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1.  平成24年3月期第3四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年12月31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3四半期 11,097 △1.7 △175 ― △250 ― △201 ―
23年3月期第3四半期 11,285 4.3 74 ― 2 ― △182 ―

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 △168百万円 （―％） 23年3月期第3四半期 △155百万円 （―％）

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3四半期 △6.51 ―
23年3月期第3四半期 △5.89 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第3四半期 14,617 881 5.8
23年3月期 14,497 1,058 7.0
（参考） 自己資本 24年3月期第3四半期 853百万円 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 △180 ― △280 ― △250 ― △8.10



(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）２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3Q 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3Q 157,106 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3Q 30,846,311 株 23年3月期3Q 30,853,429 株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、東日本大震災の影響による景気の停滞から一部

持ち直しの動きが見られましたが、欧州債務危機問題からくる世界経済の減速や長引く円高に加えタイ

の大洪水の影響等により、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。

当第３四半期累計期間の業績といたしましては、売上高は11,097百万円(前年同四半期比1.7%減)とな

り、営業損益は175百万円の損失（前年同四半期は74百万円の利益）、経常損益は250百万円の損失（前

年同四半期は２百万円の利益）となりました。四半期純損益につきましては、法人税率引下げに関する

法律が公布されたことに伴う繰延税金負債の取崩しによる法人税等調整額156百万円が計上されたため

201百万円の損失(前年同四半期は182百万円の損失)となりました。

セグメントの状況は次のとおりです。

(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、全般的には東日本大震災の影響等により前年

実績を下回り、塗料事業の売上高は8,365百万円(前年同四半期比2.5%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138百万円の損失(前年同四半期は96百万円の

利益)となりました。

(化成品事業)

自動車関連用アクリルゴムの国内売上は堅調に推移しましたが、海外売上は円高の影響から採算性の

低い輸出の一部を受注しなかったこと等により前年実績を下回り、化成品事業の売上高は2,731百万円

(前年同四半期比0.9%増)にとどまりました。

セグメント利益は第２四半期累計期間までの主要原材料の価格の上昇分の影響等により275百万円(前

年同四半期比5.4%減) となりました。

当第３四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120百万円増加し14,617百万

円となりました。資産の増加は、主に当社グループは四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理につ

いて手形交換日をもって決済処理しており、当四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったこと

により受取手形が増加したためであります。

負債については、前連結会計年度に比べ297百万円増加し13,736百万円となりました。負債の増加

は、主に借入金の増加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178百万円減少し881百万円となりました。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３四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11月４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「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。

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

（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
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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．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３四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 642,516 531,963

受取手形及び売掛金 4,279,532 4,757,769

有価証券 5,732 692

商品及び製品 1,601,183 1,636,604

仕掛品 243,193 253,286

原材料及び貯蔵品 400,413 424,522

その他 157,105 189,334

貸倒引当金 △19,974 △22,221

流動資産合計 7,309,700 7,771,949

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 2,007,450

有形固定資産合計 6,082,227 5,852,541

無形固定資産 34,172 30,217

投資その他の資産

投資有価証券 983,932 866,020

その他 335,728 336,992

貸倒引当金 △248,645 △240,871

投資その他の資産合計 1,071,015 962,141

固定資産合計 7,187,414 6,844,899

資産合計 14,497,114 14,616,848

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 5,056,952 5,172,734

短期借入金 100,000 150,000

1年内返済予定の長期借入金 969,759 1,039,156

未払法人税等 37,527 11,046

その他 977,286 1,025,189

流動負債合計 7,141,524 7,398,125

固定負債

長期借入金 4,277,070 4,420,827

繰延税金負債 1,200,786 1,061,213

再評価に係る繰延税金負債 125,727 109,290

退職給付引当金 648,031 677,134

その他 45,674 69,557

固定負債合計 6,297,288 6,338,021

負債合計 13,438,812 13,736,146
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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３四半期連結会計期間
(平成23年12月31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 △1,797,662

自己株式 △19,333 △19,772

株主資本合計 916,059 714,909

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 43,583

土地再評価差額金 172,137 188,574

為替換算調整勘定 △77,446 △94,563

その他の包括利益累計額合計 104,208 137,594

少数株主持分 38,035 28,199

純資産合計 1,058,302 880,702

負債純資産合計 14,497,114 14,616,848
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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22年４月１日
至 平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年12月31日)

売上高 11,285,113 11,096,583

売上原価 9,210,404 9,290,081

売上総利益 2,074,709 1,806,502

販売費及び一般管理費 2,001,159 1,981,711

営業利益又は営業損失（△） 73,550 △175,209

営業外収益

受取利息 242 145

受取配当金 19,157 20,343

持分法による投資利益 13,789 8,064

受取賃貸料 10,053 9,929

雑収入 12,271 8,841

営業外収益合計 55,512 47,322

営業外費用

支払利息 103,561 102,187

手形売却損 11,378 11,192

雑損失 12,019 8,764

営業外費用合計 126,958 122,143

経常利益又は経常損失（△） 2,104 △250,030

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 180,418 146,016

固定資産除却損 26,097 10,162

会員権評価損 7,050 －

その他 956 8,498

特別損失合計 214,521 164,676

税金等調整前四半期純損失（△） △142,107 △342,630

法人税、住民税及び事業税 27,739 14,815

法人税等調整額 － △156,197

法人税等合計 27,739 △141,382

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △169,846 △201,248

少数株主利益又は少数株主損失（△） 12,020 △537

四半期純損失（△） △181,866 △200,711
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四半期連結包括利益計算書
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22年４月１日
至 平成22年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △169,846 △201,248

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 26,677 34,092

持分法適用会社に対する持分相当額 △11,649 △17,117

土地再評価差額金 － 16,437

その他の包括利益合計 15,028 33,412

四半期包括利益 △154,818 △167,836

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △166,718 △167,325

少数株主に係る四半期包括利益 11,900 △511
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該当事項はありません。

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31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△313,679千円であります。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３四半期連結累計期間(自 平成23年４月１日 至 平成23年12月31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△312,649千円であります。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。

該当事項はありません。

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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 8,577,757 2,707,356 11,285,113 ― 11,285,113 ― 11,285,113

セグメント間の内部売
上高又は振替高

― ― ― ― ― ― ―

計 8,577,757 2,707,356 11,285,113 ― 11,285,113 ― 11,285,113

セグメント利益 96,289 290,940 387,229 ― 387,229 △313,679 73,550

(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 8,365,373 2,731,210 11,096,583 ― 11,096,583 ― 11,096,583

セグメント間の内部売
上高又は振替高

― ― ― ― ― ― ―

計 8,365,373 2,731,210 11,096,583 ― 11,096,583 ― 11,096,583

セグメント利益又は損失
（△）

△137,729 275,169 137,440 ― 137,440 △312,649 △175,209

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）重要な後発事象
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