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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 5,664 △9.7 391 16.4 644 18.9 349 6.8
21年3月期第3四半期 6,273 ― 336 ― 541 ― 327 ―

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 34.36 ―
21年3月期第3四半期 31.30 ―

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 14,217 10,077 69.2 967.25
21年3月期 13,870 9,842 69.3 945.01

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  9,834百万円 21年3月期  9,610百万円

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 ― 5.00 ― 5.00 10.00
22年3月期 ― 5.00 ―
22年3月期 

（予想）
5.00 10.00

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 7,800 △4.2 340 △13.5 450 △27.4 260 △32.3 25.57
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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） 

（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。 

(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．平成21年８月４日に公表いたしました連結業績予想は、修正しておりません。上記の予想は、本資料発表現在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値と異なる可能性があります。上記業績予想に関する事項につきましては、添付資料３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」をご参照ください。 

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 有

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 12,000,000株 21年3月期  12,000,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  1,832,936株 21年3月期  1,830,589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 10,168,238株 21年3月期第3四半期 10,452,339株
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当第３四半期連結累計期間（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、世界的な景気後退

を背景に企業業績や雇用情勢が悪化し、政府の景気対策等により一部持ち直しの兆しが見られたものの、個人消費

の低迷や円高の長期化などの影響により、厳しい状況で推移しました。 

このような環境のもと、当社グループは営業力の強化および生産性の向上や合理化などの経営構造改革に注力す

るとともに、お客様の支持を得る環境対応商品の開発や新市場の開拓に取組みました。 

しかしながら、景気減速に伴う需要減少の影響は大きく、当第３四半期連結累計期間の売上高は 百万円

（前年同期比9.7％減）となりました。また、収益面におきましても、営業利益は 百万円（前年同期比16.4%

増）、経常利益は 百万円（前年同期比18.9%増）となり、四半期純利益は 百万円（前年同期比6.8%増）

となりました。   

当第３四半期連結会計期間末の財政状況は、前連結会計年度末と比較して、資産は3億47百万円増加、負債は1億

12百万円増加、純資産は2億35百万円増加しました。 

資産の増加の主なものは、現金及び預金5億99百万円、受取手形2億23百万円、減少の主なものは売掛金1億43百万

円、保険積立金4億38百万円であります。 

負債の増加の主なものは、買掛金1億86百万円、未払金1億17百万円、減少の主なものは支払手形1億52百万円であ

ります。 

また、純資産の増加の主なものは、利益剰余金2億14百万円となっております。 

  

（キャッシュ・フローの状況） 

当第３四半期連結会計期間末の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

百万円増加し、 百万円（前年同四半期末 百万円）となりました。 

当第３四半期連結累計期間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） 

営業活動による資金の増加は 百万円（前年同四半期 百万円）となりました。 

その主な要因は、増加した資金では税金等調整前四半期純利益 百万円、仕入債務の増加34百万円などが

あり、減少した資金では売上債権の増加80百万円、法人税等の支払額 百万円など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） 

投資活動による資金の減少は 百万円（前年同四半期 百万円の増加）となりました。 

その主な要因は、増加した資金では定期預金の払戻 百万円、保険積立金の払戻 百万円などがあり、

減少した資金では定期預金の預入 百万円、有形固定資産の取得 百万円など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） 

財務活動による資金の減少は 百万円（前年同四半期 百万円）となりました。 

その主な要因は、配当金の支払額 百万円、長期借入金の返済 百万円などによるものであります。  

  

  

平成21年8月4日に公表しましたとおり、平成22年3月期（平成21年4月1日～平成22年3月31日）の連結業績予想値

に変更はありません。当第３四半期連結累計期間（平成21年4月１日～平成21年12月31日）における連結経営成績

については、平成22年３月期（平成21年4月１日～平成22年3月31日）の連結業績予想値を上回っておりますが、当

第４四半期連結会計期間（平成22年1月1日～平成22年3月31日）の業績動向が不透明であるため通期の業績予想は

変更しておりません。 

なお、本資料の作成日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後の様々な要

因によって予想数値と異なる可能性があります。  

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

56億64

3億91

6億44 3億49

２．連結財政状態に関する定性的情報

2億77 19億88 15億45

5億82 3億20

6億77

2億50

1億43 26

6億10 5億3

9億32 1億96

1億62 2億40

96 39

３．連結業績予想に関する定性的情報
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 該当事項はありません。  

 1.棚卸資産の評価方法 

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

末の実施棚卸高を基礎として合理的な方法により算出する方法によっております。 

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、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。 

会計処理基準に関する事項の変更 

修繕引当金の計上 

イサム土地建物株式会社において前連結会計年度よりマンション経営が行われたため、第１四半期連結会

計期間より「修繕引当金」を計上しております。 

この変更により、当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益は7,500千円少なく計上されておりま

す。  

1.持分法適用関連会社の変更 

   第１四半期連結会計期間より、TOA-ISM AUTO REFINISH PAINT LTD.は重要性が増したため、持分法適用の

範囲に含めております。     

2.変更後の持分法適用関連会社の数・・・１社 

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

（４）持分法の適用に関する事項の変更
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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 4,001,957 3,402,688

受取手形 1,550,945 1,328,253

売掛金 963,149 1,106,114

有価証券 1,220 5,839

商品及び製品 859,569 891,877

仕掛品 55,637 74,354

原材料及び貯蔵品 210,092 183,114

繰延税金資産 97,287 134,408

その他 31,385 37,407

貸倒引当金 △61,442 △87,000

流動資産合計 7,709,799 7,077,054

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 2,469,761 2,320,639

減価償却累計額 △1,108,254 △1,043,265

建物及び構築物（純額） 1,361,507 1,277,374

機械及び装置 329,897 327,208

減価償却累計額 △274,028 △260,294

機械及び装置（純額） 55,869 66,914

工具、器具及び備品 367,223 354,870

減価償却累計額 △318,014 △305,657

工具、器具及び備品（純額） 49,209 49,213

土地 1,362,468 1,288,814

リース資産 72,359 72,359

減価償却累計額 △41,185 △23,346

リース資産（純額） 31,174 49,013

建設仮勘定 － 29,850

有形固定資産合計 2,860,227 2,761,178

無形固定資産   

ソフトウエア 27,500 17,915

ソフトウエア仮勘定 35,028 －

施設利用権 8,862 9,552

電話加入権 6,310 6,310

リース資産 34,510 4,256

無形固定資産合計 112,210 38,033

投資その他の資産   

投資有価証券 2,529,333 2,500,201

長期貸付金 538 797

保険積立金 624,394 1,062,042

繰延税金資産 336,792 356,879

その他 72,611 74,909

貸倒引当金 △28,825 △1,000

投資その他の資産合計 3,534,843 3,993,828

固定資産合計 6,507,280 6,793,039

資産合計 14,217,079 13,870,093
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（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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形 3,319 154,188

買掛金 1,705,264 1,519,178

1年内返済予定の長期借入金 52,000 52,000

リース債務 31,584 26,020

未払金 287,400 170,657

未払法人税等 147,860 133,574

未払消費税等 9,270 20,568

前受金 450 29

預り金 99,236 61,662

賞与引当金 33,933 112,280

設備関係支払手形 － 788

流動負債合計 2,370,316 2,250,944

固定負債   

長期借入金 566,000 605,000

長期預り保証金 266,782 265,244

リース債務 36,033 27,583

繰延税金負債 5,000 2,419

退職給付引当金 624,138 608,587

役員退職慰労引当金 162,724 158,520

修繕引当金 7,500 －

負ののれん 101,256 109,936

固定負債合計 1,769,433 1,777,289

負債合計 4,139,749 4,028,233

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,290,400 1,290,400

資本剰余金 1,209,925 1,209,925

利益剰余金 7,992,391 7,778,131

自己株式 △707,936 △707,221

株主資本合計 9,784,780 9,571,235

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 55,466 38,986

為替換算調整勘定 △6,133 －

評価・換算差額等合計 49,333 38,986

少数株主持分 243,217 231,639

純資産合計 10,077,330 9,841,860

負債純資産合計 14,217,079 13,870,093
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（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 6,273,025 5,663,534

売上原価 4,380,877 3,748,949

売上総利益 1,892,148 1,914,585

販売費及び一般管理費 1,556,574 1,524,031

営業利益 335,574 390,554

営業外収益   

受取利息 11,199 5,683

有価証券利息 30,992 25,603

受取配当金 9,348 6,915

受取賃貸料 32,130 37,088

塗装情報サービス会費 74,605 73,957

生命保険満期差益 28,966 110,712

負ののれん償却額 － 8,679

その他 20,766 16,978

営業外収益合計 208,006 285,615

営業外費用   

支払利息 898 16,745

支払補償費 1,134 155

持分法による投資損失 － 15,531

その他 393 151

営業外費用合計 2,425 32,582

経常利益 541,155 643,587

特別利益   

固定資産売却益 127,675 －

投資有価証券償還益 － 5,481

事業譲渡益 － 33,600

特別利益合計 127,675 39,081

特別損失   

役員退職慰労金 16,080 1,716

会員権評価損 － 200

たな卸資産廃棄損 － 4,176

固定資産処分損 11,454 －

投資有価証券評価損 44,106 －

特別損失合計 71,640 6,092

税金等調整前四半期純利益 597,190 676,576

法人税、住民税及び事業税 226,105 264,737

法人税等調整額 43,891 48,470

法人税等合計 269,996 313,207

少数株主利益 75 14,037

四半期純利益 327,119 349,332
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（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 597,190 676,576

減価償却費 88,481 122,335

退職給付引当金の増減額（△は減少） △20,044 15,550

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △44,407 4,204

賞与引当金の増減額（△は減少） △81,998 △78,347

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △12,500 －

修繕引当金の増減額（△は減少） － 7,500

負ののれん償却額 － △8,679

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3,000 2,268

受取利息及び受取配当金 △51,540 △38,201

支払利息 898 16,745

為替差損益（△は益） △2,123 △506

持分法による投資損益（△は益） － 15,531

投資有価証券償還損益（△は益） － △5,481

会員権評価損 － 200

事業譲渡損益（△は益） － △33,600

有形固定資産売却損益（△は益） △127,675 －

有形固定資産処分損益（△は益） 11,454 －

たな卸資産廃棄損 － 4,176

投資有価証券評価損益（△は益） 44,106 －

売上債権の増減額（△は増加） △149,044 △79,727

たな卸資産の増減額（△は増加） △85,412 24,047

仕入債務の増減額（△は減少） 214,293 34,429

未払消費税等の増減額（△は減少） 5,436 △11,298

その他 133,451 149,499

小計 523,566 817,221

利息及び配当金の受取額 47,146 31,129

利息の支払額 △898 △15,930

法人税等の支払額 △250,065 △250,451

営業活動によるキャッシュ・フロー 319,749 581,969
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（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) 

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 △50,000 △932,000

定期預金の払戻による収入 － 610,000

有価証券の売却及び償還による収入 200,000 4,620

有形固定資産の取得による支出 △270,440 △195,744

有形固定資産の売却による収入 384,674 －

無形固定資産の取得による支出 － △50,828

投資有価証券の取得による支出 △692,846 △51,601

投資有価証券の売却及び償還による収入 122,860 299

事業譲渡による収入 － 33,600

保険積立金の積立による支出 △81,844 △65,273

保険積立金の払戻による収入 414,842 502,921

その他 △1,028 1,371

投資活動によるキャッシュ・フロー 26,218 △142,635

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の返済による支出 － △39,000

自己株式の取得による支出 △121,022 －

自己株式の純増減額（△は増加） － △715

リース債務の返済による支出 △19,562 △23,784

配当金の支払額 △99,573 △96,113

少数株主への配当金の支払額 △9 △2,459

財務活動によるキャッシュ・フロー △240,166 △162,071

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 105,801 277,263

現金及び現金同等物の期首残高 1,439,517 1,710,688

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,545,318 1,987,951
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 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） 

 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）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） 

 当社グループは各種塗料の製造・販売を主事業としておりますが、全セグメントの売上高の合計、営業利益

の合計額に占める塗料事業の割合がいずれも90％を超えているため、事業の種類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） 

本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、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）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）  

 海外売上高が、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

 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） 

 該当事項はありません。 

  

役員の異動 

代表取締役の異動（平成22年４月１日付予定） 

(1)新任代表取締役 

代表取締役社長    古川 雅一（現 専務取締役 営業担当） 

（2)退任代表取締役 

代表取締役社長    北村 健（取締役相談役に就任予定）  

  

  

（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〕

〔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

６．その他の情報
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