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（百万円未満切捨て） 
１．平成23年３月期第１四半期の業績（平成22年４月１日～平成22年６月30日） 
(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 ％

23年３月期第１四半期 6,055 16.5 315 △31.5 304 △30.6 158 △25.3
22年３月期第１四半期 5,198 △32.2 459 84.0 439 91.9 212 65.2
 

 
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

23年３月期第１四半期 34.53 －
22年３月期第１四半期 46.21 －
 
(2) 財政状態 

 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

23年３月期第１四半期 16,843 6,039 35.9 1,315.97
22年３月期 16,393 6,028 36.8 1,313.51
（参考）自己資本  23年３月期第１四半期 6,039百万円  22年３月期 6,028百万円 

 
２．配当の状況 

年間配当金 
 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 

22年３月期 － 0.00 － 30.00 30.00 
23年３月期 －  
23年３月期(予想)  0.00 － 20.00 20.00 
（注）当四半期における配当予想の修正有無 ：無 

 
３．平成23年３月期の業績予想（平成22年４月１日～平成23年３月31日） 

（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率） 

 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

第２四半期 
(累計) 

12,366 12.6 559 △46.8 526 △48.4 281 △48.6 61.22

通     期 25,000 11.0 1,312 △14.4 1,250 △14.2 683 △9.4 148.82
（注）当四半期における業績予想の修正有無 ：無 
 
 
 

 

 

 



 

４．その他 （詳細は、【添付資料】P.3 「2.その他の情報」をご覧ください。） 
 
(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ：有 

（注）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の有無となります。 

 
(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

① 会計基準等の改正に伴う変更 ：有 
② ①以外の変更 ：無 
（注）「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、表示方法等の変更の有無となります。 

 
(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年３月期１Ｑ 4,592,000株 22年３月期 4,592,000株
② 期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 2,700株 22年３月期 2,700株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 4,589,300株 22年３月期１Ｑ 4,589,700株

 
 
※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の
開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表の四半期レビュー手続は終了しておりません。 

 
※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

業績予想につきましては、当社が現時点で入手可能な情報をもとに行った見込みであり、今後の経済情勢、事
業運営における様々な状況変化によって、実際の業績と異なる場合があります。なお、上記予想に関する事項は
添付資料の3ページ「1.当四半期の業績等に関する定性的情報 (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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１．当四半期の業績等に関する定性的情報 

(1) 経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期累計期間におけるわが国経済は、アジア向けを中心とする輸出の増加や経済政策効

果等により、緩やかな回復基調にあるものの、欧州諸国の財政危機に端を発した金融不安等の影響

もあり、景気は引続き不透明な状況で推移いたしました。 

当社が主として関連する塗料業界におきましても、こうした経済環境のもと出荷数量は持ち直し

傾向を示し増加となりました。 

このような情勢のもとで、当社における当第１四半期累計期間の製品出荷数量は、37,086トン(前

年同期比12.7％増)となりました。 

当第１四半期累計期間の業績といたしましては、売上高は出荷数量の回復と原油・ナフサ市況に

対応した販売単価の上昇により、60億55百万円(同16.5％増)と増収になりました。 

主な品目別の売上高は、単一溶剤類が25億23百万円(同26.3％増)、印刷用溶剤類が12億47百万円

(同0.5％増)、特殊シンナー類が５億８百万円(同6.1％増)、洗浄用シンナー類が４億67百万円(同

21.3％増)、単一溶剤直送品を中心とした商品が６億30百万円(同14.8％増)となりました。 

一方損益面では、効率的な原材料購入を推進するとともに、新規先の開拓等の拡販に努めました

が、原油・ナフサ市況の上昇が原材料コストを押し上げ、販売単価の値上げ幅を上回ったため、営

業利益３億15百万円（同31.5％減)、経常利益３億４百万円(同30.6％減)、四半期純利益１億58百万

円(同25.3％減)となり、いずれも減益となりました。 

 

品目別売上高明細 

前第１四半期累計期間 

(自 平成21年４月１日 

  至 平成21年６月30日) 

当第１四半期累計期間 

(自 平成22年４月１日 

  至 平成22年６月30日) 品目 

金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 構成比(％) 

増減率
(％) 

製品   

 ラッカーシンナー類 175,047 3.4 176,556 2.9 0.9

 合成樹脂塗料用シンナー類 199,604 3.8 189,094 3.1 △5.3

 洗浄用シンナー類 384,974 7.4 467,132 7.7 21.3

 印刷用溶剤類 1,241,707 23.9 1,247,537 20.6 0.5

 特殊シンナー類 479,483 9.2 508,495 8.4 6.1

 単一溶剤類 1,998,050 38.4 2,523,212 41.7 26.3

 エタノール・その他 170,398 3.3 312,860 5.2 83.6

 小計 4,649,267 89.4 5,424,887 89.6 16.7

商品   

 単一溶剤直送品 489,785 9.4 558,810 9.2 14.1

 その他商品 59,737 1.1 71,939 1.2 20.4

 小計 549,523 10.6 630,750 10.4 14.8

合計 5,198,790 100.0 6,055,637 100.0 16.5

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
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(2) 財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期会計期間末の総資産は、168億43百万円(前事業年度末比４億50百万円増)となりまし

た。これは主に、現金及び預金の減少(同１億93百万円減)等があったものの、受取手形及び売掛金

の増加(同６億58百万円増)等があったことによるものであります。 

負債総額は、108億４百万円(前事業年度末比４億39百万円増)となりました。これは主に、未払法

人税等の減少(同１億12百万円減)、長期借入金の減少(同１億15百万円減)等があったものの、支払

手形及び買掛金の増加(同１億98百万円増)、短期借入金の増加(同５億60百万円増)等があったこと

によるものであります。 

純資産は、60億39百万円(前事業年度末比11百万円増)となりました。これは主に、利益剰余金の

増加(同20百万円増)があったことによるものであります。 

 

(3) 業績予想に関する定性的情報 

第２四半期累計期間及び通期の業績予想につきましては、今後も予想される厳しい景況感並びに

不透明な原材料市況等を考慮して、現時点では平成22年５月18日に公表いたしました業績予想に変

更はありません。 

 

２．その他の情報 

(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

税金費用の計算 

当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する方法を採用しております。 

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。 

 

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

会計処理基準に関する事項の変更 

「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 

当第１四半期会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20

年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 

平成20年３月31日）を適用しております。 

これにより、税引前四半期純利益は21,211千円減少しております。また、当会計基準等の適用開

始による資産除去債務の変動額は21,211千円であります。 

 



3. 四半期財務諸表 
(1) 四半期貸借対照表 

(単位：千円)

当第１四半期会計期間末 
(平成22年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,487,990 2,681,550

受取手形及び売掛金 8,139,271 7,480,359

商品及び製品 129,778 144,788

原材料及び貯蔵品 441,953 436,984

その他 453,262 457,348

貸倒引当金 △23,799 △23,547

流動資産合計 11,628,456 11,177,484

固定資産   

有形固定資産 4,029,133 4,087,503

無形固定資産 83,106 86,877

投資その他の資産   

その他 1,152,916 1,090,553

貸倒引当金 △49,886 △49,059

投資その他の資産合計 1,103,029 1,041,493

固定資産合計 5,215,269 5,215,874

資産合計 16,843,726 16,393,359

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,003,500 4,805,038

短期借入金 2,020,000 1,460,000

1年内償還予定の社債 70,000 70,000

1年内返済予定の長期借入金 465,420 468,920

未払法人税等 126,856 239,287

賞与引当金 61,150 119,049

役員賞与引当金 － 71,000

その他 735,482 709,611

流動負債合計 8,482,410 7,942,905

固定負債   

社債 630,000 630,000

長期借入金 1,144,610 1,260,090

退職給付引当金 439,303 429,883

役員退職慰労引当金 92,216 91,291

その他 15,803 11,100

固定負債合計 2,321,932 2,422,365

負債合計 10,804,343 10,365,271
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(単位：千円)

当第１四半期会計期間末 
(平成22年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 729,000 729,000

資本剰余金 666,880 666,880

利益剰余金 4,658,421 4,637,635

自己株式 △2,091 △2,091

株主資本合計 6,052,210 6,031,423

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △12,827 △3,335

評価・換算差額等合計 △12,827 △3,335

純資産合計 6,039,382 6,028,087

負債純資産合計 16,843,726 16,393,359
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(2) 四半期損益計算書 
【第１四半期累計期間】 

(単位：千円)

前第１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 5,198,790 6,055,637

売上原価 3,875,793 4,989,923

売上総利益 1,322,997 1,065,713

販売費及び一般管理費 863,318 750,651

営業利益 459,678 315,062

営業外収益   

受取利息 1,449 855

受取配当金 1,060 1,478

その他 2,784 3,392

営業外収益合計 5,294 5,726

営業外費用   

支払利息 22,374 13,359

手形売却損 3,048 2,579

その他 － 19

営業外費用合計 25,422 15,958

経常利益 439,550 304,830

特別利益   

固定資産売却益 1,161 602

特別利益合計 1,161 602

特別損失   

固定資産除却損 7,461 2,706

固定資産売却損 336 47

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 21,211

特別損失合計 7,797 23,965

税引前四半期純利益 432,915 281,466

法人税等 220,844 123,001

四半期純利益 212,070 158,465
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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１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30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 432,915 281,466

減価償却費 99,696 94,198

売上債権の増減額（△は増加） △201,794 △658,911

たな卸資産の増減額（△は増加） 167,459 10,041

仕入債務の増減額（△は減少） △467,850 205,104

その他 363,117 △52,393

小計 393,542 △120,493

利息及び配当金の受取額 5,162 4,958

利息の支払額 △22,374 △13,359

法人税等の支払額 △534,656 △226,767

営業活動によるキャッシュ・フロー △158,325 △355,662

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △239,670 △47,889

有形固定資産の売却による収入 5,776 1,482

無形固定資産の取得による支出 △3,698 △1,170

投資有価証券の取得による支出 △148 △148

貸付金の回収による収入 8,215 5,155

差入保証金の差入による支出 － △91,407

その他 △9,411 △5,870

投資活動によるキャッシュ・フロー △238,937 △139,847

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 1,300,000 700,000

短期借入金の返済による支出 △120,000 △140,000

長期借入金の返済による支出 △118,980 △118,980

配当金の支払額 △137,691 △137,679

その他 △1,359 △1,390

財務活動によるキャッシュ・フロー 921,969 301,950

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 524,706 △193,559

現金及び現金同等物の期首残高 1,817,474 1,927,550

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,342,180 1,733,990
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(4) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

 

(5) セグメント情報 

当社は、シンナー製造事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 

 

（追加情報） 

当第１四半期会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号  平成21

年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号平

成20年３月21日）を適用しております。 

 

 

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

該当事項はありません。 
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４．補足情報 

(1) 生産実績 

当第１四半期累計期間における生産実績を品目別に示すと、次のとおりであります。 

品目  生産高(千円) 前年同四半期比(％)

ラッカーシンナー類 163,149 2.3

合成樹脂塗料用シンナー類 191,009 △5.9

洗浄用シンナー類 463,685 24.2

印刷用溶剤類 1,248,448 0.1

特殊シンナー類 513,174 6.5

単一溶剤類 2,525,116 23.3

エタノール・その他 327,397 62.9

合計 5,431,981 15.3

(注) 金額は販売価格で表示しており、消費税等は含まれておりません。 

 

 

(2) 受注実績 

当第１四半期累計期間における受注実績を品目別に示すと、次のとおりであります。 

品目  受注高(千円) 
前年同四半期比

(％) 
 受注残高(千円) 

前年同四半期比
(％) 

ラッカーシンナー類 176,819 2.5 3,580 △27.8

合成樹脂塗料用シンナー類 187,244 △7.2 2,974 △66.1

洗浄用シンナー類 472,588 21.5 28,723 27.2

印刷用溶剤類 1,250,525 0.6 9,937 △21.5

特殊シンナー類 519,463 6.7 32,874 38.9

単一溶剤類 2,538,929 27.2 62,311 15.4

エタノール・その他 313,695 85.0 17,053 506.1

合計 5,459,265 17.2 157,456 21.6

(注) 金額は販売価格で表示しており、消費税等は含まれておりません。 
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(3) 販売実績 

当第１四半期累計期間における販売実績を品目別に示すと、次のとおりであります。 

品目  販売高(千円) 前年同四半期比(％)

製品  

 ラッカーシンナー類 176,556 0.9

 合成樹脂塗料用シンナー類 189,094 △5.3

 洗浄用シンナー類 467,132 21.3

 印刷用溶剤類 1,247,537 0.5

 特殊シンナー類 508,495 6.1

 単一溶剤類 2,523,212 26.3

 エタノール・その他 312,860 83.6

 小計 5,424,887 16.7

商品  

 単一溶剤直送品 558,810 14.1

 その他商品 71,939 20.4

 小計 630,750 14.8

合計 6,055,637 16.5

(注) １ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。 

前第１四半期累計期間 当第１四半期累計期間 
相手先 

販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％) 

東洋インキ製造㈱ 1,246,136 24.0 1,325,187 21.9

(注) １ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 上記の相手先、東洋インキ製造㈱には、東洋インキ北海道㈱、東洋インキ東北㈱、東洋イン

キ中四国㈱、東洋インキ九州㈱等の販売高を含んでおります。 

 

 




