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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 30,238 △0.4 3,316 14.9 3,212 4.9 1,898 5.3
21年3月期第2四半期 30,350 ― 2,887 ― 3,063 ― 1,802 ―

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 133.19 ―

21年3月期第2四半期 120.49 ―

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 64,189 49,439 77.0 3,468.07
21年3月期 62,451 47,807 76.6 3,353.43

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  49,439百万円 21年3月期  47,807百万円

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 ― ― ― 40.00 40.00
22年3月期 ― ―

22年3月期 
（予想）

― 40.00 40.00

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 66,500 6.4 6,650 13.2 6,850 15.3 4,100 17.1 287.60



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） 

(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 

上記の業績予想数値は現時点で入手可能な情報に基づき判断したものであり、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。業績予想に関する事項は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。 

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 15,673,885株 21年3月期  15,673,885株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  1,418,109株 21年3月期  1,417,489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 14,256,042株 21年3月期第2四半期 14,959,078株



 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、各社の在庫調整の進展や前期比諸改善により企業収益に底入

れの兆候が見られる一方、設備投資は減少し、雇用・所得環境も一段と厳しさを増しており、景気の先行きは依然

として不透明な状況となっております。 

 建築仕上材業界におきましても、公共投資も一段と厳しく、民間住宅・建築全般投資は大幅に減少しており、厳

しい経営環境のまま推移いたしました。 

 また、当社グループが事業展開を行っておりますアジア経済は、中国を始めとする新興諸国において持ち直しが

見られる一方、地域により景気低迷な諸国もあります。 

 このような状況のもとで、当社グループは、特許のセラミック複合の超低汚染塗料を中心に、新築や塗替え分野

では付加価値が高く耐久性に優れたシリコンやふっ素塗料タイプの製品が伸張した他、新たに内装市場の開発に積

極的に取り組み、その他、ヒートアイランド対策に貢献する省エネタイプの遮熱塗料が、リフォーム市場を開拓し

ています。また、安全、安心が追及される耐火被覆や断熱材の分野では、セラミック系耐火被覆材や、発泡性耐火

塗料、断熱材等が、新市場における開拓を進めてまいりました。 

 当第２四半期連結累計期間の業績といたしましては、売上高は、国内外の総需要の減少や急激な為替相場変動の

影響を受け302億38百万円（前年同四半期比0.4％減）となりました。損益面では、人員増強による人件費の増加や

為替差損の計上等マイナス要因がありましたが、付加価値の高い高機能性塗材の販売拡大や原油価格の下落効果等

により、営業利益は、33億16百万円（同14.9％増）、経常利益は、32億12百万円（同4.9％増）、四半期純利益

は、18億98百万円（同5.3％増）となりました。 

  

  

（１）資産、負債及び純資産の状況  

 当第２四半期の総資産は、前連結会計年度末に比べ17億38百万円増加し、641億89百万円となりました。 

 増加した主なものは、現金及び預金25億64百万円であります。減少した主なものは、有価証券３億２百万円であ

ります。 

 負債につきましては、前連結会計年度末に比べ１億６百万円増加し、147億49百万円となりました。 

 増加した主なものは、支払手形及び買掛金２億57百万円であります。 

 純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ16億32百万円増加し、494億39百万円となりました。 

 増加の主なものは、四半期純利益を含む利益剰余金13億28百万円、為替換算調整勘定３億９百万円であります。

（２）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（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比

べ17億円増加し、168億98百万円となりました。 

 当第２四半期連結累計期間に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） 

  営業活動の結果得られた資金は28億10百万円となりました。 

 これは主に税金等調整前四半期純利益が32億12百万円、たな卸資産の減少額４億27百万円、法人税等の支払額12

億94百万円によるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

  投資活動の結果使用した資金は５億71百万円となりました。 

 これは主に定期預金の払戻による収入38億61百万円、定期預金の預入による支出47億13百万円によるものであり

ます。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は５億94百万円となりました。 

これは主に配当金の支払額５億69百万円によるものであります。 

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

２．連結財政状態に関する定性的情報



  

  

 現時点におきましては計画通り推移しており、平成21年５月15日に公表しました平成22年３月期の連結業績予想

に変更はありません。 

  

  

該当事項はありません。  

  

  

  

①簡便な会計処理 

一般債権の貸倒見積高の算定方法  

 当第２四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計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、前連結会計年度末の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。 

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、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。 

  

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

 該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。  

  

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



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

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 27,263 24,699

受取手形及び売掛金 17,240 17,359

有価証券 － 302

商品及び製品 1,459 1,528

仕掛品 640 705

未成工事支出金 57 84

原材料及び貯蔵品 1,925 2,125

繰延税金資産 657 690

その他 352 257

貸倒引当金 △105 △105

流動資産合計 49,492 47,648

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,393 3,489

機械装置及び運搬具（純額） 670 771

土地 7,810 7,799

建設仮勘定 75 47

その他（純額） 73 81

有形固定資産合計 12,023 12,190

無形固定資産 618 595

投資その他の資産   

投資有価証券 14 15

繰延税金資産 520 519

その他 1,744 1,670

貸倒引当金 △224 △188

投資その他の資産合計 2,055 2,016

固定資産合計 14,696 14,802

資産合計 64,189 62,451

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,787 4,529

短期借入金 2,160 2,179

未払法人税等 1,273 1,254

賞与引当金 1,030 1,069

その他の引当金 217 246

その他 3,624 3,750

流動負債合計 13,093 13,029

固定負債   

役員退職慰労引当金 906 893

その他の引当金 184 202

その他 564 517

固定負債合計 1,656 1,613

負債合計 14,749 14,643



（単位：百万円）

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 2,662 2,662

資本剰余金 3,137 3,137

利益剰余金 48,386 47,058

自己株式 △3,955 △3,954

株主資本合計 50,230 48,903

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1 6

為替換算調整勘定 △792 △1,102

評価・換算差額等合計 △790 △1,095

純資産合計 49,439 47,807

負債純資産合計 64,189 62,451



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

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 30,350 30,238

売上原価 21,624 21,049

売上総利益 8,725 9,188

販売費及び一般管理費 5,838 5,872

営業利益 2,887 3,316

営業外収益   

受取利息 71 43

受取配当金 0 0

仕入割引 49 37

為替差益 8 －

雑収入 72 25

営業外収益合計 201 105

営業外費用   

支払利息 10 9

売上割引 9 5

為替差損 － 192

雑損失 6 2

営業外費用合計 26 210

経常利益 3,063 3,212

税金等調整前四半期純利益 3,063 3,212

法人税、住民税及び事業税 1,189 1,278

法人税等調整額 71 34

法人税等合計 1,260 1,313

四半期純利益 1,802 1,898



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

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 3,063 3,212

減価償却費 326 293

貸倒引当金の増減額（△は減少） △0 30

賞与引当金の増減額（△は減少） △185 △39

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △27 △27

退職給付引当金の増減額（△は減少） △48 △17

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 11 12

製品保証引当金の増減額（△は減少） 11 △2

受取利息及び受取配当金 △71 △43

支払利息 10 9

為替差損益（△は益） △48 147

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） 1 －

固定資産除売却損益（△は益） 0 0

売上債権の増減額（△は増加） △251 199

たな卸資産の増減額（△は増加） △158 427

仕入債務の増減額（△は減少） 546 165

その他 297 △312

小計 3,478 4,057

利息及び配当金の受取額 64 53

利息の支払額 △9 △6

法人税等の支払額 △548 △1,294

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,985 2,810

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 △2,100 △4,713

定期預金の払戻による収入 1,107 3,861

有価証券の償還による収入 － 302

固定資産の取得による支出 △864 △60

固定資産の売却による収入 0 －

投資その他の資産の増減額（△は増加） △65 39

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,923 △571

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 114 106

短期借入金の返済による支出 △200 △130

自己株式の取得による支出 △1,506 △1

配当金の支払額 △605 △569

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,198 △594

現金及び現金同等物に係る換算差額 △88 55

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,223 1,700

現金及び現金同等物の期首残高 18,751 15,197

現金及び現金同等物の四半期末残高 17,527 16,898



 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） 

 （注）１．事業区分は、製品の種類・性質・用途の類似性を考慮して区分しております。 

２．各事業の主要な製品等 

  

（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〕

  
建築仕上 
塗材 

（百万円） 

耐火断熱
（百万円） 

その他の
事業 

（百万円） 

計
（百万円） 

消去又は 
全社 

（百万円） 

連結
（百万円） 

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高  27,635  1,413  1,301  30,350  －  30,350

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －   －  7  7 ( )7  －

計  27,635  1,413  1,308  30,357 ( )7  30,350

営業利益又は営業損失（△）  3,663  163  △2  3,824 ( )937  2,887

  
建築仕上 
塗材 

（百万円） 

耐火断熱
（百万円） 

その他の
事業 

（百万円） 

計
（百万円） 

消去又は 
全社 

（百万円） 

連結
（百万円） 

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高  27,538  1,669  1,030  30,238  －  30,238

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 9  －  3  13 ( )13  －

計  27,548  1,669  1,033  30,251 ( )13  30,238

営業利益  3,972  113  85  4,171 ( )855  3,316

事業区分 主要製品

建築仕上塗材事業 
有機無機水系塗材、合成樹脂塗料、無機質系塗料、無機質建材及び特殊仕上

工事 

耐火断熱事業 断熱材、耐火被覆材、耐火塗料及び耐火断熱工事 

その他の事業 各種化成品、洗浄剤等 



   

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） 

 （注）１．地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．アジアに属する地域はシンガポール、マレーシア、香港、中国、タイ及び韓国であります。 

  

  

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） 

  

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．地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．アジアに属する主な地域は東アジア、東南アジア及び中東諸国であります。 

３．海外売上高は当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

〔所在地別セグメント情報〕

  
日本

（百万円） 
アジア

（百万円） 
計

（百万円） 
消去又は全社 
（百万円） 

連結
（百万円） 

売上高  

(1）外部顧客に対する売上高  25,635  4,714  30,350  －  30,350

(2）セグメント間の内部売上高又は

振替高 
 1,079  212  1,292 ( )1,292  －

計  26,715  4,926  31,642 ( )1,292  30,350

営業利益  3,644  150  3,794 ( )906  2,887

  
日本

（百万円） 
アジア

（百万円） 
計

（百万円） 
消去又は全社 
（百万円） 

連結
（百万円） 

売上高  

(1）外部顧客に対する売上高  26,564  3,673  30,238  －  30,238

(2）セグメント間の内部売上高又は

振替高 
 787  201  988 ( )988  －

計  27,352  3,875  31,227 ( )988  30,238

営業利益  4,073  185  4,258 ( )941  3,316

〔海外売上高〕

  アジア 計

Ⅰ 海外売上高（百万円） 4,944 4,944

Ⅱ 連結売上高（百万円） － 30,350

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 16.3 16.3

  アジア 計

Ⅰ 海外売上高（百万円） 3,826 3,826

Ⅱ 連結売上高（百万円） － 30,238

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 12.7 12.7

（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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