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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9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2四半期 9,109 2.5 408 89.6 354 129.8 338 183.5
21年3月期第2四半期 8,886 ― 215 ― 154 ― 119 ―

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2四半期 7.27 ―

21年3月期第2四半期 2.53 ―

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2四半期 19,688 10,451 53.1 224.33
21年3月期 19,717 10,297 52.2 221.00

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  10,451百万円 21年3月期  10,297百万円

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

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― ― ― 5.50 5.50

22年3月期 ― ―

22年3月期 
（予想）

― 5.50 5.50

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  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

通期 17,100 1.6 550 △0.1 420 5.4 400 48.1 8.59



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  無  

(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） 

(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 

１．通期の連結業績予想については、平成21年10月29日に公表いたしました数値から変更しておりません。 
２．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。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

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2四半期 48,063,360株 21年3月期  48,063,360株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  1,474,266株 21年3月期  1,468,067株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 46,591,126株 21年3月期第2四半期 47,289,954株



 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、世界的な金融危機の影響による過去にない急速な景気悪化の最

悪期は脱しつつあり、輸出、生産等に一部持ち直しの動きがみられるものの、企業の厳しい収益状況を背景に設備投

資は抑制傾向にあり、雇用や所得環境も厳しさを増す中で個人消費も低迷しており、さらには円高による輸出や生産

への影響も懸念される等、本格的な回復に至っておりません。 

 このような状況のもと、当社グループでは、営業面では主力製品である塗料の売上増大に注力するとともに、住宅

メンテナンス用品・日用雑貨・園芸用品部門でも、新製品の投入、販路の拡大に取り組むなど引き続き積極的な営業

活動を展開いたしました。その結果、園芸用品部門の売上は伸び悩んだものの塗料事業の売上が増加したこと等によ

り、当第２四半期連結累計期間の売上高は、91億９百万円（前年同期比2.5％増）となりました。 

 収益面では、売上増加の影響に加え、グループ企業一体となって経営の効率化に努めました結果、営業利益は４億

８百万円（前年同期比89.6％増）、経常利益は３億５千４百万円（前年同期比129.8％増）、四半期純利益は３億３

千８百万円（前年同期比183.5％増）となりました。  

  

  

 当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べて２千８百万円減少し、196億８千８百万円と

なりました。負債は、前連結会計年度末に比べて１億８千２百万円減少し、92億３千７百万円となりました。純資産

は、前連結会計年度末に比べて１億５千３百万円増加し、104億５千１百万円となりました。その結果、自己資本比

率は前連結会計年度より0.9ポイント上昇し、53.1％となりました。 

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は52億１千９百万円となり、前連結会計年度末と

比較して１億８千２百万円の増加となりました。 

 当第２四半期連結累計期間における「営業活動によるキャッシュ・フロー」は６億２千万円の収入（前年同期は１

億６千４百万円の支出）となりました。主な収入要因は、税金等調整前四半期純利益３億５千４百万円及びたな卸資

産の減少額９億８千８百万円等であり、主な支出要因は、売上債権の増加額７億６千万円等であります。 

 「投資活動によるキャッシュ・フロー」は２千８百万円の支出（前年同期比762.9％増）となりました。主な収入

要因は、その他の投資等の減少による収入２千２百万円等であり、主な支出要因は、有形固定資産の取得による支出

５千１百万円等であります。 

 「財務活動によるキャッシュ・フロー」は４億３百万円の支出（前年同期比57.1％減）となりました。主な収入要

因は、社債の発行による収入４億９千２百万円、長期借入れによる収入３億円及び短期借入金の増加額６千万円等で

あり、主な支出要因は、社債の償還による支出10億円及び配当金の支払２億５千５百万円等であります。  

  

  

 通期の連結業績予想については、平成21年10月29日に公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」の予

想数値から変更はありません。  

  

  

 該当事項はありません。  

  

  

 該当事項はありません。  

  

  

 該当事項はありません。  

  

  

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

２．連結財政状態に関する定性的情報

３．連結業績予想に関する定性的情報

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）

（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



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２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 5,219,024 5,036,026

受取手形及び売掛金 4,394,633 3,638,674

商品及び製品 2,207,121 3,108,980

仕掛品 32,170 36,444

原材料及び貯蔵品 348,201 432,476

その他 306,830 310,087

貸倒引当金 △82,299 △73,771

流動資産合計 12,425,682 12,488,918

固定資産   

有形固定資産   

土地 3,596,118 3,596,814

その他（純額） 1,917,961 1,985,963

有形固定資産合計 5,514,080 5,582,778

無形固定資産 189,324 189,643

投資その他の資産 1,559,378 1,455,908

固定資産合計 7,262,783 7,228,330

資産合計 19,688,466 19,717,248

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,485,816 1,730,707

短期借入金 2,860,000 2,800,000

未払法人税等 32,850 33,994

引当金 109,642 104,948

その他 691,047 1,575,493

流動負債合計 5,179,357 6,245,143

固定負債   

社債 2,000,000 1,500,000

長期借入金 800,000 500,000

退職給付引当金 838,994 761,999

役員退職慰労引当金 117,631 150,853

その他 301,053 261,483

固定負債合計 4,057,678 3,174,336

負債合計 9,237,036 9,419,480



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 5,869,017 5,869,017

資本剰余金 4,442,866 4,442,915

利益剰余金 563,264 480,860

自己株式 △233,276 △232,474

株主資本合計 10,641,872 10,560,319

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △59,549 △126,662

為替換算調整勘定 △130,892 △135,888

評価・換算差額等合計 △190,442 △262,550

純資産合計 10,451,430 10,297,768

負債純資産合計 19,688,466 19,717,248



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 8,886,498 9,109,272

売上原価 6,028,409 6,142,241

売上総利益 2,858,088 2,967,031

販売費及び一般管理費 2,642,524 2,558,271

営業利益 215,564 408,759

営業外収益   

受取利息 34,910 29,910

受取配当金 11,659 7,580

受取地代家賃 139,404 137,026

その他 63,664 28,953

営業外収益合計 249,638 203,470

営業外費用   

支払利息 46,646 38,609

支払地代家賃及び減価償却費 159,650 156,459

たな卸資産除却損 41,169 6,624

その他 63,414 55,914

営業外費用合計 310,880 257,607

経常利益 154,321 354,622

特別損失   

投資有価証券評価損 20,144 －

特別損失合計 20,144 －

税金等調整前四半期純利益 134,176 354,622

法人税、住民税及び事業税 8,814 12,466

法人税等調整額 5,881 3,478

法人税等合計 14,696 15,944

四半期純利益 119,480 338,678



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９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利益 134,176 354,622

減価償却費 118,870 104,680

貸倒引当金の増減額（△は減少） △37,554 12,478

退職給付引当金の増減額（△は減少） △8,996 76,994

投資有価証券売却損益（△は益） 1 －

投資有価証券評価損益（△は益） 20,144 －

受取利息及び受取配当金 △46,569 △37,490

支払利息 46,646 38,609

固定資産処分損益（△は益） 19,678 393

売上債権の増減額（△は増加） △633,466 △760,597

たな卸資産の増減額（△は増加） 389,846 988,956

仕入債務の増減額（△は減少） 53,102 △244,215

未払消費税等の増減額（△は減少） △26,796 89,536

その他 △189,337 9,046

小計 △160,252 633,013

利息及び配当金の受取額 47,638 38,088

利息の支払額 △45,834 △38,816

法人税等の支払額 △6,056 △12,210

営業活動によるキャッシュ・フロー △164,504 620,075

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 △50,487 △51,190

有形固定資産の売却による収入 － 987

投資有価証券の取得による支出 △3,056 △2,900

投資有価証券の売却による収入 3 －

貸付けによる支出 △12,009 －

貸付金の回収による収入 17,285 1,715

その他 44,957 22,839

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,308 △28,548

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △160,726 60,000

長期借入れによる収入 － 300,000

長期借入金の返済による支出 △852 －

社債の発行による収入 485,704 492,608

社債の償還による支出 △1,000,000 △1,000,000

自己株式の売却による収入 142 213

自己株式の取得による支出 △5,337 △1,064

配当金の支払額 △259,330 △255,492

財務活動によるキャッシュ・フロー △940,399 △403,735

現金及び現金同等物に係る換算差額 2,164 △4,793

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,106,048 182,997

現金及び現金同等物の期首残高 5,906,121 5,036,026

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,800,073 5,219,024



 該当事項はありません。 

  

 前第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９月30日）  

  

 当第２四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年９月30日）  

  

  

  

 前第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自

平成21年４月１日 至平成21年９月30日） 

 本邦の売上高は、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。  

  

  

 前第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自

平成21年４月１日 至平成21年9月30日） 

 海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。  

  

  

 該当事項はありません。 

  

（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〕

  
塗料事業
（千円） 

住宅メンテナン
ス用品・日用雑
貨・園芸用品事
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  5,421,531 3,464,966 8,886,498 － 8,886,498 

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
6,725 － 6,725 （△6,725） － 

計 5,428,257 3,464,966 8,893,224 （△6,725） 8,886,498 

営業利益 109,630 106,651 216,281 （△717） 215,564 

  
塗料事業
（千円） 

住宅メンテナン
ス用品・日用雑
貨・園芸用品事
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 5,653,061 3,456,211 9,109,272 － 9,109,272 

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
12,153 － 12,153 （△12,153） － 

計 5,665,214 3,456,211 9,121,425 （△12,153） 9,109,272 

営業利益 266,049 143,611 409,660 （△901） 408,759 

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

（６）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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