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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 5,198 △32.2 459 84.0 439 91.9 212 65.2
21年3月期第1四半期 7,664 ― 249 ― 229 ― 128 ―

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 46.21 ―
21年3月期第1四半期 27.97 ―

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 15,628 5,495 35.2 1,197.29
21年3月期 15,314 5,403 35.3 1,177.36

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  5,495百万円 21年3月期  5,403百万円

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 ― 0.00 ― 30.00 30.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
0.00 ― 20.00 20.00

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

10,551 △32.7 471 △22.7 428 △24.7 226 △27.6 49.29

通期 21,150 △24.8 928 △40.3 850 △42.1 439 △44.5 95.74
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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  

［（注）詳細は、4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） 

(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 無
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 4,592,000株 21年3月期  4,592,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  2,300株 21年3月期  2,300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 4,589,700株 21年3月期第1四半期 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 
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。なお、業績予想に関する事項につきましては、3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
をご覧ください。 
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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１四半期累計期間におけるわが国経済は、一部で景気の底入れ感があるものの、企業収益が大幅

に減少する中、雇用・所得環境の悪化により個人消費が低迷するなど、景気は引き続き厳しい状況で推移

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大幅減少とな

りました。 

このような情勢のもとで、当社における当第１四半期の製品出荷数量は、32,906 トン(前年同期比

16.2％減)となりました。 

当第１四半期累計期間の業績といたしましては、売上高は出荷トン数の落ち込みと原油・ナフサ市況

が前年同期と比較して軟化したことにより販売単価が低下したため、51 億 98 百万円(同 32.2％減)と減収

になりました。 

主な品目の売上高は、単一溶剤類が 19 億 98 百万円(同 37.5％減)、印刷用溶剤類が 12 億 41 百万円(同

14.4％減)、特殊シンナー類が 4億 79 百万円（同 31.1％減）、洗浄用シンナー類が 3億 84 百万円(同 36.5％

減)、単一溶剤直送品を中心とした商品が 5 億 49 百万円(同 43.9％減)となりました。 

一方損益面では、販売価格の是正が定着するとともに、原油・ナフサ市況等に対応した機動的な原材

料購入を促進した結果、採算面が改善され、営業利益 4 億 59 百万円(同 84.0％増)、経常利益 4 億 39 百

万円(同 91.9％増)、四半期純利益 2 億 12 百万円(同 65.2％増)となり、いずれも増益となりました。 

 

 

２．財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期会計期間末の総資産額は 156 億 28 百万円となり、前事業年度末と比較し 3 億 14 百万円

増加いたしました。主な要因は、たな卸資産の減少 1 億 67 百万円等があったものの、現金及び預金の増

加 5 億 24 百万円、受取手形及び売掛金の増加 2 億 1 百万円等によるものであります。 

負債総額は 101 億 33 百万円となり、前事業年度末と比較し 2 億 23 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減少 3億 51 百万円、未払法人税等の減少 3億 53 百万円等があったものの、

短期借入金の増加 11 億 80 百万円等の増加によるものであります。 

純資産合計は 54 億 95 百万円となり、前事業年度末と比較し 91 百万円増加いたしました。主な要因は、

利益剰余金の増加 74 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 
第２四半期累計期間及び通期の業績予想につきましては、今後も予想される厳しい景況感ならびに不透

明な原材料市況等を考慮して、現時点では平成21年5月19日に公表いたしました業績予想に変更はありま

せん。 
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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。 

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。 

 

(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 

  該当事項はありません。 

 

 

 



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 2,788,180 2,263,474

受取手形及び売掛金 7,024,940 6,823,145

商品及び製品 134,147 113,671

原材料及び貯蔵品 326,345 514,280

その他 444,312 690,064

貸倒引当金 △17,228 △16,289

流動資産合計 10,700,697 10,388,347

固定資産   

有形固定資産 3,778,528 3,745,608

無形固定資産 80,952 82,069

投資その他の資産   

その他 1,109,855 1,139,338

貸倒引当金 △41,103 △41,172

投資その他の資産合計 1,068,751 1,098,165

固定資産合計 4,928,233 4,925,844

資産合計 15,628,930 15,314,191

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,744,464 4,096,316

短期借入金 3,295,920 2,115,920

未払法人税等 192,564 545,574

賞与引当金 59,533 116,065

役員賞与引当金 － 70,000

その他 734,035 646,956

流動負債合計 8,026,518 7,590,833

固定負債   

長期借入金 1,610,030 1,729,010

退職給付引当金 397,740 420,787

役員退職慰労引当金 79,516 153,117

その他 19,909 16,708

固定負債合計 2,107,195 2,319,622

負債合計 10,133,714 9,910,455
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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) 

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 4,096,144 4,021,764

自己株式 △1,779 △1,779

株主資本合計 5,490,244 5,415,864

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 4,972 △12,128

評価・換算差額等合計 4,972 △12,128

純資産合計 5,495,216 5,403,736

負債純資産合計 15,628,930 15,314,191
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(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 7,664,740 5,198,790

売上原価 6,645,758 3,875,793

売上総利益 1,018,981 1,322,997

販売費及び一般管理費 769,223 863,318

営業利益 249,757 459,678

営業外収益   

受取利息 1,418 1,449

受取配当金 2,041 1,060

その他 3,534 2,784

営業外収益合計 6,995 5,294

営業外費用   

支払利息 18,280 22,374

手形売却損 9,100 3,048

その他 306 －

営業外費用合計 27,686 25,422

経常利益 229,066 439,550

特別利益   

固定資産売却益 778 1,161

特別利益合計 778 1,161

特別損失   

固定資産除却損 2,069 7,461

固定資産売却損 78 336

特別損失合計 2,148 7,797

税引前四半期純利益 227,696 432,915

法人税等 99,321 220,844

四半期純利益 128,375 212,070
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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 227,696 432,915

減価償却費 83,428 99,696

売上債権の増減額（△は増加） △416,748 △201,794

たな卸資産の増減額（△は増加） △132,002 167,459

仕入債務の増減額（△は減少） 423,457 △467,850

その他 △47,745 363,117

小計 138,086 393,542

利息及び配当金の受取額 9,508 5,162

利息の支払額 △18,280 △22,374

法人税等の支払額 △216,594 △534,656

営業活動によるキャッシュ・フロー △87,280 △158,325

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 △158,451 △239,670

有形固定資産の売却による収入 3,259 5,776

無形固定資産の取得による支出 △5,519 △3,698

投資有価証券の取得による支出 △148 △148

貸付金の回収による収入 3,345 8,215

その他 △8,076 △9,411

投資活動によるキャッシュ・フロー △165,590 △238,937

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 480,000 1,300,000

短期借入金の返済による支出 △100,000 △120,000

長期借入れによる収入 210,000 －

長期借入金の返済による支出 △108,480 △118,980

配当金の支払額 △91,794 △137,691

その他 － △1,359

財務活動によるキャッシュ・フロー 389,726 921,969

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 136,855 524,706

現金及び現金同等物の期首残高 1,420,382 1,817,474

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,557,238 2,342,180
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（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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６．その他 

生産、受注及び販売の状況 

(1) 生産実績 

当第１四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。 
 

品目 生産高(千円) 前年同四半期比（％）

ラッカーシンナー類 159,463 △34.9 

合成樹脂塗料用シンナー類 202,965 △26.5 

洗浄用シンナー類 373,267 △35.7 

印刷用溶剤類 1,246,640 △14.3 

特殊シンナー類 482,020 △30.8 

単一溶剤類 2,047,700 △37.9 

エタノール・その他 201,036 △22.4 

合計 4,713,093 △30.8 

(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１四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。 
 

品目 受注高(千円) 
前年同四半期比

（％） 
受注残高(千円) 

前年同四半期比
（％） 

ラッカーシンナー類 172,516 △31.3 4,957 △19.3

合成樹脂塗料用シンナー類 201,778 △27.5 8,784 △23.4

洗浄用シンナー類 388,892 △36.2 22,579 △36.6

印刷用溶剤類 1,243,175 △14.3 12,655 8.7

特殊シンナー類 486,856 △30.7 23,670 △18.1

単一溶剤類 1,995,582 △37.5 53,976 △10.1

エタノール・その他 169,526 △20.5 2,813 △56.6

合計 4,658,327 △30.4 129,437 △19.2

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

当第１四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。 
 

品目 販売高(千円) 前年同四半期比（％）

ラッカーシンナー類 175,047 △29.7 

合成樹脂塗料用シンナー類 199,604 △27.3 

洗浄用シンナー類 384,974 △36.5 

印刷用溶剤類 1,241,707 △14.4 

特殊シンナー類 479,483 △31.1 

単一溶剤類 1,998,050 △37.5 

エタノール・その他 170,398 △20.1 

 
製品 

小計 4,649,267 △30.5 

単一溶剤直送品 489,785 △45.1 

その他商品 59,737 △31.9 

 
商品 

小計 549,523 △43.9 

合計 5,198,790 △32.2 

(注) １ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。 
 

前第１四半期累計期間 当第１四半期累計期間 

相手先 

販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％) 

東洋インキ製造（株）  1,800,155 23.5 1,246,136 24.0 

(注) １ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 上記の相手先、東洋インキ製造㈱には、東洋インキ北海道㈱、東洋インキ東北㈱、東洋インキ中

四国㈱、東洋インキ九州㈱等の販売高を含んでおります。 

 




