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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 4,055 3.9 485 31.6 581 36.3 275 △8.7
23年3月期第2四半期 3,905 2.2 368 100.8 426 39.3 302 89.5

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 250,653百万円 （―％） 23年3月期第2四半期 246,149百万円 （―％）

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 27.08 ―
23年3月期第2四半期 29.66 ―

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 14,905 10,912 71.6
23年3月期 14,515 10,714 72.1
（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  10,665百万円 23年3月期  10,466百万円

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 ― 5.00 ― 5.00 10.00
24年3月期 ― 5.00
24年3月期（予想） ― 5.00 10.00

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  ：  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 7,900 1.6 700 △9.1 800 △15.2 450 △21.3 44.27



(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
半期連結財務諸表のレビュー手続は完了しておりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
本資料に掲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。上記業績予想に関する事項につきましては添付資料Ｐ．２「１．当四半期決算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」を参照してください。 

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 12,000,000 株 23年3月期 12,000,000 株
② 期末自己株式数 24年3月期2Q 1,836,464 株 23年3月期 1,835,145 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 10,164,196 株 23年3月期2Q 10,166,554 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、東日本大震災による 悪期は脱しつつあるものの、欧米の財

政不安を背景として戦後 高水準で推移する円高等の影響は大きく、景気は予断を許さない厳しい状況のまま推移

しました。 

このような環境のもと、当社グループは、顧客のニーズに応える環境対応型塗料や高機能性塗料の開発に注力

し、販路拡大に向けた積極的な営業活動を展開するとともに、生産体制の見直しなどを行うなど、より一層の経営

の効率化に取組みました。 

その結果、当第２四半期連結累計期間の売上高につきましては、 百万円（前年同四半期比3.9％増加）とな

りました。また、利益面につきましては、営業利益は 百万円（前年同四半期比31.6％増加）、経常利益は

百万円（前年同四半期比36.3％増加）となり、四半期純利益は 百万円（前年同四半期比8.7％減少）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 

売上高は40億2百万円（前年同四半期比3.9％増加）、営業利益は4億65百万円（前年同四半期比32.8％増加）

であります。 

②その他 

売上高は53百万円（前年同四半期比0.7％増加）、営業利益は19百万円（前年同四半期比8.1％増加）でありま

す。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

① 財政状態の変動状況 

当第２四半期連結会計期間末の財政状況は、前連結会計年度末と比較して、総資産は3億90百万円増加、負債は

1億93百万円の増加、純資産は1億97百万円増加しました。 

資産の増加の主なものは、現金及び預金9億37百万円、受取手形及び売掛金2億6百万円、有価証券1億円、減少

の主なものは投資有価証券6億44百万円、長期預金80百万円であります。 

負債の増加の主なものは、支払手形及び買掛金1億22百万円、未払法人税等1億5百万円であります。 

また、純資産の増加の主な要因は、利益剰余金2億25百万円となっております。 

  

②キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結累計期間末の現金及び同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ5億27百

万円増加し、 百万円（前年同四半期末12億89百万円）となりました。 

当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動による資金の増加は、 百万円（前年同四半期1億70百万円）となりました。 

その主な要因は、増加した資金では税金等調整前四半期純利益 百万円、仕入債務の増加 百万円、減

 少した資金では売上債権の増加 百万円など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） 

投資活動による資金の増加は、 百万円（前年同四半期3億63百万円減少）となりました。 

その主な要因は、増加した資金では定期預金の払戻 百万円、有価証券の売却及び償還 百万円、投資

有価証券の売却及び償還 百万円、減少した資金では定期預金の預入 円、有価証券の取得 百万円な

ど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） 

財務活動による資金の減少は、 百万円（前年同四半期1億円）となりました。 

その主な要因は、配当金の支払額 百万円、長期借入金の返済 百万円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11月9日に公表いたしました連結業績予想は、修正しておりません。上記の予想は、本資料発表現在に

おいて入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる可能

性があります。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

40億55

4億85

5億81 2億75

22億21

4億43

5億72 1億22

2億6

1億90

16億70 2億50

6億2 20億 3億50

1億6

50 26
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（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 該当事項はありません。 

   

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 該当事項はありません。 

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。  

２．サマリー情報（その他）に関する事項

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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４．四半期連結財務諸表 
（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 3,374,410 4,311,186

受取手形及び売掛金 2,383,586 2,589,554

有価証券 300,700 400,701

商品及び製品 729,884 718,584

仕掛品 79,969 74,737

原材料及び貯蔵品 195,149 203,326

繰延税金資産 86,640 100,548

その他 46,611 47,499

貸倒引当金 △39,940 △25,930

流動資産合計 7,157,009 8,420,205

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 2,423,988 2,425,198

減価償却累計額 △1,156,227 △1,194,185

建物及び構築物（純額） 1,267,761 1,231,013

機械及び装置 345,120 345,224

減価償却累計額 △292,783 △299,622

機械及び装置（純額） 52,337 45,602

工具、器具及び備品 362,355 361,857

減価償却累計額 △323,779 △328,028

工具、器具及び備品（純額） 38,576 33,829

土地 1,344,467 1,344,467

リース資産 72,359 22,777

減価償却累計額 △65,358 △18,509

リース資産（純額） 7,001 4,268

有形固定資産合計 2,710,142 2,659,179

無形固定資産   

ソフトウエア 36,196 32,225

ソフトウエア仮勘定 57,746 72,204

施設利用権 7,711 7,250

電話加入権 6,310 6,310

リース資産 194,554 171,120

無形固定資産合計 302,517 289,109

投資その他の資産   

投資有価証券 2,381,491 1,737,488

長期貸付金 3,258 222

長期預金 980,000 900,000

保険積立金 695,212 659,059

繰延税金資産 248,823 211,929

その他 39,946 31,595

貸倒引当金 △3,748 △3,328

投資その他の資産合計 4,344,982 3,536,965

固定資産合計 7,357,641 6,485,253

資産合計 14,514,650 14,905,458
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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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,594,760 1,716,449

1年内返済予定の長期借入金 52,000 52,000

リース債務 53,804 51,572

未払金 162,055 124,576

未払法人税等 151,745 257,144

未払消費税等 26,340 29,934

預り金 64,825 54,277

賞与引当金 108,391 108,611

その他 29 43,753

流動負債合計 2,213,949 2,438,316

固定負債   

長期借入金 501,000 475,000

長期預り保証金 246,992 248,420

リース債務 157,921 132,759

繰延税金負債 3,096 926

退職給付引当金 473,191 486,607

役員退職慰労引当金 67,074 75,790

修繕引当金 20,000 25,000

負ののれん 86,791 81,005

金利スワップ 30,449 30,050

固定負債合計 1,586,514 1,555,557

負債合計 3,800,463 3,993,873

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,290,400 1,290,400

資本剰余金 1,209,925 1,209,925

利益剰余金 8,646,793 8,871,631

自己株式 △708,604 △709,013

株主資本合計 10,438,515 10,662,943

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 46,054 19,917

繰延ヘッジ損益 △18,123 △17,886

その他の包括利益累計額合計 27,931 2,031

少数株主持分 247,742 246,611

純資産合計 10,714,188 10,911,585

負債純資産合計 14,514,650 14,905,458
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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 3,904,736 4,055,416

売上原価 2,583,154 2,618,435

売上総利益 1,321,582 1,436,981

販売費及び一般管理費 953,339 952,308

営業利益 368,243 484,673

営業外収益   

受取利息 3,849 4,359

有価証券利息 10,674 13,049

受取配当金 4,841 4,444

受取賃貸料 26,935 27,300

塗装情報サービス会費 12,196 10,660

生命保険満期差益 3,637 16,979

負ののれん償却額 5,786 5,786

貸倒引当金戻入額 － 14,430

その他 9,605 8,901

営業外収益合計 77,523 105,908

営業外費用   

支払利息 10,057 9,176

支払補償費 365 －

持分法による投資損失 8,334 －

その他 552 32

営業外費用合計 19,308 9,208

経常利益 426,458 581,373

特別利益   

貸倒引当金戻入額 4,158 －

株式受贈益 15,847 －

退職給付制度改定益 125,634 －

特別利益合計 145,639 －

特別損失   

役員退職慰労金 38,461 －

たな卸資産廃棄損 1,085 －

災害による損失 － 9,134

特別損失合計 39,546 9,134

税金等調整前四半期純利益 532,551 572,239

法人税、住民税及び事業税 129,406 256,998

法人税等調整額 98,587 38,689

法人税等合計 227,993 295,687

少数株主損益調整前四半期純利益 304,558 276,552

少数株主利益 3,010 1,328

四半期純利益 301,548 275,224
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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 304,558 276,552

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △41,256 △26,136

繰延ヘッジ損益 △22,911 237

為替換算調整勘定 5,757 －

その他の包括利益合計 △58,410 △25,899

四半期包括利益 246,149 250,653

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 254,961 251,858

少数株主に係る四半期包括利益 △8,812 △1,205

イサム塗料㈱(4624)平成24年3月期 第2四半期決算短信

-7-



（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 532,551 572,239

減価償却費 84,420 84,849

退職給付引当金の増減額（△は減少） △134,308 13,417

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △115,159 8,716

賞与引当金の増減額（△は減少） △32 220

修繕引当金の増減額（△は減少） 5,000 5,000

負ののれん償却額 △5,786 △5,786

貸倒引当金の増減額（△は減少） △4,158 △14,430

受取利息及び受取配当金 △19,364 △21,852

支払利息 10,057 9,176

持分法による投資損益（△は益） 8,334 －

災害損失 － 8,465

株式受贈益 △15,847 －

売上債権の増減額（△は増加） △138,164 △205,968

たな卸資産の増減額（△は増加） 109,655 5,114

仕入債務の増減額（△は減少） 46,488 121,689

未払金の増減額（△は減少） △28,134 △3,225

未収消費税等の増減額（△は増加） 4,990 －

未払消費税等の増減額（△は減少） 28,857 3,595

その他 △35,131 △3,975

小計 334,269 577,244

利息及び配当金の受取額 21,237 26,882

利息の支払額 △10,237 △9,222

法人税等の支払額 △175,168 △151,745

営業活動によるキャッシュ・フロー 170,101 443,159

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 △680,000 △2,000,000

定期預金の払戻による収入 634,006 1,670,000

有価証券の取得による支出 △200,000 △350,000

有価証券の売却及び償還による収入 － 250,000

有形固定資産の取得による支出 △19,623 △3,592

無形固定資産の取得による支出 △24,788 △16,908

投資有価証券の取得による支出 △51,127 △598

投資有価証券の売却及び償還による収入 － 601,593

保険積立金の積立による支出 △34,669 △38,913

保険積立金の払戻による収入 11,416 75,065

その他 2,006 3,404

投資活動によるキャッシュ・フロー △362,781 190,051
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（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) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の返済による支出 △26,000 △26,000

自己株式の純増減額（△は増加） △191 △410

リース債務の返済による支出 △20,810 △27,395

配当金の支払額 △50,115 △50,170

少数株主への配当金の支払額 △2,459 △2,459

財務活動によるキャッシュ・フロー △99,575 △106,434

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △292,255 526,776

現金及び現金同等物の期首残高 1,581,521 1,694,410

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,289,266 2,221,186
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当該事項はありません。 

  

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．その他は不動産賃貸業に係るものです。 

    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一致しております。  

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失また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．その他は不動産賃貸業に係るものです。 

    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一致しております。  

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失また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。  

  

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

  
  
  
  

報告セグメント
その他 
（千円） 

合 計 
（千円） 

調整額 
（千円） 

四半期連結損益
計算書計上額 
（千円） 

塗料事業 
（千円） 

売上高          

外部顧客への売上高  3,852,089  52,647  3,904,736  －  3,904,736

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  －  －  －  －

計  3,852,089  52,647  3,904,736  －  3,904,736

セグメント利益  350,293  17,950  368,243  －  368,243

  
  
  
  

報告セグメント
その他 
（千円） 

合 計 
（千円） 

調整額 
（千円） 

四半期連結損益
計算書計上額 
（千円） 

塗料事業 
（千円） 

売上高          

外部顧客への売上高  4,002,383  53,033  4,055,416  －  4,055,416

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  －  －  －  －

計  4,002,383  53,033  4,055,416  －  4,055,416

セグメント利益  465,262  19,411  484,673  －  484,673

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（７）重要な後発事象
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