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1.  平成25年3月期第1四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年6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 ％

25年3月期第1四半期 4,013 △8.6 217 △31.8 209 △28.9 72 △44.7
24年3月期第1四半期 4,389 4.2 319 127.1 294 168.3 131 ―

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 36百万円 （△78.2％） 24年3月期第1四半期 169百万円 （―％）

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

25年3月期第1四半期 1.59 ―
24年3月期第1四半期 2.87 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第1四半期 18,842 10,874 57.7
24年3月期 19,100 11,089 58.1
（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  10,874百万円 24年3月期  11,089百万円

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

24年3月期 ― ― ― 5.50 5.50
25年3月期 ―
25年3月期（予想） ― ― 5.50 5.50

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  有  
 連結業績予想の修正については、本日（平成24年７月31日）公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

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

第2四半期(累計) 7,800 △6.0 350 △35.2 310 △35.6 170 △20.0 3.72
通期 14,800 △2.5 650 △21.5 520 △26.3 360 △44.7 7.87



(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 

（注）「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第10条の５に該当するものであります。詳細は、添付資料Ｐ．２「２．サマリー情報（注
記事項）に関する事項（１）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

(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に対するレビュー手続が実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
 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、その
達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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、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」をご覧く
ださい。 

※  注記事項

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  有
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  有
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期1Q 46,230,000 株 24年3月期 46,230,000 株
② 期末自己株式数 25年3月期1Q 474,139 株 24年3月期 472,809 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 45,756,456 株 24年3月期1Q 45,764,363 株



   

   

○添付資料の目次

１．当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………………………………………  2

（１）連結経営成績に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  2

（２）連結財政状態に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  2

（３）連結業績予想に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  2

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 ……………………………………………………………………………  2

（１）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 ………………………………………………………  2

３．四半期連結財務諸表 ……………………………………………………………………………………………………  3

（１）四半期連結貸借対照表 ……………………………………………………………………………………………  3

（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 ………………………………………………………  5

四半期連結損益計算書    

第１四半期連結累計期間 ………………………………………………………………………………………  5

四半期連結包括利益計算書    

第１四半期連結累計期間 ………………………………………………………………………………………  6

（３）継続企業の前提に関する注記 ……………………………………………………………………………………  7

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ……………………………………………………………  7

（５）セグメント情報等 …………………………………………………………………………………………………  7



（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災からの復興需要等により企業収益と個人消費に

一部回復の動きが見られましたが、欧州債務問題をはじめとする世界経済の停滞と長期化する円高等により、依然

として先行き不透明な状況で推移いたしました。個人消費につきましても、厳しい雇用環境や将来の生活への不安

感等を背景とした節約志向が根強く、本格的な回復に至っておりません。 

 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、各種メディアを利用しての販売促進

等、積極的な営業活動を展開いたしました。しかしながら、消費が全般的な力強さを欠いていることに加え、塗料

事業において塗装工事の売上が減少し、またＤＩＹ用品事業において天候不順により遮熱関連商品や園芸用品の売

上が減少したことから、当第１四半期連結累計期間の売上高は、40億１千３百万円（前年同期比8.6％減）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が、売上の減少及び原材料の値上がりによ

り、営業利益は２億１千７百万円（前年同期比31.8％減）、経常利益は２億９百万円（前年同期比28.9％減）、四

半期純利益は７千２百万円（前年同期比44.7％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。 

＜塗料事業＞ 

 当事業は、遮熱塗料や水性多用途塗料等、当社の主力商品である家庭用塗料の製造及び販売等を行っておりま 

す。 

 当第１四半期連結累計期間におきましても、店頭での販売促進、店内シェアの拡大、新規顧客の獲得等積極的な

営業活動を展開いたしました。その結果、当社の主力商品である家庭用塗料の売上は堅調に推移いたしましたが、

塗装工事の売上が減少したため、当事業全体の売上高は、24億９千６百万円（前年同期比3.4％減）となりまし

た。 

＜ＤＩＹ用品事業＞ 

 当事業は、プラスチック障子紙や遮熱シート等のインテリア用品、住宅用補修材やワックス等のハウスケア用品

及び園芸用品等の製造及び販売を行っております。 

 当事業におきましても、消費者ニーズに応えた新製品の投入や積極的な販売促進活動とともに、新規顧客への提

案営業等に注力いたしました。しかしながら、４月、６月の低温や豪雨等の天候不順により、遮熱シート等の遮熱

関連商品や園芸用品の売上が減少したことから、当事業全体の売上高は、14億６千８百万円（前年同期比16.3％

減）となりました。 

＜その他＞ 

 当事業は、物流サービス業及び賃貸業等であり、売上高は４千８百万円（前年同期比3.4％減）となりました。  

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四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２億５千８百万円減少し、188億４千２百

万円となりました。負債は、前連結会計年度末に比べて４千３百万円減少し、79億６千７百万円となりました。純

資産は、前連結会計年度末に比べて２億１千５百万円減少し、108億７千４百万円となり、自己資本比率は57.7％

（前連結会計年度末は58.1％）となりました。 

    

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 連結業績予想につきましては、需要期である第１四半期連結累計期間の売上が当初予想を下回る水準で推移し、

今後、当初予想の水準までの売上の回復が見込まれない見通しであることから、第２四半期連結累計期間及び通期

の業績予想を修正いたしました。 

 詳細につきましては、本日（平成24年７月31日）公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参

照ください。   

   

（１）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

会計方針の変更 

（減価償却方法の変更） 

 当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後

に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

 この変更による損益に与える影響額は軽微であります。 

    

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（注記事項）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24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,004,958 4,818,794

受取手形及び売掛金 3,383,414 4,049,168

有価証券 402,681 301,405

商品及び製品 2,629,253 2,231,870

仕掛品 28,917 30,833

原材料及び貯蔵品 245,290 260,567

その他 413,080 323,096

貸倒引当金 △35,723 △41,110

流動資産合計 12,071,872 11,974,624

固定資産   

有形固定資産   

土地 3,584,299 3,584,064

その他（純額） 1,541,299 1,503,717

有形固定資産合計 5,125,598 5,087,781

無形固定資産 244,679 241,374

投資その他の資産 1,658,491 1,538,455

固定資産合計 7,028,769 6,867,612

資産合計 19,100,641 18,842,236

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,169,001 1,329,609

短期借入金 2,080,000 2,070,000

1年内償還予定の社債 1,000,000 1,000,000

未払法人税等 46,584 12,466

引当金 112,605 65,873

その他 727,955 642,744

流動負債合計 5,136,146 5,120,692

固定負債   

社債 1,000,000 1,000,000

長期借入金 400,000 400,000

退職給付引当金 719,079 723,233

役員退職慰労引当金 168,815 169,350

資産除去債務 65,942 65,950

その他 520,747 488,099

固定負債合計 2,874,584 2,846,634

負債合計 8,010,730 7,967,327



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６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 4,166,518 4,166,518

利益剰余金 1,086,082 907,104

自己株式 △71,190 △71,368

株主資本合計 11,050,428 10,871,272

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 39,482 3,636

その他の包括利益累計額合計 39,482 3,636

純資産合計 11,089,911 10,874,909

負債純資産合計 19,100,641 18,842,236



（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１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 4,389,536 4,013,347

売上原価 2,849,431 2,620,350

売上総利益 1,540,105 1,392,997

販売費及び一般管理費 1,220,371 1,175,094

営業利益 319,733 217,903

営業外収益   

受取利息 13,912 12,566

受取配当金 8,145 10,656

受取地代家賃 68,296 45,418

その他 4,379 22,300

営業外収益合計 94,733 90,941

営業外費用   

支払利息 15,984 13,036

支払地代家賃及び減価償却費 77,726 60,401

その他 26,354 26,029

営業外費用合計 120,065 99,467

経常利益 294,401 209,377

特別損失   

減損損失 3,996 －

投資有価証券評価損 34,553 72,356

退職給付制度改定損 92,514 －

特別損失合計 131,063 72,356

税金等調整前四半期純利益 163,337 137,021

法人税、住民税及び事業税 7,475 6,505

法人税等調整額 24,524 57,828

法人税等合計 31,999 64,334

少数株主損益調整前四半期純利益 131,338 72,687

四半期純利益 131,338 72,687



（四半期連結包括利益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 131,338 72,687

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 38,024 △35,846

その他の包括利益合計 38,024 △35,846

四半期包括利益 169,362 36,840

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 169,362 36,840



 該当事項はありません。   

    

 該当事項はありません。   

    

（セグメント情報）  

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自平成23年４月１日 至平成23年６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）  

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（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  2,585,385  1,753,922  4,339,307  50,228  4,389,536

セグメント間の内部売上高又は

振替高 
 2,253  －  2,253  －  2,253

計  2,587,639  1,753,922  4,341,561  50,228  4,391,790

セグメント利益  199,407  117,768  317,176  2,655  319,831

  （単位：千円）

利益 金額 

報告セグメント計  317,176

「その他」の区分の利益  2,655

セグメント間取引消去  △98

四半期連結損益計算書の営業利益  319,733



Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自平成24年４月１日 至平成24年６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）  

    

  （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  2,496,207  1,468,610  3,964,818  48,529  4,013,347

セグメント間の内部売上高又は

振替高 
 3,018  －  3,018  －  3,018

計  2,499,225  1,468,610  3,967,836  48,529  4,016,366

セグメント利益  126,326  82,716  209,043  9,097  218,140

  （単位：千円）

利益 金額 

報告セグメント計  209,043

「その他」の区分の利益  9,097

セグメント間取引消去  △237

四半期連結損益計算書の営業利益  217,903
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