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1.  平成22年3月期第3四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年12月31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3四半期 11,357 △4.0 295 ― 346 ― 92 ―

21年3月期第3四半期 11,835 ― △40 ― △10 ― △170 ―

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 8.78 ―

21年3月期第3四半期 △16.13 ―

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 12,629 6,954 55.1 663.16
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3四半期  6,954百万円 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  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 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、５ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。] 

(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、５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) 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3四半期 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3四半期  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3四半期 10,517,996株 21年3月期第3四半期 10,552,160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、４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」をご覧ください。 
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当第３四半期累計期間（平成21年４月１日～平成21年12月31日）におけるわが国経済は、米国金融危機
に端を発した世界的な景気後退が、国内外政府の景気浮揚策等の効果も表れ一部持ち直しの兆しが見え始
めているものの、国内の企業業績は依然低水準で推移しており、設備投資の抑制や雇用環境の悪化、個人
消費の低迷等、景気回復の実感がつかめないまま、先行き不透明な状況が続いております。 
  

特に建設、不動産業界においては、新設住宅着工数が伸び悩む中、住宅価格の底値感が窺われ、住宅リ
フォーム市場が拡大するとの予想もあり一部業績の好転が見えてまいりました。  
このような状況下の中、当社は引き続き住宅リフォーム事業に注力し、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を目指し、経費の削減及び在庫の圧縮に努め、業績の向上に全力を挙げて取
り組みました。  

  

当第３四半期累計期間の売上高の増減を品目別に見ますと、主力の建築仕上材は、前年同期比
10.8%減の47億60百万円、建築下地調整材は同4.5%減の10億90百万円、タイル接着剤は同13.2%減の１億45
百万円、ファインセラミックは同46.2%減の３億13百万円、建築土木資材は同28.5%減の88百万円、ビルリ
フレッシュ（工事）は同10.6%増の49億57百万円となりました。 

  

この結果、全体としての売上高は前年同期比4.0%減の113億57百万円となりました。 

利益面におきましては、営業利益は２億95百万円(前年同四半期営業損失40百万円)、経常利益は３億46
百万円(前年同四半期経常損失10百万円)、第３四半期純利益は92百万円(前年同四半期純損失１億70百万
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３四半期累計期間 当第３四半期累計期間

前年同期比(自 平成20年４月 (自 平成21年４月

  至 平成20年12月）   至 平成21年12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 5,336 45.1 4,760 41.9 △ 575 △ 10.8

建築下地調整材 1,142 9.6 1,090 9.6 △ 51 △ 4.5

タイル接着材 167 1.4 145 1.3 △ 22 △ 13.2

ファインセラミック 583 4.9 313 2.8 △ 269 △ 46.2

建築土木資材 123 1.1 88 0.8 △ 35 △ 28.5

ビルリフレッシュ(工事) 4,481 37.9 4,957 43.6 475 10.6

合計 11,835 100.0 11,357 100.0 △ 478 △ 4.0

※前年同期比は、参考として記載しております。
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当第３四半期末の総資産は126億29百万円となり、前事業年度末と比較して97百万円増加しました。 

主な要因は、受取手形及び売掛金が増加したことによるものであります。 

  

負債総額は56億74百万円となり、前事業年度末と比較して97百万円増加しました。 

主な要因は、支払手形及び買掛金が増加したことによるものであります。 

  

純資産総額は69億54百万円となり、前事業年度末と比較して0百万円減少しました。 

主な要因は、自己株式の取得がある一方、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３四半期累計期間における現金及び現金同等物は、17億89百万円となりました。 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

当第３四半期累計期間において、営業活動の結果得られた資金は、２億86百万円となりました。 

これは主に、税引前四半期純利益等の増加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) 

当第３四半期累計期間において、投資活動の結果使用した資金は50百万円となりました。 

これは主に、有形固定資産の取得によるものであります。 

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

当第３四半期累計期間において、財務活動の結果使用した資金は、45百万円となりました。 

これは主に、リース債務の返済による支出によるものであります。 

  

平成22年３月期の業績予想につきましては、現時点で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、これら予想数値と異なる可能性があります。 

なお、平成22年３月期の通期の業績予想につきましては、平成21年11月13日公表の第２四半期決算短信

の予想数値から変更はありません。 

  

  

  

  

  

  

  

2. 財政状態に関する定性的情報

3. 業績予想に関する定性的情報
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1．一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第３四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．棚卸資産の評価方法 

当第３四半期会計期間末の棚卸高算出に関しては、一部実施棚卸を省略し、第２四半期会計期間末

の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。 

  

3．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。 

  

4．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。 

  

5．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)を当第１四半期会計期間より適用

し、当第１四半期会計期間に着手した工事契約から当第３四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、売上高は50,859千円増加し、売上総利益、営業利

益、経常利益及び税引前四半期純利益は、それぞれ6,422千円増加しております。 

  

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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2．四半期損益計算書関係の表示方法の変更 

前第３四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、重要性が増加したため、当第３四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３四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4,413千円であ

ります。 

  

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３四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、重要性が増加したため、当第３四半期累計期間より

区分掲記することとしております。なお、前第３四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15,349千円であります。 

  

当第３四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３四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３四半期累計期間の「定期預金の預入による支出」は113,345千

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。 

  

当第３四半期累計期間において、財務活動によるキャッシュ・フローの「短期借入金の純増減額

(△は減少)」は、前第３四半期累計期間においては「短期借入れによる収入」及び「短期借入金の返

済による支出」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３四半期累計期間の「短期借入れによる収入」は700,000千円、

「短期借入金の返済による支出」は500,000千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３四半期会計期間末 
(平成21年12月31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 2,076,231 1,924,330

受取手形及び売掛金 4,593,511 4,390,057

商品及び製品 452,521 463,025

仕掛品 128,101 145,038

原材料及び貯蔵品 241,191 248,843

未収還付法人税等 － 44,033

その他 250,509 322,945

貸倒引当金 △31,814 △30,871

流動資産合計 7,710,252 7,507,403

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 673,053 716,738

機械及び装置（純額） 161,466 188,355

土地 1,417,931 1,417,931

その他（純額） 364,209 374,547

有形固定資産合計 2,616,660 2,697,571

無形固定資産 98,817 134,239

投資その他の資産   

その他 2,213,831 2,204,795

貸倒引当金 △10,380 △12,494

投資その他の資産合計 2,203,451 2,192,301

固定資産合計 4,918,929 5,024,112

資産合計 12,629,182 12,531,516
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成21年12月31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 2,238,241 2,000,246

短期借入金 1,470,000 1,200,000

未払法人税等 121,102 19,383

その他 849,843 646,343

流動負債合計 4,679,187 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 518,615 526,909

役員退職慰労引当金 177,934 649,001

その他 48,543 144,410

固定負債合計 995,094 1,710,320

負債合計 5,674,281 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 4,578,144 4,580,472

自己株式 △116,094 △91,962

株主資本合計 6,948,309 6,974,770

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 6,591 △19,549

評価・換算差額等合計 6,591 △19,549

純資産合計 6,954,901 6,955,221

負債純資産合計 12,629,182 12,531,516
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(2)【四半期損益計算書】 
【第３四半期累計期間】 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(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 11,835,775 11,357,037

売上原価 8,883,432 8,316,597

売上総利益 2,952,343 3,040,440

販売費及び一般管理費 2,993,014 2,744,639

営業利益又は営業損失（△） △40,671 295,800

営業外収益   

受取利息 5,382 4,779

受取配当金 14,703 12,781

受取ロイヤリティー － 7,657

保険解約返戻金 － 23,215

その他 29,397 21,142

営業外収益合計 49,482 69,578

営業外費用   

支払利息 12,177 12,042

売上割引 5,787 5,116

その他 1,542 2,116

営業外費用合計 19,506 19,275

経常利益又は経常損失（△） △10,695 346,102

特別利益   

固定資産売却益 14,695 －

特別利益合計 14,695 －

特別損失   

投資有価証券評価損 84,741 48,580

役員退職功労加算金 － 87,650

その他 28,087 3,221

特別損失合計 112,828 139,451

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △108,828 206,651

法人税等 61,405 114,281

四半期純利益又は四半期純損失（△） △170,234 92,369
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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３四半期累計期間 
(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   

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失
（△）

△108,828 206,651

減価償却費 174,813 192,724

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） － △471,066

貸倒引当金の増減額（△は減少） 4,127 △1,170

受取利息及び受取配当金 △20,085 △17,561

支払利息 12,177 12,042

有形固定資産売却損益（△は益） △14,572 54

投資有価証券評価損益（△は益） 84,741 48,580

売上債権の増減額（△は増加） △466,134 △201,335

たな卸資産の増減額（△は増加） △61,700 35,092

仕入債務の増減額（△は減少） 442,778 237,994

その他 △128,128 210,009

小計 △80,812 252,015

利息及び配当金の受取額 30,442 16,140

利息の支払額 △14,975 △12,641

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） 55,085 30,710

営業活動によるキャッシュ・フロー △25,494 286,224

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 △16,644 －

定期預金の純増減額（△は増加） － 37,899

有形固定資産の取得による支出 △76,887 △45,908

有形固定資産の売却による収入 19,823 20

無形固定資産の取得による支出 △8,600 △10,492

投資有価証券の取得による支出 △35,231 －

その他 △7,332 △32,453

投資活動によるキャッシュ・フロー △124,872 △50,933

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 100,000 －

短期借入金の純増減額（△は減少） － 200,000

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 △20,000 △20,000

自己株式の取得による支出 △1,114 △24,132

リース債務の返済による支出 － △108,101

配当金の支払額 △93,791 △93,031

財務活動によるキャッシュ・フロー △14,906 △45,264

現金及び現金同等物に係る換算差額 △9 △225

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △165,273 189,800

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 1,663,335 1,789,231
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該当事項はありません。 

  

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) 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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