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

23年3月期第3四半期 12,252 △8.5 656 0.3 578 △4.6 392 △6.4
22年3月期第3四半期 13,394 0.4 654 31.9 605 56.6 418 34.3

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3四半期 8.43 ―
22年3月期第3四半期 8.98 ―

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3四半期 19,575 10,611 54.2 229.32
22年3月期 19,622 10,506 53.5 225.55

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  10,611百万円 22年3月期  10,506百万円

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 ― ― ― 5.50 5.50
23年3月期 ― ― ―
23年3月期 

（予想）
5.50 5.50

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 15,700 △4.9 550 △3.7 470 △7.8 290 △23.7 6.27



(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報告書のレビュー手続きの対象外であり、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報告書のレビュー手続きを実施しています。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．通期の連結業績予想については、平成22年10月28日に公表いたしました数値から変更しておりません。 
２．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。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】Ｐ．２「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3Q 48,063,360株 22年3月期  48,063,360株
② 期末自己株式数 23年3月期3Q  1,789,704株 22年3月期  1,480,098株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q 46,513,639株 22年3月期3Q 46,590,150株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、輸出の増加や景気刺激策による押し上げ効果等により回復の

兆しが現れましたが、その後は、円高の進行と景気刺激策縮小の影響による先行き不透明感が強まりました。当社

グループを取り巻く環境においても、厳しい雇用環境を背景にした消費意欲の低迷やデフレにおける価格競争の激

化など依然として厳しい状況が続いております。 

 このような状況のもと、当社グループでは、新製品の投入、販路の拡大、各種メディアを利用しての販促など、

積極的な営業活動を展開いたしました。しかしながら、上半期における天候不順の影響などもあり売上は伸び悩

み、当第３四半期連結累計期間の売上高は、122億５千２百万円（前年同期比8.5％減）となりました。 

 収益面では、グループ企業一体となって経営の効率化に努めました結果、営業利益は６億５千６百万円（前年同

期比0.3％増）とほぼ横ばいとなりましたが、営業外収益の減少等により、経常利益は５億７千８百万円（前年同

期比4.6％減）、投資有価証券評価損及び資産除去債務に関する会計基準の適用に伴う影響額を特別損失に計上し

たこと等により、四半期純利益は３億９千２百万円（前年同期比6.4％減）となりました。  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べて４千７百万円減少し、195億７千５百万円

となりました。負債は、前連結会計年度末に比べて１億５千２百万円減少し、89億６千３百万円となりました。純

資産は、前連結会計年度末より１億４百万円増加し、106億１千１百万円となり、自己資本比率は54.2％となりま

した。 

（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の残高は50億７百万円となり、前連結会計年度末と比

較して７億７千２百万円の減少となりました。 

 当第３四半期連結累計期間における「営業活動によるキャッシュ・フロー」は１億６千１百万円の収入（前年同

期比30.2％減）となりました。これは主に、売上債権の増加額12億４千１百万円等の減少要因に対して、税金等調

整前四半期純利益４億４千３百万円、減価償却費１億７千３百万円及びたな卸資産の減少額７億３千５百万円等の

増加要因があったことによるものです。 

 「投資活動によるキャッシュ・フロー」は２億９千１百万円の支出（前年同期は８千４百万円の収入）となりま

した。これは主に、有価証券の取得による支出１億１百万円、有形固定資産の取得による支出８千４百万円及び投

資有価証券の取得による支出１億７百万円等によるものです。 

 「財務活動によるキャッシュ・フロー」は６億１千４百万円の支出（前年同期比48.3％増）となりました。これ

は主に、短期借入金の返済による支出３億２千万円、自己株式の取得による支出３千８百万円及び配当金の支払２

億５千６百万円等によるものです。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 通期の連結業績予想については、平成22年10月28日に公表いたしました数値から変更しておりません。 

  

（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 

 棚卸資産の評価方法 

 当第３四半期連結会計期間末における棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度に係る実

地棚卸高を基礎として合理的な方法により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 

 資産除去債務に関する会計基準の適用 

 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。 

 これにより、営業利益が31千円、経常利益が1,060千円、税金等調整前四半期純利益が69,084千円減少してお

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86,647千円であります。 

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

２．その他の情報



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３四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,007,742 5,779,806

受取手形及び売掛金 4,570,762 3,331,223

有価証券 100,667 －

商品及び製品 2,243,356 2,954,069

仕掛品 31,031 32,022

原材料及び貯蔵品 270,721 294,053

その他 163,624 220,726

貸倒引当金 △98,251 △72,070

流動資産合計 12,289,655 12,539,832

固定資産   

有形固定資産   

土地 3,588,270 3,588,278

その他（純額） 1,882,883 1,799,775

有形固定資産合計 5,471,153 5,388,054

無形固定資産 264,362 189,128

投資その他の資産 1,550,444 1,505,838

固定資産合計 7,285,960 7,083,020

資産合計 19,575,615 19,622,853

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,246,668 1,385,258

短期借入金 2,430,000 2,750,000

1年内返済予定の長期借入金 500,000 －

未払法人税等 35,098 50,009

引当金 57,105 103,860

その他 683,853 595,126

流動負債合計 4,952,725 4,884,255

固定負債   

社債 2,000,000 2,000,000

長期借入金 400,000 900,000

退職給付引当金 885,409 867,828

役員退職慰労引当金 132,584 127,336

資産除去債務 86,647 －

その他 506,629 336,577

固定負債合計 4,011,271 4,231,742

負債合計 8,963,997 9,115,998



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,869,017 5,869,017

資本剰余金 4,442,798 4,442,866

利益剰余金 740,459 604,660

自己株式 △272,161 △234,087

株主資本合計 10,780,114 10,682,457

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △168,496 △175,602

評価・換算差額等合計 △168,496 △175,602

純資産合計 10,611,617 10,506,854

負債純資産合計 19,575,615 19,622,853



（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21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 13,394,627 12,252,526

売上原価 8,936,572 8,035,404

売上総利益 4,458,055 4,217,121

販売費及び一般管理費 3,803,751 3,560,831

営業利益 654,303 656,289

営業外収益   

受取利息 45,799 39,037

受取配当金 13,458 14,908

受取地代家賃 210,098 210,148

その他 35,856 14,212

営業外収益合計 305,213 278,307

営業外費用   

支払利息 56,826 50,666

支払地代家賃及び減価償却費 234,614 233,993

たな卸資産除却損 7,360 －

その他 54,842 71,697

営業外費用合計 353,644 356,358

経常利益 605,872 578,238

特別損失   

固定資産除却損 15,503 －

投資有価証券評価損 73,451 66,510

子会社清算損 23,110 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 68,023

特別損失合計 112,065 134,534

税金等調整前四半期純利益 493,807 443,703

法人税、住民税及び事業税 21,518 25,204

法人税等調整額 53,683 26,491

法人税等合計 75,202 51,696

少数株主損益調整前四半期純利益 － 392,007

四半期純利益 418,604 392,007



（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21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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 493,807 443,703

減価償却費 169,437 173,120

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3,007 30,832

退職給付引当金の増減額（△は減少） 90,875 17,580

固定資産処分損益（△は益） 10,645 △1,212

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 68,023

投資有価証券評価損益（△は益） 73,451 66,510

子会社清算損益（△は益） 23,110 －

受取利息及び受取配当金 △59,258 △53,946

支払利息 56,826 50,666

売上債権の増減額（△は増加） △1,149,878 △1,241,812

たな卸資産の増減額（△は増加） 762,610 735,035

仕入債務の増減額（△は減少） △326,444 △138,590

未払消費税等の増減額（△は減少） 92,946 △7,506

その他 4,020 54,217

小計 245,158 196,623

利息及び配当金の受取額 59,846 55,430

利息の支払額 △53,218 △46,749

法人税等の支払額 △20,811 △44,107

営業活動によるキャッシュ・フロー 230,974 161,197

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の取得による支出 － △101,447

有形固定資産の取得による支出 △85,180 △84,607

有形固定資産の売却による収入 143,293 2,381

投資有価証券の取得による支出 △4,237 △107,564

貸付けによる支出 － △1,200

貸付金の回収による収入 2,222 1,473

その他 28,283 △483

投資活動によるキャッシュ・フロー 84,381 △291,446

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） △50,000 △320,000

長期借入れによる収入 400,000 －

社債の発行による収入 492,608 －

社債の償還による支出 △1,000,000 －

自己株式の売却による収入 213 393

自己株式の取得による支出 △1,293 △38,536

配当金の支払額 △255,696 △256,000

財務活動によるキャッシュ・フロー △414,168 △614,142

現金及び現金同等物に係る換算差額 △3,739 △27,672

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △102,551 △772,064

現金及び現金同等物の期首残高 5,036,026 5,779,806

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,933,475 5,007,742



 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21年４月１日 至平成21年12月31日） 

  

〔所在地別セグメント情報〕 

前第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）  

 本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報の記

載を省略しております。 

  

〔海外売上高〕 

前第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） 

 海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、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

  
塗料事業 
（千円） 

住宅メンテナ
ンス用品・日
用雑貨・園芸
用品事業 

（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  7,792,856  5,601,770  13,394,627  －  13,394,627

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 29,935  －  29,935 (△29,935)  －

  計  7,822,791  5,601,770  13,424,562  (△29,935)  13,394,627

 営業利益  409,565  245,598  655,163 (△859)  654,303



〔セグメント情報〕 

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、主にＤＩＹ製品を取り扱っており、取り扱う製品・サービス別に包括的な戦略を立案し、事業活動を展開

しております。 

 したがって、当社は、製品・サービス別のセグメントから構成されており、「塗料事業」及び「ＤＩＹ用品事業」

の２つを報告セグメントとしております。 

 「塗料事業」は、家庭用塗料、工業用塗料等の塗料に関係する製品・サービスを取り扱っております。「ＤＩＹ用

品事業」は塗料関係を除く家庭で使用される住宅メンテナンス用品、園芸用品等の製品・サービスを取り扱っており

ます。 

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３四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年12月31日） 

（注）「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、物流サービス業及び賃貸業等を

含んでおります。 

３．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容

（差異調整に関する事項） 

  

（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。 

   

 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） 

合計 
塗料事業 ＤＩＹ用品事業 計 

売上高           

外部顧客への売上高  6,981,095  4,946,838  11,927,934  324,591  12,252,526

セグメント間の内部売上高又は

振替高 
 11,274  －  11,274  －  11,274

計  6,992,370  4,946,838  11,939,209  324,591  12,263,800

セグメント利益  400,710  233,924  634,635  22,761  657,396

  （単位：千円）  

利益 金額   

報告セグメント計  634,635

「その他」の区分の利益  22,761

セグメント間取引消去  △1,106

四半期連結損益計算書の営業利益  656,289

（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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