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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年9月30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 ％

23年3月期第2四半期 15,742 16.1 545 ― 961 ― 1,092 ―

22年3月期第2四半期 13,560 △26.7 △155 ― △58 ― △77 ―

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2四半期 49.42 ―

22年3月期第2四半期 △3.49 ―

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2四半期 36,180 17,778 47.7 780.49
22年3月期 35,705 17,145 46.6 753.00

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  17,260百万円 22年3月期  16,652百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

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 ― 4.00 ― 6.00 10.00

23年3月期 ― 4.00

23年3月期 
（予想）

― 6.00 10.00

3.  平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  有  
 

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 31,750 9.5 680 819.6 1,450 98.9 1,150 171.6 52.00

00882
新規スタンプ



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 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連結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。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※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、四半期連結財務諸表
に対する四半期レビュー手続を実施しています。 
 
※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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等について
は、四半期決算短信（添付資料）3ページ「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.4「2.その他の情報」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 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） 23年3月期2Q 23,611,200株 22年3月期  23,611,200株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q  1,496,748株 22年3月期  1,496,113株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 22,114,737株 22年3月期2Q 22,317,063株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、中国をはじめ新興国への輸出など国内生産の増加

により景気は緩やかな持ち直しが見られました。一方、第２四半期後半では新車買い替え補助金の終了

など景気対策効果の一巡や米国・欧州の景気回復遅れを背景とした急激な円高ドル安進行等、景気に対

する不透明感が高まっております。 

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

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、全

社をあげての原価低減活動と固定費削減など、収益確保に取り組んでまいりました。 

 以上の結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は、自動車の需要回復による関連製品の販売増加に

より157億４千２百万円（前年同期比16.1％増）となりました。 

  損益につきましては、売上増と徹底したコスト削減効果により営業利益は５億４千５百万円（前年同

期は１億５千５百万円の営業損失）となりました。経常利益は持分法投資利益等の増加により９億６千

１百万円（前年同期は５千８百万円の経常損失）、四半期純利益は投資有価証券売却益等により10億９

千２百万円（前年同期は７千７百万円の四半期純損失）となりました。 

 セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

当セグメントの品種別売上高につきましては、合成樹脂塗料は、建築用屋根材及び航空機関連が奮わ

ず前年同期比1.9％減少しました。防水材は、当社の主力であるウレタン防水の拡販活動により前年同

期比4.1％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需要回復により前年同期比

3.8％増加しました。 

工事関連では、マンション等の改修工事受注増加により前年同期比6.5％増加しました。 

 この結果、当セグメントの売上高は59億８千８百万円、セグメント利益は１億２千９百万円となりま

した。 

  

当セグメントの業績につきましては、国内では自動車の新車買い替え補助金等、需要の喚起や中国を

はじめ新興国での需要拡大ならびに北米市場の緩やかな回復に支えられ、国内自動車生産台数は前年同

期比23.1％と増加しました。 

 品種別売上高につきましては、国内乗用車生産台数の増加に伴う受注増加により、防錆塗料は前年同

期比22.5％、制振材は前年同期比24.9％、吸・遮音材は前年同期比32.2％とそれぞれ増加しました。 

 この結果、当セグメントの売上高は97億４千７百万円、セグメント利益は４億１千５百万円となりま

した。 

  

当第２四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４億７千５百万円増加

し、361億８千万円となりました。主な増減要因は、現金及び預金の増加12億８千７百万円、有形固定

資産の減少４億１千万円によるものです。 

 負債合計は、前連結会計年度末に比べ１億５千７百万円減少し、184億１百万円となりました。主な

増減要因は、未払法人税等の増加１億５千７百万円、借入金の減少３億６千３百万円によるものです。

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ６億３千２百万円増加し、177億７千８百万円となりました。

主な増減要因は、利益剰余金の増加９億５千９百万円、その他有価証券評価差額金などの評価・換算差

額等の減少３億５千２百万円によるものです。 

  

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報

① 塗料関連事業

② 自動車製品関連事業

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

① 資産、負債及び純資産の状況
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当第２四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12億９千３百万円増加し、34億３千万円となりました。 

 営業活動による資金は、16億５千６百万円の収入（前年同期比６億８千３百万円増加）となりまし

た。この主な要因は、減価償却費９億８千４百万円、利息及び配当金の受取額３億４千７百万円による

ものです。 

 投資活動による資金は、２億１百万円の収入（前年同期比９億４百万円増加）となりました。この主

な要因は、投資有価証券の売却による収入８億６千３百万円、有形固定資産の取得による支出５億３千

４百万円によるものです。 

 財務活動による資金は、５億４百万円の支出（前年同期比１億２千４百万円減少）となりました。こ

の主な要因は、短期借入金の純減少額３億２千万円、配当金の支払額１億３千２百万円などによるもの

です。 

  

第３四半期以降の事業環境につきましては、新車買い替え補助金終了に伴う反動や円高基調の継続な

ど、先行き不透明な状況が続くものと予想されます。 

 このような状況のもと、当社グループでは、引き続き価格競争力のある製品開発、原価低減の推進な

ど、収益改善に取り組んでまいります。 

 当社グループの通期業績予想につきましては、連結売上高317億５千万円、連結営業利益６億８千万

円、連結経常利益14億５千万円、連結当期純利益11億５千万円を見込んでおります。 

詳細は、本日（平成22年11月９日）公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

  

  

  

② キャッシュ・フローの状況

(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。 

  

（簡便な会計処理） 

固定資産の減価償却費の計算方法  

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。 

  

（四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理） 

税金費用の計算 

税金費用については、当第２四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） 

①「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」 

  の適用 

第１四半期連結会計期間より、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年３月

10日公表分）及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第24号

平成20年３月10日）を適用しております。 

これによる当第２四半期連結累計期間の経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽

微であります。 

  

②「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 

第１四半期連結会計期間より、「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。 

これによる当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与え

る影響はありません。 

  

  

  

  

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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3. 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２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,550,377 2,262,565

受取手形及び売掛金 8,921,184 8,958,259

商品及び製品 964,516 1,046,335

仕掛品 285,276 240,137

原材料及び貯蔵品 730,800 728,351

繰延税金資産 617,410 571,129

その他 112,440 434,145

貸倒引当金 △20,381 △32,151

流動資産合計 15,161,625 14,208,773

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 3,522,696 3,646,846

機械装置及び運搬具（純額） 3,213,456 3,580,779

その他（純額） 4,744,633 4,663,217

有形固定資産合計 11,480,787 11,890,842

無形固定資産 94,799 111,173

投資その他の資産

投資有価証券 7,596,914 8,106,789

繰延税金資産 613,771 471,487

その他 1,240,418 927,841

貸倒引当金 △7,897 △11,691

投資その他の資産合計 9,443,207 9,494,426

固定資産合計 21,018,794 21,496,442

資産合計 36,180,420 35,705,215
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(単位：千円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 6,445,999 6,477,939

短期借入金 1,218,551 2,218,419

未払法人税等 240,315 83,099

役員賞与引当金 20,000 －

その他 2,402,056 2,293,752

流動負債合計 10,326,923 11,073,211

固定負債

長期借入金 5,264,554 4,628,554

退職給付引当金 2,766,897 2,817,875

その他 43,412 39,915

固定負債合計 8,074,864 7,486,344

負債合計 18,401,788 18,559,556

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 8,384,545 7,424,884

自己株式 △495,097 △494,875

株主資本合計 17,004,903 16,045,464

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 923,032 1,213,790

為替換算調整勘定 △667,845 △606,578

評価・換算差額等合計 255,187 607,211

新株予約権 61,519 61,519

少数株主持分 457,022 431,463

純資産合計 17,778,631 17,145,659

負債純資産合計 36,180,420 35,705,215
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(2) 四半期連結損益計算書

【第２四半期連結累計期間】

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
 至 平成22年９月30日)

売上高 13,560,364 15,742,012

売上原価 11,114,820 12,403,383

売上総利益 2,445,544 3,338,629

販売費及び一般管理費 2,601,484 2,793,360

営業利益又は営業損失（△） △155,940 545,268

営業外収益

受取配当金 28,194 51,034

持分法による投資利益 77,392 514,840

その他 96,461 41,375

営業外収益合計 202,048 607,249

営業外費用

支払利息 73,972 67,117

為替差損 25,472 96,471

その他 5,274 27,094

営業外費用合計 104,719 190,684

経常利益又は経常損失（△） △58,611 961,834

特別利益

固定資産売却益 － 397

投資有価証券売却益 － 526,298

受取補償金 － 4,500

特別利益合計 － 531,195

特別損失

固定資産処分損 59,557 62,069

災害による損失 － 30,702

特別損失合計 59,557 92,771

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純
損失（△）

△118,168 1,400,258

法人税等 △39,048 273,571

少数株主損益調整前四半期純利益 － 1,126,686

少数株主利益又は少数株主損失（△） △1,343 33,858

四半期純利益又は四半期純損失（△） △77,776 1,092,828
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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２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30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又は税金等調整前四
半期純損失（△）

△118,168 1,400,258

減価償却費 1,076,173 984,793

退職給付引当金の増減額（△は減少） △111,059 △50,977

受取利息及び受取配当金 △29,338 △53,813

支払利息 73,972 67,117

投資有価証券売却損益（△は益） － △526,298

持分法による投資損益（△は益） △77,392 △514,840

固定資産処分損益（△は益） 59,557 62,069

売上債権の増減額（△は増加） △581,537 37,545

たな卸資産の増減額（△は増加） 166,861 35,636

仕入債務の増減額（△は減少） 245,832 △31,939

その他 △24,186 75,939

小計 680,714 1,485,490

利息及び配当金の受取額 366,120 347,255

利息の支払額 △58,820 △70,729

法人税等の支払額 △46,162 △105,319

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 972,960 1,656,698

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入 24,300 62,100

定期預金の預入による支出 △22,200 △56,700

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 △576,209 △534,858

有形固定資産の売却による収入 － 450

投資有価証券の取得による支出 △159,196 △5,610

投資有価証券の売却による収入 － 863,265

関係会社出資金の払込による支出 － △168,700

関係会社株式の取得による支出 △76,832 －

貸付金の回収による収入 7,997 45,197

その他 △965 △3,744

投資活動によるキャッシュ・フロー △703,105 201,398
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(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30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） △124,138 △320,070

長期借入れによる収入 2,200,000 1,250,000

長期借入金の返済による支出 △2,235,870 △1,293,798

配当金の支払額 △94,319 △132,181

少数株主への配当金の支払額 － △8,300

自己株式の取得による支出 △374,273 △89

その他 △456 △456

財務活動によるキャッシュ・フロー △629,058 △504,897

現金及び現金同等物に係る換算差額 △7,978 △59,987

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △367,183 1,293,211

現金及び現金同等物の期首残高 1,659,817 2,136,821

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,292,634 3,430,033
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当第２四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日） 

 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２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至平成21年９月30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 各区分の主な製品 

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２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日  至 平成21年９月30日) 

本邦以外の国又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２四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日  至 平成21月９月30日) 

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

  

(追加情報) 

第１四半期連結会計期間より「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。 

  

①報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会

が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているもので

あります。 

当社は、本社に塗料事業本部と自動車製品事業本部を置き、取り扱う製品・サービスについて国内

及び海外の包括的な戦略を立案し、各事業本部が密接に関係する子会社及び関連会社と連携しなが

ら、事業活動を展開しております。 

したがって、当社は事業本部を基礎とした製品・サービス別のセグメントから構成されており、

「塗料関連事業」及び「自動車製品関連事業」の２つを報告セグメントとしております。 

塗料関連事業では塗料の製造・販売及び工事請負を主たる事業としており、自動車製品関連事業で

は、自動車用防音材、防錆塗料などの自動車部品の製造・販売を主たる事業としております。 

  

(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

5,835,718 7,724,645 13,560,364 ─ 13,560,364

  (2) セグメント間の内部
      売上高又は振替高

1,800 ─ 1,800 (1,800) ─

計 5,837,518 7,724,645 13,562,164 (1,800) 13,560,364

営業利益又は営業損失（△） 128,951 △284,892 △155,940 ─ △155,940

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】

【セグメント情報】
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②報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

当第２四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日) 

 
（注）１ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、保険代理業であります。 

２ 調整額は、セグメント間取引消去によるものであります。 

３ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

③報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

 該当事項はありません。 

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日） 

 該当事項はありません。 

  

(単位：千円)

報告セグメント
その他
(注)１

合計
調整額 
(注)２

四半期連結
損益計算書
計上額(注)

３塗料関連
自動車
製品関連

計

売上高

 外部顧客への売上高 5,988,365 9,747,824 15,736,190 5,822 15,742,012 - 15,742,012

 セグメント間の内部 
 売上高又は振替高

1,800 - 1,800 - 1,800 △1,800 -

計 5,990,165 9,747,824 15,737,990 5,822 15,743,812 △1,800 15,742,012

セグメント利益 129,143 415,718 544,862 406 545,268 - 545,268

(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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