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1.  平成22年3月期第1四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年6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 ％

22年3月期第1四半期 3,404 △5.3 △7 ― 1 △95.8 △52 ―

21年3月期第1四半期 3,594 ― 34 ― 41 ― 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

22年3月期第1四半期 △5.02 ―

21年3月期第1四半期 0.24 ―

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

22年3月期第1四半期 11,597 6,895 59.5 653.74
21年3月期 12,531 6,955 55.5 659.29

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  6,895百万円 21年3月期  6,955百万円

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

21年3月期 ― 4.00 ― 5.00 9.00

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

4.00 ― 5.00 9.00

3.  平成22年3月期の業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  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

第2四半期 
累計期間

7,600 △1.8 200 ― 230 675.2 110 ― 10.43

通期 16,000 3.8 500 ― 530 761.5 280 ― 26.54
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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  有  

(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、５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） 22年3月期第1四半期 10,716,954株 21年3月期  10,716,954株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  168,930株 21年3月期  167,310株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年3月期第1四半期 10,548,729株 21年3月期第1四半期 10,552,884株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 上記の記載した予測数値は、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。実際の実績等は、業績
は変化等により、上記予測数値と異なる場合があります。 
 業績予想の前提となる条件等については、４ページ【定性的情報・財務諸表等】「３．業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。 
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当第１四半期累計期間におけるわが国経済は、昨年からの世界的な金融危機に端を発した景気後退とい

う厳しい状況下の中、輸出や生産が下げ止まりつつあるものの、企業収益や民間の設備投資は減少し、雇

用情勢の悪化、個人消費の落ち込みなど、依然として景気の下振れが懸念されております。  

 この様な状況下の中、当社主力の建築仕上材業界におきましても、新築着工件数の大幅な落ち込み、企

業業績の悪化、個人所得の伸び悩み等による消費マインドの冷え込み等、依然極めて厳しい事業環境にて

推移しております。  

 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１四半期累計期間の売上高の増減を品目別に見ますと、建築仕上材は、前年同四半期比8.1%減、建

築下地調整材は同1.0%減、タイル接着材は同9.5%減、ファインセラミックは同58.9%減、建築土木資材は

同3.6%減となり、ビルリフレッシュ(工事)は同5.8%増となりました。 

この結果、全体としての売上高は前年同四半期比5.3%減の34億４百万円となりました。 

利益面におきましては、営業損失は７百万円(前年同四半期営業利益34百万円)、経常利益は１百万円

(前年同四半期経常利益41百万円)、四半期純損失は52百万円(前年同四半期純利益２百万円)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１四半期累計期間 当第１四半期累計期間

前年同期比(自 平成20年４月 (自 平成21年４月

   至 平成20年６月）    至 平成21年６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 1,596 44.4 1,466 43.1 △129 △8.1

建築下地調整材 313 8.8 310 9.1 △3 △1.0

タイル接着材 48 1.3 43 1.3 △ 4 △ 9.5

ファインセラミック 223 6.2 91 2.7 △131 △58.9

建築土木資材 29 0.8 28 0.8 △1 △3.6

ビルリフレッシュ(工事) 1,382 38.5 1,463 43.0 80 5.8

合計 3,594 100.0 3,404 100.0 △189 △5.3
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当第１四半期末の資産総額は115億97百万円となり、前事業年度末と比較して９億33百万円減少しまし

た。 

主な要因は、現金及び預金、受取手形及び売掛金が減少したことによるものであります。 

負債総額は47億２百万円となり、前事業年度末と比較して８億74百万円減少しました。 

主な要因は、支払手形及び買掛金、役員退職慰労引当金が減少したことによるものであります。 

純資産総額は68億95百万円となり、前事業年度末と比較して59百万円減少しました。 

主な要因は、利益剰余金が減少し、その他有価証券評価差額金が増加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１四半期累計期間における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ２億53百万円減少し、13億

46百万円となりました。 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

営業活動によるキャッシュ・フローは前年同四半期と比べ２億54百万円減少し、当第１四半期累計期間

において営業活動による資金の減少は、１億89百万円となりました。 

これは主に、役員退職慰労金の支払い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) 

投資活動によるキャッシュ・フローは前年同四半期と比べ67百万円増加し、当第１四半期累計期間にお

いて投資活動による資金の増加は、33百万円となりました。 

これは主に、定期預金の払戻と預入に伴う収支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) 

財務活動によるキャッシュ・フローは前年同四半期と比べ35百万円減少し、当第１四半期累計期間にお

いて財務活動の結果使用した資金は、96百万円となりました。 

これは主に、リース債務の返済と配当金の支払いによるものであります。 

  

  

第２四半期累計会計期間及び通期の事業環境につきましては、引き続き厳しい環境の下で推移するもの

と予想しておりますが、他の要因による大きな業績変動は、現時点では予測は困難なため、平成21年５月

14日の平成21年３月期決算短信において公表いたしました業績予想に変更はありません。 

  
  
  

  

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
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1．一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第１四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．棚卸資産の評価方法 

当第１四半期会計期間末の棚卸高算出に関しては、一部実地棚卸を省略し、前事業年度末の実地棚

卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

  

3．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。 

  

4．経過勘定項目の算定方法 

固定費的な要素が大きく、予算と実績の差異が僅少のものについては、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。 

  

5．繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前事業年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等

の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前事業年度において使用した将来の業績予測やタ

ックス・プランニングを利用する方法によっております。 

  

6．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．完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更    

 請負工事に係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適用しておりましたが、「工

事契約に関する会計基準」(企業会計基準第15号 平成19年12月27日)及び「工事契約に関する会計基

準の適用指針」(企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日)を当第１四半期会計期間より適用

し、当第１四半期会計期間に着手した工事契約から当第１四半期会計期間末までの進捗部分について

成果の確実性が認められる工事については工事進行基準(工事の進捗率の見積もりは原価比例法)を、

その他の工事については工事完成基準を適用しております。 

この結果、従来の方法によった場合に比べて、売上高、売上総利益、営業損失、経常利益及び税

引前四半期純損失に対する影響はありません。 

  

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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2．四半期損益計算書関係の表示方法の変更 

前第１四半期累計期間において、営業外収益の「その他」に含めていた「受取ロイヤリティー」

は、重要性が増加したため、当第１四半期累計期間より区分掲記することとしております。なお、前

第１四半期累計期間の営業外収益の「その他」に含まれる「受取ロイヤリティー」は397千円であり

ます。 

  

3．四半期キャッシュ・フロー計算書関係の表示方法の変更 

前第１四半期累計期間において、営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めていた

「役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)」は、重要性が増加したため、当第1四半期累計期間より

区分掲記することとしております。なお、前第１四半期累計期間の営業活動によるキャッシュ・フロ

ーの「その他」に含まれる「役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)」は7,123千円であります。 

  

「定期預金の純増減額(△は増加)」は、「定期預金の預入による支出」及び「定期預金の払戻によ

る収入」としてそれぞれ両建て表示しておりましたが、期間が短く、かつ回転が速いため、純額表示

いたしました。なお、当第１四半期累計期間の「定期預金の預入による支出」は104,474千円、「定

期預金の払戻による収入」は151,245千円をそれぞれ計上しております。 
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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１四半期会計期間末 
(平成21年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,624,509 1,924,330

受取手形及び売掛金 3,785,759 4,390,057

商品及び製品 474,414 463,025

仕掛品 149,426 145,038

原材料及び貯蔵品 260,088 248,843

未収還付法人税等 44,033 44,033

その他 255,528 322,945

貸倒引当金 △26,989 △30,871

流動資産合計 6,566,770 7,507,403

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 701,433 716,738

機械及び装置（純額） 175,272 188,355

土地 1,417,931 1,417,931

その他（純額） 369,985 374,547

有形固定資産合計 2,664,623 2,697,571

無形固定資産 121,014 134,239

投資その他の資産   

その他 2,257,812 2,204,795

貸倒引当金 △12,382 △12,494

投資その他の資産合計 2,245,429 2,192,301

固定資産合計 5,031,067 5,024,112

資産合計 11,597,838 12,531,516
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成21年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,544,997 2,000,246

短期借入金 1,270,000 1,200,000

その他 830,269 665,727

流動負債合計 3,645,266 3,865,974

固定負債   

社債 200,000 270,000

長期借入金 50,000 120,000

退職給付引当金 533,070 526,909

役員退職慰労引当金 163,220 649,001

その他 110,609 144,410

固定負債合計 1,056,900 1,710,320

負債合計 4,702,166 5,576,295

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 4,474,783 4,580,472

自己株式 △92,615 △91,962

株主資本合計 6,868,428 6,974,770

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 27,243 △19,549

評価・換算差額等合計 27,243 △19,549

純資産合計 6,895,672 6,955,221

負債純資産合計 11,597,838 12,531,516

8

菊水化学工業（株）（7953）平成22年３月期第１四半期決算短信（非連結）



(2)【四半期損益計算書】 
【第１四半期累計期間】 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 3,594,601 3,404,890

売上原価 2,561,837 2,506,060

売上総利益 1,032,764 898,829

販売費及び一般管理費 997,817 905,835

営業利益又は営業損失（△） 34,947 △7,005

営業外収益   

受取配当金 7,894 6,991

受取利息 1,003 1,999

受取ロイヤリティー － 2,448

その他 5,180 3,661

営業外収益合計 14,078 15,100

営業外費用   

支払利息 5,257 4,181

売上割引 1,601 1,320

その他 564 859

営業外費用合計 7,423 6,361

経常利益 41,602 1,734

特別利益   

貸倒引当金戻入額 2,057 3,580

特別利益合計 2,057 3,580

特別損失   

投資有価証券評価損 22,357 －

遅延損害金 15,234 －

役員退職功労加算金 － 87,650

その他 1,165 171

特別損失合計 38,757 87,821

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 4,901 △82,506

法人税等 2,363 △29,566

四半期純利益又は四半期純損失（△） 2,538 △52,940
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失
（△）

4,901 △82,506

減価償却費 56,600 62,792

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） － △485,781

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,057 △3,992

受取利息及び受取配当金 △8,897 △8,990

支払利息 5,257 4,181

為替差損益（△は益） △69 64

遅延損害金 15,234 －

有形固定資産売却損益（△は益） 10 54

売上債権の増減額（△は増加） 371,653 604,418

たな卸資産の増減額（△は増加） △44,097 △27,021

仕入債務の増減額（△は減少） △263,283 △455,249

その他 △53,482 212,978

小計 81,770 △179,054

利息及び配当金の受取額 20,315 7,633

利息の支払額 △5,799 △4,785

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） △16,266 △13,618

営業活動によるキャッシュ・フロー 64,785 △189,824

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 △11,115 －

定期預金の純増減額（△は増加） － 46,770

有形固定資産の取得による支出 △17,387 △5,935

その他 △5,762 △7,756

投資活動によるキャッシュ・フロー △34,264 33,077

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 △10,000

自己株式の取得による支出 △291 △653

リース債務の返済による支出 － △35,629

配当金の支払額 △50,632 △49,956

財務活動によるキャッシュ・フロー △60,924 △96,239

現金及び現金同等物に係る換算差額 69 △64

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △30,333 △253,050

現金及び現金同等物の期首残高 1,828,609 1,599,431

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,798,275 1,346,380
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該当事項なし 

  

該当事項なし 

  

(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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