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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 3,822 △10.3 183 △34.1 306 △21.4 159 △41.6
21年3月期第2四半期 4,262 ― 278 ― 389 ― 273 ―

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 15.65 ―
21年3月期第2四半期 26.09 ―

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 13,962 9,944 69.5 954.15
21年3月期 13,870 9,842 69.3 945.01

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  9,701百万円 21年3月期  9,610百万円

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 ― 5.00 ― 5.00 10.00
22年3月期 ― 5.00
22年3月期 

（予想）
― 5.00 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 7,800 △4.2 340 △13.5 450 △27.4 260 △32.3 25.57
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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  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） 

(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。 

(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．平成21年11月４日に公表いたしました連結業績予想は、修正しておりません。上記の予想は、本資料発表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値と異なる可能性があります。上記業績予想に関する事項につきましては、添付資料３ページ
【定性的情報・財務諸表等】「3.連結業績予想に関する定性的情報」をご参照ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 有

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 12,000,000株 21年3月期  12,000,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  1,832,520株 21年3月期  1,830,589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 10,168,446株 21年3月期第2四半期 10,452,223株
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当第2四半期連結累計期間（平成21年４月１日～平成21年９月30日）におけるわが国経済は、一部で輸出を中心と

して回復の兆しが見られるものの、昨年秋以降の急速な悪化の影響により、企業収益や雇用情勢は低迷が続いてお

り、厳しい状況で推移しました。 

このような環境のもと、当社グループは多様化する顧客のニーズに応える環境対応型塗料や高機能性塗料の開

発、販路の拡大に取り組むなど積極的な営業活動を展開するとともに、さらなるコスト削減策及び生産性の効率化

により収益の改善に取組みました。 

しかしながら、景気減速に伴う需要減少の影響は大きく、当第2四半期連結累計期間の売上高は 百万円（前

年同期比10.3％減）となりました。また、収益面におきましても、営業利益は 百万円（前年同期比34.1%

減）、経常利益は 百万円（前年同期比21.4%減）となり、四半期純利益は 百万円（前年同期比41.6%減）

となりました。  

当第2四半期連結会計期間末の財政状況は、前連結会計年度末と比較して、資産は92百万円増加、負債は10百万円

減少、純資産は1億2百万円増加しました。 

資産の増加の主なものは、現金及び預金4億53百万円,土地71百万円、減少の主なものはたな卸資産1億25百万円、

保険積立金2億90百万円であります。 

負債の増加の主なものは、買掛金62百万円、リース債務22百万円、減少の主なものは支払手形89百万円でありま

す。 

また、純資産の増加の主なものは、利益剰余金74百万円、その他有価証券評価差額金22百万円となっております。

  

（キャッシュ・フローの状況） 

当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ6億61

百万円増加し、 百万円となりました。 

当第2四半期連結累計期間おける各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動による資金の増加は 百万円となりました。 

その主な要因は、増加した資金では税金等調整前四半期純利益 百万円、たな卸資産の減少1億25百万円な

どがあり、減少した資金では法人税等の支払額 百万円などによるものであります。 

当第2四半期連結会計期間末の営業活動によるキャッシュ・フローの増加額は、前年同四半期の増加額（

百万円）に比べ1億87百万円の増加となりました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動による資金の増加は 百万円となりました。 

その主な要因は、増加した資金では定期預金払戻 百万円、保険積立金の払戻 百万円などがあり、減

少した資金では定期預金の預入 百万円、有形固定資産の取得 百万円などによるものであります。 

当第2四半期連結会計期間末の投資活動によるキャッシュ・フローの増加額は、前年同四半期の増加額（ 百

万円）に比べ2億78百万円の増加となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動による資金の減少は 百万円となり、前年同四半期の減少額 百万円に比べ92百万円の増加とな

りました。 

その主な要因は、配当金の支払額 百万円、長期借入金の返済 百万円によるものであります。  

平成21年11月4日に公表しましたとおり、平成22年3月期（平成21年4月1日～平成22年3月31日）の連結業績予想値

に変更はありません。 

なお、本資料の作成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、実際の業績は今後の様々な要

因によって予想数値と異なる可能性があります。  

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

38億22

1億83

3億6 1億59

２．連結財政状態に関する定性的情報

23億72

4億39

3億43

1億30

2億52

3億17

6億10 3億35

4億2 2億3

39

95 1億87

50 26

３．連結業績予想に関する定性的情報
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 該当事項はありません。  

 該当事項はありません。 

会計処理基準に関する事項の変更 

修繕引当金の計上 

イサム土地建物株式会社において前連結会計年度よりマンション経営が行われたため、第１四半期連結会

計期間より「修繕引当金」を計上しております。 

この変更により、営業利益、経常利益は5,000千円少なく計上されております。 

1.持分法適用関連会社の変更 

   第１四半期連結会計期間より、TOA-ISM AUTO REFINISH PAINT LTD.は重要性が増したため、持分法適用の

範囲に含めております。     

 2.変更後の持分法適用関連会社の数・・・１社 

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

（４）持分法の適用に関する事項の変更
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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 3,856,017 3,402,688

受取手形 1,275,180 1,328,253

売掛金 1,110,569 1,106,114

有価証券 2,779 5,839

商品及び製品 750,916 891,877

仕掛品 79,749 74,354

原材料及び貯蔵品 193,952 183,114

繰延税金資産 122,389 134,408

その他 32,922 37,407

貸倒引当金 △64,817 △87,000

流動資産合計 7,359,656 7,077,054

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 2,363,499 2,320,639

減価償却累計額 △1,085,760 △1,043,265

建物及び構築物（純額） 1,277,739 1,277,374

機械及び装置 328,532 327,208

減価償却累計額 △269,259 △260,294

機械及び装置（純額） 59,273 66,914

工具、器具及び備品 363,714 354,870

減価償却累計額 △313,556 △305,657

工具、器具及び備品（純額） 50,158 49,213

土地 1,360,284 1,288,814

リース資産 72,359 72,359

減価償却累計額 △35,239 △23,346

リース資産（純額） 37,120 49,013

建設仮勘定 89,328 29,850

有形固定資産合計 2,873,902 2,761,178

無形固定資産   

ソフトウエア 29,688 17,915

施設利用権 9,092 9,552

電話加入権 6,310 6,310

リース資産 36,799 4,256

無形固定資産合計 81,889 38,033

投資その他の資産   

投資有価証券 2,495,874 2,500,201

長期貸付金 642 797

保険積立金 771,945 1,062,042

繰延税金資産 333,849 356,879

その他 72,977 74,909

貸倒引当金 △28,785 △1,000

投資その他の資産合計 3,646,502 3,993,828

固定資産合計 6,602,293 6,793,039

資産合計 13,961,949 13,870,093
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（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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形 46,963 154,188

買掛金 1,581,596 1,519,178

1年内返済予定の長期借入金 52,000 52,000

リース債務 33,703 26,020

未払金 156,275 170,657

未払法人税等 153,696 133,574

未払消費税等 17,653 20,568

前受金 594 29

預り金 64,634 61,662

賞与引当金 112,290 112,280

設備関係支払手形 19,432 788

流動負債合計 2,238,836 2,250,944

固定負債   

長期借入金 579,000 605,000

長期預り保証金 266,782 265,244

リース債務 42,263 27,583

繰延税金負債 5,064 2,419

退職給付引当金 618,897 608,587

役員退職慰労引当金 157,982 158,520

修繕引当金 5,000 －

負ののれん 104,149 109,936

固定負債合計 1,779,137 1,777,289

負債合計 4,017,973 4,028,233

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,290,400 1,290,400

資本剰余金 1,209,925 1,209,925

利益剰余金 7,852,577 7,778,131

自己株式 △707,803 △707,221

株主資本合計 9,645,099 9,571,235

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 61,253 38,986

為替換算調整勘定 △5,063 －

評価・換算差額等合計 56,190 38,986

少数株主持分 242,687 231,639

純資産合計 9,943,976 9,841,860

負債純資産合計 13,961,949 13,870,093

イサム塗料㈱（4624)　平成22年3月期　第2四半期決算短信

-6-



（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 4,261,688 3,822,186

売上原価 2,959,897 2,586,656

売上総利益 1,301,791 1,235,530

販売費及び一般管理費 1,023,602 1,052,125

営業利益 278,189 183,405

営業外収益   

受取利息 7,863 4,699

有価証券利息 33,506 18,748

受取配当金 5,048 3,082

受取賃貸料 19,146 24,761

塗装情報サービス会費 11,825 14,422

生命保険満期差益 23,786 59,753

負ののれん償却額 － 5,786

その他 12,465 11,169

営業外収益合計 113,639 142,420

営業外費用   

支払利息 597 10,756

支払補償費 927 155

為替差損 714 －

持分法による投資損失 － 8,602

その他 122 96

営業外費用合計 2,360 19,609

経常利益 389,468 306,216

特別利益   

貸倒引当金戻入額 7,000 －

固定資産売却益 128,227 －

投資有価証券償還益 － 5,481

事業譲渡益 － 33,600

特別利益合計 135,227 39,081

特別損失   

役員退職慰労金 16,080 1,716

会員権評価損 － 200

固定資産処分損 11,454 －

特別損失合計 27,534 1,916

税金等調整前四半期純利益 497,161 343,381

法人税、住民税及び事業税 211,957 148,304

法人税等調整額 12,476 22,452

法人税等合計 224,433 170,756

少数株主利益 50 13,506

四半期純利益 272,678 159,119
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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 497,161 343,381

減価償却費 59,147 79,424

退職給付引当金の増減額（△は減少） △13,325 10,310

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △47,418 △538

賞与引当金の増減額（△は減少） △3,389 10

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △12,500 －

修繕引当金の増減額（△は減少） － 5,000

負ののれん償却額 － △5,786

貸倒引当金の増減額（△は減少） △7,000 5,602

受取利息及び受取配当金 △46,418 △26,529

支払利息 597 10,756

為替差損益（△は益） 714 △52

持分法による投資損益（△は益） － 8,602

投資有価証券償還損益（△は益） － △5,481

会員権評価損 － 200

事業譲渡損益（△は益） － △33,600

有形固定資産売却損益（△は益） △128,227 －

有形固定資産処分損益（△は益） 11,454 －

売上債権の増減額（△は増加） △92,930 48,618

たな卸資産の増減額（△は増加） 13,489 124,728

仕入債務の増減額（△は減少） 96,661 △26,163

未払消費税等の増減額（△は減少） 10,726 △2,915

その他 9,627 21,839

小計 348,369 557,406

利息及び配当金の受取額 34,166 22,367

利息の支払額 △597 △10,756

法人税等の支払額 △130,277 △129,885

営業活動によるキャッシュ・フロー 251,661 439,132

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 △50,000 △402,006

定期預金の払戻による収入 － 610,000

有価証券の売却及び償還による収入 200,000 3,060

有形固定資産の取得による支出 △265,646 △203,305

有形固定資産の売却による収入 384,674 －

無形固定資産の取得による支出 － △15,800

投資有価証券の取得による支出 △690,934 △52,358

投資有価証券の売却及び償還による収入 120,000 51,745

事業譲渡による収入 － 33,600

保険積立金の積立による支出 △58,293 △45,150
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（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) 

保険積立金の払戻による収入 400,022 335,247

その他 △1,117 1,919

投資活動によるキャッシュ・フロー 38,706 316,952

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 － △26,000

自己株式の純増減額（△は増加） △121,303 △582

リース債務の返済による支出 △12,923 △15,436

配当金の支払額 △53,069 △50,284

少数株主への配当金の支払額 △9 △2,459

財務活動によるキャッシュ・フロー △187,304 △94,761

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 103,063 661,323

現金及び現金同等物の期首残高 1,439,517 1,710,688

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,542,580 2,372,011
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 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）  

 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）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） 

 当社グループは各種塗料の製造・販売を主事業としておりますが、全セグメントの売上高の合計、営業利益

の合計額に占める塗料事業の割合がいずれも90％を超えているため、事業の種類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） 

 本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、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）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）  

 海外売上高が、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。  

  

 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）  

 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〕

〔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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