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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 48,007 △0.4 5,752 20.2 5,797 25.1 3,479 27.1
21年3月期第3四半期 48,217 ― 4,784 ― 4,632 ― 2,736 ―

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 244.05 ―

21年3月期第3四半期 185.54 ―

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 65,940 50,697 76.9 3,556.62
21年3月期 62,451 47,807 76.6 3,353.43

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  50,697百万円 21年3月期  47,807百万円

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 ― ― ― 40.00 40.00
22年3月期 ― ― ―

22年3月期 
（予想）

40.00 40.00

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 66,500 6.4 6,650 13.2 6,850 15.3 4,100 17.1 287.60



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） 

(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 

上記の業績予想数値は現時点で入手可能な情報に基づき判断したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる場合がありま
す。業績予想に関する事項は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 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 15,673,885株 21年3月期  15,673,885株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  1,419,346株 21年3月期  1,417,489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 14,255,798株 21年3月期第3四半期 14,748,558株



当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、景気の悪化に底入れの兆候が見られるとの一部観測はあるも

のの、引き続き世界的な金融・経済危機による景気停滞が企業収益に影響を及ぼすとともに雇用・所得環境にも改

善が見られずデフレ圧力が強まる等、依然として厳しい状況が続いております。 

建築仕上材業界におきましても、公共投資も一段と厳しく、民間住宅・建築全般投資は大幅に減少しており、厳

しい経営環境のまま推移いたしました。 

また、当社グループが事業展開を行っておりますアジア経済は、中国を始めとする新興諸国において持ち直しが

見られる一方、地域により景気低迷な諸国もあります。 

このような状況のもとで、当社グループは、特許のセラミック複合の超低汚染塗料を中心に、新築や塗替え分野

では付加価値が高く耐久性に優れたシリコンやふっ素塗料タイプの製品が伸張した他、新たに内装市場の開発に積

極的に取り組み、機能性塗料が新しい分野を切り開いています。この他、省エネ、ヒートアイランド対策に貢献す

る遮熱塗料が注目を集め、リフォーム市場を大きく開拓しています。また、安全、安心が追及される耐火被覆や断

熱材の分野では、オリジナルのセラミック系耐火被覆材や発泡性耐火塗料等が高い評価を受けております。 

当第３四半期連結累計期間の業績といたしましては、売上高は、国内外の総需要の減少や急激な為替相場変動の

影響を受け480億７百万円（前年同四半期比0.4％減）となりました。損益面では、人員増強による人件費の増加や

為替差損の計上等マイナス要因がありましたが、付加価値の高い高機能性塗材の販売拡大や原油価格の下落効果等

により、営業利益は、57億52百万円（同20.2％増）、経常利益は、57億97百万円（同25.1％増）、四半期純利益

は、34億79百万円（同27.1％増）となりました。 

  

  

（１）資産、負債及び純資産の状況  

 当第３四半期の総資産は、前連結会計年度末に比べ34億89百万円増加し、659億40百万円となりました。 

 増加した主なものは、現金及び預金30億１百万円、受取手形及び売掛金12億17百万円であります。減少した主な

ものは、有価証券３億２百万円であります。 

 負債につきましては、前連結会計年度末に比べ５億98百万円増加し、152億42百万円となりました。 

 増加した主なものは、支払手形及び買掛金６億82百万円であります。 

 純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ28億90百万円増加し、506億97百万円となりました。 

 増加の主なものは、四半期純利益を含む利益剰余金29億８百万円であります。 

（２）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（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比

べ48億45百万円増加し、200億43百万円となりました。 

 当第３四半期連結累計期間に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） 

  営業活動の結果得られた資金は35億91百万円となりました。 

 増加の主な要因は税金等調整前四半期純利益が57億97百万円、仕入債務の増加額６億73百万円であります。 

  減少の主な要因は売上債権の増加額12億21百万円、法人税等の支払額25億８百万円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） 

  投資活動の結果得られた資金は19億78百万円となりました。 

 これは主に定期預金の払戻による収入86億15百万円、定期預金の預入による支出67億46百万円によるものであり

ます。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は６億21百万円となりました。 

これは主に配当金の支払額５億69百万円によるものであります。 

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

２．連結財政状態に関する定性的情報



  

  

 現時点におきましては、平成21年５月15日に公表しました平成22年３月期の連結業績予想に変更はありません。 

  

  

該当事項はありません。 

  

  

①簡便な会計処理 

一般債権の貸倒見積高の算定方法  

 当第３四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計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、前連結会計年度末の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。 

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。 

  

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

 該当事項はありません。 

  

  

該当事項はありません。 

   

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



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

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 27,701 24,699

受取手形及び売掛金 18,577 17,359

有価証券 － 302

商品及び製品 1,533 1,528

仕掛品 631 705

未成工事支出金 133 84

原材料及び貯蔵品 2,046 2,125

繰延税金資産 555 690

その他 346 257

貸倒引当金 △108 △105

流動資産合計 51,416 47,648

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,334 3,489

機械装置及び運搬具（純額） 628 771

土地 7,898 7,799

建設仮勘定 53 47

その他（純額） 78 81

有形固定資産合計 11,995 12,190

無形固定資産 587 595

投資その他の資産   

投資有価証券 13 15

繰延税金資産 487 519

その他 1,631 1,670

貸倒引当金 △190 △188

投資その他の資産合計 1,940 2,016

固定資産合計 14,523 14,802

資産合計 65,940 62,451



（単位：百万円）

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 5,212 4,529

短期借入金 2,160 2,179

未払法人税等 941 1,254

賞与引当金 878 1,069

その他の引当金 227 246

その他 4,147 3,750

流動負債合計 13,567 13,029

固定負債   

役員退職慰労引当金 913 893

その他の引当金 175 202

その他 585 517

固定負債合計 1,674 1,613

負債合計 15,242 14,643

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,662 2,662

資本剰余金 3,137 3,137

利益剰余金 49,967 47,058

自己株式 △3,958 △3,954

株主資本合計 51,808 48,903

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 0 6

為替換算調整勘定 △1,111 △1,102

評価・換算差額等合計 △1,111 △1,095

純資産合計 50,697 47,807

負債純資産合計 65,940 62,451



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（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) 

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 48,217 48,007

売上原価 34,555 33,304

売上総利益 13,661 14,703

販売費及び一般管理費 8,877 8,950

営業利益 4,784 5,752

営業外収益   

受取利息 99 62

受取配当金 0 0

仕入割引 78 58

受取保険金 71 －

雑収入 36 50

営業外収益合計 286 172

営業外費用   

支払利息 15 13

売上割引 15 9

為替差損 398 102

雑損失 9 3

営業外費用合計 438 127

経常利益 4,632 5,797

税金等調整前四半期純利益 4,632 5,797

法人税、住民税及び事業税 1,678 2,146

法人税等調整額 217 171

法人税等合計 1,895 2,317

四半期純利益 2,736 3,479



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（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) 

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 4,632 5,797

減価償却費 499 441

貸倒引当金の増減額（△は減少） 13 6

賞与引当金の増減額（△は減少） △384 △190

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △13 △13

退職給付引当金の増減額（△は減少） △71 △27

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 18 19

製品保証引当金の増減額（△は減少） 14 △5

受取利息及び受取配当金 △100 △62

支払利息 15 13

為替差損益（△は益） 286 66

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） 2 －

投資有価証券売却損益（△は益） △0 －

固定資産除売却損益（△は益） 0 0

売上債権の増減額（△は増加） △1,824 △1,221

たな卸資産の増減額（△は増加） △200 101

仕入債務の増減額（△は減少） 751 673

その他 632 414

小計 4,271 6,012

利息及び配当金の受取額 101 93

利息の支払額 △12 △6

法人税等の支払額 △1,670 △2,508

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,689 3,591

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 △6,100 △6,746

定期預金の払戻による収入 2,107 8,615

有価証券及び投資有価証券の売却による収入 0 －

有価証券の償還による収入 － 302

固定資産の取得による支出 △1,238 △223

固定資産の売却による収入 0 0

投資その他の資産の増減額（△は増加） △69 30

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,300 1,978

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 141 107

短期借入金の返済による支出 △200 △155

自己株式の取得による支出 △2,250 △4

配当金の支払額 △606 △569

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,915 △621

現金及び現金同等物に係る換算差額 △369 △101

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △5,895 4,845

現金及び現金同等物の期首残高 18,751 15,197

現金及び現金同等物の四半期末残高 12,855 20,043



 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） 

 （注）１．事業区分は、製品の種類・性質・用途の類似性を考慮して区分しております。 

２．各事業の主要な製品等 

   

（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〕

  
建築仕上 
塗材 

（百万円） 

耐火断熱
（百万円） 

その他の
事業 

（百万円） 

計
（百万円） 

消去又は 
全社 

（百万円） 

連結
（百万円） 

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高  43,351  2,917  1,948  48,217  －  48,217

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  －  9  9 (9)  －

計  43,351  2,917  1,958  48,227 (9)  48,217

営業利益  5,881  229  27  6,138 (1,354)  4,784

  
建築仕上 
塗材 

（百万円） 

耐火断熱
（百万円） 

その他の
事業 

（百万円） 

計
（百万円） 

消去又は 
全社 

（百万円） 

連結
（百万円） 

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高  44,040  2,397  1,569  48,007  －  48,007

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 13  －  5  19 (19)  －

計  44,054  2,397  1,574  48,026 (19)  48,007

営業利益  6,758  139  127  7,025 (1,272)  5,752

事業区分 主要製品

建築仕上塗材事業 
有機無機水系塗材、合成樹脂塗料、無機質系塗料、無機質建材及び特殊仕上

工事 

耐火断熱事業 断熱材、耐火被覆材、耐火塗料及び耐火断熱工事 

その他の事業 各種化成品、洗浄剤等 



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） 

 （注）１．地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．アジアに属する地域はシンガポール、マレーシア、香港、中国、タイ及び韓国であります。 

  

  

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） 

  

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．地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．アジアに属する主な地域は東アジア、東南アジア及び中東諸国であります。 

３．海外売上高は当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

〔所在地別セグメント情報〕

  
日本 

（百万円） 
アジア

（百万円） 
計

（百万円） 
消去又は全社 
（百万円） 

連結
（百万円） 

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高  40,873  7,343  48,217  －  48,217

(2）セグメント間の内部売上高又は

振替高 
 1,562  334  1,897 (1,897)  －

計  42,435  7,678  50,114 (1,897)  48,217

営業利益  5,811  284  6,096 (1,311)  4,784

  
日本 

（百万円） 
アジア

（百万円） 
計

（百万円） 
消去又は全社 
（百万円） 

連結
（百万円） 

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高  42,041  5,965  48,007  －  48,007

(2）セグメント間の内部売上高又は

振替高 
 1,252  295  1,548 (1,548)  －

計  43,294  6,261  49,556 (1,548)  48,007

営業利益  6,721  376  7,098 (1,345)  5,752

〔海外売上高〕

  アジア 計

Ⅰ 海外売上高（百万円） 7,669 7,669

Ⅱ 連結売上高（百万円） － 48,217

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 15.9 15.9

  アジア 計

Ⅰ 海外売上高（百万円） 6,170 6,170

Ⅱ 連結売上高（百万円） － 48,007

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 12.9 12.9

（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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