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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 53,329 11.1 7,068 22.9 6,768 16.8 4,180 20.2
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

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 293.31 ―
22年3月期第3四半期 244.05 ―

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 71,601 55,074 76.9 3,864.28
22年3月期 68,271 51,896 76.0 3,640.80

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  55,074百万円 22年3月期  51,896百万円

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 ― 0.00 ― 40.00 40.00
23年3月期 ― 0.00 ―
23年3月期 

（予想）
40.00 40.00

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 67,000 6.5 7,830 6.5 8,000 6.1 4,820 6.0 338.17



(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
基づく四半期財務諸表のレビュー手続き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 
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。なお、業績予想に関する事項は、[添付資料]３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「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 15,673,885株 22年3月期  15,673,885株
② 期末自己株式数 23年3月期3Q  1,421,570株 22年3月期  1,419,846株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q 14,253,012株 22年3月期3Q  14,255,798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、2009年３月を底に緩やかな回復を続けてきたものの、円高の

進展に伴う輸出の減速、駆け込み需要の反動による個人消費の落ち込み等により足踏み状態となっており、失業率

の高止まりやデフレの進行等景気の先行きは不透明なまま推移しております。一方、アジア経済は、中国を始めと

する新興諸国において消費者物価の上昇等の課題を持ちながらも、前期比概ね順調に推移しております。 

 建築塗材業界におきましても、低調な公共投資に加え、民間住宅・建築全般投資も回復の兆しは見られるものの

依然として低水準にあり、厳しい経営環境が続いております。 

 このような状況下、引き続き、新築市場だけでなく膨大なストックを抱えるリニューアル市場において、差別化

された超耐久・超低汚染塗料、環境問題に対応した省エネ等の各種機能性塗料、オリジナルの意匠性塗料や耐火被

覆・断熱材等の拡販に努めてまいりました。 

 この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は主力の建築仕上塗材分野が好調に推移し、533億29百万円（前

年同四半期連結累計期間比11.1％増）となりました。 

 また、利益面におきましては、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、技術革新による

高付加価値商品の販売拡大やコストダウン効果等により、営業利益は70億68百万円（同22.9％増）、経常利益は67

億68百万円（同16.8％増）、四半期純利益は41億80百万円（同20.2％増）となりました。 

 セグメントの業績は、次のとおりであります。 

①建築仕上塗材事業 

  建築仕上塗材事業におきましては、主に国内リニューアル市場における売上が好調に推移したことにより、売上

高は493億41百万円、セグメント利益は81億71百万円となりました。 

②耐火断熱材事業 

  耐火断熱材事業におきましては、公共・建築全般投資が低水準に推移したため、売上高は23億66百万円、セグメ

ント利益は２億18百万円となりました。 

③その他の事業 

 その他の事業におきましては、売上高は16億21百万円、セグメント利益は１億35百万円となりました。 

  

（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  

 当第３四半期連結会計期間末の資産は、前連結会計年度末に比べ33億29百万円増加し、716億１百万円（同

4.9％増）となりました。 

 増加した主なものは、受取手形及び売掛金23億32百万円（同13.4％増）、原材料及び貯蔵品５億24百万円（同

27.6％増）、建設仮勘定３億80百万円（同548.5％）、土地３億48百万円（同4.4％増）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１億50百万円増加し、165億26百万円（同0.9％増）となりまし

た。 

 増加した主なものは、支払手形及び買掛金６億84百万円（同13.6％増）であります。減少した主なものは、未

払法人税等８億93百万円（同48.6％減）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31億78百万円増加し、550億74百万円（同6.1％増）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36億10百万円（同7.1％増）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21億１百万円減少し、当第３四半期連結会計期間末には202億86百万円となりました。  

 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） 

営業活動により得られた資金は、19億88百万円（前年同四半期連結累計期間比44.6％減）となりました。 

 これは主に税金等調整前四半期純利益が67億64百万円（同16.7％増）、売上債権の増加額23億82百万円（同

95.0％増）、たな卸資産の増加額７億42百万円（前年同四半期連結累計期間は１億１百万円の減少）、法人税等

の支払額33億28百万円（同32.7％増）、仕入債務の増加額７億43百万円（同10.4％増）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） 

投資活動により使用した資金は、32億40百万円（前年同四半期連結累計期間は19億78百万円の収入）となりま

した。 

 これは主に定期預金の払戻による収入87億４百万円（同1.0％増）、定期預金の預入による支出108億11百万円

（同60.3％増）、固定資産の取得による支出10億77百万円（同381.9％増）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） 

 財務活動により使用した資金は、５億16百万円（同17.0％減）となりました。 

 これは主に短期借入れによる収入10億56百万円（前年同四半期連結累計期間は１億７百万円の収入）、短期借

入金の返済による支出10億円（前年同四半期連結累計期間は１億55百万円の支出）、配当金の支払額５億69百万

円（同0.1％減）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 

 現時点におきましては計画通り推移しており、平成22年５月14日に公表しました平成23年３月期の連結業績予想

に変更はありません。 

  

（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 

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。 

  

（３）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。 

 なお、この変更による損益に与える影響は軽微であります。 

  

表示方法の変更  

 「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用

語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の適

用により、当第３四半期連結累計期間及び当第３四半期連結会計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利

益」の科目で表示しております。 

  

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：百万円）

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 30,846 31,015

受取手形及び売掛金 19,747 17,414

商品及び製品 1,635 1,525

仕掛品 698 647

未成工事支出金 153 153

原材料及び貯蔵品 2,425 1,901

繰延税金資産 615 835

その他 424 348

貸倒引当金 △102 △99

流動資産合計 56,444 53,743

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,265 3,289

機械装置及び運搬具（純額） 547 590

土地 8,257 7,909

建設仮勘定 449 69

その他（純額） 91 98

有形固定資産合計 12,611 11,957

無形固定資産 557 604

投資その他の資産   

投資有価証券 10 14

繰延税金資産 482 485

その他 1,634 1,646

貸倒引当金 △140 △179

投資その他の資産合計 1,987 1,966

固定資産合計 15,156 14,528

資産合計 71,601 68,271

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,724 5,040

短期借入金 2,154 2,050

未払法人税等 945 1,838

賞与引当金 973 1,285

その他の引当金 224 242

その他 4,717 4,189

流動負債合計 14,740 14,645

固定負債   

役員退職慰労引当金 939 919

その他の引当金 199 212

その他 647 597

固定負債合計 1,785 1,729

負債合計 16,526 16,375



（単位：百万円）

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 2,662 2,662

資本剰余金 3,137 3,137

利益剰余金 54,646 51,036

自己株式 △3,963 △3,959

株主資本合計 56,482 52,875

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △0 1

為替換算調整勘定 △1,406 △981

評価・換算差額等合計 △1,407 △979

純資産合計 55,074 51,896

負債純資産合計 71,601 68,271



（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 48,007 53,329

売上原価 33,304 36,618

売上総利益 14,703 16,711

販売費及び一般管理費 8,950 9,642

営業利益 5,752 7,068

営業外収益   

受取利息 62 45

受取配当金 0 0

仕入割引 58 66

雑収入 50 52

営業外収益合計 172 164

営業外費用   

支払利息 13 8

売上割引 9 5

為替差損 102 448

雑損失 3 1

営業外費用合計 127 464

経常利益 5,797 6,768

特別損失   

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 3

特別損失合計 － 3

税金等調整前四半期純利益 5,797 6,764

法人税、住民税及び事業税 2,146 2,359

法人税等調整額 171 224

法人税等合計 2,317 2,583

少数株主損益調整前四半期純利益 － 4,180

四半期純利益 3,479 4,180



（第３四半期連結会計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 17,768 20,456

売上原価 12,254 14,117

売上総利益 5,514 6,339

販売費及び一般管理費 3,078 3,399

営業利益 2,436 2,940

営業外収益   

受取利息 19 16

受取配当金 0 0

仕入割引 21 24

雑収入 24 8

営業外収益合計 66 49

営業外費用   

支払利息 3 2

売上割引 3 1

為替差損 △89 89

雑損失 0 0

営業外費用合計 △82 94

経常利益 2,584 2,895

税金等調整前四半期純利益 2,584 2,895

法人税、住民税及び事業税 867 1,023

法人税等調整額 136 93

法人税等合計 1,004 1,117

少数株主損益調整前四半期純利益 － 1,777

四半期純利益 1,580 1,777



（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 5,797 6,764

減価償却費 441 398

貸倒引当金の増減額（△は減少） 6 △26

賞与引当金の増減額（△は減少） △190 △311

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △13 △15

退職給付引当金の増減額（△は減少） △27 △12

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 19 19

製品保証引当金の増減額（△は減少） △5 △2

受取利息及び受取配当金 △62 △45

支払利息 13 8

為替差損益（△は益） 66 388

固定資産除売却損益（△は益） 0 0

売上債権の増減額（△は増加） △1,221 △2,382

たな卸資産の増減額（△は増加） 101 △742

仕入債務の増減額（△は減少） 673 743

その他 414 513

小計 6,012 5,297

利息及び配当金の受取額 93 31

利息の支払額 △6 △11

法人税等の支払額 △2,508 △3,328

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,591 1,988

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 △6,746 △10,811

定期預金の払戻による収入 8,615 8,704

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 △223 △1,077

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） 30 △50

その他 － △5

投資活動によるキャッシュ・フロー 1,978 △3,240

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 107 1,056

短期借入金の返済による支出 △155 △1,000

自己株式の取得による支出 △4 △4

配当金の支払額 △569 △569

財務活動によるキャッシュ・フロー △621 △516

現金及び現金同等物に係る換算差額 △101 △333

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 4,845 △2,101

現金及び現金同等物の期首残高 15,197 22,387

現金及び現金同等物の四半期末残高 20,043 20,286



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） 

  

 【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） 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  
建築仕上 
塗材 

（百万円） 

耐火断熱材 
（百万円） 

その他 
（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

  
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

  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



 【セグメント情報】  

１．報告セグメントの概要  

 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）  

 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、「建築仕上塗材事業」及び「耐火断熱材事業」を中心に事業を展開しております。したがって、

製品・サービス別のセグメントから構成されており、「建築仕上塗材事業」及び「耐火断熱材事業」を報告

セグメントとしております。 

 「建築仕上材事業」は、有機無機水系塗材、合成樹脂塗料、無機質系塗料、無機質建材等を生産しており

ます。また、建造物の特殊仕上工事を行っております。「耐火断熱材事業」は、断熱材、耐火被覆材、耐火

塗料等を生産しております。また、耐火断熱工事を行っております。 

   

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）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、各種化成品、洗浄剤等

の事業を含んでおります。 

   ２．セグメント利益の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。 

   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。 

  

（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：百万円）

  

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 

建築仕上 
塗材  

耐火 
断熱材 

計 

売上高               

外部顧客への売上高  49,341  2,366  51,708  1,621  53,329  －  53,329

セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

 8  －  8  4  12  △12  －

計  49,350  2,366  51,716  1,625  53,342  △12  53,329

セグメント利益  8,171  218  8,389  135  8,525  △1,457  7,068

（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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