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1.  平成24年3月期第1四半期の業績（平成23年4月1日～平成23年6月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 6,659 10.0 210 △33.3 204 △32.8 116 △26.7
23年3月期第1四半期 6,055 16.5 315 △31.5 304 △30.6 158 △25.3

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

24年3月期第1四半期 25.32 ―
23年3月期第1四半期 34.53 ―

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 16,652 6,665 40.0
23年3月期 16,320 6,694 41.0
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  6,665百万円 23年3月期  6,694百万円

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 ― 30.00 30.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） 0.00 ― 20.00 20.00

3.  平成24年3月期の業績予想（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  ：  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

第2四半期(累計) 12,532 △0.2 635 △28.0 606 △29.0 335 △27.9 73.00
通期 26,000 4.8 1,351 △9.6 1,300 △10.4 720 △11.7 156.89



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  有  
〔(注)詳細は、3ページ「四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。〕 

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

4.  その他

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 4,592,000 株 23年3月期 4,592,000 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 2,700 株 23年3月期 2,700 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 4,589,300 株 23年3月期1Q 4,589,300 株

※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
半期財務諸表の四半期レビュー手続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 
業績予想につきましては、当社が現時点で入手可能な情報をもとに行った見込みであり、今後経済情勢、事業運営における様々な状況変化によって、実際の
業績と異なる場合があります。なお、上記予想に関する事項は添付資料の2ページ「1.当四半期決算に関する定性的情報 (3) 業績予想に関する定性的情報」を
ご覧ください。 
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１．当四半期決算に関する定性的情報 

(1) 経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期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経済活動の停滞に加え

て原子力発電所事故に起因する電力不足問題等もあり、一部では浮揚の兆しはあるものの、景気は

先行き不透明な状況で推移いたしました。 

当社が主として関連する塗料業界におきましても、こうした経済環境のもと出荷数量は減少とな

りました。 

このような情勢のもとで、当社における当第１四半期累計期間の製品出荷数量は、35,688トン(前

年同期比3.8％減)となりました。 

当第１四半期累計期間の業績といたしましては、売上高は景気の落込みを反映して製品出荷数量

が減少したものの、原油・ナフサ市況が前年と比較して高水準で推移したこと等により、販売単価

が上昇した結果、66億59百万円(同10.0％増)と増収になりました。 

主な品目別の売上高は、単一溶剤類が27億84百万円(同10.3％増)、印刷用溶剤類が13億55百万円

(同8.6％増)、特殊シンナー類が５億９百万円(同0.2％増)、洗浄用シンナー類が３億44百万円(同

26.3％減)、単一溶剤直送品を中心とした商品が９億89百万円(同56.8％増)となりました。 

一方損益面では効率的な原材料購入をさらに推進するとともに、物流体制の合理化等による経費

削減に努めましたが、原油・ナフサ市況の上昇及び震災の影響から一部原材料が高騰したことによ

り、原材料コストを押し上げ、販売単価の値上げ幅を上回ったため、営業利益２億10百万円(同

33.3％減)、経常利益２億４百万円(同32.8％減)、四半期純利益１億16百万円(同26.7％減)となり、

いずれも減益となりました。 

 

(2) 財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期会計期間末の総資産は、166億52百万円(前事業年度末比３億31百万円増)となりまし

た。これは主に、現金及び預金の減少(同１億60百万円減)等があったものの、受取手形及び売掛金

の増加(同２億30百万円増)、原材料及び貯蔵品の増加(同３億６百万円増)等があったことによるも

のであります。 

負債総額は、99億86百万円(前事業年度末比３億60百万円増)となりました。これは主に、未払法

人税等の減少(同２億70百万円減)等があったものの、支払手形及び買掛金の増加(同４億16百万円

増)、短期借入金の増加(同４億60百万円増)等があったことによるものであります。 

純資産は、66億65百万円(前事業年度末比28百万円減)となりました。これは主に、利益剰余金の

減少(同21百万円減)があったことによるものであります。 

 

(3) 業績予想に関する定性的情報 

第２四半期累計期間及び通期の業績予想につきましては、今後も予想される厳しい景況感並びに

不透明な原材料市況等を考慮して、現時点では平成23年５月13日に公表いたしました業績予想に変

更はありません。 
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２．サマリー情報(その他)に関する事項 

四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

税金費用の計算 

当事業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する方法を採用しております。 



３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

(単位：千円)

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,661,571 2,501,457

受取手形及び売掛金 7,176,736 7,407,280

商品及び製品 140,269 129,491

原材料及び貯蔵品 476,257 783,026

その他 653,269 702,054

貸倒引当金 △16,795 △15,581

流動資産合計 11,091,308 11,507,729

固定資産   

有形固定資産 4,059,393 3,977,948

無形固定資産 89,872 87,540

投資その他の資産   

その他 1,123,935 1,122,543

貸倒引当金 △43,683 △43,682

投資その他の資産合計 1,080,251 1,078,861

固定資産合計 5,229,517 5,144,350

資産合計 16,320,826 16,652,079

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,071,152 5,487,416

短期借入金 760,000 1,220,000

1年内償還予定の社債 70,000 70,000

1年内返済予定の長期借入金 484,840 437,360

未払法人税等 361,744 91,216

賞与引当金 130,750 63,825

役員賞与引当金 77,000 －

その他 400,532 435,275

流動負債合計 7,356,018 7,805,092

固定負債   

社債 560,000 560,000

長期借入金 1,175,250 1,087,250

退職給付引当金 421,910 418,155

役員退職慰労引当金 103,991 107,116

その他 9,071 8,697

固定負債合計 2,270,222 2,181,219

負債合計 9,626,241 9,986,311
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成23年６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 729,000 729,000

資本剰余金 666,880 666,880

利益剰余金 5,314,994 5,293,526

自己株式 △2,091 △2,091

株主資本合計 6,708,783 6,687,315

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △14,198 △21,547

評価・換算差額等合計 △14,198 △21,547

純資産合計 6,694,584 6,665,767

負債純資産合計 16,320,826 16,652,079
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（２）四半期損益計算書 
 第１四半期累計期間 

(単位：千円)

前第１四半期累計期間 
(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 6,055,637 6,659,029

売上原価 4,989,923 5,763,053

売上総利益 1,065,713 895,975

販売費及び一般管理費 750,651 685,863

営業利益 315,062 210,112

営業外収益   

受取利息 855 722

受取配当金 1,478 5,430

その他 3,392 2,901

営業外収益合計 5,726 9,055

営業外費用   

支払利息 13,359 10,137

手形売却損 2,579 4,096

その他 19 －

営業外費用合計 15,958 14,233

経常利益 304,830 204,933

特別利益   

固定資産売却益 602 1,017

特別利益合計 602 1,017

特別損失   

固定資産除却損 2,706 1,413

固定資産売却損 47 11

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 21,211 －

特別損失合計 23,965 1,425

税引前四半期純利益 281,466 204,525

法人税等 123,001 88,314

四半期純利益 158,465 116,211
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(3) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

(4) セグメント情報等 

(セグメント情報) 

当社の事業は、シンナー製造事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 

 

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

該当事項はありません。 

 

(6) 重要な後発事象 

(ストックオプションについて) 

平成23年６月29日の株主総会及び取締役会において決議されました会社法第236条、第238条及び

第239条の規定に基づき、平成23年７月15日に新株予約権を付与いたしました。 

① 新株予約権の割当日 

平成23年７月15日 

② 新株予約権の数 

70個(新株予約権１個につき1,000株) 

③ 新株予約権の発行価格 

新株予約権１個当たり777円 

④ 新株予約権の目的たる株式の種類及び数 

当社普通株式70,000株 

⑤ 新株予約権の行使に際して払い込むべき金額 

54,390千円 

⑥ 新株予約権の行使期間 

平成25年６月30日から平成33年６月29日まで 

⑦ 新株予約権の割当対象者の内訳 

当社取締役 ５名 




