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1.  平成25年3月期第2四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24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 ％

25年3月期第2四半期 7,497 △9.7 422 △21.8 381 △20.8 259 22.2
24年3月期第2四半期 8,300 2.3 539 43.6 481 52.5 212 41.9

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 191百万円 （△47.3％） 24年3月期第2四半期 363百万円 （123.5％）

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2四半期 5.69 ―
24年3月期第2四半期 4.65 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第2四半期 18,693 10,991 58.8
24年3月期 19,100 11,089 58.1
（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  10,991百万円 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、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 14,400 △5.1 580 △29.9 490 △30.6 350 △46.3 7.70



(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．３「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。 

※  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2Q 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2Q 756,912 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2Q 45,680,762 株 24年3月期2Q 45,763,102 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、欧州債務問題や新興国経済の成長鈍化によ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、本格的な回復には至っておりません。  

 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用品事業において復興需要の反動や天候不順等により遮熱関連

商品や園芸用品の売上が減少したことから、当第２四半期連結累計期間の売上高は、74億９千７百万円（前年同期

比9.7％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４億２千２百万円（前年同期比21.8％減）、経常利益は３億８千１百万円（前年同期比20.8％減）

となりました。四半期純利益は、前年同期に比べ特別損失が減少したことにより、２億５千９百万円（前年同期比

22.2％増）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、水性多用途塗料や遮熱塗料等、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２四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、46億３千万円（前年同期比4.2％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、東日本大震災直後にあった需要の反動に加え、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補修材等の防災関連商品及び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、27億６千８百万円（前年同期比17.8％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９千７百万円（前年同期比2.0％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２四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４億７百万円減少し、186億９千３百万円

となりました。負債は、前連結会計年度末に比べて３億９百万円減少し、77億１百万円となりました。純資産は、

前連結会計年度末に比べて９千８百万円減少し、109億９千１百万円となり、自己資本比率は58.8％（前連結会計

年度末は58.1％）となりました。   

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は51億３千９百万円となり、前連結会計年度末

と比較して１億３千４百万円の増加となりました。 

 当第２四半期連結累計期間における「営業活動によるキャッシュ・フロー」は４億１千５百万円の収入（前年同

期比40.7％増）となりました。これは主に、売上債権の増加額４億３千４百万円等の減少要因に対して、税金等調

整前四半期純利益３億１千１百万円、減価償却費９千５百万円及びたな卸資産の減少額４億７千５百万円等の増加

要因があったことによるものです。 

 「投資活動によるキャッシュ・フロー」は７千４百万円の収入（前年同期比114.2％増）となりました。これは

主に、有価証券の取得による支出１億１百万円及び有形固定資産の取得による支出１千７百万円等の減少要因に対

して、有価証券の償還による収入２億円等の増加要因があったことによるものです。 

 「財務活動によるキャッシュ・フロー」は３億４千４百万円の支出（前年同期比33.9％減）となりました。これ

は主に、短期借入金の純減少額４千８百万円、自己株式の取得による支出３千８百万円及び配当金の支払２億５千

万円等によるものです。  

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 通期の連結業績予想については、平成24年10月31日に公表いたしました数値から変更しておりません。   

    

１．当四半期決算に関する定性的情報



（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）   

 当社及び連結子会社は、法人税法の改正に伴い、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は軽微であります。   

   

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２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,004,958 5,139,614

受取手形及び売掛金 3,383,414 3,818,046

有価証券 402,681 200,695

商品及び製品 2,629,253 2,170,513

仕掛品 28,917 26,482

原材料及び貯蔵品 245,290 231,026

その他 413,080 349,177

貸倒引当金 △35,723 △35,994

流動資産合計 12,071,872 11,899,561

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 1,467,284

有形固定資産合計 5,125,598 5,051,348

無形固定資産 244,679 238,151

投資その他の資産 1,658,491 1,504,451

固定資産合計 7,028,769 6,793,951

資産合計 19,100,641 18,693,513

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,169,001 1,139,507

短期借入金 2,080,000 2,031,500

1年内償還予定の社債 1,000,000 1,000,000

未払法人税等 46,584 31,434

引当金 112,605 117,421

その他 727,955 570,921

流動負債合計 5,136,146 4,890,785

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 719,079 728,198

役員退職慰労引当金 168,815 145,643

資産除去債務 65,942 65,958

その他 520,747 471,073

固定負債合計 2,874,584 2,810,873

負債合計 8,010,730 7,701,659



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９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 1,094,271

自己株式 △71,190 △109,254

株主資本合計 11,050,428 11,020,553

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 △28,700

その他の包括利益累計額合計 39,482 △28,700

純資産合計 11,089,911 10,991,853

負債純資産合計 19,100,641 18,693,513



（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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 8,300,216 7,497,253

売上原価 5,428,524 4,849,171

売上総利益 2,871,691 2,648,082

販売費及び一般管理費 2,331,936 2,225,776

営業利益 539,755 422,305

営業外収益   

受取利息 27,265 24,953

受取配当金 8,956 11,442

受取地代家賃 115,547 90,470

その他 6,039 24,755

営業外収益合計 157,809 151,621

営業外費用   

支払利息 31,284 25,587

支払地代家賃及び減価償却費 139,909 120,800

その他 45,283 46,534

営業外費用合計 216,477 192,922

経常利益 481,086 381,004

特別利益   

資産除去債務履行差額 14,811 －

特別利益合計 14,811 －

特別損失   

固定資産売却損 81,610 －

減損損失 3,996 －

投資有価証券評価損 78,475 69,764

退職給付制度改定損 92,017 －

特別損失合計 256,099 69,764

税金等調整前四半期純利益 239,798 311,240

法人税、住民税及び事業税 18,917 17,648

法人税等調整額 8,255 33,738

法人税等合計 27,173 51,386

少数株主損益調整前四半期純利益 212,624 259,853

四半期純利益 212,624 259,853



（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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 212,624 259,853

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 151,234 △68,183

その他の包括利益合計 151,234 △68,183

四半期包括利益 363,859 191,670

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 363,859 191,670



（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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24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 239,798 311,240

減価償却費 122,275 95,945

貸倒引当金の増減額（△は減少） △12,752 287

退職給付引当金の増減額（△は減少） △159,656 9,119

固定資産処分損益（△は益） 81,774 △231

資産除去債務履行差額 △14,811 －

投資有価証券評価損益（△は益） 78,475 69,764

受取利息及び受取配当金 △36,222 △36,396

支払利息 31,284 25,587

売上債権の増減額（△は増加） △648,116 △434,726

たな卸資産の増減額（△は増加） 483,625 475,438

仕入債務の増減額（△は減少） △118,627 △29,494

未払消費税等の増減額（△は減少） 52,473 4,221

その他 224,032 △55,891

小計 323,553 434,866

利息及び配当金の受取額 39,582 40,777

利息の支払額 △31,138 △26,280

法人税等の支払額 △36,493 △33,707

営業活動によるキャッシュ・フロー 295,505 415,655

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の取得による支出 － △101,058

有価証券の償還による収入 100,000 200,000

有形固定資産の取得による支出 △35,657 △17,963

有形固定資産の売却による収入 20,028 2,784

投資有価証券の取得による支出 △105,258 △3,547

投資有価証券の売却による収入 430 －

貸付金の回収による収入 1,194 1,288

その他 54,030 △7,045

投資活動によるキャッシュ・フロー 34,769 74,458

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） △270,000 △48,500

社債の発行による収入 － 492,608

社債の償還による支出 － △500,000

自己株式の取得による支出 △676 △38,063

配当金の支払額 △250,791 △250,848

財務活動によるキャッシュ・フロー △521,468 △344,804

現金及び現金同等物に係る換算差額 △11,349 △10,653

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △202,543 134,656

現金及び現金同等物の期首残高 5,566,131 5,004,958

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,363,588 5,139,614



 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）「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） 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）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  4,833,852  3,366,847  8,200,699  99,516  8,300,216

セグメント間の内部売上高又は

振替高 
 13,545  －  13,545  －  13,545

計  4,847,398  3,366,847  8,214,245  99,516  8,313,762

セグメント利益  329,054  197,635  526,690  14,720  541,411

  （単位：千円）

利益 金額 

報告セグメント計  526,690

「その他」の区分の利益  14,720

セグメント間取引消去  △1,656

四半期連結損益計算書の営業利益  539,755



Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自平成24年４月１日 至平成24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）「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  4,630,911  2,768,788  7,399,700  97,553  7,497,253

セグメント間の内部売上高又は

振替高 
 10,468  －  10,468  －  10,468

計  4,641,379  2,768,788  7,410,168  97,553  7,507,722

セグメント利益  252,817  152,100  404,918  18,779  423,697

  （単位：千円）

利益 金額 

報告セグメント計  404,918

「その他」の区分の利益  18,779

セグメント間取引消去  △1,392

四半期連結損益計算書の営業利益  422,305
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