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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6月30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 ％

22年3月期第1四半期 2,478 7.7 △30 ― △31 ― △40 ―
21年3月期第1四半期 2,301 △4.3 △123 ― △92 ― △72 ―

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 △4.85 ―
21年3月期第1四半期 △8.58 ―

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 13,525 8,850 65.4 1,048.42
21年3月期 14,111 8,883 63.0 1,052.26

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  8,850百万円 21年3月期  8,883百万円

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 ― 10.00 10.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
0.00 ― 10.00 10.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（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2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期 
連結累計期間 4,600 △4.6 △75 ― △75 ― △95 ― △11.25

通期 10,950 1.5 110 ― 110 ― 10 ― 1.18
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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、４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、４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） 

※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。上記業績予想につきましては４ページの ３．連結業績予想に関する定性的情報 をご覧ください。 

新規 ―社 （社名 ） 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 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 9,440,000株 21年3月期  9,440,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  997,940株 21年3月期  997,940株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 8,442,060株 21年3月期第1四半期 8,442,192株
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【定性的情報・財務情報等】 

 

１．連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期連結会計期間のわが国経済は、政府によって種々の追加経済対策が決定されたもの 

の、個人消費の不振が続き、設備投資は大幅に減少しました。また、自動車、電機など主要製造業

の減産と建築市場の需要低迷は塗料業界の経営環境にも大きな影響を与えました。 

このような状況のもと、当社グループは新製品の拡販と新規顧客の獲得、経費節減、コスト削減 

に努めてまいりました。その結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は 24 億 78 百万円（前年同

期 売上高 23 億１百万円）、営業損失 30 百万円（同 営業損失１億 23 百万円）、経常損失 31 百万

円（同 経常損失 92 百万円）、四半期純損失 40 百万円（同 四半期純損失 72 百万円）となりまし

た。 

    事業の種類別セグメントの業績は次の通りです。 

    ＜塗料販売事業＞  

原材料価格、販売価格は厳しい状況が続いていますが、官庁の本年度計画工事の一部が前倒しで 

発注されたこともあり、道路用塗料は計画を上回ることができました。しかし、建築用塗料では自

動車をはじめとする主要製造業が設備投資計画を縮小、延期した影響を受け、床用塗料の受注が大

きく減少しました。    

この結果、当第１四半期連結会計期間の塗料販売事業の売上高は 22 億 28 百万円（前年同期比 

0.1％増）となりました。 

＜施工事業＞   

工期の変更によって前期から仕掛となっていた首都高関連の構造物補修工事（施工：アトムテク 

ノス株式会社)を完了し、当四半期の売上として計上した結果、当第１四半期連結会計期間の施工

事業の売上高は２億 49 百万円（同 236.0％増）となりました。 

     

２．連結財政状態に関する定性的情報 

      当第１四半期連結会計期間末の総資産は 135 億 25 百万円（前連結会計年度末比５億 85 百万円 

減少）となりました。これは主に受取手形及び売掛金の減少により流動資産が５億 80 百万円減少

したことによるもので、道路用塗料の需要のピークが第４四半期となる事業特性に起因しておりま

す。 

当第１四半期連結会計期間末の負債は 46 億 74 百万円（同 ５億 53 百万円減少）となりました。 

これは主に支払手形及び買掛金と引当金の減少により、流動負債が４億 84 百万円減少したことに

よるものです。 

      当第１四半期連結会計期間末の純資産は 88 億 50 百万円（同 32 百万円減少）となりました。 

これは主に評価・換算差額等で 92 百万円増加したものの、当期純損失と剰余金の配当により１億 

25 百万円減少したことによるものです。 
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３．連結業績予想に関する定性的情報 

当社グループは、機能性塗料等の販売によって収益の確保に取り組んでいますが、設備投資が予想

以上に縮小したことや個人消費の回復の遅れによる収益への影響を踏まえ、平成 21 年５月 19 日付

「平成 21 年３月期決算短信」で公表しました平成 22 年３月期第２四半期連結累計期間と通期の連結

業績予想および平成 22 年３月期第２四半期累計期間と通期の個別業績予想を下記の通り修正します。    

(以下、単位：百万円／百万円未満切捨て) 

 

（１）連結業績 

①第２四半期（平成 21 年４月 1 日～平成 21 年９月 30 日） 

  

 

 

 

②通 期   （平成 21 年４月 1 日～平成 22 年３月 31 日） 

 

 

 

 

（２）個別業績 

①第２四半期（平成 21 年４月 1 日～平成 21 年９月 30 日） 

  

 

 

 

②通 期   （平成 21 年４月 1 日～平成 22 年３月 31 日） 

 

 

 

 

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） 

        該当事項はありません。 

 （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 

 ①法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

法人税等の納付額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限

定する方法によっています。 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度以降に経営環境等、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、前連結会計年度において使用し

た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います。 

②たな卸資産の評価方法 

当第１四半期連結会計期間末のたな卸高は、一部については実地たな卸を省略し、前連結会

計年度末のたな卸高を基礎として合理的な方法により算出しています。     

③税金費用の計算 

税金費用については、一部の連結子会社においては、当第１四半期連結会計期間を含む連結 

 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 

前回予想 4,960 △90 △90 △100 △11 円 85 銭 

今回予想 4,600 △75 △75 △95 △11 円 25 銭 

 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 

前回予想 11,270 120 120 10 1 円 18 銭 

今回予想 10,950 110 110 10 1 円 18 銭 

 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 

前回予想 4,050 △47 △37 △50 △5 円 92 銭 

今回予想 3,910 △52 △42 △57 △6 円 75 銭 

 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 

前回予想 9,145 170 185 80 9 円 48 銭 

今回予想 8,900 160 175 85 10 円  7 銭 
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会計年度の税引前当期純損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もり、税

引前四半期純損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います。          

（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 

     「工事契約に関する会計基準」の適用 
当第１四半期連結会計期間より「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）を適用しています。これにより、損益に与える影響はあり 

ません。 
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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１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,232,289 2,189,955

受取手形及び売掛金 4,148,234 4,657,062

商品及び製品 1,068,266 1,046,244

仕掛品 217,239 327,146

原材料及び貯蔵品 468,891 504,263

その他 150,502 137,036

貸倒引当金 △137,750 △133,702

流動資産合計 8,147,674 8,728,005

固定資産   

有形固定資産   

土地 2,744,050 2,744,050

その他（純額） 1,814,134 1,839,308

有形固定資産合計 4,558,185 4,583,358

無形固定資産 170,702 173,183

投資その他の資産 648,948 626,705

固定資産合計 5,377,836 5,383,248

資産合計 13,525,510 14,111,253

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,673,520 2,981,518

短期借入金 412,844 412,844

未払法人税等 7,565 20,855

引当金 55,388 125,661

その他 462,455 555,115

流動負債合計 3,611,773 4,095,994

固定負債   

長期借入金 635,084 688,161

退職給付引当金 270,474 272,525

引当金 108,226 120,603

その他 49,121 50,729

固定負債合計 1,062,906 1,132,019

負債合計 4,674,680 5,228,014
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(単位：千円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,040,000 1,040,000

資本剰余金 680,400 680,400

利益剰余金 7,411,052 7,536,456

自己株式 △380,175 △380,175

株主資本合計 8,751,276 8,876,681

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 52,778 28,687

為替換算調整勘定 46,775 △22,129

評価・換算差額等合計 99,553 6,558

純資産合計 8,850,830 8,883,239

負債純資産合計 13,525,510 14,111,253
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第１四半期連結累計期間】 

(単位：千円)

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

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

売上高 2,301,857 2,478,475

売上原価 1,631,948 1,754,364

売上総利益 669,908 724,111

販売費及び一般管理費 793,338 754,735

営業損失（△） △123,429 △30,623

営業外収益   

受取利息 183 84

受取配当金 4,035 3,863

為替差益 28,824 －

その他 2,510 2,457

営業外収益合計 35,553 6,405

営業外費用   

支払利息 4,145 4,638

為替差損 － 2,618

営業外費用合計 4,145 7,256

経常損失（△） △92,021 △31,475

特別利益   

貸倒引当金戻入額 5,769 9,487

特別利益合計 5,769 9,487

特別損失   

固定資産除却損 214 16,953

特別損失合計 214 16,953

税金等調整前四半期純損失（△） △86,465 △38,940

法人税、住民税及び事業税 6,136 6,200

法人税等調整額 △20,125 △4,157

法人税等合計 △13,989 2,043

四半期純損失（△） △72,475 △40,983
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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)

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

当第１四半期連結累計期間 
(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   

税金等調整前四半期純損失（△） △86,465 △38,940

減価償却費 74,046 75,317

賞与引当金の増減額（△は減少） △69,451 △70,272

退職給付引当金の増減額（△は減少） 5,011 △2,050

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2,558 △12,376

貸倒引当金の増減額（△は減少） △4,909 4,879

地中障害物撤去費用引当金の増減額（△は減少） △110,000 －

受取利息及び受取配当金 △4,218 △3,948

支払利息 4,145 4,638

為替差損益（△は益） △4,130 1,906

固定資産除却損 － 16,953

売上債権の増減額（△は増加） 541,201 517,346

たな卸資産の増減額（△は増加） △79,829 134,982

仕入債務の増減額（△は減少） △315,186 △315,160

その他 38,836 △70,595

小計 △8,391 242,679

利息及び配当金の受取額 4,232 3,939

利息の支払額 △4,249 △4,867

法人税等の支払額 △22,609 △15,305

営業活動によるキャッシュ・フロー △31,017 226,445

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 △109,643 △74,997

投資有価証券の取得による支出 △1,660 △1,691

無形固定資産の取得による支出 △396 △1,558

貸付金の回収による収入 5,000 －

その他 △956 100

投資活動によるキャッシュ・フロー △107,657 △78,146

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の返済による支出 △53,211 △53,211

ファイナンス・リース債務の返済による支出 － △3,715

自己株式の取得による支出 △194 －

配当金の支払額 △76,693 △55,958

財務活動によるキャッシュ・フロー △130,098 △112,885

現金及び現金同等物に係る換算差額 △4,785 6,921

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △273,559 42,334

現金及び現金同等物の期首残高 2,712,080 2,189,955

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,438,520 2,232,289
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(4) 継続企業の前提に関する注記 
該当事項なし 

 
(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

該当事項なし 
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