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（百万円未満切捨て）

 １．平成23年10月期第3四半期の連結業績（平成22年11月1日～平成23年7月31日） 

  

  

  

２．配当の状況 

  

３．平成23年10月期の連結業績予想（平成22年11月1日～平成23年10月31日） 
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代表者     （役職名） 代表取締役社長 （氏名）粕谷健次     

問合せ先責任者 （役職名） 取締役経営管理部長 （氏名）山本豊 TEL 0561-32-2285   

四半期報告書提出予定日 平成23年9月14日   配当支払開始予定日 － 

四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無 

四半期決算説明会開催の有無    ： 無 

(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10月期第3四半期 9,525 7.4 836 △2.1 870 △0.3 370 △12.2

22年10月期第3四半期 8,869 22.5 854 － 873 － 422 －

  
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10月期第3四半期 50.64 － 

22年10月期第3四半期 57.68 － 

(2）連結財政状態  

  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10月期第3四半期 16,479 12,489 71.5 1,609.15

22年10月期 16,386 12,125 70.3 1,573.31

（参考）自己資本 23年10月期第3四半期 11,785百万円 22年10月期 11,522百万円 

  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10月期  － 8.00 － 8.00 16.00

23年10月期  － 8.00 －     

23年10月期 

（予想） 
  8.00 16.00

（注）当四半期における配当予想の修正有無 ： 無

  （％表示は、対前期増減率）

  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 13,200 10.3 1,180 7.6 1,200 7.8 420 △19.5 57.35

（注）当四半期における業績予想の修正有無 ： 無



４．その他（詳細は、【添付資料】P.４「２．その他の情報」をご覧ください。） 

（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。 

（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、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。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］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。 

(1）当四半期中における重要な子会社の異動  ： 無

新規 －社 （社名           ）、 除外 －社 （社名           ） 

(2）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有

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10月期3Q 7,324,800株 22年10月期 7,324,800株 

② 期末自己株式数 23年10月期3Q 782株 22年10月期 782株 

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年10月期3Q 7,324,018株 22年10月期3Q 7,324,152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の経済は、平成23年３月11日に発生しました東日本大震災及び福島第

一原子力発電所の事故に伴う電力供給問題などにより、消費活動や企業活動が深刻な影響を受け、また、為替も円

高基調で推移し、先行きは不透明な状況であります。 

 このような状況のもと、当社グループは、顧客ニーズに即した環境対応型製品や高機能性樹脂製品の開発に注力

し、積極的な営業活動を展開するとともに、継続的に経費削減に取り組んでまいりました。 

 この結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高9,525百万円（前年同期比7.4％増）となりました。利益

面におきましては、原材料価格上昇の影響を受け、営業利益836百万円（前年同期比2.1％減）、経常利益870百万

円（前年同期比0.3％減）、四半期純利益370百万円（前年同期比12.2％減）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塗料事業 

 金属用塗料分野では、工作機械関連をはじめ各分野に環境対応型塗料の拡販を行ない、売上高は前年同期に

比べ増加いたしました。木工建材用塗料分野では、大手ユーザーでのシェアアップは図れたものの、塗装レス

のシート製品の需要が増加し、売上高は前年同期に比べ僅かながら減少いたしました。無機材用塗料分野で

は、大手ユーザーでのシェアアップ効果により、売上高は前年同期に比べ増加いたしました。その他の分野で

は、樹脂素材分野の携帯端末メーカーへの需要は低調でしたが、シンナーにおいて販売体制を見直し積極的な

営業活動を実施した結果、売上高は前年同期に比べ増加いたしました。 

 その結果、塗料事業における当第３四半期連結累計期間の売上高は7,962百万円、セグメント利益は981百万

円となりました。 

 ②ファインケミカル事業  

 ＬＣＤ用微粒子は、液晶用ビーズスペーサーの需要は低調な状況が継続し、売上高は前年同期に比べ大幅に

減少いたしました。化成品における光学材料向けの機能性コーティング材やシリコン系表面機能材料は、海外

メーカーの生産が堅調に推移したことにより需要が伸び、売上高は前年同期に比べ増加いたました。 

 その結果、ファインケミカル事業における当第３四半期連結累計期間の売上高は1,435百万円、セグメント利

益は271百万円となりました。 

 ③産業廃棄物収集運搬・処分事業  

 産業廃棄物の収集運搬・処分におきましては、再生シンナー生産設備の増強に伴い、廃溶剤の取扱範囲が拡

大したことで、廃溶剤の取扱量が増加し、売上高は前年同期に比べ増加いたしました。 

 その結果、産業廃棄物収集運搬・処分事業における当第３四半期連結累計期間の売上高は126百万円、セグメ

ント利益は28百万円となりました。  

  

（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における総資産は、前連結会計年度末に比べ92百万円の増加となり、16,479百万

円となりました。また、負債は、前連結会計年度末に比べ271百万円の減少となり、3,989百万円となりました。

純資産は、前連結会計年度末に比べ364百万円の増加となり、12,489百万円となりました。 

 資産の増加の主な要因は、現金及び預金が150百万円、受取手形及び売掛金が89百万円、原材料及び貯蔵品が

116百万円、信託受益権が192百万円、投資有価証券が96百万円増加したものの、有価証券が163百万円、有形固

定資産が177百万円、長期預金が200百万円減少したことによるものであります。 

 負債の減少の主な要因は、支払手形及び買掛金が229百万円、資産除去債務が29百万円増加したものの、未払

金が101百万円、未払法人税等が452百万円減少したことによるものであります。 

 純資産の増加の主な要因は、利益剰余金253百万円の増加によるものであります。  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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 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216百万円減少し、3,965百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果得られた資金は350百万円（前年同期は1,247百万円の収入）となりました。これは主に税金等

調整前四半期純利益860百万円、減価償却費388百万円、仕入債権の増加230百万円による資金の増加と売上債権

の増加89百万円、たな卸資産の増加187百万円、法人税等の税金の支払735百万円による資金の減少によるもので

あります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は451百万円（前年同期は812百万円の支出）となりました。これは主に資金運用

における定期預金の払戻、有価証券の償還、信託受益権の売却による収入3,012百万円による資金の増加と有形

固定資産の取得による支出174百万円、無形固定資産の取得による支出38百万円、定期預金の預入、有価証券の

取得、投資有価証券及び信託受益権の取得による支出3,273百万円による資金の減少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） 

 財務活動の結果使用した資金は112百万円（前年同期は97百万円の支出）となりました。これは配当金の支払

112百万円による資金の減少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23年10月期の通期の業績予想につきましては、平成22年12月10日に公表いたしました「平成22年10月期 決

算短信」に記載の業績予想から変更は行っておりません。 
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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 

①たな卸資産の評価方法 

 当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地棚卸高

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。 

②一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等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

③固定資産の減価償却の算定方法 

 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を採

用しております。 

④繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法  

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等に著しい変化が生じておら

ず、かつ、一時差異等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度末決算において使用し

た将来の業績予測やタックス・プランニングを利用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、経常利益は、それぞれ1,006千円減少し、税金等調整前四半期純利益は、16,623千円

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29,281千円であります。 

②表示方法の変更 

（四半期連結損益計算書） 

 「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。 

  

（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
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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）

当第３四半期連結会計期間末
(平成23年７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10月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,795,598 4,645,101

受取手形及び売掛金 4,190,534 4,100,972

有価証券 399,546 562,871

商品及び製品 686,028 616,046

仕掛品 49,084 49,361

原材料及び貯蔵品 408,018 291,528

繰延税金資産 57,251 149,672

その他 643,389 441,707

貸倒引当金 △4,144 △4,051

流動資産合計 11,225,307 10,853,209

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,168,386 2,268,753

機械装置及び運搬具（純額） 657,506 726,497

土地 1,713,470 1,713,470

その他（純額） 130,732 138,746

有形固定資産合計 4,670,096 4,847,468

無形固定資産 138,292 130,346

投資その他の資産   

投資有価証券 283,447 186,596

繰延税金資産 9,231 8,329

その他 245,025 462,824

貸倒引当金 △91,730 △102,023

投資その他の資産合計 445,972 555,726

固定資産合計 5,254,361 5,533,541

資産合計 16,479,669 16,386,751

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,607,618 2,378,595

未払法人税等 30,140 482,491

賞与引当金 107,948 211,305

役員賞与引当金 26,662 30,990

その他 729,314 731,988

流動負債合計 3,501,683 3,835,370

固定負債   

繰延税金負債 36,344 18,244

退職給付引当金 80,799 83,931

役員退職慰労引当金 205,559 195,415

資産除去債務 29,587 －

その他 135,858 128,408

固定負債合計 488,149 425,999

負債合計 3,989,833 4,261,370
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成23年７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10月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,626,340 1,626,340

資本剰余金 2,288,760 2,288,760

利益剰余金 7,859,714 7,606,025

自己株式 △2,537 △2,537

株主資本合計 11,772,277 11,518,588

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 10,099 729

為替換算調整勘定 3,087 3,658

評価・換算差額等合計 13,186 4,388

少数株主持分 704,371 602,404

純資産合計 12,489,835 12,125,381

負債純資産合計 16,479,669 16,386,751
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（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11月１日 

 至 平成22年７月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年11月１日 

 至 平成23年７月31日) 

売上高 8,869,104 9,525,181

売上原価 6,433,568 6,989,796

売上総利益 2,435,535 2,535,384

販売費及び一般管理費 1,581,434 1,699,137

営業利益 854,101 836,247

営業外収益   

受取利息 7,067 7,973

受取配当金 5,778 5,270

投資有価証券売却益 2,141 －

有価証券評価益 － 11,875

その他 28,675 22,380

営業外収益合計 43,661 47,499

営業外費用   

支払利息 78 1,023

売上割引 7,208 7,538

有価証券評価損 10,513 －

為替差損 5,912 3,602

貸倒引当金繰入額 250 －

その他 592 824

営業外費用合計 24,553 12,989

経常利益 873,209 870,757

特別利益   

貸倒引当金戻入額 139 10,199

固定資産売却益 － 346

特別利益合計 139 10,546

特別損失   

固定資産処分損 2,587 5,598

投資有価証券売却損 265 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 15,617

特別損失合計 2,852 21,215

税金等調整前四半期純利益 870,496 860,088

法人税、住民税及び事業税 366,900 287,699

法人税等調整額 △1,747 99,542

法人税等合計 365,152 387,241

少数株主損益調整前四半期純利益 － 472,846

少数株主利益 82,878 101,973

四半期純利益 422,464 370,873
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（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成22年５月１日 

 至 平成22年７月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成23年５月１日 

 至 平成23年７月31日) 

売上高 3,066,460 3,205,605

売上原価 2,264,155 2,384,697

売上総利益 802,304 820,908

販売費及び一般管理費 526,158 557,888

営業利益 276,145 263,020

営業外収益   

受取利息 2,217 2,336

受取配当金 4,035 4,083

有価証券評価益 － 1,672

その他 5,941 6,248

営業外収益合計 12,194 14,340

営業外費用   

支払利息 26 470

有価証券評価損 12,155 －

売上割引 2,403 2,382

為替差損 8,606 8,275

その他 20 0

営業外費用合計 23,212 11,128

経常利益 265,127 266,232

特別利益   

貸倒引当金戻入額 642 4,542

固定資産売却益 － 331

特別利益合計 642 4,873

特別損失   

固定資産処分損 738 4,453

特別損失合計 738 4,453

税金等調整前四半期純利益 265,032 266,653

法人税、住民税及び事業税 76,109 51,976

法人税等調整額 28,910 57,652

法人税等合計 105,019 109,629

少数株主損益調整前四半期純利益 － 157,023

少数株主利益 27,658 42,238

四半期純利益 132,353 114,785
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（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11月１日 

 至 平成22年７月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年11月１日 

 至 平成23年７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 870,496 860,088

減価償却費 415,540 388,365

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,418 △10,199

退職給付引当金の増減額（△は減少） △6,378 △3,132

受取利息及び受取配当金 △12,845 △13,243

支払利息 78 1,023

投資有価証券売却損益（△は益） △1,876 －

有価証券評価損益（△は益） 10,513 △11,875

固定資産処分損益（△は益） 2,192 1,050

固定資産売却損益（△は益） － △346

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 15,617

為替差損益（△は益） 5,214 1,771

売上債権の増減額（△は増加） △202,960 △89,778

たな卸資産の増減額（△は増加） △85,802 △187,222

仕入債務の増減額（△は減少） 138,835 230,596

その他 71,129 △106,581

小計 1,202,717 1,076,132

利息及び配当金の受取額 11,809 10,086

利息の支払額 △78 △986

法人税等の還付額 123,863 －

法人税等の支払額 △91,222 △735,224

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,247,089 350,008

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 △206,000 △1,080,003

定期預金の払戻による収入 1,000 913,000

有価証券の取得による支出 △399,950 △499,549

有価証券の償還による収入 300,000 599,026

信託受益権の取得による支出 △1,600,000 △1,692,826

信託受益権の売却による収入 1,601,268 1,500,746

有形固定資産の取得による支出 △535,354 △174,443

有形固定資産の売却による収入 35 1,484

無形固定資産の取得による支出 △31,788 △38,879

投資有価証券の取得による支出 △216,369 △1,112

投資有価証券の売却による収入 268,116 －

関係会社短期貸付金の貸付による支出 △73,000 △73,000

関係会社短期貸付金の回収による収入 60,000 73,000

関係会社長期貸付金の回収による収入 23,400 23,800

差入保証金の差入による支出 △1,013 △213

差入保証金の回収による収入 363 268

その他 △3,470 △2,793

投資活動によるキャッシュ・フロー △812,761 △451,496
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年11月１日 

 至 平成22年７月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年11月１日 

 至 平成23年７月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △97,530 △112,960

自己株式の取得による支出 △110 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △97,640 △112,960

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,681 △2,057

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 334,004 △216,506

現金及び現金同等物の期首残高 3,888,773 4,182,101

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,222,778 3,965,595
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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３四半期連結累計期間（自平成21年11月１日 至平成22年７月31日） 

 （注）１．事業区分は、売上の集計区分によっております。 

２．各事業の主要な製品 

塗料事業        合成樹脂塗料及びシンナー 

ファインケミカル事業  ＬＣＤ用微粒子、高機能性樹脂 

その他の事業      廃溶剤の収集運搬              

  

 ［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11月１日 至平成22年７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11月１日 至平成22年７月31日） 

（注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２．各区分に属する主な国又は地域 

（１）アジア・・・中国、韓国、台湾等 

（２）その他の地域・・・アメリカ等 

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

（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） 

ファインケ
ミカル事業 
（千円） 

その他の事業
（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 
 7,390,137  1,363,935  115,031  8,869,104  －  8,869,104

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 －  －  －  － ( ) －  －

計  7,390,137  1,363,935  115,031  8,869,104 ( ) －  8,869,104

営業利益  759,200  224,272  62,948  1,046,421  (192,320)  854,101

  アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  1,108,673  24,163  1,132,837

Ⅱ 連結売上高（千円）      8,869,104

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
 12.5  0.3  12.8
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 ［セグメント情報］ 

１．報告セグメントの概要 

 当社グループ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。 

 当社グループは、取り扱う製品・サービス別に事業活動を展開しており、「塗料事業」「ファインケミカル

事業」及び「産業廃棄物収集運搬・処分事業」の３つを報告セグメントとしております。 

 「塗料事業」は、合成樹脂塗料・シンナー等の製造販売を行っております。「ファインケミカル事業」は、

高機能性樹脂・各種機能性微粒子等の製造販売を行っております。「産業廃棄物収集運搬・処分事業」は、廃

溶剤の収集運搬・処分を行っております。 

  

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11月１日 至平成23年７月31日）     

  （単位：千円）

（注）１．セグメント利益の調整額445,374千円は、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。全

社費用は、報告セグメントに帰属しない本社の管理部門における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。 

   

（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。  

  

   報告セグメント  

調整額 
（注）1 

四半期連結
損益計算書

計上額 
（注）２   塗料事業  

ファインケ
ミカル事業

産業廃棄物
収集運搬・
処分事業  

計 

売上高              

(1）外部顧客に対する売

上高 
 7,962,539  1,435,695  126,946  9,525,181  －  9,525,181

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 －  －  －  － ( ) －  －

計  7,962,539  1,435,695  126,946  9,525,181 ( ) －  9,525,181

セグメント利益  981,152  271,491  28,977  1,281,621  (445,374)  836,247

（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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