,300 5,080 5,180 2,800 91.64  

今回修正予想（B）      48,000      2,700      2,800     950     31.09  

増減額(B)-(A) △10,300 △2,380 △2,380 △1,850 △60.54  

増減率（％） △17.7 △46.9 △45.9 △66.1 △66.1  

（ご参考）前期実績 

    （平成20年３月期） 
50,321 5,014 4,887 2,873 102.31  



当社は平成20年４月19日開催の取締役会において、株式売買契約が成立した段階で効力を発生させる停止条件

付で、当社の100％子会社FUJICHEM,INC.（フジケムインコーポレーテッド 以下FCIという）が

RED SPOT PAINT & VARNISH CO.,INC.の全株式を63.2百万米ドル（約65億円）で取得することを決議し、平成20

年４月19日に株式売買契約が成立いたしました。 

当社はこれに伴い、FCIに対し買収資金として63.2百万米ドル（約65億円）の追加投資及び融資を行い、FCIは

平成20年５月30日に株式を取得しました。これに伴い同社が当社の特定子会社となりました。 

１）株式取得の目的  

①コーティング事業をベースにして、北米で事業進出、収益事業を確立する。 

②グローバル化を加速し、日米欧・３極ネットワークを強化する。（含むアジア）  

③技術、生産、設備面での相乗効果を期待する。 

２）特定会社の概要 

   

１）棚卸資産の評価方法 

当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地棚卸

高を基礎として合理的な方法により算出する方法によっております。 

また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り

簿価切下げを行う方法によっております。  

  

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） 

  ①商号 RED SPOT PAINT & VARNISH CO.,INC. 

  ②代表者 荒木 宏文 

  ③所在地 1107 East Louisiana Street, Evansville, Indiana 47711 USA 

  ④主な事業内容 塗料の製造販売 

  ⑤資本金 107千米ドル（平成20年６月30日現在) 

 ⑥発行済株式総数 212,503株（平成20年６月30日現在) 

 ⑦財政状態及び経営成績 総資産     50,808千米ドル（平成19年10月期） 

    純資産     32,213千米ドル（平成19年10月期） 

    売上高     75,854千米ドル（平成19年10月期） 

    経常利益     4,215千米ドル（平成19年10月期） 

    当期純利益    4,389千米ドル（平成19年10月期） 

（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。 

①たな卸資産  

通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として移動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 平成18年７月

５日）が適用されたことに伴い、主として移動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

65,810千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。 

②「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用  

第１四半期連結会計期間より「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実

務対応報告第18号 平成18年５月17日）を適用しております。 

これによる当第３四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への影響額は軽微

であります。   

③在外連結子会社の収益及び費用の換算方法の変更 

在外連結子会社の財務諸表項目のうち収益及び費用について、従来、在外連結子会社の決算日の為替相場によ

り換算していましたが、第２四半期連結会計期間より期中平均相場により換算する方法に変更しております。 

この変更は、第１四半期連結会計期間末に連結範囲に含めたRED SPOT PAINT & VARNISH CO.,INC.の業績が、

第２四半期連結会計期間より含まれることに加え、著しい為替相場の変動状況により、在外連結子会社の経営成



績を正しく表示できない可能性があるため、変動が少ない平均の為替相場を用いることにより、より実状に即

した企業状況を表示するために行ったものです。 

これにより、当第３四半期連結累計期間の売上高は117,699千円、営業利益は6,665千円、経常利益は6,919千

円、税金等調整前四半期純利益は6,339千円増加しております。 

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。 

④リース取引に関する会計基準の適用 

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

おりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議会第

一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針

第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））が平成20年４

月１日以降開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができることになったことに伴

い、第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっておりま

す。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース期間

を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。なお、リース開始日が平成20年４月１日以前

の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る取引に準じた会計処理

を適用しております。 

これによる当第３四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への影響額はあり

ません。   

  

（追加情報）  

①有形固定資産の耐用年数の変更 

当社は平成20年度の法人税制の改正を契機に、機械装置等の耐用年数の見直しを行い、第１四半期連結会計期

間より一部の機械装置等についての耐用年数を９年から８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

35,429千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。 

②退職給付引当金 

当社は、確定拠出年金法の施行に伴い、平成20年５月に適格退職金制度を廃止し、退職金制度の一部について

確定拠出年金制度へ移行し、「退職給付制度間の移行等に関する会計処理」（企業会計基準適用指針第１号）を

適用しております。 

本移行に伴う影響額は特別利益として139,690千円計上しております。  

③のれんの償却年数 

RED SPOT PAINT & VARNISH CO.,INC.の株式取得に伴い発生したのれんの償却については、６年間の定額法に

より償却を行っております。 

④株式交付費 

支出時に全額費用として処理しております。  

平成20年８月26日の公募及び第三者割当による新株式発行（4,600千株）は、引受証券会社が引受価額で引受

を行い、これを引受価額と異なる発行価格で一般投資家に販売する、いわゆる「スプレッド方式」の売買引受契

約によっております。「従来の方式」では、引受証券会社に対し、引受手数料を支払うことになりますが、「ス

プレッド方式」では、発行価格と引受価額との差額が事実上の引受手数料となりますので、引受証券会社に対す

る引受手数料の支払いはありません。 

平成20年８月26日の新株式発行に係る引受価額と発行価格の差額の総額111,732千円は「従来の方式」によれ

ば新株発行費として処理されるべき金額に相当します。  

このため、「従来の方式」によった場合に比べ、当第３四半期連結累計期間の新株発行費は111,732千円少な

く、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は同額多く計上されております。   



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 6,748,459 4,873,467

受取手形及び売掛金 11,973,231 12,269,023

商品及び製品 3,256,418 2,718,008

仕掛品 53,761 18,123

原材料及び貯蔵品 1,436,812 1,338,376

繰延税金資産 347,784 397,868

その他 910,495 452,417

貸倒引当金 △130,065 △120,452

流動資産合計 24,596,895 21,946,830

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 8,029,805 5,919,188

減価償却累計額 △4,142,113 △2,957,574

建物及び構築物（純額） 3,887,692 2,961,614

機械装置及び運搬具 11,323,280 7,424,528

減価償却累計額 △8,747,863 △5,179,505

機械装置及び運搬具（純額） 2,575,417 2,245,023

工具、器具及び備品 2,821,528 2,483,809

減価償却累計額 △2,322,019 △1,942,903

工具、器具及び備品（純額） 499,509 540,906

土地 3,747,424 3,227,683

建設仮勘定 34,571 53,011

その他 16,948 －

減価償却累計額 △3,209 －

その他（純額） 13,739 －

有形固定資産合計 10,758,352 9,028,237

無形固定資産   

のれん 3,231,713 －

ソフトウエア 111,010 110,922

その他 342,821 363

無形固定資産合計 3,685,544 111,285

投資その他の資産   

投資有価証券 1,226,509 1,748,894

長期貸付金 313,464 95,808

繰延税金資産 1,225,609 708,581

その他 1,609,929 1,323,362

貸倒引当金 △21,686 △13,011

投資その他の資産合計 4,353,825 3,863,634



（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) 

固定資産合計 18,797,721 13,003,156

資産合計 43,394,616 34,949,986

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 8,326,530 7,948,072

短期借入金 5,200,000 1,600,000

未払法人税等 74,605 1,047,494

未払費用 679,009 419,865

賞与引当金 259,689 485,359

その他 1,554,394 893,883

流動負債合計 16,094,227 12,394,673

固定負債   

長期借入金 67,537 －

退職給付引当金 2,225,772 1,622,789

長期未払金 640,266 640,266

その他 64,625 42,265

固定負債合計 2,998,200 2,305,320

負債合計 19,092,427 14,699,993

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,352,121 3,712,887

資本剰余金 5,040,199 3,400,965

利益剰余金 12,642,296 12,057,596

自己株式 △24,834 △24,684

株主資本合計 23,009,782 19,146,764

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △3,730 201,552

為替換算調整勘定 47,748 27,005

評価・換算差額等合計 44,018 228,557

少数株主持分 1,248,389 874,672

純資産合計 24,302,189 20,249,993

負債純資産合計 43,394,616 34,949,986



（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 40,461,229

売上原価 29,559,169

売上総利益 10,902,060

販売費及び一般管理費 7,803,567

営業利益 3,098,493

営業外収益  

受取利息 14,266

受取配当金 38,684

固定資産賃貸料 53,283

その他 79,671

営業外収益合計 185,904

営業外費用  

支払利息 59,980

固定資産税 9,600

減価償却費 2,705

支払手数料 997

株式交付費 34,565

その他 45,407

営業外費用合計 153,254

経常利益 3,131,143

特別利益  

退職給付制度終了益 139,690

特別利益合計 139,690

特別損失  

投資有価証券評価損 253,991

為替差損 575,433

特別損失合計 829,424

税金等調整前四半期純利益 2,441,409

法人税、住民税及び事業税 872,736

法人税等調整額 190,973

法人税等合計 1,063,709

少数株主利益 228,978

四半期純利益 1,148,722



（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 2,441,409

減価償却費 830,677

のれん償却額 183,216

退職給付引当金の増減額（△は減少） △517,564

賞与引当金の増減額（△は減少） △242,641

貸倒引当金の増減額（△は減少） △32,499

受取利息及び受取配当金 △52,950

支払利息 59,980

株式交付費 34,565

為替差損益（△は益） 374,693

有形固定資産除却損 1,571

投資有価証券評価損益（△は益） 253,991

売上債権の増減額（△は増加） 1,629,526

たな卸資産の増減額（△は増加） 388,281

その他の流動資産の増減額（△は増加） △153,827

敷金及び保証金の増減額（△は増加） △3,113

仕入債務の増減額（△は減少） △288,910

未払費用の増減額（△は減少） △37,389

その他の流動負債の増減額（△は減少） △335,483

未払消費税等の増減額（△は減少） 664

その他 △35,976

小計 4,498,221

利息及び配当金の受取額 52,635

利息の支払額 △57,879

法人税等の支払額 △1,942,474

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,550,503

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 △290,507

定期預金の払戻による収入 190,533

無形固定資産の取得による支出 △27,882

有形固定資産の取得による支出 △762,948

有形固定資産の売却による収入 11,197

投資有価証券の取得による支出 △110,146

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△6,173,911

敷金及び保証金の差入による支出 △14,421

敷金及び保証金の回収による収入 17,038

保険積立金の積立による支出 △31,366

保険積立金の払戻による収入 44,754

その他の支出 △5,504



（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) 

その他の収入 237,664

貸付けによる支出 △224,826

貸付金の回収による収入 27,712

投資活動によるキャッシュ・フロー △7,112,613

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 67,537

短期借入金の純増減額（△は減少） 3,600,000

株式の発行による収入 3,243,903

自己株式の取得による支出 △150

配当金の支払額 △668,340

少数株主への配当金の支払額 △56,636

財務活動によるキャッシュ・フロー 6,186,314

現金及び現金同等物に係る換算差額 41,048

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,665,252

現金及び現金同等物の期首残高 4,582,934

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

109,766

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,357,952



 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） 

  （注）１．事業区分の方法 

事業区分は、内部管理上採用している区分をベースに製品の系列及び市場の類似性を考慮して４つに区分

しております。 

２．各区分に属する主要な製品  

 ３．第１四半期会計期間末においてRED SPOT PAINT & VARNISH CO.,INC.を株式取得したことにより、連結の範

囲に含めたため、コーティング事業における資産の金額が8,157,719千円増加しております。 

 ４．「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、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）を適用

しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当第３四半期連結累計期間の営業利益

は、電子材料事業が65,810千円減少しております。 

５．「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、在外連結子

会社の財務諸表項目のうち収益及び費用について、従来、在外連結子会社の決算日の為替相場により換算し

ていましたが、第２四半期連結会計期間より期中平均相場により換算する方法に変更しております。この変

更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当第３四半期連結累計期間の売上高は、コーティング事業が

117,178千円、電子材料事業が10,517千円、化成品事業が1,413千円増加し、合成樹脂事業が11,409千円減少

しております。営業利益は、コーティング事業が6,916千円、電子材料事業が263千円、化成品事業が272千

円増加し、合成樹脂事業が786千円減少しております。 

６．「追加情報」に記載のとおり、当社は平成20年度の法人税法の改正を契機に、機械装置等の耐用年数の見直

しを行い、第１四半期連結会計期間より一部の機械装置等についての耐用年数を９年から８年に変更してお

ります。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、営業利益はコーティング事業が16,326千円、

電子材料事業が2,306千円、化成品事業が16,798千円減少しております。 

（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〕 

  
コーティング 

事業（千円） 

電子材料事業

（千円） 

化成品事業 

（千円） 

合成樹脂事業

（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 19,589,527 5,593,888 2,892,988 12,384,826 40,461,229 － 40,461,229

(2）セグメント間の内部売上高 

  又は振替高 
12,674  － 365 142,303 155,342 (155,342) －

    計 19,602,201 5,593,888 2,893,353 12,527,129 40,616,571 (155,342) 40,461,229

    営業利益 2,582,264 117,207 81,654 316,830 3,097,955 538 3,098,493

事業区分 主要製品 

  コーティング事業   プラスチック用コーティング材及び建築用コーティング材等 

  電子材料事業   導電性樹脂塗料及び接着剤等 

  化成品事業   トナー用バインダー樹脂、粘・接着剤ベース樹脂等の機能性樹脂 

  合成樹脂事業   アクリル樹脂の原材料・加工品の仕入れ・販売 



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．国又は地域は、地理的近接度及び重要度により区分しております。 

２．各区分に属する主な国または地域の内訳は次のとおりであります。 

(1）アジア ： 中華人民共和国、タイ、シンガポール 

(2）北米  ： 米国、カナダ等 

３．従来、本邦の売上高の金額が、全セグメントの売上高合計額及び全セグメントの営業利益合計額に対し、

それぞれ90％を超えていたため、所在地別セグメント情報の記載を省略しておりました。第１四半期会計

期間末に連結範囲に含めたRED SPOT PAINT & VARNISH CO.,INC.の業績が、第２四半期会計期間より含める

ことにより本邦以外の重要性が高まったため、所在地別セグメント情報を開示しております。 

  

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）  

 （注）１．国または地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する主な国または地域の内訳は次のとおりであります。 

(1）アジア ： 大韓民国、中華人民共和国、台湾、タイ、シンガポール、マレーシア等 

(2）北米  ： 北米、中南米 

(3）その他 ： 欧州等 

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高であります。  

４．従来、北米区分の売上高が連結売上高の10%未満であるため、北米区分の記載を省略しておりました。しか

し、当第３四半期会計期間より北米区分の売上高が10％を超えたため、北米区分の情報を開示しておりま

す。 

  

  

〔所在地別セグメント情報〕 

  
日本 

（千円） 

アジア 

（千円） 

北米 

（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 33,597,508 4,349,335 2,514,386 40,461,229 － 40,461,229

(2）セグメント間の内部売上高又は振替高 3,144,330 31,751 18,557 3,194,638 (3,194,638) －

    計 36,741,838 4,381,086 2,532,943 43,655,867 (3,194,638) 40,461,229

    営業利益 2,871,498 517,771 △228,305 3,160,964 (62,471) 3,098,493

〔海外売上高〕 

  アジア 北米 その他 計 

(1）海外売上高（千円）  10,528,898  2,586,228  153,903  13,269,029

(2）連結売上高（千円）  －  －  －  40,461,229

(3）連結売上高に占める海外売上高の割合 

   （％） 
 26.0  6.4  0.4  32.8

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

当社は、平成20年８月26日開催の当社取締役会において、公募及び第三者割当による新株式発行並びに当社株

式の売出しを決議いたしました。これにより、平成20年９月10日付で野村證券株式会社を主幹事会社とする幹事

団から公募による増資の払込みを受け、同日付で株式会社フジクラから第三者割当増資の払込みを受けました。

また、平成20年９月25日付で野村證券株式会社からオーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当

増資の払込みを受けました。 

この結果、第２四半期連結会計期間において資本金が1,639,234千円、資本準備金が1,639,234千円増加し、当

第３四半期連結会計期間末において資本金が5,352,121千円、資本準備金が5,039,624千円となっております。 



（７）重要な後発事象 

  

    当社は、平成21年２月12日開催の取締役会において、下記の条件にて社債を発行する決議をいたしました。 

  

  

発 行 す る 社 債 の 種 類   無担保私募債（適格機関投資家限定） 

発 行 価 額   各社債の金額100円につき100円 

発 行 総 額   36億円 

利 率 
  各社債の総額引受人が提示する、払込期日から償還期日までの期間に応 

 答する年限の固定金利社内仕切レート+0.60％以下とする。 

償 還 方 法   償還期間の範囲内で分割償還を行います。 

償 還 期 間   ５年以内 

発 行 の 時 期   平成21年２月 

資 金 の 使 途   借入金の返済及び運転資金 



「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  

  

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 37,836,669  

Ⅱ 売上原価 28,027,642  

  売上総利益 9,809,027  

Ⅲ 販売費及び一般管理費 5,974,249  

  営業利益 3,834,778  

Ⅳ 営業外収益 192,028  

  受取利息 10,923  

  受取配当金 71,647  

  負ののれん償却額 4,210  

  賃貸料収入 49,650  

  保険解約益 5,681  

  助成金収入 19,865  

  その他の営業外収益 30,052  

Ⅴ 営業外費用 106,339  

  支払利息 28,361  

  為替差損 33,917  

  固定資産税 9,612  

  減価償却費 2,955  

  支払手数料 3,014  

  手形売却損 6,436  

  有形固定資産除却損 2,998  

  その他の営業外費用 19,046  

  経常利益 3,920,467  

  税金等調整前四半期純利益 3,920,467
  

  

  法人税、住民税及び事業税 1,290,300  

  法人税調整額 155,793  

  少数株主利益 121,051  

  四半期純利益 2,353,323  



（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（千円） 

 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  3,920,467

     減価償却費  754,738

    負ののれん償却額  △4,210

      退職給付引当金の増減額 △  27,583

      役員退職慰労引当金の増減額 △  674,867

      賞与引当金の増減額 △  240,645

      役員賞与引当金の増減額 △  72,600

      貸倒引当金の増減額  3,263

     受取利息及び受取配当金 △  82,570

      支払利息  23,179

     為替差損益  4,556

     保険解約益 △  5,798

     有形固定資産除却損  2,998

     営業保証金の増減額  3,010

     売上債権の増減額 △  1,760,648

     たな卸資産の増減額  1,386

     その他流動資産の増減額 △  15,451

     仕入債務の増減額  308,542

     未払費用の増減額  82,190

      長期未払金の増減額  643,577

     その他流動負債の増減額  183,205

     未払消費税等の増減額  12,109

      その他  5,658

       小計  3,064,506

     利息及び配当金の受取額  82,599

     利息の支払額 △  21,551

     法人税等の支払額 △  1,835,936

   営業活動によるキャッシュ・フロー  1,289,618



  

    
前年同四半期 

（平成20年３月期 第３四半期） 

    金額（千円） 

 Ⅱ  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  △ 90,233

  定期預金の払戻による収入  40,162

  投資有価証券の取得による支出  △ 256,411

  投資有価証券の売却による収入  201

  有形固定資産の取得による支出  △ 1,226,740

  無形固定資産の取得による支出  △ 51,451

  その他投資の取得による支出  △ 79,535

  その他投資の減少による収入  29,171

  貸付金の回収による収入  16,700

   投資活動によるキャッシュ・フロー  △ 1,618,136

 Ⅲ  財務活動によるキャッシュ・フロー   

  短期借入金の純増加額  800,000

  自己株式の取得による支出  △ 143

  自己株式の売却による収入  115

  親会社による配当金の支払額  △ 533,505

  少数株主への株式の発行による収入  13,349

  少数株主への配当金の支払額  △ 12,520

   財務活動によるキャッシュ・フロー  267,296

 Ⅳ  現金及び現金同等物に係る換算差額  △ 3,929

 Ⅴ  現金及び現金同等物の増減額  △ 65,151

 Ⅵ  現金及び現金同等物の期首残高  4,823,131

 Ⅶ  連結範囲の変更を伴う現金及び現金同等物の 

     増減額 
 47,593

 Ⅷ  現金及び現金同等物の期末残高  4,805,573



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．事業区分の方法 

事業区分は、内部管理上採用している区分をベースに製品の系列及び市場の類似性を考慮して４つに区分

しております。 

２．各区分に属する主要な製品  

    

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） 

本邦の売上高の金額は、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。 

   

（３）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

  

コーティング

事業 

（千円） 

電子材料事業

（千円） 

化成品事業

（千円） 

合成樹脂事業

（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  16,069,488  7,032,502  2,711,577  12,023,102  37,836,669 －  37,836,669

(2）セグメント間の内部売上高又は 

  振替高 
 5,696  219  309  170,136  176,360 (176,360) － 

  計  16,075,184  7,032,721  2,711,886  12,193,238  38,013,029 (176,360)  37,836,669

  営業利益  2,837,074  599,920  141,411  256,521  3,834,926 (148)  3,834,778

事業区分 主要製品 

  コーティング事業   プラスチック用コーティング材及び建築用コーティング材等 

  電子材料事業   導電性樹脂塗料及び接着剤等 

  化成品事業   トナー用バインダー樹脂、粘・接着剤ベース樹脂等の機能性樹脂 

  合成樹脂事業   アクリル樹脂の原材料・加工品の仕入れ・販売 

〔所在地別セグメント情報〕 

〔海外売上高〕 

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．国又は地域は、地理的近接度及び重要度により区分しております。 

２．各区分に属する主な国または地域の内訳は次のとおりであります。 

(1）アジア ： 中華人民共和国、タイ、シンガポール 

(2）その他 ： 北米、中南米、欧州 

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高であります。 

  アジア その他 計 

 (1）海外売上高（千円）  13,265,122  291,597  13,556,719

 (2）連結売上高（千円） －  －   37,836,669

 (3）連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  35.1  0.8  35.8



  

(1）生産実績 

 当第３四半期連結累計期間の生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．金額は販売価格によっており、セグメント間の内部振替前の数値によっております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

(2）商品仕入実績 

 当第３四半期連結会計期間の合成樹脂事業の仕入実績は、次のとおりであります。 

(3）受注実績 

 当社グループは、主として見込生産によっていますので、受注ならびに受注残高について特に記載すべき事項は

ありません。 

(4）販売実績 

 当第３四半期連結累計期間の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．セグメント間の取引については、相殺消去しております。 

２．本表の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

  

６．その他の情報 

事業の種類別セグメントの名称 
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） 

コーティング（百万円）  13,950

電子材料（百万円）  2,834

化成品（百万円）  3,600

合計（百万円）  20,389

事業の種類別セグメントの名称 
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） 

合成樹脂（百万円）  10,570

合計（百万円）  10,570

事業の種類別セグメントの名称 
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） 

コーティング（百万円）  19,589

電子材料（百万円）  5,594

化成品（百万円）  2,893

合成樹脂（百万円）  12,385

合計（百万円）  40,461
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