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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 7,450 △1.8 △123 ― △167 ― △245 ―
23年3月期第2四半期 7,588 7.0 54 ― 11 ― 2 ―

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 △201百万円 （―％） 23年3月期第2四半期 △128百万円 （―％）

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 △7.93 ―
23年3月期第2四半期 0.08 ―

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 14,223 848 5.7
23年3月期 14,497 1,058 7.0
（参考） 自己資本 24年3月期第2四半期 815百万円 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 ― 0.00
24年3月期（予想） ― 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、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 ： 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

通期 15,000 △0.4 △110 ― △200 ― △290 ― △9.40



(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）３ページ「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

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2Q 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2Q 154,441 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2Q 30,847,095 株 23年3月期2Q 30,854,094 株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、東日本大震災の発生により期間当初においては

日本経済全体が大きく打撃を受けましたが、サプライチェーンの復旧にともない一部に持ち直しの動き

が見られました。しかしながら欧州債務危機問題や長引く円高等により、依然として厳しい状況が続い

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。

塗料事業につきましては環境配慮形の塗料を軸にした高付加価値製品の拡販を図るとともに、生産能

力の向上に努めました。しかしながら、売上高は連結子会社の道路標示工事の売上高の減少や東日本大

震災の影響から前年同四半期を下回り、さらに原材料価格の上昇もあり厳しい状況となりました。

化成品事業につきましては、海外の自動車関連用製品の需要が第２四半期連結累計期間後半に陰りは

みえましたが、売上高は前年同四半期を上回りました。しかしながら、収益面では主要原材料の購入価

格の高止まりもあり、厳しい状況となっております。

これらの結果、当第２四半期連結累計期間の業績といたしましては、売上高は7,450百万円(前年同四

半期比1.8%減)となり、営業損益は123百万円の損失（前年同四半期は54百万円の利益）、経常損益は

167百万円の損失（前年同四半期は11百万円の利益）となりました。四半期純損益につきましては、遊

休土地の売却による固定資産売却益61百万円を特別利益に計上し、保有有価証券の時価の下落による投

資有価証券評価損126百万円を特別損失に計上したため、245百万円の損失(前年同四半期は２百万円の

利益)となりました。

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は引続き堅調に推移しましたが、連結子会社の道路標示工事の売上高の減少や

東日本大震災の影響から前年実績を下回り、塗料事業の売上高は5,573百万円(前年同四半期比3.9%減)

となりました。

セグメント損益は原材料の価格が上昇した影響を受けて105百万円の損失(前年同四半期は79百万円の

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が国内外ともに売上高は前年実績を上回ったため、化成品事業の売上高は

1,877百万円(前年同四半期比5.1%増)となりました。

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たため188百万円(前年同四半期比2.5%増) と

なりました。

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
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当第２四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274百万円減少し14,223百万

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63百万円減少し13,375百万円となりました。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210百万円減少し848百万円となりました。純資産の減少

は、主に利益剰余金の減少によるものであります。

第２四半期連結累計期間における実績を勘案し、業績予想の見直しを行った結果、平成23年８月５日

に公表いたしました平成24年３月期の通期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「平成24年３月期第２四半期累計期間の業績予想との差異および通期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。

（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 642,516 647,932

受取手形及び売掛金 4,279,532 4,442,672

有価証券 5,732 5,752

商品及び製品 1,601,183 1,502,149

仕掛品 243,193 285,861

原材料及び貯蔵品 400,413 347,464

その他 157,105 136,432

貸倒引当金 △19,974 △19,615

流動資産合計 7,309,700 7,348,647

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 1,996,398

有形固定資産合計 6,082,227 5,841,489

無形固定資産 34,172 31,535

投資その他の資産

投資有価証券 983,932 917,747

その他 335,728 321,520

貸倒引当金 △248,645 △237,571

投資その他の資産合計 1,071,015 1,001,696

固定資産合計 7,187,414 6,874,720

資産合計 14,497,114 14,223,367

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 5,056,952 4,589,948

短期借入金 100,000 130,000

1年内返済予定の長期借入金 969,759 1,049,358

未払法人税等 37,527 12,405

その他 977,286 984,775

流動負債合計 7,141,524 6,766,486

固定負債

長期借入金 4,277,070 4,542,224

繰延税金負債 1,200,786 1,227,451

再評価に係る繰延税金負債 125,727 125,727

退職給付引当金 648,031 652,497

その他 45,674 61,040

固定負債合計 6,297,288 6,608,939

負債合計 13,438,812 13,375,425
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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 2,309,843 2,309,843

資本剰余金 222,500 222,500

利益剰余金 △1,596,951 △1,841,583

自己株式 △19,333 △19,514

株主資本合計 916,059 671,246

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 46,737

土地再評価差額金 172,137 172,137

為替換算調整勘定 △77,446 △75,430

その他の包括利益累計額合計 104,208 143,444

少数株主持分 38,035 33,252

純資産合計 1,058,302 847,942

負債純資産合計 14,497,114 14,223,367
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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 7,587,999 7,450,071

売上原価 6,181,422 6,238,835

売上総利益 1,406,577 1,211,236

販売費及び一般管理費 1,352,148 1,334,622

営業利益又は営業損失（△） 54,429 △123,386

営業外収益

受取利息 180 112

受取配当金 16,862 15,563

持分法による投資利益 10,688 7,294

雑収入 14,902 14,948

営業外収益合計 42,632 37,917

営業外費用

支払利息 69,063 68,520

手形売却損 6,721 6,471

雑損失 10,758 7,024

営業外費用合計 86,542 82,015

経常利益又は経常損失（△） 10,519 △167,484

特別利益

固定資産売却益 70,310 60,618

投資有価証券売却益 － 2,932

その他 － 8,526

特別利益合計 70,310 72,076

特別損失

投資有価証券評価損 10,583 125,847

固定資産除却損 21,833 5,327

災害による損失 － 4,183

会員権評価損 7,050 －

その他 956 －

特別損失合計 40,422 135,357

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純
損失（△）

40,407 △230,765

法人税、住民税及び事業税 20,255 9,381

法人税等合計 20,255 9,381

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益調
整前四半期純損失（△）

20,152 △240,146

少数株主利益 17,793 4,486

四半期純利益又は四半期純損失（△） 2,359 △244,632
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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又は少数株主損益調
整前四半期純損失（△）

20,152 △240,146

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △140,821 37,277

持分法適用会社に対する持分相当額 △7,031 2,016

その他の包括利益合計 △147,852 39,293

四半期包括利益 △127,700 △200,853

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △145,216 △205,396

少数株主に係る四半期包括利益 17,516 4,543
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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又は税金等調整前四
半期純損失（△）

40,407 △230,765

減価償却費 138,116 144,125

貸倒引当金の増減額（△は減少） 14,850 △11,433

退職給付引当金の増減額（△は減少） 20,004 4,466

受取利息及び受取配当金 △17,042 △15,675

支払利息 69,063 68,520

固定資産売却損益（△は益） △70,310 △60,618

固定資産除却損 21,833 5,327

投資有価証券評価損益（△は益） 10,583 125,847

投資有価証券売却損益（△は益） － △2,932

会員権評価損 7,050 －

持分法による投資損益（△は益） △10,688 △7,294

売上債権の増減額（△は増加） △9,424 △163,140

たな卸資産の増減額（△は増加） 70,755 109,315

仕入債務の増減額（△は減少） △153,601 △463,152

その他 62,879 26,349

小計 194,475 △471,060

利息及び配当金の受取額 32,000 25,719

利息の支払額 △70,150 △67,825

法人税等の支払額 △19,018 △38,354

営業活動によるキャッシュ・フロー 137,307 △551,520

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △240,115 △115,506

固定資産の売却による収入 71,418 290,593

その他の収入 7,016 15,461

その他の支出 △19,148 △1,126

投資活動によるキャッシュ・フロー △180,829 189,422

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） △229,980 30,000

長期借入れによる収入 1,050,000 900,000

長期借入金の返済による支出 △570,449 △555,247

その他の支出 △2,037 △7,219

財務活動によるキャッシュ・フロー 247,534 367,534

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 204,012 5,436

現金及び現金同等物の期首残高 746,739 648,248

現金及び現金同等物の四半期末残高 950,751 653,684
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該当事項はありません。

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) 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△208,082千円であります。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) 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△207,112千円であります。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。

（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 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 5,801,808 1,786,191 7,587,999 ― 7,587,999 ― 7,587,999

セグメント間の内部売
上高又は振替高

― ― ― ― ― ― ―

計 5,801,808 1,786,191 7,587,999 ― 7,587,999 ― 7,587,999

セグメント利益 78,694 183,817 262,511 ― 262,511 △208,082 54,429

(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 5,573,085 1,876,986 7,450,071 ― 7,450,071 ― 7,450,071

セグメント間の内部売
上高又は振替高

― ― ― ― ― ― ―

計 5,573,085 1,876,986 7,450,071 ― 7,450,071 ― 7,450,071

セグメント利益又は損失
（△）

△104,616 188,342 83,726 ― 83,726 △207,112 △123,386

（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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