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1.  平成22年3月期第2四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年9月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 7,231 △6.6 112 606.9 125 323.0 △14 ―

21年3月期第2四半期 7,741 ― 15 ― 29 ― △68 ―

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 △1.35 ―

21年3月期第2四半期 △6.47 ―

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 12,072 6,898 57.1 657.74
21年3月期 12,531 6,955 55.5 659.29

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  6,898百万円 21年3月期  6,955百万円

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 ― 4.00 ― 5.00 9.00

22年3月期 ― 4.00

22年3月期 
（予想）

― 5.00 9.00

3.  平成22年3月期の業績予想（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）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

通期 16,000 3.8 350 972.3 370 501.4 140 ― 13.29
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4.  その他 

(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
[ （注） 詳細は、６ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧下さい。] 

(2) 四半期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、６ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧下さい。] 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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 10,716,954株 21年3月期  10,716,954株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  229,530株 21年3月期  167,310株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年3月期第2四半期 10,531,098株 21年3月期第2四半期 10,552,538株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 上記の記載した予測数値は、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、上記予測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、５ページ【定性的情報・財務諸表等】「３．業績予想に
関する定性的情報」をご覧下さい。 
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当第２四半期累計期間におけるわが国の経済は、内外の在庫調整の進展や海外経済の改善を背景とした

輸出、生産の増加などから昨年度末を底に緩やかに回復してきております。  

 雇用・所得環境は、失業率が過去最悪を更新するなど、一段と厳しさをましておりますが、定額給付

金、エコカー減税などの政策効果から、個人消費は持ち直しの動きが続いております。  

 当社主力の建築仕上業界におきましては、雇用・所得環境の悪化などから住宅投資の大幅な減少が続い

ており企業業績の鈍化、公共投資の削減などによる市場規模の縮小など厳しい経営環境が続いておりま

す。  

 当社ではこの情勢に対処すべく、住宅リフォーム事業に注力し、わが社独自商品で外壁剥落防止に最適

なモダンアートの販売を強化し、1,200色のカラーカードを活用した高付加価値商品の拡販に努め業績の

向上に全力を挙げて取り組みました。   

  

当第２四半期累計期間の売上高の増減を品目別に見ますと、建築仕上材は、前年同四半期比10.0%減の

30億93百万円、建築下地調整材は同0.8%減の７億31百万円、タイル接着材は同9.8%減の95百万円、ファイ

ンセラミックは同57.1%減の１億75百万円、建築土木資材は同29.2%減の64百万円、ビルリフレッシュ(工

事)は同3.6%増の30億71百万円となりました。 

  

この結果、全体としての売上高は前年同四半期比6.6%減の72億31百万円となりました。 

利益面におきましては、営業利益は前年同四半期比606.9%増の1億12百万円、経常利益は前年同四半期

比323.0%増の1億25百万円、四半期純損失は14百万円(前年同四半期純損失68百万円)となりました。 

  

  

品目別売上高は次の通りであります。 

・定性的情報・財務諸表等

1. 経営成績に関する定性的情報

期別 前第２四半期累計期間 当第２四半期累計期間

前年同期比(自 平成20年４月 (自 平成21年４月

   至 平成20年９月）    至 平成21年９月）

品目 金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率

百万円 % 百万円 % 百万円 %

建築仕上材 3,435 44.4 3,093 42.8 △ 342 △10.0

建築下地調整材 737 9.5 731 10.1 △ 5 △ 0.8

タイル接着材 105 1.4 95 1.3 △ 10 △ 9.8

ファインセラミック 407 5.3 175 2.4 △ 232 △57.1

建築土木資材 90 1.1 64 0.9 △ 26 △ 29.2

ビルリフレッシュ(工事) 2,964 38.3 3,071 42.5 107 3.6

合計 7,741 100 7,231 100 △ 509 △6.6
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当第２四半期末の資産総額は120億72百万円となり、前事業年度末と比較して４億58百万円減少しまし

た。 

主な要因は、受取手形及び売掛金、商品及び製品、未収還付法人税等が減少したことによるものであ

ります。 

  

負債総額は51億74百万円となり、前事業年度末と比較して４億１百万円減少しました。 

主な要因は、役員退職慰労引当金が減少したことによるものであります。 

  

純資産総額は68億98百万円となり、前事業年度末と比較して57百万円減少しました。 

主な要因は、利益剰余金が減少した一方、その他有価証券評価差額金が増加したことによるものであ

ります。 

  

(キャッシュ・フローの状況) 

当第２四半期累計期間における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ44百万円増加し、16億43

百万円となりました。 

  

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

営業活動によるキャッシュ・フローは前年同四半期累計期間と比べ75百万円減少し、当第２四半期累

計期間において営業活動の結果得られた資金は、１億16百万円となりました。 

これは主に、役員退職慰労引当金の増減、売上債権の増減額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) 

投資活動によるキャッシュ・フローは前年同四半期累計期間と比べ1億61百万円増加し、当第２四半期

累計期間において投資活動の結果使用した資金は、13百万円となりました。 

これは主に、有形固定資産の取得による支出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) 

財務活動によるキャッシュ・フローは前年同四半期累計期間と比べ5百万円増加し、当第２四半期累計

期間において財務活動の結果使用した資金は、58百万円となりました。 

これは主に、短期借入金の純増減額、自己株式の取得による支出、リース債務の返済による支出によ

るものであります。 

  

2. 財政状態に関する定性的情報
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通期の業績見通しにつきましては、前事業年度より続く世界的な金融・証券・経済市場の混乱等によ

る景気の減速、また、これに伴う雇用調整および消費者心理の悪化等により、今後も経済情勢は厳しい

状況下が続くものと思われます。 

このような状況の中、住宅リフォーム事業は堅調な伸びを見せておりますが、材料販売の売上が落ち

込み、厳しい経営環境が続くと推測されます。 

詳細は、平成21年10月30日付「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。 

なお、平成21年５月14日の決算短信で発表いたしました通期の業績予想との差異は以下の通りです。 

当期の業績予想数値の修正(平成21年４月１日～平成22年３月31日) 

 
(注) 上記業績予想数値につきましては、現時点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可能性があります。 

  
  

  

3. 業績予想に関する定性的情報

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

前回発表予測(A) 16,000 500 530 280 26.54

今回修正予測(B) 16,000 350 370 140 13.29

増減額(B-A) ― △150 △160 △140 ―

増減率(%) ― △30.0 △30.2 △50.0 ―

(ご参考)

前期実績(平成21年3月期) 15,411 32 61 △179 △16.97
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1．一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第２四半期会計期間末の貸倒実績率等が前事業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、前事業年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

  

2．固定資産の減価償却費の算定方法 

固定資産の減価償却費の算定方法は、定率法を採用している資産については、事業年度に係る減価

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。 

  

3．経過勘定項目の算定方法 

固定費的な要素が大きく、予算と実績の差異が僅少のものについては、合理的な算定方法による概

算額で計上する方法によっております。 

  

4．税金費用の計算 

税金費用については、当四半期会計期間を含む事業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(累計期間)に当該見積実効税率を乗じて計算

しております。ただし、これによると著しく合理性を欠く結果となる場合には「四半期財務諸表に関

する会計基準の適用指針」第19項の規定により、「中間財務諸表等における税効果会計に関する実務

指針」第12項(法定実効税率を使用する方法)に準じて計算しております。 

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。 

    

1．完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更    

 請負工事に係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適用しておりましたが、「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)を第１四半期会計期間より適用

し、第１四半期会計期間に着手した工事契約から当第２四半期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もりは原価比例法)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。 

この結果、従来の方法によった場合に比べて、売上高、売上総利益、営業利益、経常利益及び税

引前四半期純損失に対する影響はありません。 

  

2．四半期損益計算書関係の表示方法の変更 

前第２四半期累計期間において、営業外収益の「その他」に含めていた「受取ロイヤリティー」

は、重要性が増したため、当第２四半期累計期間より区分掲記することとしております。なお、前第

２四半期累計期間の営業外収益の「その他」に含まれる「受取ロイヤリティー」は3,035千円であり

ます。 

  

4. その他

(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(2) 四半期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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3．四半期キャッシュ・フロー計算書関係の表示方法の変更 

前第２四半期累計期間において、営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めていた

「役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)」は、重要性が増したため、当第２四半期累計期間より区

分掲記することとしております。なお、前第２四半期累計期間の営業活動によるキャッシュ・フロー

の「その他」に含まれる「役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)」は8,226千円であります。 

  

当第２四半期累計期間において、投資活動によるキャッシュ・フローの「定期預金の純増減額(△

は増加)」は、前第２四半期累計期間においては「定期預金の預入による支出」及び「定期預金の払

戻による収入」としてそれぞれ両建て表示しておりましたが、期間が短く、かつ回転が速いため、純

額表示いたしました。なお、当第２四半期累計期間の「定期預金の預入による支出」は104,483千

円、「定期預金の払戻による収入」は151,245千円をそれぞれ計上しております。 
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5.【四半期財務諸表】 
(1)【四半期貸借対照表】 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成21年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,921,681 1,924,330

受取手形及び売掛金 4,157,253 4,390,057

商品及び製品 410,289 463,025

仕掛品 135,870 145,038

原材料及び貯蔵品 226,681 248,843

その他 290,541 366,979

貸倒引当金 △29,403 △30,871

流動資産合計 7,112,913 7,507,403

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 687,301 716,738

機械及び装置（純額） 166,298 188,355

土地 1,417,931 1,417,931

その他（純額） 381,279 374,547

有形固定資産合計 2,652,810 2,697,571

無形固定資産 114,737 134,239

投資その他の資産   

その他 2,203,196 2,204,795

貸倒引当金 △11,116 △12,494

投資その他の資産合計 2,192,080 2,192,301

固定資産合計 4,959,628 5,024,112

資産合計 12,072,541 12,531,516
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成21年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(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 1,953,441 2,000,246

短期借入金 1,370,000 1,200,000

未払法人税等 21,187 19,383

その他 806,599 646,343

流動負債合計 4,151,228 3,865,974

固定負債   

社債 200,000 270,000

長期借入金 50,000 120,000

退職給付引当金 518,656 526,909

役員退職慰労引当金 170,577 649,001

その他 84,020 144,410

固定負債合計 1,023,253 1,710,320

負債合計 5,174,482 5,576,295

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,394,100 1,394,100

資本剰余金 1,092,160 1,092,160

利益剰余金 4,513,404 4,580,472

自己株式 △116,094 △91,962

株主資本合計 6,883,570 6,974,770

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 14,489 △19,549

評価・換算差額等合計 14,489 △19,549

純資産合計 6,898,059 6,955,221

負債純資産合計 12,072,541 12,531,516

－9－

菊水化学工業（株）（7953）　平成22年３月期　第２四半期決算短信（非連結）

－9－



(2)【四半期損益計算書】 
【第２四半期累計期間】 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(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 7,741,691 7,231,929

売上原価 5,723,331 5,294,342

売上総利益 2,018,359 1,937,587

販売費及び一般管理費 2,002,381 1,824,635

営業利益 15,977 112,951

営業外収益   

受取利息 3,937 3,136

受取配当金 8,198 7,279

受取ロイヤリティー － 4,621

その他 16,459 10,553

営業外収益合計 28,594 25,591

営業外費用   

支払利息 10,305 8,283

売上割引 3,658 3,104

その他 938 1,646

営業外費用合計 14,902 13,033

経常利益 29,669 125,509

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 872

固定資産売却益 14,695 －

特別利益合計 14,695 872

特別損失   

投資有価証券評価損 60,855 40,145

役員退職功労加算金 － 87,650

その他 22,543 3,216

特別損失合計 83,398 131,011

税引前四半期純損失（△） △39,033 △4,629

法人税等 29,237 9,690

四半期純損失（△） △68,271 △14,319
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(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   

税引前四半期純損失（△） △39,033 △4,629

減価償却費 114,433 127,646

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） － △478,423

貸倒引当金の増減額（△は減少） 829 △2,845

受取利息及び受取配当金 △12,135 △10,415

支払利息 10,305 8,283

有形固定資産売却損益（△は益） △14,620 54

投資有価証券評価損益（△は益） 60,855 40,145

売上債権の増減額（△は増加） △111,070 234,188

たな卸資産の増減額（△は増加） △29,877 84,065

仕入債務の増減額（△は減少） 166,049 △46,805

その他 △63,508 131,926

小計 82,227 83,190

利息及び配当金の受取額 23,567 10,371

利息の支払額 △10,281 △8,259

遅延損害金の支払額 △15,234 －

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 111,714 31,172

営業活動によるキャッシュ・フロー 191,992 116,474

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 △26,146 －

定期預金の純増減額（△は増加） － 46,762

有形固定資産の取得による支出 △124,315 △41,704

有形固定資産の売却による収入 19,378 20

無形固定資産の取得による支出 △8,600 △13,873

投資有価証券の取得による支出 △31,136 －

その他 △4,389 △4,631

投資活動によるキャッシュ・フロー △175,210 △13,427

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） － 100,000

長期借入れによる収入 70,000 －

長期借入金の返済による支出 △70,000 －

社債の償還による支出 △10,000 △10,000

自己株式の取得による支出 △644 △24,132

リース債務の返済による支出 － △71,562

配当金の支払額 △53,028 △52,822

財務活動によるキャッシュ・フロー △63,673 △58,517

現金及び現金同等物に係る換算差額 3 △416

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △46,887 44,113

現金及び現金同等物の期首残高 1,828,609 1,599,431

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,781,721 1,643,544
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該当事項なし 

  

該当事項なし 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) 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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