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1.  平成26年3月期第2四半期の業績（平成25年4月1日～平成25年9月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 ％

26年3月期第2四半期 13,490 5.5 452 △43.2 444 △43.1 261 △43.5
25年3月期第2四半期 12,790 △3.3 796 62.4 781 66.2 463 73.7

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

26年3月期第2四半期 57.85 57.65
25年3月期第2四半期 102.64 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第2四半期 16,978 7,912 46.6
25年3月期 17,032 7,781 45.6
（参考） 自己資本   26年3月期第2四半期  7,907百万円 25年3月期  7,775百万円

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

25年3月期 ― 0.00 ― 35.00 35.00
26年3月期 ― 0.00
26年3月期（予想） ― 25.00 25.00

3. 平成26年 3月期の業績予想（平成25年 4月 1日～平成26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 27,000 5.2 1,025 △19.3 1,000 △21.0 587 △18.7 129.49



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  有  
(注) 詳細は、3ページ「四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。 

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

※  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） 26年3月期2Q 4,592,000 株 25年3月期 4,592,000 株
② 期末自己株式数 26年3月期2Q 58,726 株 25年3月期 72,781 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期2Q 4,526,703 株 25年3月期2Q 4,519,300 株

※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
四半期財務諸表の四半期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 
  業績予想につきましては、当社が現時点で入手可能な情報をもとに行った見込みであり、今後の経済情勢、事業運営における様々な状況変化によって、実
際の業績と異なる場合があります。なお、上記予想に関する事項は添付資料の3ページ「1.当四半期決算に関する定性的情報（3）業績予想などの将来予測情
報に関する説明」をご覧ください。 
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１．当四半期決算に関する定性的情報 

(1) 経営成績に関する説明 

当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、政府による経済対策や金融政策への期待感等から

円安株高が進行し、個人消費や企業業績が改善したことにより回復基調になったものの、海外経済

の下振懸念や円安による原材料価格の上昇等もあり、景気は依然として先行き不透明な状況で推移

いたしました。 

当社が主として関連する塗料業界におきましては、こうした経済環境のもと、出荷数量は僅かな

がら減少いたしました。 

このような情勢のもとで、当社における当第２四半期累計期間の製品出荷数量は、76,904トン

（前年同期比2.6％増）となりました。 

当第２四半期累計期間の業績といたしましては、売上高は新規需要の開拓等により製品及び商品

の出荷数量が増加したことや、原油・ナフサ市況が前年同期と比較して高水準で推移したため、134

億90百万円 (同5.5％増)と増収になりました。 

主な品目別の売上高は、増加したものとしては、単一溶剤類が59億90百万円 (同7.3％増)、印刷

用溶剤類が25億34百万円 (同3.1％増)、単一溶剤直送品を中心とした商品が14億41百万円 (同

21.9％増)、減少したものとしては、洗浄用シンナー類が８億86百万円 (同3.2％減)、エタノール・

その他が６億61百万円 (同1.9％減)となりました。 

一方損益面では、効率的な原材料購入を推進するとともに経費削減に注力いたしましたが、円安

等の影響により国内の原油・ナフサ市況が高止まりしたことに加えて、販売競争の激化により採算

面が悪化した結果、営業利益４億52百万円 (同43.2％減)、経常利益４億44百万円 (同43.1％減)、

四半期純利益２億61百万円 (同43.5％減)となり、いずれも減益となりました。 

 

(2) 財政状態に関する説明 

当第２四半期会計期間末の総資産は、169億78百万円(前事業年度末比54百万円減)となりました。

これは主に、現金及び預金の増加(同３億96百万円増)等があったものの、受取手形及び売掛金の減

少(同３億15百万円減)、原材料及び貯蔵品の減少(同１億51百万円減)等があったことによるもので

あります。 

負債総額は、90億66百万円(前事業年度末比１億85百万円減)となりました。これは主に、支払手

形及び買掛金の増加(同66百万円増)等があったものの、未払法人税等の減少(同87百万円減)、長期

借入金の減少(同１億22百万円減)等があったことによるものであります。 

純資産は、79億12百万円(前事業年度末比１億31百万円増)となりました。これは主に、利益剰余

金の増加(同１億３百万円増)等があったことによるものであります。 
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(3) 業績予想などの将来予測情報に関する説明 

平成26年３月期通期の業績予想につきましては、当第２四半期累計期間の業績修正を踏まえ、平

成25年５月14日に公表いたしました業績予想を変更しております。詳細は、本日公表しました「平

成26年３月期第２四半期累計期間における業績予想値との差異及び通期業績予想の修正に関するお

知らせ」をご参照ください。 

 

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項 

(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

(税金費用の計算) 

当事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前

四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。 
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３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

(単位：千円)

前事業年度 
(平成25年３月31日) 

当第２四半期会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,545,174 2,941,890

受取手形及び売掛金 8,242,384 7,926,899

商品及び製品 137,338 135,588

原材料及び貯蔵品 667,751 516,670

その他 543,137 656,366

貸倒引当金 △2,068 △1,994

流動資産合計 12,133,717 12,175,419

固定資産   

有形固定資産 3,905,491 3,762,727

無形固定資産 70,109 72,345

投資その他の資産   

その他 953,320 995,948

貸倒引当金 △29,787 △27,699

投資その他の資産合計 923,533 968,248

固定資産合計 4,899,134 4,803,321

資産合計 17,032,852 16,978,741

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 6,272,574 6,338,651

短期借入金 160,000 160,000

1年内償還予定の社債 70,000 70,000

1年内返済予定の長期借入金 249,000 244,000

未払法人税等 273,276 186,247

賞与引当金 130,320 121,820

役員賞与引当金 32,600 －

その他 346,730 399,184

流動負債合計 7,534,501 7,519,903

固定負債   

社債 420,000 385,000

長期借入金 709,250 587,250

退職給付引当金 381,970 363,692

役員退職慰労引当金 128,025 133,375

その他 77,784 76,784

固定負債合計 1,717,029 1,546,101

負債合計 9,251,530 9,066,005
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成25年３月31日) 

当第２四半期会計期間 
(平成25年９月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 729,000 729,000

資本剰余金 666,880 669,352

利益剰余金 6,419,166 6,522,852

自己株式 △51,866 △42,131

株主資本合計 7,763,180 7,879,073

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 12,026 28,170

評価・換算差額等合計 12,026 28,170

新株予約権 6,115 5,491

純資産合計 7,781,322 7,912,736

負債純資産合計 17,032,852 16,978,741
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（２）四半期損益計算書 
 第２四半期累計期間 

(単位：千円)

前第２四半期累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

売上高 12,790,535 13,490,090

売上原価 10,532,415 11,592,494

売上総利益 2,258,119 1,897,596

販売費及び一般管理費 1,461,899 1,445,439

営業利益 796,220 452,156

営業外収益   

受取利息 1,247 170

受取配当金 5,539 8,157

その他 8,426 8,389

営業外収益合計 15,213 16,717

営業外費用   

支払利息 15,128 11,076

手形売却損 10,114 9,491

社債利息 4,275 3,729

その他 116 －

営業外費用合計 29,634 24,297

経常利益 781,799 444,577

特別利益   

固定資産売却益 1,513 3,978

特別利益合計 1,513 3,978

特別損失   

固定資産除却損 965 1,233

固定資産売却損 － 7,077

特別損失合計 965 8,310

税引前四半期純利益 782,347 440,245

法人税等 318,493 178,387

四半期純利益 463,854 261,858
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(3)  四半期財務諸表に関する注記事項 

 

(継続企業の前提に関する注記) 

該当事項はありません。 

 

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記) 

該当事項はありません。 

 

(セグメント情報等) 

当社の事業は、シンナー製造事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 
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