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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12月31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3四半期 13,394 0.4 654 31.9 605 56.6 418 34.3
21年3月期第3四半期 13,346 ― 496 ― 386 ― 311 ―

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3四半期 8.98 ―

21年3月期第3四半期 6.60 ―

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3四半期 19,821 10,637 53.7 228.34
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3四半期  10,637百万円 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  有  
（注）詳細は、３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 

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3四半期 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3四半期  1,475,947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3四半期 46,590,150株 21年3月期第3四半期 47,234,847株



 当第３四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見られるものの、企業の厳しい収益状況を背景に設備投

資は抑制傾向が続き、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、デフレの進行等

景気の不透明感は増し、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、主力製品である塗料をはじめ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、テレビコマーシャルや新聞の広告掲載等の販促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、住宅メンテナンス用品・日用雑貨・園芸用品部門の売上は伸び悩

んだものの塗料部門の売上が増加したこと等により、当第３四半期連結累計期間の売上高は、ほぼ前年同期並みの

133億９千４百万円（前年同期比0.4％増）となりました。 

 収益面では、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６億５千４百万円（前年同期

比31.9％増）、経常利益は６億５百万円（前年同期比56.6％増）、四半期純利益は４億１千８百万円（前年同期比

34.3％増）となりました。 

 なお、平成21年12月24日付「海外子会社の解散および清算に関するお知らせ」で公表いたしましたとおり、平成22

年３月末を目処に、当社の100％子会社であるアサヒペンアメリカ・インクの清算手続を進めております。これに伴

い、当第３四半期連結累計期間において発生しました当該手続に係る費用２千３百万円を子会社清算損として特別損

失に計上しております。今後の業績に与える影響は軽微であります。  

  

 当第３四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１億４百万円増加し、198億２千１百万円と

なりました。負債は、前連結会計年度末に比べて２億３千５百万円減少し、91億８千４百万円となりました。純資産

は、前連結会計年度末に比べて３億３千９百万円増加し、106億３千７百万円となりました。その結果、自己資本比

率は前連結会計年度より1.5ポイント上昇し、53.7％となりました。 

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第３四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49億３千３百万円となり、前連結会計年度末と

比較して１億２百万円の減少となりました。 

 当第３四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２億３千万円の収入（前年同期は８

億１百万円の支出）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４億９千３百万円、減価償却費１億

６千９百万円及びたな卸資産の減少額７億６千２百万円等であり、主な支出要因は、売上債権の増加額11億４千９百

万円等であります。 

 「投資活動によるキャッシュ・フロー」は８千４百万円の収入（前年同期は２千４百万円の支出）となりました。

主な収入要因は、海外子会社の清算に伴う有形固定資産の売却による収入１億４千３百万円及びその他の投資等の減

少による収入２千８百万円等であり、主な支出要因は、有形固定資産の取得による支出８千５百万円等であります。

 「財務活動によるキャッシュ・フロー」は４億１千４百万円の支出（前年同期比48.0％減）となりました。主な収

入要因は、社債の発行による収入４億９千２百万円及び長期借入れによる収入４億円等であり、主な支出要因は、社

債の償還による支出10億円、短期借入金の減少額５千万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数値から変更しておりません。 

  

 該当事項はありません。 

  

 棚卸資産の評価方法 

 当第３四半期連結会計期間末における棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度に係る

実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。  

  

 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３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 4,933,475 5,036,026

受取手形及び売掛金 4,784,508 3,638,674

商品及び製品 2,436,982 3,108,980

仕掛品 38,390 36,444

原材料及び貯蔵品 338,806 432,476

その他 329,693 310,087

貸倒引当金 △73,682 △73,771

流動資産合計 12,788,174 12,488,918

固定資産   

有形固定資産   

土地 3,588,278 3,596,814

その他（純額） 1,846,097 1,985,963

有形固定資産合計 5,434,375 5,582,778

無形固定資産 189,189 189,643

投資その他の資産 1,410,205 1,455,908

固定資産合計 7,033,770 7,228,330

資産合計 19,821,945 19,717,248

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,403,745 1,730,707

短期借入金 2,750,000 2,800,000

未払法人税等 33,799 33,994

引当金 55,050 104,948

その他 782,423 1,575,493

流動負債合計 5,025,019 6,245,143

固定負債   

社債 2,000,000 1,500,000

長期借入金 900,000 500,000

退職給付引当金 852,875 761,999

役員退職慰労引当金 122,483 150,853

その他 283,881 261,483

固定負債合計 4,159,240 3,174,336

負債合計 9,184,259 9,419,480



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 643,191 480,860

自己株式 △233,505 △232,474

株主資本合計 10,721,569 10,560,319

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △83,883 △126,662

為替換算調整勘定 － △135,888

評価・換算差額等合計 △83,883 △262,550

純資産合計 10,637,685 10,297,768

負債純資産合計 19,821,945 19,717,248



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 13,346,416 13,394,627

売上原価 8,963,837 8,936,572

売上総利益 4,382,579 4,458,055

販売費及び一般管理費 3,886,534 3,803,751

営業利益 496,045 654,303

営業外収益   

受取利息 38,338 45,799

受取配当金 18,402 13,458

受取地代家賃 213,045 210,098

その他 63,927 35,856

営業外収益合計 333,714 305,213

営業外費用   

支払利息 68,093 56,826

支払地代家賃及び減価償却費 238,466 234,614

たな卸資産除却損 53,202 7,360

その他 83,165 54,842

営業外費用合計 442,928 353,644

経常利益 386,830 605,872

特別損失   

固定資産除却損 － 15,503

投資有価証券評価損 36,063 73,451

子会社清算損 － 23,110

特別損失合計 36,063 112,065

税金等調整前四半期純利益 350,767 493,807

法人税、住民税及び事業税 12,756 21,518

法人税等調整額 26,272 53,683

法人税等合計 39,028 75,202

四半期純利益 311,738 418,604



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31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 350,767 493,807

減価償却費 176,214 169,437

貸倒引当金の増減額（△は減少） △45,843 3,007

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,762 90,875

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） 36,063 73,451

子会社清算損益（△は益） － 23,110

受取利息及び受取配当金 △56,740 △59,258

支払利息 68,093 56,826

固定資産処分損益（△は益） 19,854 10,645

売上債権の増減額（△は増加） △1,228,146 △1,149,878

たな卸資産の増減額（△は増加） 184,556 762,610

仕入債務の増減額（△は減少） △106,948 △326,444

未払消費税等の増減額（△は減少） △27,745 92,946

その他 △153,436 4,020

小計 △781,549 245,158

利息及び配当金の受取額 57,564 59,846

利息の支払額 △58,974 △53,218

法人税等の支払額 △18,055 △20,811

営業活動によるキャッシュ・フロー △801,014 230,974

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 △70,037 △85,180

有形固定資産の売却による収入 － 143,293

投資有価証券の取得による支出 △4,399 △4,237

投資有価証券の売却による収入 3 －

貸付けによる支出 △16,003 －

貸付金の回収による収入 17,895 2,222

その他 47,869 28,283

投資活動によるキャッシュ・フロー △24,672 84,381

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） △278,208 △50,000

長期借入れによる収入 300,000 400,000

長期借入金の返済による支出 △1,136 －

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 1,751 213

自己株式の取得による支出 △44,726 △1,293

配当金の支払額 △259,780 △255,696

財務活動によるキャッシュ・フロー △796,396 △414,168

現金及び現金同等物に係る換算差額 △10,587 △3,739

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,632,671 △102,551

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 4,273,449 4,933,475



 該当事項はありません。 

  

 前第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日）  

  

 当第３四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年12月31日）  

   

 前第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自

平成21年４月１日 至平成21年12月31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３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自

平成21年４月１日 至平成21年12月31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    7,657,790  5,688,626  13,346,416  －  13,346,416

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 9,046  －  9,046  (△9,046)  －

計  7,666,837  5,688,626  13,355,463  (△9,046)  13,346,416

営業利益  288,980  207,505  496,485  (△440)  496,045

  
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  7,792,856  5,601,770  13,394,627  －  13,394,627

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 29,935  －  29,935  (△29,935)  －

計  7,822,791  5,601,770  13,424,562  (△29,935)  13,394,627

営業利益  409,565  245,598  655,163  (△859)  654,303

〔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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