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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 13,560 △26.7 △155 ― △58 ― △77 ―
21年3月期第2四半期 18,505 ― 18 ― 727 ― 578 ―

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 △3.49 ―
21年3月期第2四半期 24.81 ―

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 34,412 16,484 46.6 725.88
21年3月期 34,300 16,171 45.9 674.78

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  16,053百万円 21年3月期  15,738百万円

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 ― 6.00 ― 4.00 10.00
22年3月期 ― 4.00
22年3月期 

（予想）
― 6.00 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 29,450 △10.8 △350 ― 150 44.2 100 ― 4.50
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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【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【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 
・上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の実績等は、業績
の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 
業績予想の前提となる条件等については、４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」をご覧ください。 

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2四半期 23,611,200株 21年3月期  23,611,200株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  1,495,750株 21年3月期  286,794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 22,317,063株 21年3月期第2四半期 23,302,122株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府が進める景気対策を下支えにした個人消費や生

産活動の一部に回復の兆しが見られたものの、設備投資の減少や雇用環境の悪化など、依然として厳しい

状況で推移しました。 

 このような厳しい事業環境のもと、当社グループでは、顧客ニーズに合致した環境対応型製品や価格競

争力のある新製品の開発に取り組むとともに、積極的な受注活動に努めてまいりました。また、全社をあ

げての原価低減活動と固定費削減など、収益改善に取り組んでまいりました。 

 以上の結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は、自動車製品関連事業における受注の減少などによ

り、135億6千万円（前年同期比26.7％減）となりました。 

 損益につきましては、徹底したコスト削減に努めたものの営業損失は1億5千5百万円（前年同期は1千8

百万円の営業利益）となり、経常損失は持分法投資利益の減少等により5千8百万円（前年同期は7億2千7

百万円の経常利益）、四半期純損失は7千7百万円（前年同期は5億7千8百万円の四半期純利益）となりま

した。 

事業の種類別セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

① 塗料関連事業 

当部門につきましては、昨年秋以降の世界同時不況のピークは超えたと思われるものの、塗料業界で

はまだまだ沈静化せず、設備投資等の需要低迷により、売上高は前年同期に比べ減少しました。 

 品種別売上高では、合成樹脂塗料は、内外装用塗料のますます激化する価格競争の中ではあります

が、屋根用塗料を中心に拡販し前年同期比1.7％増加しました。 

床材・舗装材は、引き続き公共施設物件や民間設備投資の大幅減少の影響で前年同期比26.0％と大きく

減少しました。防水材は、価格競争は厳しいものの、当社の主力製品であるウレタン防水の売上増加に

より前年同期比1.8％増加しました。 

 工事関連につきましては、マンション等の改修工事の一服感もあり、前年同期比5.8％減少しまし

た。 

 この結果、当部門の売上高は58億3千5百万円（前年同期比7.0％減）、営業利益はコスト削減により1

億2千8百万円（前年同期は2百万円の営業損失）となりました。 

  

② 自動車製品関連事業 

当部門につきましては、自動車メーカーの在庫調整が一段落したことや、世界各国での自動車販売奨

励策や環境対応車への買い換え優遇税制等の効果もあり、2009年度上半期の国内自動車生産台数は前年

同期比67.8％と回復傾向にありますが、まだ本格的な回復基調には至っておりません。 

 品種別売上高では、吸・遮音材は、超軽量防音システム部品「リエタ・ウルトラライト」の市場シェ

アーは堅調でありますが、自動車生産台数の減少で前年同期比39.4％減少しました。 

 制振材は、製品の使用量が少ない小型車の増加や塗布型タイプへの切り替えにより前年同期比48.4％

減少しました。防錆塗料は、水系塗布型制振材、耐チッピング塗料及び車体シーリング材の採用は拡大

しておりますが、前年同期比37.3％減少しました。 

 この結果、当部門の売上高は77億2千4百万円（前年同期比36.8％減）、営業損失は2億8千4百万円

（前年同期は2千1百万円の営業利益）となりました。 

  

① 資産、負債及び純資産の状況 

当第２四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ1億１千1百万円増加し、

344億1千2百万円となりました。主な増減要因は、売上債権の増加、株式相場の上昇による投資有価証

券の増加や有形固定資産の減少によるものです。 

 負債合計は、前連結会計年度末に比べ2億1百万円減少し、179億2千7百万円となりました。主な増減

要因は、買掛金の増加や借入金の減少によるものです。 

 純資産合計は、前連結会計年度末に比べ3億1千2百万円増加し、164億8千4百万円となりました。主な

【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
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増減要因は、自己株式の取得による減少やその他有価証券評価差額金などの評価・換算差額等の増加

によるものです。 

  

② キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、12億9千2百

万円と前連結会計年度末に比べ3億6千7百万円の減少となりました。 

 営業活動による資金は、9億7千2百万円の収入（前年同期比5億9千1百万円減少）となりました。この

主な要因は、減価償却費10億7千6百万円、売上債権の増加による減少5億8千1百万円などによるもので

す。 

 投資活動による資金は、7億3百万円の支出（前年同期比3億1千8百万円減少）となりました。この主

な要因は、有形固定資産の取得による支出5億7千6百万円によるものです。 

 財務活動による資金は、6億2千9百万円の支出（前年同期比1億5千3百万円増加）となりました。この

主な要因は、自己株式の取得による支出3億7千4百万円などによるものです。 

  

平成22年３月期の業績予想につきましては、平成21年５月13日の決算発表時に公表いたしました業績予

想を変更しておりません。なお、予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した予想であり、多

分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績は、今後様々な要因の変化によって大きく異なる結果と

なる可能性があります。 

  
  

該当事項はありません。 

  

（簡便な会計処理） 

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定す

る方法によっております。 

  

（四半期連結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２四半期連結会計期間を含む連結会計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。ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果

となる場合には、法定実効税率を使用する方法によっております。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。 

  

（会計処理基準に関する事項の変更） 

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、第１四半期連結会計期間の期首に存在する工事契約を含むすべての工事契約にお

いて当第２四半期連結会計期間末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については

工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の工事については工事完成基準を適

用しております。 

 これによる損益への影響及びセグメント情報に与える影響はありません。 

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
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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 1,421,969 1,791,252

受取手形及び売掛金 7,984,872 7,403,335

有価証券 － 99,956

商品及び製品 1,065,173 1,148,681

仕掛品 232,912 255,461

原材料及び貯蔵品 720,448 781,252

繰延税金資産 289,007 288,415

その他 338,022 675,997

貸倒引当金 △29,104 △28,302

流動資産合計 12,023,302 12,416,051

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,769,848 3,879,353

機械装置及び運搬具（純額） 4,069,459 4,590,599

その他（純額） 4,777,940 4,831,306

有形固定資産合計 12,617,248 13,301,260

無形固定資産 150,288 185,895

投資その他の資産   

投資有価証券 7,470,051 6,157,585

繰延税金資産 1,038,960 1,376,895

その他 1,131,411 880,234

貸倒引当金 △18,939 △16,947

投資その他の資産合計 9,621,483 8,397,768

固定資産合計 22,389,021 21,884,923

資産合計 34,412,323 34,300,975
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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   

支払手形及び買掛金 5,342,829 5,096,996

短期借入金 2,448,998 3,348,488

未払法人税等 62,322 58,490

その他 2,090,080 2,202,651

流動負債合計 9,944,230 10,706,627

固定負債   

長期借入金 5,090,643 4,351,161

退職給付引当金 2,852,123 2,963,183

その他 40,758 108,423

固定負債合計 7,983,525 7,422,767

負債合計 17,927,756 18,129,395

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,753,085 4,753,085

資本剰余金 4,362,370 4,362,370

利益剰余金 7,012,417 7,183,806

自己株式 △494,745 △120,345

株主資本合計 15,633,127 16,178,915

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 896,376 282,056

為替換算調整勘定 △476,394 △722,177

評価・換算差額等合計 419,982 △440,120

新株予約権 61,519 61,519

少数株主持分 369,938 371,264

純資産合計 16,484,567 16,171,579

負債純資産合計 34,412,323 34,300,975
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(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 18,505,367 13,560,364

売上原価 15,281,470 11,114,820

売上総利益 3,223,897 2,445,544

販売費及び一般管理費 3,204,997 2,601,484

営業利益又は営業損失（△） 18,900 △155,940

営業外収益   

受取配当金 105,727 28,194

持分法による投資利益 612,115 77,392

その他 54,912 96,461

営業外収益合計 772,756 202,048

営業外費用   

支払利息 61,793 73,972

為替差損 － 25,472

その他 2,006 5,274

営業外費用合計 63,800 104,719

経常利益又は経常損失（△） 727,856 △58,611

特別利益   

固定資産売却益 2,119 －

特別利益合計 2,119 －

特別損失   

固定資産処分損 83,967 59,557

その他 6,805 －

特別損失合計 90,773 59,557

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

639,202 △118,168

法人税等 51,626 △39,048

少数株主利益又は少数株主損失（△） 9,536 △1,343

四半期純利益又は四半期純損失（△） 578,039 △77,776
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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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

639,202 △118,168

減価償却費 1,271,794 1,076,173

退職給付引当金の増減額（△は減少） △63,119 △111,059

受取利息及び受取配当金 △108,727 △29,338

支払利息 61,793 73,972

持分法による投資損益（△は益） △612,115 △77,392

固定資産処分損益（△は益） 83,967 59,557

売上債権の増減額（△は増加） 331,430 △581,537

たな卸資産の増減額（△は増加） △57,285 166,861

仕入債務の増減額（△は減少） △182,636 245,832

その他 147,863 △24,186

小計 1,512,168 680,714

利息及び配当金の受取額 193,057 366,120

利息の支払額 △62,491 △58,820

法人税等の支払額 △78,031 △46,162

法人税等の還付額 － 31,109

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,564,702 972,960

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の払戻による収入 － 24,300

定期預金の預入による支出 － △22,200

有価証券の取得による支出 △99,750 －

有価証券の償還による収入 － 100,000

有形固定資産の取得による支出 △847,663 △576,209

投資有価証券の取得による支出 △5,451 △159,196

関係会社株式の取得による支出 △14,825 △76,832

貸付けによる支出 △42,100 －

貸付金の回収による収入 8,052 7,997

その他 △20,140 △965

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,021,878 △703,105
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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) 

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） △93,204 △124,138

長期借入れによる収入 － 2,200,000

長期借入金の返済による支出 △208,508 △2,235,870

配当金の支払額 △166,421 △94,319

少数株主への配当金の支払額 △15,300 －

自己株式の取得による支出 － △374,273

その他 7,737 △456

財務活動によるキャッシュ・フロー △475,695 △629,058

現金及び現金同等物に係る換算差額 11,187 △7,978

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 78,316 △367,183

現金及び現金同等物の期首残高 2,416,614 1,659,817

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,494,931 1,292,634
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該当事項はありません。 

  

【事業の種類別セグメント情報】 

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) 

 
(注) １ 事業の区分は、製品の種類・性質及び販売方法の類似性を考慮し、塗料関連事業・自動車製品関連事業に区

分しております。 

２ 各事業の主要な製品 

(1) 塗料関連事業    …… 塗料・防音材料、塗装及び防音工事 

(2) 自動車製品関連事業 …… 自動車用防音材（制振材、吸・遮音材）、自動車用防錆材他 

  

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) 

 
(注) １ 事業の区分は、製品の種類・性質及び販売方法の類似性を考慮し、塗料関連事業・自動車製品関連事業に区

分しております 

２ 各事業の主要な製品 

(1) 塗料関連事業    …… 塗料・防音材料、塗装及び防音工事 

(2) 自動車製品関連事業 …… 自動車用防音材（制振材、吸・遮音材）、自動車用防錆材他 

  

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、記載すべき事項はあ

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。 

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

塗料関連事業 
(千円)

自動車製品
関連事業 
(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

6,277,918 12,227,449 18,505,367 ― 18,505,367

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

4,954 ― 4,954 （4,954) ―

計 6,282,872 12,227,449 18,510,321 （4,954) 18,505,367

  営業利益又は 
  営業損失(△)

△2,381 21,281 18,900 ─ 18,900

塗料関連事業 
(千円)

自動車製品
関連事業 
(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

5,835,718 7,724,645 13,560,364 ― 13,560,364

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

1,800 ― 1,800 （1,800) ―

計 5,837,518 7,724,645 13,562,164 （1,800) 13,560,364

  営業利益又は 
  営業損失(△)

128,951 △284,892 △155,940 ─ △155,940

 【所在地別セグメント情報】

 【海外売上高】
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 当第２四半期連結会計期間末の自己株式は494,745千円であり、前連結会計年度末に比して  

 374,399千円増加しておりますが、これは主として次の事由によるものであります。 

 当社は、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、  

 平成21年5月14日から平成21年5月29日までの期間において、東京証券取引所の立会時間外取引に  

 より当社普通株式1,208,200株、374,157千円を取得しております。 

  

  

(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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