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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 3,905 2.2 368 100.8 426 39.3 302 89.5
22年3月期第2四半期 3,822 △10.3 183 △34.1 306 △21.4 159 △41.6

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 29.66 ―
22年3月期第2四半期 15.65 ―

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 14,195 10,477 72.1 1,006.44
22年3月期 14,269 10,290 70.4 987.98

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  10,232百万円 22年3月期  10,045百万円

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 ― 5.00 ― 5.00 10.00
23年3月期 ― 5.00
23年3月期 

（予想）
― 5.00 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  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 8,000 5.8 600 △0.3 750 △14.5 400 △25.8 39.34



(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ますが、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レビュー手続は完了しております。 

※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等については、四半期決算短信【添付資料】２ページ「１．当
四半期の連結業績等に関する定性的情報（３）連結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】３ページ「その他」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 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期2Q 12,000,000株 22年3月期  12,000,000株
② 期末自己株式数 23年3月期2Q  1,833,756株 22年3月期  1,833,136株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 10,166,244株 22年3月期2Q  10,168,446株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間（平成22年４月１日～平成22年９月30日）におけるわが国経済は、海外経済の改善

や政府の経済政策等を背景に企業収益の改善が続くなか、景気も着実に持ち直し回復の兆しが見られました。しか

しながら依然として悪化の懸念が残る雇用情勢やデフレの影響、また、米国・欧州を中心とした海外経済に対する

先行き不安や急激な円高など景気が下振れするリスクが強まっており、先行きは不透明なままであります。 

このような環境のもと、当社グループは多様化する顧客のニーズに応える環境対応型塗料や高機能性塗料の開

発に注力し、販路拡大に向けた積極的な営業活動を展開する一方、さらなるコスト削減策及び生産体制の見直しな

どにより、収益の改善に取組みました。 

その結果、当第２四半期連結累計期間の売上高につきましては、 百万円（前年同四半期比2.2%増加）とな

りました。また、利益面につきましては、営業利益は 百万円（前年同四半期比100.8%増加）、経常利益は

百万円（前年度同四半期比39.3%増加）となり、四半期純利益は 百万円（前年同四半期比89.5%増加）と

なりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

①財政状態の変動状況 

当第２四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74百万円減少、負債は2億62

百万円減少、純資産は1億88百万円増加しました。 

資産の増加の主なものは有価証券2億50百万円、長期預金3億80百万円、減少の主なものは現金及び預金6億26百

万円、たな卸資産1億10百万円であります。 

負債の増加の主なものは買掛金46百万円、減少の主なものは退職給付引当金1億34百万円、役員退職慰労引当金

1億15百万円であります。 

また、純資産の増加の主なものは、利益剰余金2億46百万円であります。 

  

②キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結会計期間末の現金及び同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ2億92百

万円減少し、 百万円（前年同四半期末 百万円）となりました。 

当第2四半期連結会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下記の通りであります。 

  

（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、たな卸資産の減少 百万円、

減少した資金では退職給付引当金 百万円、役員退職慰労引当金 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払戻 百万円、減少した資金では、定期預金の預入 百万

円、有価証券の取得 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 円（前年同四半期 百万円減少）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。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成22年11月8日に公表いたしました連結業績予想に修正はありません。 

なお、業績予想は、現時点で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

て予想数値と異なる可能性があります。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

39億5

3億68

4億26 3億2

12億89 23億72

1億70 4億39

5億33 1億10

1億34 1億15

3億63 3億17

6億34 6億80

2億

1億 95

50 26
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（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。 

   

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

 (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。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

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」(企業会計基準委員会 平成20年３月10日 企業会

計基準第16号）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」（企業会計基準委員会 平成20年

３月10日 実務対応報告第24号）を適用しております。これによる四半期連結財務諸表に与える影響はありませ

ん。 

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」（企業会計基準委員会 平成20年3月31日 

企業会計基準第18号）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 平成20年3月31

日 企業会計基準適用指針第21号）を適用しております。これによる四半期連結財務諸表に与える影響はありま

せん。 

③「連結財務諸表に関する会計基準」の適用 

 第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成20年12月26日

企業会計基準第22号）を適用しております。これによる四半期連結財務諸表に与える影響はありません。 

④ 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項の変更 

  連結子会社の資産及び負債の評価については、第１四半期連結会計期間より全面時価評価法を採用しておりま

す。 

⑤ 表示方法の変更  

  ・四半期連結キャッシュ・フロー計算書  

 前第２四半期連結累計期間において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めて表示して

おりました「未払金の増減額（△は減少）」は重要性が増加したため、第１四半期連結累計期間より区分掲記す

ることとしました。なお、前第２四半期連結累計期間の「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に

含まれる「未払金の増減額（△は減少）」は4,511千円であります。 

  

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

 該当事項はありません。 

   

２．その他の情報

イサム塗料㈱（4624）平成23年3月期 第2四半期決算短信

-3-



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 2,969,266 3,595,527

受取手形 1,361,237 1,259,598

売掛金 1,112,765 1,076,240

有価証券 250,700 700

商品及び製品 740,224 843,259

仕掛品 77,074 76,613

原材料及び貯蔵品 166,823 173,904

未収消費税等 － 4,990

繰延税金資産 106,750 122,840

その他 51,970 38,704

貸倒引当金 △50,211 △56,279

流動資産合計 6,786,598 7,136,096

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 2,417,561 2,416,038

減価償却累計額 △1,115,000 △1,073,057

建物及び構築物（純額） 1,302,561 1,342,981

機械及び装置 344,361 333,046

減価償却累計額 △283,559 △278,573

機械及び装置（純額） 60,802 54,473

工具、器具及び備品 359,851 359,191

減価償却累計額 △317,377 △310,586

工具、器具及び備品（純額） 42,474 48,605

土地 1,362,364 1,362,364

リース資産 72,359 72,359

減価償却累計額 △59,024 △47,132

リース資産（純額） 13,335 25,227

有形固定資産合計 2,781,536 2,833,650

無形固定資産   

ソフトウエア 35,255 31,712

ソフトウエア仮勘定 60,112 44,310

施設利用権 8,171 8,632

電話加入権 6,310 6,310

リース資産 58,200 40,535

無形固定資産合計 168,048 131,499

投資その他の資産   

投資有価証券 2,500,873 2,561,201

長期貸付金 3,490 3,983

長期預金 980,000 600,000

保険積立金 664,442 641,189

繰延税金資産 258,631 302,221

その他 56,896 63,245

貸倒引当金 △5,640 △3,731

投資その他の資産合計 4,458,692 4,168,108

固定資産合計 7,408,276 7,133,257

資産合計 14,194,874 14,269,353
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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 3,772 3,212

買掛金 1,641,722 1,595,794

1年内返済予定の長期借入金 52,000 52,000

リース債務 25,494 29,633

未払金 149,344 178,688

未払法人税等 132,099 177,862

未払消費税等 32,152 3,295

前受金 29 29

預り金 61,064 60,888

賞与引当金 109,301 109,333

流動負債合計 2,206,977 2,210,734

固定負債   

長期借入金 527,000 553,000

長期預り保証金 245,224 271,546

リース債務 49,218 38,381

繰延税金負債 1,597 6,619

退職給付引当金 489,414 623,722

役員退職慰労引当金 52,039 167,198

修繕引当金 15,000 10,000

負ののれん 92,577 98,363

金利スワップ 38,494 －

固定負債合計 1,510,563 1,768,829

負債合計 3,717,540 3,979,563

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 8,427,232 8,181,638

自己株式 △708,189 △707,997

株主資本合計 10,219,368 9,973,966

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 35,242 76,498

繰延ヘッジ損益 △22,911 －

為替換算調整勘定 － △5,757

評価・換算差額等合計 12,331 70,741

少数株主持分 245,635 245,083

純資産合計 10,477,334 10,289,790

負債純資産合計 14,194,874 14,269,353
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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 3,822,186 3,904,736

売上原価 2,586,656 2,583,154

売上総利益 1,235,530 1,321,582

販売費及び一般管理費 1,052,125 953,339

営業利益 183,405 368,243

営業外収益   

受取利息 4,699 3,849

有価証券利息 18,748 10,674

受取配当金 3,082 4,841

受取賃貸料 24,761 26,935

塗装情報サービス会費 14,422 12,196

生命保険満期差益 59,753 3,637

負ののれん償却額 5,786 5,786

その他 11,169 9,605

営業外収益合計 142,420 77,523

営業外費用   

支払利息 10,756 10,057

支払補償費 155 365

持分法による投資損失 8,602 8,334

その他 96 552

営業外費用合計 19,609 19,308

経常利益 306,216 426,458

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 4,158

株式受贈益 － 15,847

退職給付制度改定益 － 125,634

投資有価証券償還益 5,481 －

事業譲渡益 33,600 －

特別利益合計 39,081 145,639

特別損失   

役員退職慰労金 1,716 38,461

たな卸資産廃棄損 － 1,085

会員権評価損 200 －

特別損失合計 1,916 39,546

税金等調整前四半期純利益 343,381 532,551

法人税、住民税及び事業税 148,304 129,406

法人税等調整額 22,452 98,587

法人税等合計 170,756 227,993

少数株主損益調整前四半期純利益 － 304,558

少数株主利益 13,506 3,010

四半期純利益 159,119 301,548

イサム塗料㈱（4624）平成23年3月期 第2四半期決算短信

-6-



（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 343,381 532,551

減価償却費 79,424 84,420

退職給付引当金の増減額（△は減少） 10,310 △134,308

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △538 △115,159

賞与引当金の増減額（△は減少） 10 △32

修繕引当金の増減額（△は減少） 5,000 5,000

負ののれん償却額 △5,786 △5,786

貸倒引当金の増減額（△は減少） 5,602 △4,158

受取利息及び受取配当金 △26,529 △19,364

支払利息 10,756 10,057

為替差損益（△は益） △52 －

持分法による投資損益（△は益） 8,602 8,334

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 －

株式受贈益 － △15,847

売上債権の増減額（△は増加） 48,618 △138,164

たな卸資産の増減額（△は増加） 124,728 109,655

仕入債務の増減額（△は減少） △26,163 46,488

未払金の増減額（△は減少） － △28,134

未収消費税等の増減額（△は増加） － 4,990

未払消費税等の増減額（△は減少） △2,915 28,857

その他 21,839 △35,131

小計 557,406 334,269

利息及び配当金の受取額 22,367 21,237

利息の支払額 △10,756 △10,237

法人税等の支払額 △129,885 △175,168

営業活動によるキャッシュ・フロー 439,132 170,101

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 △402,006 △680,000

定期預金の払戻による収入 610,000 634,006

有価証券の取得による支出 － △200,000

有価証券の売却及び償還による収入 3,060 －

有形固定資産の取得による支出 △203,305 △19,623

無形固定資産の取得による支出 △15,800 △24,788

投資有価証券の取得による支出 △52,358 △51,127

投資有価証券の売却及び償還による収入 51,745 －

事業譲渡による収入 33,600 －

保険積立金の積立による支出 △45,150 △34,669

イサム塗料㈱（4624）平成23年3月期 第2四半期決算短信

-7-



（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) 

保険積立金の払戻による収入 335,247 11,416

その他 1,919 2,006

投資活動によるキャッシュ・フロー 316,952 △362,781

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 △26,000 △26,000

自己株式の純増減額（△は増加） △582 △191

リース債務の返済による支出 △15,436 △20,810

配当金の支払額 △50,284 △50,115

少数株主への配当金の支払額 △2,459 △2,459

財務活動によるキャッシュ・フロー △94,761 △99,575

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 661,323 △292,255

現金及び現金同等物の期首残高 1,710,688 1,581,521

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,372,011 1,289,266
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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 

［所在地別セグメント情報］ 

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） 

 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。  

［海外売上高］ 

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） 

 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。  

［セグメント情報］ 

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） 

（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」（企業会計基準委員会 平成21

年3月27日 企業会計基準第17号）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

基準委員会 平成20年3月21日 企業会計基準適用指針第20号）を適用しております。 

報告セグメントの概要  

当社グループの事業セグメントは、当社グループ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、「塗料」及び「不動産賃貸業」からなりますが、「不動産賃貸業」は重要性が乏しいため報告セグメ

ントの開示は行っておりません。 

  

  

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。  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

（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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