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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年9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2四半期 8,300 2.3 539 43.6 481 52.5 212 41.9
23年3月期第2四半期 8,116 △10.9 376 △8.0 315 △11.1 149 △55.8

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 363百万円 （123.5％） 23年3月期第2四半期 162百万円 （―％）

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2四半期 4.65 ―
23年3月期第2四半期 3.22 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第2四半期 19,178 10,604 55.3
23年3月期 19,568 10,492 53.6
（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  10,604百万円 23年3月期  10,492百万円

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 ― ― ― 5.50 5.50
24年3月期 ― ―
24年3月期（予想） ― 5.50 5.50

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、対前期増減率）

（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

通期 15,400 2.3 710 18.5 590 16.0 300 △11.2 6.56



(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23年11月１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

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2Q 46,230,000 株 23年3月期 48,063,360 株
② 期末自己株式数 24年3月期2Q 470,126 株 23年3月期 2,298,354 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 45,763,102 株 23年3月期2Q 46,581,964 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、平成23年３月11日に発生した東日本大震災及び原発事故によ

る生産活動の停滞からの回復傾向や消費自粛の動きの緩和がみられたものの、欧米を中心とした海外経済の停滞や

急激な円高等により、先行き不透明な状況が続いております。個人消費につきましても、厳しい雇用環境のもとで

消費者の将来への不安感を背景とした節約意識が根強く、引き続き低迷しております。 

 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、テレビコマーシャル等の販促等、引き

続き積極的な営業活動を展開いたしました。その結果、前年同期に比べ比較的天候が安定していたことに加え、東

日本大震災の影響もあって、節電・暑さ対策商品である遮熱塗料や遮熱シート及び補修・防災関連のＤＩＹ商品の

売上が順調に推移したこと等から、当第２四半期連結累計期間の売上高は、83億円（前年同期比2.3％増）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５億３千９百万円（前年同

期比43.6％増）、経常利益は４億８千１百万円（前年同期比52.5％増）、四半期純利益は２億１千２百万円（前年

同期比41.9％増）となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第２四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３億９千万円減少し、191億７千８百万円

となりました。負債は、前連結会計年度末に比べて５億１百万円減少し、85億７千４百万円となりました。純資産

は、前連結会計年度末に比べて１億１千１百万円増加し、106億４百万円となり、自己資本比率は55.3％（前連結

会計年度末は53.6％）となりました。  

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第２四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53億６千３百万円となり、前連結会計年度末

と比較して２億２百万円の減少となりました。 

 当第２四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２億９千５百万円の収入（前年同

期比9.0％増）となりました。これは主に、売上債権の増加額６億４千８百万円等の減少要因に対して、税金等調

整前四半期純利益２億３千９百万円、減価償却費１億２千２百万円及びたな卸資産の減少額４億８千３百万円等の

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３千４百万円の収入（前年同期は１億７千１百万円の支出）となりま

した。これは主に、投資有価証券の取得による支出１億５百万円等の減少要因に対して、有価証券の償還による収

入１億円及びその他の投資等の減少による収入５千４百万円等の増加要因があったことによるものです。 

 「財務活動によるキャッシュ・フロー」は５億２千１百万円の支出（前年同期比9.6％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２億７千万円及び配当金の支払２億５千万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23年11月１日に公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」の

予想数値から変更はありません。  

  

 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

２．サマリー情報（その他）に関する事項



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２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,566,131 5,363,588

受取手形及び売掛金 3,210,678 3,858,749

有価証券 100,333 202,775

商品及び製品 2,779,997 2,305,556

仕掛品 25,991 26,927

原材料及び貯蔵品 273,048 262,928

その他 260,807 207,128

貸倒引当金 △65,939 △78,141

流動資産合計 12,151,050 12,149,513

固定資産   

有形固定資産   

土地 3,588,270 3,584,299

その他（純額） 1,829,687 1,637,966

有形固定資産合計 5,417,957 5,222,265

無形固定資産 260,173 252,278

投資その他の資産 1,739,615 1,554,228

固定資産合計 7,417,746 7,028,773

資産合計 19,568,796 19,178,287

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,390,287 1,271,660

短期借入金 2,400,000 2,130,000

1年内返済予定の長期借入金 500,000 500,000

1年内償還予定の社債 － 500,000

未払法人税等 48,141 34,482

引当金 99,683 94,428

その他 625,800 615,798

流動負債合計 5,063,912 5,146,370

固定負債   

社債 2,000,000 1,500,000

長期借入金 400,000 400,000

退職給付引当金 885,922 726,266

役員退職慰労引当金 138,036 148,941

資産除去債務 86,658 65,925

その他 501,457 586,497

固定負債合計 4,012,075 3,427,631

負債合計 9,075,988 8,574,002



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30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 4,166,533

利益剰余金 686,418 647,336

自己株式 △346,426 △70,838

株主資本合計 10,651,807 10,612,049

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △158,999 △7,764

その他の包括利益累計額合計 △158,999 △7,764

純資産合計 10,492,808 10,604,284

負債純資産合計 19,568,796 19,178,287



（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２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 8,116,974 8,300,216

売上原価 5,354,861 5,428,524

売上総利益 2,762,112 2,871,691

販売費及び一般管理費 2,386,111 2,331,936

営業利益 376,001 539,755

営業外収益   

受取利息 27,305 27,265

受取配当金 8,541 8,956

受取地代家賃 136,312 115,547

その他 12,026 6,039

営業外収益合計 184,186 157,809

営業外費用   

支払利息 34,182 31,284

支払地代家賃及び減価償却費 155,933 139,909

その他 54,668 45,283

営業外費用合計 244,785 216,477

経常利益 315,403 481,086

特別利益   

資産除去債務履行差額 － 14,811

特別利益合計 － 14,811

特別損失   

固定資産売却損 － 81,610

減損損失 － 3,996

投資有価証券評価損 71,597 78,475

退職給付制度改定損 － 92,017

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 139,621 256,099

税金等調整前四半期純利益 175,781 239,798

法人税、住民税及び事業税 17,674 18,917

法人税等調整額 8,316 8,255

法人税等合計 25,991 27,173

少数株主損益調整前四半期純利益 149,789 212,624

四半期純利益 149,789 212,624



（四半期連結包括利益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 149,789 212,624

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 12,989 151,234

その他の包括利益合計 12,989 151,234

四半期包括利益 162,778 363,859

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 162,778 363,859



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30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 175,781 239,798

減価償却費 109,940 122,275

貸倒引当金の増減額（△は減少） 15,445 △12,752

退職給付引当金の増減額（△は減少） 5,219 △159,656

固定資産処分損益（△は益） △1,484 81,774

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 68,023 －

資産除去債務履行差額 － △14,811

投資有価証券評価損益（△は益） 71,597 78,475

受取利息及び受取配当金 △35,847 △36,222

支払利息 34,182 31,284

売上債権の増減額（△は増加） △584,916 △648,116

たな卸資産の増減額（△は増加） 591,762 483,625

仕入債務の増減額（△は減少） △120,652 △118,627

未払消費税等の増減額（△は減少） △14,544 52,473

その他 △13,230 224,032

小計 301,278 323,553

利息及び配当金の受取額 36,473 39,582

利息の支払額 △34,379 △31,138

法人税等の支払額 △32,280 △36,493

営業活動によるキャッシュ・フロー 271,091 295,505

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 －

有価証券の償還による収入 － 100,000

有形固定資産の取得による支出 △65,708 △35,657

有形固定資産の売却による収入 2,381 20,028

投資有価証券の取得による支出 △3,048 △105,258

投資有価証券の売却による収入 － 430

貸付けによる支出 △700 －

貸付金の回収による収入 1,001 1,194

その他 △3,851 54,030

投資活動によるキャッシュ・フロー △171,371 34,769

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） △220,000 △270,000

自己株式の売却による収入 371 －

自己株式の取得による支出 △790 △676

配当金の支払額 △255,529 △250,791

財務活動によるキャッシュ・フロー △475,948 △521,468

現金及び現金同等物に係る換算差額 △21,798 △11,349

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △398,027 △202,543

現金及び現金同等物の期首残高 5,779,806 5,566,131

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,381,779 5,363,588



 該当事項はありません。  

  

（セグメント情報）  

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年９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）「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。  

  

２．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） 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

  （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  4,905,975  2,978,077  7,884,052  232,921  8,116,974

セグメント間の内部売上高又は

振替高 
 5,450  －  5,450  －  5,450

計  4,911,425  2,978,077  7,889,502  232,921  8,122,424

セグメント利益  236,581  127,394  363,976  12,474  376,451

  （単位：千円）

利益 金額 

報告セグメント計  363,976

「その他」の区分の利益  12,474

セグメント間取引消去  △449

四半期連結損益計算書の営業利益  376,001



Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自平成23年４月１日 至平成23年９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）「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。  

  

２．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） 

   

 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  4,833,852  3,366,847  8,200,699  99,516  8,300,216

セグメント間の内部売上高又は

振替高 
 13,545  －  13,545  －  13,545

計  4,847,398  3,366,847  8,214,245  99,516  8,313,762

セグメント利益  329,054  197,635  526,690  14,720  541,411

  （単位：千円）

利益 金額 

報告セグメント計  526,690

「その他」の区分の利益  14,720

セグメント間取引消去  △1,656

四半期連結損益計算書の営業利益  539,755

（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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