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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） 

（注） 21年３月期第１四半期は、連結での「第１四半期決算短信」を作成しており、非連結での数値は公表していないため、21年３月期第１四半期の数  値
及び22年３月期第１四半期の対前年同四半期増減率については記載しておりません。 
なお、参考資料として（要約）連結貸借対照表及び（要約）連結損益計算書を９貢以降の６.その他の情報に記載しております。 

(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 5,210 ― 202 ― 302 ― 168 ―

21年3月期第1四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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 8.78 ―

21年3月期第1四半期 ― ―

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 34,840 29,166 83.7 1,516.48
21年3月期 34,521 28,945 83.8 1,505.00

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  29,166百万円 21年3月期  28,945百万円

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 ― 7.50 ― 7.50 15.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

7.50 ― 7.50 15.00

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

11,000 △10.2 280 △34.2 505 △23.1 280 △3.8 14.48

通期 21,000 △4.4 300 △39.1 750 △22.3 430 △50.3 22.24



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） 

（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。 

(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 22,000,000株 21年3月期  22,000,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  2,767,062株 21年3月期  2,767,062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 19,232,938株 21年3月期第1四半期 19,384,771株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

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。 



 第１四半期会計期間におけるわが国経済は、輸出の回復や在庫調整の進展、政府の経済対策の効果などにより、景

気の急激な悪化には歯止めが掛かったものの、世界的な金融危機の影響や世界景気の下振れ懸念等により、依然とし

て厳しい状況が続いております。 

 塗料業界においては、汎用塗料分野における建築・外装、自動車補修、木工等の分野において需要が引き続き低調

に推移したことに加え、自動車、電気・機械・金属、海外分野等で需要が大幅に落ち込みました。それに伴い、国内

生産量、出荷数量も大幅にダウンし、累計出荷金額ベースでも前年を大きく下回る結果となりました。 

 このような経済状況のもとで、当社グループ（当社及び当社の関連会社）は、企業の社会的責任を果たしつつ経営

資源を活用し、国内は勿論、海外市場開拓も含めて積極的な売上増進に努めましたが、当第１四半期会計期間の売上

高は、遺憾ながら52億10百万円となりました。一方、収益面では、生産効率の向上、社内コスト削減、調達コストの

削減等の努力により、営業利益２億２百万円、経常利益３億２百万円、四半期純利益１億68百万円となりました。 

製品分野別の業績は次の通りであります。 

  ①車輌塗料分野  

      国内市場においては、新車販売台数大幅減の影響や、大型車両需要の大幅な減少もありましたが、販売店やユ 

    ーザーを対象に環境セミナーを実施し、VOC排出50％削減が可能なプロタッチハイソリッド仕様、PRTR対応型の 

   「マルチトップハイクリヤー」等環境対応製品の拡販を図り、売上高の減少を微減に留めることができました。 

  ②建築塗料分野 

      環境負荷の少ない水性塗料、鉛・クロムフリー塗料、高性能弱溶剤塗料、遮熱塗料等の拡販に努めましたが、 

    売上高は前年同期比3.6％減となりました。 

  ③工業塗料分野 

    景況悪化の直接的影響がもっとも顕著に及んでおり、従来の需要量が半減又はそれ以上の減少となる取引先が 

    増加し、売上高の減少を余儀なくされました。そうした厳しい環境下、新規顧客の開拓や接着剤分野での営業努 

    力により、最終的に売上高は前年同期比12.9％減となりました。 

  ④家庭塗料分野 

     主力のエアゾール製品の販売が前年並みに推移した事に加え、高耐候製品、高付加価値製品の拡販に努めた結 

    果、売上高は前年同期比2.0％増となりました。  

  

  

  当第１四半期会計期間末の総資産は、前事業年度末に比べ３億19百万円（0.9％増）増加し、348億40百万円となり

ました。主な要因は、受取手形及び売掛金が５億93百万円増加したこと、建物が70百万円減少したこと等でありま

す。 

  当第１四半期会計期間末の負債の合計は、前事業年度末に比べ98百万円（1.8％増）増加し、56億74百万円となり

ました。主な要因は、買掛金が１億85百万円、賞与引当金が１億17百万円増加したこと、未払法人税等が２億５百万

円減少したこと等によるものです。 

 当第１四半期会計期間末の純資産の合計は、前事業年度末に比べ２億20百万円（0.8％増）増加し、291億66百万円

となりました。主な要因は、その他有価証券評価差額金が１億96百万円増加したこと等によるものです。 

 この結果、自己資本比率は、前事業年度末の83.8％から83.7％となり0.1ポイント下降しました。   

    

 当第１四半期の業績は、ほぼ予想どおりに推移しており、平成21年５月15日に発表いたしました業績予想に修正は

ありません。 

定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

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



  （簡便な会計処理） 

 ①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

   貸倒実績率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、前事業年度決算において算 

  定した貸倒実績率を使用して一般債権の貸倒見積高を算定しております。 

  ②固定資産の減価償却費の算定方法 

   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出する方法によって 

  おります。 

  （四半期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１四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に当該見積実効税率を乗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。 

  

   

当該事項はありません。  

  

  

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



５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：百万円）

当第１四半期会計期間末 
(平成21年６月30日) 

資産の部  

流動資産  

現金及び預金 7,102

受取手形及び売掛金 5,390

商品及び製品 2,389

仕掛品 551

原材料及び貯蔵品 1,602

その他 441

貸倒引当金 △12

流動資産合計 17,465

固定資産  

有形固定資産  

建物（純額） 4,719

土地 7,561

その他（純額） 1,977

有形固定資産合計 14,259

無形固定資産 104

投資その他の資産 3,055

貸倒引当金 △44

固定資産合計 17,375

資産合計 34,840

負債の部  

流動負債  

買掛金 2,780

未払法人税等 132

賞与引当金 343

その他 793

流動負債合計 4,048

固定負債  

退職給付引当金 1,419

役員退職慰労引当金 103

その他 102

固定負債合計 1,625

負債合計 5,674



（単位：百万円）

当第１四半期会計期間末 
(平成21年６月30日) 

純資産の部  

株主資本  

資本金 1,100

資本剰余金 530

利益剰余金 29,317

自己株式 △2,159

株主資本合計 28,787

評価・換算差額等  

その他有価証券評価差額金 378

評価・換算差額等合計 378

純資産合計 29,166

負債純資産合計 34,840



（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：百万円）

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 5,210

売上原価 4,100

売上総利益 1,109

販売費及び一般管理費 906

営業利益 202

営業外収益  

受取利息 1

受取配当金 15

受取賃貸料 46

業務受託手数料 33

雑収入 11

営業外収益合計 107

営業外費用  

売上割引 5

雑損失 1

営業外費用合計 7

経常利益 302

特別利益  

特別利益合計 －

特別損失  

固定資産除却損 4

固定資産売却損 0

特別損失合計 4

税引前四半期純利益 298

法人税等 129

四半期純利益 168



 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記



 （参考） 

（１）（要約）連結貸借対照表  

前連結会計年度まで連結財務諸表を作成しているため、前第１四半期累計（会計）期間及び前事業年度に代え

て前第１四半期連結累計（会計）期間及び前連結会計年度について記載いたします。 

  

６．その他の情報

（単位：百万円）

  
前連結会計年度末に係る

連結貸借対照表 
（平成21年３月31日） 

資産の部  

 流動資産  

 現金及び預金 7,262

 受取手形及び売掛金 4,797

  商品及び製品 2,432

  仕掛品 667

  原材料及び貯蔵品 1,633

 その他 405

 貸倒引当金 △10

  流動資産合計 17,187

 固定資産  

  有形固定資産 

  建物（純額） 4,789

  土地 7,561

  その他（純額） 2,059

  有形固定資産合計 14,411

  無形固定資産 103

 投資その他の資産 2,862

貸倒引当金 △44

 固定資産合計 17,333

  資産合計 34,521

負債の部 

流動負債 

 買掛金 2,594

  未払法人税等 337

  賞与引当金 225

  その他 798

  流動負債合計 3,955

固定負債 

 退職給付引当金 1,407

 役員退職慰労引当金 111

  その他 100

固定負債合計 1,619

  負債合計 5,575



                                                    （単位：百万円） 

  

  
前連結会計年度末に係る

連結貸借対照表 
（平成21年３月31日） 

 純資産の部 

株主資本 

資本金 1,100

資本剰余金 530

利益剰余金 29,292

自己株式 △2,159

株主資本合計 28,763

  評価・換算差額等 

    その他有価証券評価差額金 182

    評価・換算差額等合計 182

   少数株主持分 －

  純資産合計 28,945

 負債純資産合計 34,521



 （２）（要約）四半期連結損益計算書 

                                                  （単位：百万円） 

  

  

前第１四半期連結累計期間 

（自 平成20年４月１日 

   至 平成21年３月31日）

  売上高 6,468

 売上原価 5,320

 売上総利益 1,147

 販売費及び一般管理費 982

 営業利益 164

 営業外収益   

受取利息 2

受取配当金 35

受取賃貸料 47

業務受託手数料 28

持分法による投資利益 4

その他 19

営業外収益合計 136

 営業外費用   

売上割引 7

雑支出 6

その他 2

営業外費用合計 16

経常利益 285

特別利益   

前期損益修正益 0

特別利益合計 0

  特別損失   

減損損失 108

その他 1

特別損失合計 110

税金等調整前四半期純利益 175

法人税、住民税及び事業税 84

法人税等合計 84

少数株主利益 16

四半期純利益 74




