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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） 

（注）21年３月期第３四半期は、連結での「第３四半期決算短信」を作成しており、非連結での数値は公表していないため、21年３月期第３四半期の数値及
び22年３月期第３四半期の対前年同四半期増減率については記載しておりません。 
なお、参考資料として（要約）連結貸借対照表及び（要約）連結損益計算書を９頁以降の６.その他の情報に記載しております。 

(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 15,640 ― 847 ― 1,128 ― 658 ―

21年3月期第3四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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 34.22 ―

21年3月期第3四半期 ― ―

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 35,922 29,607 82.4 1,539.45
21年3月期 34,521 28,945 83.8 1,505.00

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  29,607百万円 21年3月期  28,945百万円

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 ― 7.50 ― 7.50 15.00
22年3月期 ― 7.50 ―

22年3月期 
（予想）

7.50 15.00

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 20,000 △9.0 850 72.5 1,230 27.4 700 △19.1 36.40



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、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。 

(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、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) 発行済株式数（普通株式） 

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 22,000,000株 21年3月期  22,000,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  2,767,762株 21年3月期  2,767,062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 19,232,660株 21年3月期第3四半期 19,333,796株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

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。 



当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、国内需要の自律的回復力はまだ弱いものの、内外における各種対

策の効果により持ち直してきております。しかしながら、企業業績は依然として低水準であり、設備投資は低調に推

移しました。また引き続き、海外景気の下振れ懸念、雇用情勢の悪化や物価の下落傾向といった要因を含んでおり、

景気は穏やかなペースで持ち直しつつある状況であります。 

塗料業界では、建築・外装、自動車補修、木工等の汎用塗料分野において需要が引き続き低調に推移し、自動

車、電気・機械・金属、海外分野等の工業用大口需要分野等でも需要回復傾向が緩慢で、国内生産量、出荷数量とも

前年同期比でダウンし、累計出荷金額ベースでも前年を下回る結果となりました。 

 この様な状況のもとで、当社グループ（当社及び当社の関連会社）は、成長分野に経営資源を優先的に配分して、

国内市場はもとより、海外市場開拓も含めて積極的な売上増進に努めましたが、当第３四半期累計期間の売上高は

156億40百万円となりました。 

 また収益面では、生産効率の向上、内部コスト削減等に努めた結果、営業利益８億47百万円、経常利益11億28百万

円、四半期純利益６億58百万円となりました。 

 製品分野別の業績は次の通りであります。 

１）車両塗料分野 

 国内市場はエコカー減税や新車購入補助金が後押しして、ハイブリットカーの人気が先行しておりますが、乗用車

や大型車両の販売台数の落ち込みは依然として厳しい状況が続いており、海外市場も含めて本格的な回復には未だ至

っておらず、鈑金塗装の需要も減少しました。こうした厳しい環境下、塗装作業時のＶＯＣ排出を削減することがで

きる環境に配慮した高性能塗料の拡販をはじめとする新規需要開拓に注力しましたが、売上高は前年同期を若干下回

りました。 

２）建築塗料分野 

 新築需要が長期にわたって低迷している状況に鑑み、改修市場により重点を置き、環境負荷の少ない水性塗料、

鉛・クロムフリー塗料に加えて高性能弱溶剤塗料、遮熱塗料等の高付加価値製品の拡販に努めましたが、売上高は前

年同期を若干下回りました。 

３）工業塗料分野 

 景況悪化の影響を最も受けた分野であり、従来からの安定的需要が激減し、新規需要開拓も振るわず売上高は前年

同期を若干下回りました。しかし、需要減少に底打ち感が出始め、また、高性能接着剤の新需要開拓等が結実しつつ

あり、第４四半期以降の売上高の拡大が見込まれます。 

４）家庭塗料分野 

 高耐候製品、高付加価値製品の拡販に努めましたが、主力のエアゾール製品の販売が減少した為、売上高は前年同

期を若干下回りました。 

  

 第４四半期以降は自動車、機械・電気・金属製品等の分野で緩やかな需要回復が見込まれ、高付加価値商品の拡販

などに注力し、売上高を前年比微減に収める考えで有ります。 

  

  

 当第３四半期会計期間末の総資産は、前事業年度末に比べ14億円（4.1％増）増加し、359億22百万円となりまし

た。主な要因は、現金及び預金が３億21百万円、受取手形及び売掛金が12億96百万円増加したものの、商品及び製品

が１億88百万円減少したこと等であります。 

 当第３四半期会計期間末の負債の合計は、前事業年度末に比べ７億39百万円（13.3％増）増加し、63億15百万円と

なりました。主な要因は、買掛金が６億61百万円、退職給付引当金が42百万円増加したこと等によるものです。 

 当第３四半期会計期間末の純資産の合計は、前事業年度末に比べ６億61百万円（2.0％増）増加し、296億７百万円

となりました。主な要因は、利益剰余金が３億69百万円、その他有価証券評価差額金が２億92百万円増加したこと等

によるものです。 

  

  

 通期の業績予想については、平成22年２月５日に公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」の予想数

値から変更はありません。 

  

  

定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

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



（簡便な会計処理） 

①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 貸倒実績率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、前事業年度決算において算

定した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。 

②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、事業年度に係る減価償却費の額を期間按分して算出する方法によって

おります。 

（四半期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３四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に当該見積実効税率を乗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。 

  

  

 当該事項はありません。 

  

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



５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：百万円）

当第３四半期会計期間末 
(平成21年12月31日) 

資産の部  

流動資産  

現金及び預金 7,583

受取手形及び売掛金 6,093

商品及び製品 2,244

仕掛品 552

原材料及び貯蔵品 1,758

その他 405

貸倒引当金 △24

流動資産合計 18,612

固定資産  

有形固定資産  

建物（純額） 4,612

土地 7,561

その他（純額） 1,989

有形固定資産合計 14,164

無形固定資産 102

投資その他の資産 3,109

貸倒引当金 △66

固定資産合計 17,309

資産合計 35,922

負債の部  

流動負債  

買掛金 3,256

未払法人税等 327

賞与引当金 115

その他 980

流動負債合計 4,680

固定負債  

退職給付引当金 1,450

役員退職慰労引当金 115

その他 69

固定負債合計 1,635

負債合計 6,315



（単位：百万円）

当第３四半期会計期間末 
(平成21年12月31日) 

純資産の部  

株主資本  

資本金 1,100

資本剰余金 530

利益剰余金 29,662

自己株式 △2,160

株主資本合計 29,132

評価・換算差額等  

その他有価証券評価差額金 474

評価・換算差額等合計 474

純資産合計 29,607

負債純資産合計 35,922



（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：百万円）

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 15,640

売上原価 12,142

売上総利益 3,498

販売費及び一般管理費 2,650

営業利益 847

営業外収益  

受取利息 5

受取配当金 37

受取賃貸料 136

業務受託手数料 93

雑収入 29

営業外収益合計 302

営業外費用  

売上割引 17

雑損失 3

営業外費用合計 20

経常利益 1,128

特別利益  

関係会社清算益 25

固定資産売却益 0

特別利益合計 25

特別損失  

固定資産除却損 7

固定資産売却損 0

特別損失合計 7

税引前四半期純利益 1,147

法人税等合計 489

四半期純利益 658



 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記



 （参考） 

（１）（要約）連結貸借対照表  

前連結会計年度まで連結財務諸表を作成しているため、前第３四半期累計期間及び前事業年度に代えて前第３

四半期連結累計期間及び前連結会計年度について記載いたします。 

  

６．その他の情報

（単位：百万円）

  
前連結会計年度末に係る

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 7,262

 受取手形及び売掛金 4,797

  商品及び製品 2,432

  仕掛品 667

  原材料及び貯蔵品 1,633

 その他 405

 貸倒引当金 △10

  流動資産合計 17,187

 固定資産  

  有形固定資産 

  建物（純額） 4,789

  土地 7,561

  その他（純額） 2,059

  有形固定資産合計 14,411

  無形固定資産 103

 投資その他の資産 2,862

貸倒引当金 △44

 固定資産合計 17,333

  資産合計 34,521

負債の部 

流動負債 

 買掛金 2,594

  未払法人税等 337

  賞与引当金 225

  その他 798

  流動負債合計 3,955

固定負債 

 退職給付引当金 1,407

 役員退職慰労引当金 111

  その他 100

固定負債合計 1,619

  負債合計 5,575



                                                    （単位：百万円） 

  

  
前連結会計年度末に係る

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 1,100

資本剰余金 530

利益剰余金 29,292

自己株式 △2,159

株主資本合計 28,763

  評価・換算差額等 

    その他有価証券評価差額金 182

    評価・換算差額等合計 182

   少数株主持分 －

  純資産合計 28,945

 負債純資産合計 34,521



 （２）（要約）四半期連結損益計算書 

                                                  （単位：百万円）    

  

  

  

  

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）

  売上高 19,164

 売上原価 15,630

 売上総利益 3,534

 販売費及び一般管理費 2,923

 営業利益 610

 営業外収益   

受取利息 12

受取配当金 51

受取賃貸料 135

業務受託手数料 80

持分法による投資利益 9

その他 49

営業外収益合計 338

 営業外費用   

売上割引 20

雑支出 12

その他 9

営業外費用合計 41

経常利益 907

特別利益   

役員退職慰労引当金戻入額 4

特別利益合計 4

  特別損失   

投資有価証券売却損  75

投資有価証券評価損 81

減損損失 117

その他 21

特別損失合計 295

税金等調整前四半期純利益 616

法人税等 329

少数株主利益 28

四半期純利益 258




