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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 3,783 4.7 39 ― 19 ― △48 ―
24年3月期第1四半期 3,612 △3.6 △114 ― △127 ― △85 ―

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 △52百万円 （―％） 24年3月期第1四半期 △110百万円 （―％）

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 △1.55 ―
24年3月期第1四半期 △2.76 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

25年3月期第1四半期 14,784 886 5.8 27.98
24年3月期 14,993 938 6.1 29.68
（参考） 自己資本 25年3月期第1四半期 863百万円 24年3月期 916百万円

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 ― 0.00 ― 0.00 0.00
25年3月期 ―
25年3月期（予想） 0.00 ― 0.00 0.00

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 ： 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

第2四半期(累計) 7,700 3.4 80 ― 30 ― 10 ― 0.32
通期 15,500 3.9 160 ― 60 ― 30 ― 0.97



(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いません。

※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、当社と
してその実現を約束する趣旨のものではありません。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仮定等について
は、添付資料P.３「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」をご覧下さい。

※  注記事項

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 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） 25年3月期1Q 31,000,000 株 24年3月期 31,000,000 株
② 期末自己株式数 25年3月期1Q 159,971 株 24年3月期 158,771 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 30,840,479 株 24年3月期1Q 30,847,769 株
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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などにより緩やかに

回復してきておりますが、欧州債務危機問題は依然として本質的に解決されておらず、また中国及び米

国経済の減速感が強まるなど、先行き予断を許さない状況となっております。

このような状況の下、当社グループは、新製品の開発に注力して、引き続き環境配慮型塗料（粉体塗

料・水系塗料・弱溶剤系塗料等）を軸とした高付加価値製品の拡販を行うとともに、原材料の見直しと

設計・生産から物流までを含めたトータルコストダウンに取り組むことにより売上原価の低減に努めま

した。その結果、当第１四半期連結累計期間の業績といたしましては、売上高は3,783百万円と前年同

期に比べ171百万円(4.7%)の増加となり、営業利益は39百万円（前年同期は114百万円の損失）、経常利

益は19百万円（前年同期は127百万円の損失）となりました。特別損失に保有有価証券の時価の下落に

よる投資有価証券評価損54百万円を計上したため、四半期純損失は48百万円(対前年同期比37百万円の

損失減)となりました。

セグメント別の概況は次の通りでございます。

①塗料事業

工業用塗料分野では、環境配慮型の粉体塗料及び電子部品向け等のコンフォーマルコーティング材に

注力しており、売上高は好調に伸長いたしました。

汎用塗料分野では、屋根用、建設機械用等を主に順調に売上を伸ばしました。

防食塗料分野では、新橋物件の獲得により、また、道路用塗料分野では、一部地域での工事発注遅れ

により苦戦しましたが全般的には新規ユーザーの獲得により、前年同期以上の売上を確保しました。

これらの結果、塗料事業の売上高は2,809百万円と前年同期に比べ148百万円(5.5%)の増加となり、セ

グメント利益は３百万円(前年同期は75百万円の損失)となりました。

②化成品事業

耐熱性・耐油性に優れた自動車関連用アクリルゴムにつきましては、高耐熱高機能化に対応したこと

から、国内売上を大きく伸ばしました。一方、海外売上は、欧州の景気後退の影響等により、アジア地

区での自動車関連の受注が減少したことから、前年同期には及びませんでした。

これらの結果、化成品事業の売上高は975百万円と前年同期に比べ24百万円(2.5%)の増加となり、セ

グメント利益は、139百万円と前年同期に比べ73百万円(109.9%)の増加となりました。

当第１四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210百万円減少し14,784百万

円となりました。資産の減少は、主に売上債権の減少及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158百万円減少し13,897百万円となりました。負債の減少

は、主に仕入債務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52百万円減少し886百万円となりました。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。

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
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第２四半期累計期間ならびに通期の業績予想につきましては、現時点では平成24年５月11日に公表し

ました業績予想に変更はありません。

該当事項はありません。

該当事項はありません。

該当事項はありません。

（３）連結業績予想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

（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 490,819 593,370

受取手形及び売掛金 5,037,268 4,870,478

有価証券 692 －

商品及び製品 1,714,298 1,613,352

仕掛品 255,404 260,396

原材料及び貯蔵品 382,993 401,186

その他 161,125 189,854

貸倒引当金 △14,876 △14,768

流動資産合計 8,027,723 7,913,868

固定資産

有形固定資産

土地 3,845,091 3,845,091

その他（純額） 2,044,393 2,026,572

有形固定資産合計 5,889,484 5,871,663

無形固定資産 28,898 27,580

投資その他の資産

投資有価証券 952,970 878,826

その他 112,420 112,830

貸倒引当金 △18,067 △20,984

投資その他の資産合計 1,047,323 970,672

固定資産合計 6,965,705 6,869,915

資産合計 14,993,428 14,783,783

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 5,274,690 5,028,730

短期借入金 150,000 150,000

1年内返済予定の長期借入金 1,086,627 1,132,448

未払法人税等 17,653 4,315

その他 1,071,413 1,049,660

流動負債合計 7,600,383 7,365,153

固定負債

長期借入金 4,500,710 4,558,057

繰延税金負債 1,061,745 1,054,581

再評価に係る繰延税金負債 109,290 109,290

退職給付引当金 693,237 713,309

その他 89,936 96,897

固定負債合計 6,454,918 6,532,134

負債合計 14,055,301 13,897,287
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(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 2,309,843 2,309,843

資本剰余金 222,500 222,500

利益剰余金 △1,740,832 △1,788,640

自己株式 △19,937 △20,038

株主資本合計 771,574 723,665

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 46,630 28,004

土地再評価差額金 188,574 188,574

為替換算調整勘定 △91,265 △77,316

その他の包括利益累計額合計 143,939 139,262

少数株主持分 22,614 23,569

純資産合計 938,127 886,496

負債純資産合計 14,993,428 14,783,783
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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 3,611,880 3,783,157

売上原価 3,050,345 3,056,770

売上総利益 561,535 726,387

販売費及び一般管理費 675,348 686,936

営業利益又は営業損失（△） △113,813 39,451

営業外収益

受取利息 20 17

受取配当金 15,385 11,489

持分法による投資利益 3,705 1,516

雑収入 8,244 5,664

営業外収益合計 27,354 18,686

営業外費用

支払利息 33,162 33,674

手形売却損 3,398 4,594

雑損失 4,316 1,191

営業外費用合計 40,876 39,459

経常利益又は経常損失（△） △127,335 18,678

特別利益

固定資産売却益 60,618 －

投資有価証券売却益 2,932 －

特別利益合計 63,550 －

特別損失

投資有価証券評価損 779 54,288

固定資産除却損 4,417 1,975

災害による損失 4,183 －

特別損失合計 9,379 56,263

税金等調整前四半期純損失（△） △73,164 △37,585

法人税、住民税及び事業税 4,555 9,213

法人税等合計 4,555 9,213

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △77,719 △46,798

少数株主利益 7,355 1,010

四半期純損失（△） △85,074 △47,808
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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損失（△） △77,719 △46,798

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △34,810 △18,680

持分法適用会社に対する持分相当額 2,675 13,949

その他の包括利益合計 △32,135 △4,731

四半期包括利益 △109,854 △51,529

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △117,187 △52,485

少数株主に係る四半期包括利益 7,333 956
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該当事項はありません。

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) 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△105,060千円であります。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 セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業損失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) 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△103,014千円であります。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 2,660,981 950,899 3,611,880 ― 3,611,880 ― 3,611,880

セグメント間の内部売
上高又は振替高

― ― ― ― ― ― ―

計 2,660,981 950,899 3,611,880 ― 3,611,880 ― 3,611,880

セグメント利益又は損失
（△）

△74,985 66,232 △8,753 ― △8,753 △105,060 △113,813

(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 2,808,563 974,594 3,783,157 ― 3,783,157 ― 3,783,157

セグメント間の内部売
上高又は振替高

― ― ― ― ― ― ―

計 2,808,563 974,594 3,783,157 ― 3,783,157 ― 3,783,157

セグメント利益 3,423 139,042 142,465 ― 142,465 △103,014 39,451

（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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