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（１）経営成績に関する説明 

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府による経済・金融政策などにより、円安や株高が継続

し、一部では企業業績の向上や消費動向の改善など、景気回復の兆しが見られました。しかし、不安定な海外の経

済情勢などの影響も受け、本格的な安定成長を実感するまでには至っておらず、引き続き不透明な状況のまま推移

しました。 

このような環境のもと、当社グループは環境対応型塗料や高機能性塗料の充実をはかり、自動車補修用塗料の販

路拡大に向けた積極的な営業活動を展開するとともに、さらなる生産性の効率化により業績の向上に努めました。

しかしながら、厳しい市場環境により、当第２四半期連結累計期間の売上高につきましては、41億51百万円（前

年同四半期比0.6％減少）となりました。また、利益面につきましては、営業利益は4億18百万円（前年同四半期比

21.9％減少）、経常利益は4億93百万円（前年同四半期比17.9％減少）となり、四半期純利益は4億28百万円（前年

同四半期比20.2％増加）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。 

 ①塗料事業 

売上高は41億1百万円（前年同四半期比0.7％減少）、営業利益は4億円（前年同四半期比23.2％減少）であり

ます。 

 ②その他 

売上高は50百万円（前年同四半期比1.0％増加）、営業利益は18百万円（前年同四半期比21.1％増加）であり

ます。 

     

（２）財政状態に関する説明 

①財政状態の変動状況 

当第２四半期連結会計期間末の財政状況は、前連結会計年度末と比較して、資産は2億76百万円増加、負債は1億

67百万円の減少、純資産は4億43百万円増加しました。 

資産の増加の主なものは、長期預金7億70百万円、現金及び預金2億14百万円、建設仮勘定1億2百万円、減少の主

なものは有価証券4億10百万円、投資有価証券1億50百万円であります。 

負債の減少の主なものは支払手形及び買掛金71百万円であります。 

また、純資産の増加の主な要因は、利益剰余金3億76百万円となっております。 

   

 ②キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ17億

14百万円増加し、35億87百万円(前年同四半期末19億8百万円）となりました。  

 当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動による資金の増加は、4億54百万円（前年同四半期1億52百万円）となりました。 

その主な要因は、増加した資金では税金等調整前四半期純利益6億6百万円、たな卸資産の減少1億12百万円、減

少した資金では負ののれん発生益1億12百万円、仕入債務の減少92百万円などによるものであります。  

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動による資金の増加は、13億65百万円（前年同四半期72百万円減少）となりました。 

その主な要因は、増加した資金では定期預金の払戻16億円、有価証券の売却及び償還12億10百万円、減少した資

金では定期預金の預入8億70百万円、有価証券の取得8億円などによるものであります。  

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動による資金の減少は、1億6百万円（前年同四半期1億5百万円）となりました。 

  その主な要因は、配当金の支払額 百万円、長期借入金の返済 百万円などによるものであります。 

   

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 平成25年5月9日に公表いたしました連結業績予想は、修正しておりません。上記の予想は、本資料発表現在にお

いて入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる可能性

があります。 

   

   

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 該当事項はありません。 

   

   

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 該当事項はありません。 

   

   

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 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（注記事項）に関する事項

３．継続企業の前提に関する重要事象等
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４．四半期連結財務諸表
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,283,078 4,496,802

受取手形及び売掛金 2,587,395 2,569,839

有価証券 1,810,702 1,400,702

商品及び製品 874,710 835,097

仕掛品 108,220 90,874

原材料及び貯蔵品 194,138 182,903

繰延税金資産 91,294 87,374

その他 101,547 50,724

貸倒引当金 △18,874 △18,123

流動資産合計 10,032,210 9,696,192

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 2,410,410 2,406,759

減価償却累計額 △1,267,184 △1,292,830

建物及び構築物（純額） 1,143,226 1,113,929

機械及び装置 359,090 354,060

減価償却累計額 △301,847 △305,259

機械及び装置（純額） 57,243 48,801

工具、器具及び備品 349,683 353,949

減価償却累計額 △323,933 △331,192

工具、器具及び備品（純額） 25,750 22,757

土地 1,344,467 1,344,467

リース資産 13,462 5,962

減価償却累計額 △12,837 △5,962

リース資産（純額） 625 －

建設仮勘定 － 101,919

有形固定資産合計 2,571,311 2,631,873

無形固定資産   

ソフトウエア 82,670 69,032

施設利用権 5,869 5,409

電話加入権 6,310 6,555

リース資産 101,783 78,671

無形固定資産合計 196,632 159,667

投資その他の資産   

投資有価証券 1,612,126 1,462,347

長期預金 200,000 970,000

保険積立金 754,961 757,349

繰延税金資産 150,530 121,364

その他 48,791 43,852

貸倒引当金 △3,389 △3,389

投資その他の資産合計 2,763,019 3,351,523

固定資産合計 5,530,962 6,143,063

資産合計 15,563,172 15,839,255
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,696,120 1,624,890

1年内返済予定の長期借入金 52,000 52,000

リース債務 49,260 46,083

未払金 209,259 196,998

未払法人税等 182,415 167,713

未払消費税等 22,233 24,940

前受金 4,921 5,317

預り金 67,291 53,428

賞与引当金 108,880 107,960

その他 40,850 41,522

流動負債合計 2,433,229 2,320,851

固定負債   

長期借入金 397,000 371,000

長期預り保証金 251,190 250,975

リース債務 58,409 36,628

繰延税金負債 － 10,871

退職給付引当金 499,288 486,629

役員退職慰労引当金 106,545 107,953

修繕引当金 37,500 41,250

負ののれん 63,647 57,861

金利スワップ 21,179 16,760

固定負債合計 1,434,758 1,379,927

負債合計 3,867,987 3,700,778

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,290,400 1,290,400

資本剰余金 1,209,925 1,209,925

利益剰余金 9,645,768 10,022,005

自己株式 △848,201 △848,601

株主資本合計 11,297,892 11,673,729

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 96,197 159,522

繰延ヘッジ損益 △13,328 △10,547

その他の包括利益累計額合計 82,869 148,975

少数株主持分 314,424 315,773

純資産合計 11,695,185 12,138,477

負債純資産合計 15,563,172 15,839,255
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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24年４月１日 

 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 

 至 平成25年９月30日) 

売上高 4,177,649 4,150,705

売上原価 2,648,832 2,713,273

売上総利益 1,528,817 1,437,432

販売費及び一般管理費 993,145 1,019,319

営業利益 535,672 418,113

営業外収益   

受取利息 2,918 2,630

有価証券利息 3,538 10,498

受取配当金 4,130 4,805

受取賃貸料 28,306 26,730

塗装情報サービス会費 10,537 13,070

生命保険満期差益 － 13,822

負ののれん償却額 5,786 5,786

貸倒引当金戻入額 5,165 1,450

その他 14,120 6,211

営業外収益合計 74,500 85,002

営業外費用   

支払利息 8,240 7,543

支払補償費 － 1,039

その他 1,184 1,446

営業外費用合計 9,424 10,028

経常利益 600,748 493,087

特別利益   

固定資産売却益 － 1,746

負ののれん発生益 － 111,774

退職給付引当金戻入額 － 4,475

特別利益合計 － 117,995

特別損失   

会員権評価損 － 2,300

固定資産除却損 961 2,486

特別損失合計 961 4,786

税金等調整前四半期純利益 599,787 606,296

法人税、住民税及び事業税 237,623 167,038

法人税等調整額 2,312 6,981

法人税等合計 239,935 174,019

少数株主損益調整前四半期純利益 359,852 432,277

少数株主利益 3,302 3,808

四半期純利益 356,550 428,469
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（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24年４月１日 

 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 

 至 平成25年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 359,852 432,277

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △30,235 63,325

繰延ヘッジ損益 1,283 2,781

その他の包括利益合計 △28,952 66,106

四半期包括利益 330,900 498,383

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 326,980 493,156

少数株主に係る四半期包括利益 3,920 5,227
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（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24年４月１日 

 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 

 至 平成25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 599,787 606,296

減価償却費 89,345 82,209

退職給付引当金の増減額（△は減少） △8,213 △27,469

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 11,173 △10,804

賞与引当金の増減額（△は減少） 3 △1,569

修繕引当金の増減額（△は減少） 5,000 3,750

貸倒引当金の増減額（△は減少） △5,165 △1,451

負ののれん償却額 △5,786 △5,786

負ののれん発生益 － △111,774

受取利息及び受取配当金 △10,586 △17,933

支払利息 8,240 7,543

固定資産売却損益（△は益） － △1,746

固定資産除却損 961 2,347

会員権評価損 － 2,300

売上債権の増減額（△は増加） △229,749 81,517

たな卸資産の増減額（△は増加） 5,723 111,515

仕入債務の増減額（△は減少） 81,790 △92,130

未払金の増減額（△は減少） △54,972 △15,613

未払消費税等の増減額（△は減少） 16,822 1,848

その他 △61,226 38,041

小計 443,147 651,091

利息及び配当金の受取額 13,692 23,932

利息の支払額 △8,291 △7,587

法人税等の支払額 △296,803 △213,065

営業活動によるキャッシュ・フロー 151,745 454,371

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △900,000 △870,000

定期預金の払戻による収入 1,680,000 1,600,000

有価証券の取得による支出 △860,000 △800,000

有価証券の売却及び償還による収入 50,000 1,210,000

有形固定資産の取得による支出 △29,814 △106,086

有形固定資産の売却による収入 － 1,920

無形固定資産の取得による支出 △5,274 －

投資有価証券の取得による支出 △604 △50,250

投資有価証券の売却及び償還による収入 － 300,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
収入

－ 29,362

保険積立金の積立による支出 △37,741 △36,671

保険積立金の払戻による収入 31,079 86,161

貸付金の回収による収入 60 56

その他 168 815

投資活動によるキャッシュ・フロー △72,126 1,365,307
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（単位：千円）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 

 至 平成25年９月30日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の返済による支出 △26,000 △26,000

自己株式の純増減額（△は増加） △811 △399

リース債務の返済による支出 △25,162 △24,958

配当金の支払額 △50,269 △52,138

少数株主への配当金の支払額 △2,459 △2,459

財務活動によるキャッシュ・フロー △104,701 △105,954

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △25,082 1,713,724

現金及び現金同等物の期首残高 1,933,007 1,873,078

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,907,925 3,586,802
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 該当事項はありません。 

   

   

 該当事項はありません。 

   

   

Ⅰ 前第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） 

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) セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。                

      

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

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) セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。                

       

   

（４）四半期連結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）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（セグメント情報等）

  
  

報告セグメント
その他 

（千円） 
合 計 

（千円） 
調整額 

（千円） 

四半期連結 
損益計算書 

計上額 
（千円）  

塗料事業 
（千円） 

売上高           

外部顧客への売上高  4,128,006  49,643  4,177,649  －  4,177,649

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  －  －  －  －

計  4,128,006  49,643  4,177,649  －  4,177,649

セグメント利益  520,807  14,865  535,672  －  535,672

  
  

報告セグメント
その他 

（千円） 
合 計 

（千円） 
調整額 

（千円） 

四半期連結 
損益計算書 

計上額 
（千円）  

塗料事業 
（千円） 

売上高           

外部顧客への売上高  4,100,584  50,121  4,150,705  －  4,150,705

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  －  －  －  －

計  4,100,584  50,121  4,150,705  －  4,150,705

セグメント利益  400,116  17,997  418,113  －  418,113
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