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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年6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 ％

24年3月期第1四半期 3,612 △3.6 △114 ― △127 ― △85 ―

23年3月期第1四半期 3,745 11.8 26 ― 14 ― △23 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 △110百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △103百万円 （―％）

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

24年3月期第1四半期 △2.76 ―

23年3月期第1四半期 △0.75 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 14,311 948 6.3
23年3月期 14,497 1,058 7.0

（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  903百万円 23年3月期  1,020百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

23年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
24年3月期 ―

24年3月期（予想） 0.00 ― 0.00 0.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24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）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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

第2四半期(累計) 7,500 △1.2 △100 ― △140 ― △110 ― △3.57

通期 15,700 4.2 80 35.2 10 ― 20 ― 0.65



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  ：  無  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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、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終了していません。 

※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。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）２ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無

② ①以外の会計方針の変更   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  無

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 31,000,000 株 23年3月期 31,000,000 株

② 期末自己株式数 24年3月期1Q 152,231 株 23年3月期 152,231 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 30,847,769 株 23年3月期1Q 30,854,785 株
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の影響による生産活動の低下や消費

の冷え込みに加え、長期にわたる円高、原材料価格の高止まりもあり、景気の先行きは依然不透明な状

況となっております。 

 このような状況の下、当社グループは引き続き収益性重視の営業展開を行うとともに、コスト削減に

取り組みました。しかしながら、当第１四半期につきましては、震災の影響から塗料の売上高は全般的

に前年同期を下回り、加えて原材料価格の上昇もあり厳しい状況で推移しました。 

 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3,612百万円(前年同四半期比3.6%減)とな

り、営業損益は114百万円の損失(前年同四半期は26百万円の利益)、経常損益は127百万円の損失(前年

同四半期は14百万円の利益)となりました。四半期純損益につきましては、固定資産売却益61百万円を

計上したものの、85百万円の損失(前年同四半期は23百万円の損失)となりました。 

事業の種類別セグメントの状況は次のとおりです。 

①塗料事業  

環境配慮形の粉体塗料が前年実績を上回りましたが、全般的には東日本大震災の影響等により前年実

績を下回り、塗料事業の売上高は2,661百万円(前年同四半期比6.7%減)となり、セグメント利益は原材

料の価格が上昇した影響を受けて75百万円の損失(前年同四半期は43百万円の利益)となりました。  

②化成品事業 

自動車関連用アクリルゴムの海外需要は堅調に推移しており、化成品事業の売上高は951百万円(前年

同四半期比6.3%増)となりましたが、セグメント利益は主要原材料の価格が高止まりで推移しており66

百万円(前年同四半期比25.7%減) となりました。  
  

当第１四半期連結会計期間における総資産は、前連結会計年度に比べて186百万円減少し14,311百万

円となりました。資産の減少は、主に土地の売却および投資有価証券の時価が下がったことによるもの

であります。 

 負債については、前連結会計年度に比べ77百万円減少し13,362百万円となりました。負債の減少は、

主に支払手形及び買掛金の減少によるものであります。 

 純資産については、前連結会計年度に比べて110百万円減少し948百万円となりました。純資産の減少

は、主に利益剰余金およびその他有価証券評価差額金の減少によるものであります。 
  

近の業績動向を踏まえ、平成23年５月12日に公表いたしました平成24年３月期の第２四半期累計期

間および通期の連結業績予想を修正いたしました。詳しくは本日別途公表しております「業績予想の修

正に関するお知らせ」をご参照下さい。 

  

該当事項はありません。 
  

該当事項はありません。 
  

該当事項はありません。 

１．当四半期決算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

（２）連結財政状態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

２．サマリー情報(その他)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 642,516 641,377

受取手形及び売掛金 4,279,532 4,352,371

有価証券 5,732 5,732

商品及び製品 1,601,183 1,631,942

仕掛品 243,193 252,754

原材料及び貯蔵品 400,413 386,736

その他 157,105 161,628

貸倒引当金 △19,974 △20,134

流動資産合計 7,309,700 7,412,406

固定資産

有形固定資産

土地 4,057,228 3,845,091

その他（純額） 2,024,999 2,000,992

有形固定資産合計 6,082,227 5,846,083

無形固定資産 34,172 32,854

投資その他の資産

投資有価証券 983,932 935,140

その他 335,728 321,773

貸倒引当金 △248,645 △237,571

投資その他の資産合計 1,071,015 1,019,342

固定資産合計 7,187,414 6,898,279

資産合計 14,497,114 14,310,685

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 5,056,952 4,792,251

短期借入金 100,000 100,000

1年内返済予定の長期借入金 969,759 1,015,126

未払法人税等 37,527 3,302

その他 977,286 990,303

流動負債合計 7,141,524 6,900,982

固定負債

長期借入金 4,277,070 4,449,671

繰延税金負債 1,200,786 1,194,833

再評価に係る繰延税金負債 125,727 125,727

退職給付引当金 648,031 646,091

その他 45,674 44,933

固定負債合計 6,297,288 6,461,255

負債合計 13,438,812 13,362,237
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年６月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 2,309,843 2,309,843

資本剰余金 222,500 222,500

利益剰余金 △1,596,951 △1,682,025

自己株式 △19,333 △19,333

株主資本合計 916,059 830,985

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 9,517 △25,271

土地再評価差額金 172,137 172,137

為替換算調整勘定 △77,446 △74,771

その他の包括利益累計額合計 104,208 72,095

少数株主持分 38,035 45,368

純資産合計 1,058,302 948,448

負債純資産合計 14,497,114 14,310,685
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

四半期連結損益計算書

 第１四半期連結累計期間

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年６月30日)

売上高 3,745,341 3,611,880

売上原価 3,041,804 3,050,345

売上総利益 703,537 561,535

販売費及び一般管理費 677,901 675,348

営業利益又は営業損失（△） 25,636 △113,813

営業外収益

受取利息 74 20

受取配当金 16,665 15,385

持分法による投資利益 7,207 3,705

雑収入 9,559 8,244

営業外収益合計 33,505 27,354

営業外費用

支払利息 34,698 33,162

手形売却損 3,221 3,398

雑損失 7,047 4,316

営業外費用合計 44,966 40,876

経常利益又は経常損失（△） 14,175 △127,335

特別利益

固定資産売却益 － 60,618

投資有価証券売却益 － 2,932

特別利益合計 － 63,550

特別損失

固定資産除却損 12,300 4,417

災害による損失 － 4,183

投資有価証券評価損 － 779

会員権評価損 7,050 －

その他 956 －

特別損失合計 20,306 9,379

税金等調整前四半期純損失（△） △6,131 △73,164

法人税、住民税及び事業税 5,061 4,555

法人税等合計 5,061 4,555

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △11,192 △77,719

少数株主利益 11,792 7,355

四半期純損失（△） △22,984 △85,074
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四半期連結包括利益計算書

 第１四半期連結累計期間

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △11,192 △77,719

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △97,006 △34,810

持分法適用会社に対する持分相当額 4,847 2,675

その他の包括利益合計 △92,159 △32,135

四半期包括利益 △103,351 △109,854

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △115,096 △117,187

少数株主に係る四半期包括利益 11,745 7,333
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該当事項はありません。 

  

Ⅰ  前第１四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年６月30日) 

１．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 

 
(注) １ 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△106,789千円であります。全社

費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

２ 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。 

  

２．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。 

  

Ⅱ  当第１四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年６月30日) 

１．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 

 
(注) １ 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△105,060千円であります。全社

費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

２ 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。 

  

２．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。 

  

該当事項はありません。 

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報

(単位：千円)

報告セグメント
その他 合計

調整額 
（注１）

四半期連結
損益計算書
計上額 
（注２）塗料事業 化成品事業 計

売上高

  外部顧客への売上高 2,851,087 894,254 3,745,341 ― 3,745,341 ― 3,745,341

  セグメント間の内部売 
 上高又は振替高

― ― ― ― ― ― ―

計 2,851,087 894,254 3,745,341 ― 3,745,341 ― 3,745,341

セグメント利益 43,287 89,138 132,425 ― 132,425 △106,789 25,636

(単位：千円)

報告セグメント
その他 合計

調整額 
（注１）

四半期連結
損益計算書
計上額 
（注２）塗料事業 化成品事業 計

売上高

  外部顧客への売上高 2,660,981 950,899 3,611,880 ― 3,611,880 ― 3,611,880

  セグメント間の内部売 
 上高又は振替高

― ― ― ― ― ― ―

計 2,660,981 950,899 3,611,880 ― 3,611,880 ― 3,611,880

セグメント利益又は損失
（△）

△74,985 66,232 △8,753 ― △8,753 △105,060 △113,813

（５）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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