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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 21,227 △21.9 △123 ― 252 △64.1 183 △73.1
21年3月期第3四半期 27,182 ― △353 ― 704 ― 681 ―

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 8.23 ―
21年3月期第3四半期 29.25 ―

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 35,810 16,567 45.0 728.77
21年3月期 34,300 16,171 45.9 674.78

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  16,116百万円 21年3月期  15,738百万円

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 ― 6.00 ― 4.00 10.00
22年3月期 ― 4.00 ―
22年3月期 

（予想）
6.00 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 29,450 △10.8 △350 ― 150 44.2 100 ― 4.50
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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 
・上記に記載した予想数値は、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。実際の業績等は、業績
の変化等により、上記予想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．連結業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。 

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 23,611,200株 21年3月期  23,611,200株
② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  1,495,935株 21年3月期  286,794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 22,249,819株 21年3月期第3四半期 23,311,635株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府が進める景気対策を下支えにした個人消費や生

産活動の一部に回復の兆しが見られたものの、設備投資の減少や雇用環境の悪化等、依然として厳しい状

況で推移しました。 

 このような厳しい事業環境のもとで、当社グループは、顧客ニーズに合致した環境対応型製品や価格競

争力のある新製品の開発に取り組むとともに、積極的な受注活動に努めてまいりました。また、同時に原

価低減と固定費削減など収益改善に取り組んでまいりました。 

 以上の結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は、212億２千７百万円（前年同期比21.9％減）とな

りました。 

 損益につきましては、徹底したコスト削減に努めたものの営業損失は１億２千３百万円（前年同期は３

億５千３百万円）、経常利益は２億５千２百万円（前年同期比64.1％減）、四半期純利益は１億８千３百

万円（前年同期比73.1％減）となりました。 

  

事業の種類別セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

① 塗料関連事業 

当部門につきましては、製造業は回復の兆しがあるものの、業界では住宅着工戸数の減少に見られる

ように依然低空飛行のままで、需要減少の影響を受け一層の価格競争の激化等により、売上高は前年同

期に比べ減少となりました。 

 品種別売上高では、合成樹脂塗料では、内外装用塗料の市場はシュリンクしているものの、遮熱機能

を有する屋根用塗料を中心に前年同期比0.5％と若干増加しました。 

床材・舗装材は公共施設物件や民間設備投資の大幅減少の影響もあり、前年同期比23.8％と大きく減少

しました。防水材については、当社の主力であるウレタン防水が設備投資抑制の影響もあまり受けず、

安定した販売動向にあり、前年同期比3.0％と増加しました。 

 工事関連につきましては、マンション等の改修工事の一服感もあり、前年同期比6.3％の減少となり

ました。 

 この結果、当部門の売上高は88億２千７百万円（前年同期比6.4％減）、営業利益は１億１千４百万

円（前年同期は１億２百万円の営業損失）となりました。 

  

② 自動車製品関連事業 

当部門につきましては、主に乗用車を対象にした世界各国の自動車買い換え優遇策や国内のエコカー

減税や補助金など需要の喚起により、当第３四半期累計期間の国内自動車生産台数は前年同期比75.3％

と回復傾向にありますが、まだ本格的な回復基調には至っておりません。 

 品種別売上高では、吸・遮音材は、超軽量防音システム部品「リエタ・ウルトラライト」の市場シェ

アーは堅調でありますが、自動車生産台数の減少で前年同期比30.4％減少しました。 

 制振材は、製品の使用量が少ない小型車の増加や塗布型タイプへの切り替えにより前年同期比40.2％

減少しました。防錆塗料は、水系塗布型制振材、耐チッピング塗料及び車体シーリング材の採用は拡大

しておりますが、前年同期比30.8％減少しました。 

 この結果、当部門の売上高は123億９千９百万円（前年同期比30.1％減）、営業損失は２億３千８百

万円（前年同期比4.9％減）となりました。 

  

① 資産、負債及び純資産の状況 

当第３四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ15億９百万円増加し、

358億１千万円となりました。主な増減要因は、売上債権の増加や株式相場の上昇による投資有価証券

の増加、有形固定資産の減少によるものです。 

 負債合計は、前連結会計年度末に比べ11億１千４百万円増加し、192億４千３百万円となりました。

主な増減要因は、支払手形及び買掛金の増加によるものです。 

【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

 ２. 連結財政状態に関する定性的情報
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純資産合計は、前連結会計年度末に比べ３億９千５百万円増加し、165億６千７百万円となりまし

た。主な増減要因は、自己株式の取得による減少、その他有価証券評価差額金などの評価・換算差額等

の増加によるものです。自己資本比率は45.0％と0.9％減少しました。 

  

② キャッシュ・フローの状況 

当第３四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、19億１千３

百万円と前連結会計年度末に比べ６億３千５百万円の減少となりました。 

 営業活動による資金は、17億７百万円の収入（前年同期比２億４千２百万円減少）となりました。こ

の主な要因は、減価償却費16億５千６百万円、売上債権の増加による減少17億５千万円、仕入債務の増

加による収入13億４千１百万円などによるものです。 

 投資活動による資金は、９億７百万円の支出（前年同期比８億２千１百万円減少）となりました。こ

の主な要因は、有形固定資産の取得による支出７億７千７百万円によるものです。 

 財務活動による資金は、５億４千９百万円の支出（前年同期比４億７千１百万円増加）となりまし

た。この主な要因は、長期借入による収入22億円、長期借入金の返済による支出25億８千８百万円、自

己株式の取得による支出３億７千４百万円などによるものです。 

  

通期の連結業績予想につきましては、平成21年５月13日に公表いたしました業績予想に変更はありま

せん。 

 なお、通期の業績見込みについて見直しが必要と判断した場合は、速やかに開示いたします。 

  
  

該当事項はありません。 

  

（簡便な会計処理） 

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。 

  

（四半期連結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３四半期連結会計期間を含む連結会計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。ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果

となる場合には、法定実効税率を使用する方法によっております。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。 

  

（会計処理基準に関する事項の変更） 

第１四半期連結会計期間より、「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）を適用し、第１四半期連結会計期間の期首に存在する工事契約を含むすべての工事契約にお

いて当第３四半期連結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。 

 これによる損益への影響及びセグメント情報に与える影響はありません。 

 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
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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 2,039,045 1,791,252

受取手形及び売掛金 9,153,351 7,403,335

有価証券 － 99,956

商品及び製品 1,029,507 1,148,681

仕掛品 232,478 255,461

原材料及び貯蔵品 776,627 781,252

繰延税金資産 289,035 288,415

その他 114,873 675,997

貸倒引当金 △33,492 △28,302

流動資産合計 13,601,427 12,416,051

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,708,936 3,879,353

機械装置及び運搬具（純額） 3,827,315 4,590,599

その他（純額） 4,733,180 4,831,306

有形固定資産合計 12,269,431 13,301,260

無形固定資産 130,893 185,895

投資その他の資産   

投資有価証券 7,641,465 6,157,585

繰延税金資産 1,011,811 1,376,895

その他 1,170,281 880,234

貸倒引当金 △14,523 △16,947

投資その他の資産合計 9,809,033 8,397,768

固定資産合計 22,209,358 21,884,923

資産合計 35,810,786 34,300,975
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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   

支払手形及び買掛金 6,438,110 5,096,996

短期借入金 2,966,880 3,348,488

未払法人税等 69,709 58,490

その他 2,135,444 2,202,651

流動負債合計 11,610,144 10,706,627

固定負債   

長期借入金 4,740,362 4,351,161

退職給付引当金 2,852,926 2,963,183

その他 40,312 108,423

固定負債合計 7,633,601 7,422,767

負債合計 19,243,745 18,129,395

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,753,085 4,753,085

資本剰余金 4,362,370 4,362,370

利益剰余金 7,184,523 7,183,806

自己株式 △494,811 △120,345

株主資本合計 15,805,166 16,178,915

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 991,511 282,056

為替換算調整勘定 △679,757 △722,177

評価・換算差額等合計 311,754 △440,120

新株予約権 61,519 61,519

少数株主持分 388,599 371,264

純資産合計 16,567,040 16,171,579

負債純資産合計 35,810,786 34,300,975
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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 27,182,064 21,227,266

売上原価 22,724,660 17,296,813

売上総利益 4,457,403 3,930,453

販売費及び一般管理費 4,810,810 4,053,858

営業損失（△） △353,406 △123,405

営業外収益   

受取利息 3,752 1,399

受取配当金 137,651 49,560

持分法による投資利益 963,226 352,360

その他 52,631 113,651

営業外収益合計 1,157,262 516,972

営業外費用   

支払利息 92,101 113,196

その他 7,210 27,666

営業外費用合計 99,312 140,862

経常利益 704,543 252,704

特別利益   

投資有価証券売却益 － 51

固定資産売却益 2,119 －

特別利益合計 2,119 51

特別損失   

固定資産処分損 112,177 73,393

投資有価証券評価損 36,660 32,523

その他 6,805 －

特別損失合計 155,644 105,916

税金等調整前四半期純利益 551,019 146,839

法人税等 △126,750 △53,602

少数株主利益又は少数株主損失（△） △3,984 17,334

四半期純利益 681,754 183,107
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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 551,019 146,839

減価償却費 1,965,590 1,656,021

退職給付引当金の増減額（△は減少） △79,223 △110,256

受取利息及び受取配当金 △141,404 △50,959

支払利息 92,101 113,196

持分法による投資損益（△は益） △963,226 △352,360

固定資産処分損益（△は益） 112,177 73,393

売上債権の増減額（△は増加） 424,127 △1,750,016

たな卸資産の増減額（△は増加） △129,518 146,781

仕入債務の増減額（△は減少） 55,138 1,341,113

その他 5,221 42,136

小計 1,892,003 1,255,890

利息及び配当金の受取額 246,646 612,278

利息の支払額 △96,462 △117,779

法人税等の支払額 △92,191 △74,022

法人税等の還付額 － 31,109

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,949,995 1,707,475

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 － △151,100

定期預金の払戻による収入 － 156,600

有価証券の取得による支出 △99,750 －

有価証券の償還による収入 － 100,000

有形固定資産の取得による支出 △1,372,070 △777,225

投資有価証券の取得による支出 △8,202 △161,947

投資有価証券の売却による収入 － 609

関係会社株式の取得による支出 △187,550 △76,832

貸付けによる支出 △42,100 －

貸付金の回収による収入 12,113 12,013

その他 △31,094 △9,214

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,728,655 △907,097
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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) 

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） 423,793 395,923

長期借入れによる収入 100,000 2,200,000

長期借入金の返済による支出 △297,082 △2,588,331

配当金の支払額 △302,521 △182,535

少数株主への配当金の支払額 △15,300 －

自己株式の取得による支出 － △374,273

その他 12,403 △685

財務活動によるキャッシュ・フロー △78,706 △549,901

現金及び現金同等物に係る換算差額 △10,190 2,816

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 132,442 253,293

現金及び現金同等物の期首残高 2,416,614 1,659,817

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,549,057 1,913,110
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該当事項はありません。 

  

【事業の種類別セグメント情報】 

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) 

 
(注) １ 事業の区分は、製品の種類・性質及び販売方法の類似性を考慮し、塗料関連事業・自動車製品関連事業に区

分しております。 

２ 各事業の主要な製品 

(1) 塗料関連事業    …… 塗料・防音材料、塗装及び防音工事 

(2) 自動車製品関連事業 …… 自動車用防音材（制振材、吸・遮音材）、自動車用防錆材他 

  

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) 

 
(注) １ 事業の区分は、製品の種類・性質及び販売方法の類似性を考慮し、塗料関連事業・自動車製品関連事業に区

分しております 

２ 各事業の主要な製品 

(1) 塗料関連事業    …… 塗料・防音材料、塗装及び防音工事 

(2) 自動車製品関連事業 …… 自動車用防音材（制振材、吸・遮音材）、自動車用防錆材他 

  

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、記載すべき事項はあ

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。 

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

塗料関連事業
(千円)

自動車製品
関連事業 
(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

9,432,716 17,749,347 27,182,064 ― 27,182,064

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

5,993 ― 5,993 (5,993) ―

計 9,438,709 17,749,347 27,188,057 (5,993) 27,182,064

 営業損失 △102,750 △250,655 △353,406 ─ △353,406

塗料関連事業 
(千円)

自動車製品
関連事業 
(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

8,827,475 12,399,791 21,227,266 ― 21,227,266

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

2,700 ― 2,700 (2,700) ―

計 8,830,175 12,399,791 21,229,966 (2,700) 21,227,266

  営業利益又は 
  営業損失(△)

114,850 △238,255 △123,405 ─ △123,405

 【所在地別セグメント情報】

 【海外売上高】
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当第３四半期連結会計期間末の自己株式は494,811千円であり、前連結会計年度末に比して  

374,465千円増加しておりますが、これは主として次の事由によるものであります。 

 当社は、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、平成

21年５月14日から平成21年５月29日までの期間において、東京証券取引所の立会時間外 

 取引により当社普通株式1,208,200株、374,157千円を取得しております。 

  

(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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