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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

24年3月期第1四半期 2,108 △8.6 △20 ― △24 ― △32 ―
23年3月期第1四半期 2,306 △6.9 12 ― 9 ― 3 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 △12百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 0百万円 （―％）

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

24年3月期第1四半期 △3.84 ―
23年3月期第1四半期 0.41 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 13,158 8,770 66.7
23年3月期 13,518 8,867 65.6
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  8,770百万円 23年3月期  8,867百万円

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

23年3月期 ― 0.00 ― 10.00 10.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） 0.00 ― 10.00 10.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)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   

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) 4,400 △5.0 △50 ― △55 ― △65 ― △7.69
通期 10,590 4.5 135 △34.9 135 △30.8 40 92.3 4.73



(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  ：  有  

(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きの対象外であり、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き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 
本資料に掲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、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、四半期決
算短信（添付資料）２ページ「（3）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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） 24年3月期1Q 9,440,000 株 23年3月期 9,440,000 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 997,940 株 23年3月期 997,940 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 8,442,060 株 23年3月期1Q 8,442,060 株
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当第１四半期連結累計期間は、３月11日に発生した東日本大震災や原子力発電所の事故で多くの原材料

メーカーや部品メーカーが被災し、わが国の製造業や経済活動に大きな影響を与えました。 

当社におきましても、被災地域から供給を受けていた一部の原材料が入手困難となりましたが、代替原

材料への置換を進めるなど、お客様への製品の安定供給に 善をつくしてまいりました。また、震災後の

需要減を見込み、コスト削減、経費節減に努めましたが、ナフサ価格の高騰に伴う塗料原材料の値上がり

が想定以上となり、利益面で厳しい状況が続きました。 

この結果、当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高21億８百万円（前年同期 売上高23億６百万

円）、営業損失20百万円（同 営業利益12百万円）、経常損失24百万円（同 経常利益９百万円）、四半

期純損失32百万円（同 四半期純利益３百万円）となりました。 

  

セグメント別の業績は次のとおりです。 

＜塗料販売事業＞ 

震災後、回復基調にあった設備投資や消費者心理に慎重さが現れたことに加え、被災地域以外の官公庁

でも予算執行が手控えられたため、建築用、家庭用、道路用の全分野で出荷量が減少しました。  

 この結果、当第１四半期連結累計期間の塗料販売事業の売上高は、前年同期間に比べて１億81百万円減

少し、20億73百万円（前年同期比8.1％減）となりました。 

  

＜施工事業＞ 

子会社による路面標示工事、高速道路のコンクリート剥落防止工事の受注が減少しました。その結果、

当第１四半期連結累計期間の施工事業の売上高は前年同期間に比べて16百万円減少し、34百万円（同

33.0％減）となりました。  

  

当第１四半期連結会計期間末の総資産は131億58百万円（前連結会計年度末比３億59百万円減少）とな

りました。これは主に流動資産の減少によるもので、商品及び製品と仕掛品で３億８百万円増加したもの

の、現金及び預金、受取手形及び売掛金で６億76百万円減少したためです。 

当第１四半期連結会計期間末の負債は43億88百万円（同 ２億62百万円減少）となりました。これは主

に流動負債の減少によるもので、未成工事受入金（その他）が１億23百万円増加したものの、支払手形及

び買掛金、未払法人税等及び引当金により、３億40百万円減少したためです。 

当第１四半期連結会計期間末の純資産は87億70百万円（同97百万円減少）となりました。これは主に利

益剰余金からの配当（84 百万円）によるものです。  

  

急激な円高が続くなか、電力需要の削減対策も要求され、輸出関連企業の業績や設備投資への影響が懸

念されます。第１四半期において塗料原材料の値上がりが想定範囲を超えたため、販売価格の改定を進め

ており、利益面の改善は第３四半期以降に現れる予定です。この結果、平成24年３月期の第２四半期およ

び通期の業績予想は、本日、別途発表しました「業績予想の修正に関するお知らせ」のとおりです。 

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

（３）連結業績予想に関する定性的情報
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税金費用の計算 

税金費用については、一部の連結子会社においては、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年

度の税引前当期純損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、税引前四半期純損益

に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しています。 

  

該当事項はありません。 

  

当第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より「会計上の

変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変

更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）

を適用しています。 

２．サマリー情報(その他)に関する事項

（１）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（３）追加情報
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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23年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,762,679 2,476,867

受取手形及び売掛金 4,137,016 3,745,945

商品及び製品 850,348 1,025,013

仕掛品 222,352 356,075

原材料及び貯蔵品 512,488 498,025

その他 267,187 311,399

貸倒引当金 △141,300 △123,970

流動資産合計 8,610,771 8,289,356

固定資産

有形固定資産

土地 2,744,050 2,744,050

その他（純額） 1,434,754 1,405,898

有形固定資産合計 4,178,805 4,149,948

無形固定資産 141,805 137,655

投資その他の資産 587,033 581,732

固定資産合計 4,907,644 4,869,337

資産合計 13,518,416 13,158,693

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,801,690 2,681,023

短期借入金 387,844 370,344

未払法人税等 101,569 10,269

引当金 203,679 74,856

その他 390,038 531,722

流動負債合計 3,884,821 3,668,214

固定負債

長期借入金 285,780 250,069

退職給付引当金 264,928 266,356

引当金 126,727 109,976

資産除去債務 37,844 37,980

その他 50,430 55,602

固定負債合計 765,709 719,984

負債合計 4,650,530 4,388,199
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年６月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 1,040,000 1,040,000

資本剰余金 680,400 680,400

利益剰余金 7,546,757 7,429,837

自己株式 △380,175 △380,175

株主資本合計 8,886,981 8,770,061

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 34,420 37,311

為替換算調整勘定 △53,516 △36,878

その他の包括利益累計額合計 △19,096 432

純資産合計 8,867,885 8,770,494

負債純資産合計 13,518,416 13,158,693
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（２）四半期連結損益及び包括利益計算書

 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22年４月１日
至 平成22年６月30日)

当第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)

売上高

商品及び製品売上高 2,255,545 2,073,839

工事売上高 51,061 34,230

売上高合計 2,306,607 2,108,069

売上原価

商品及び製品売上原価 1,514,979 1,413,606

工事売上原価 48,827 29,501

売上原価合計 1,563,807 1,443,107

売上総利益 742,799 664,962

販売費及び一般管理費 729,878 685,890

営業利益又は営業損失（△） 12,920 △20,928

営業外収益

受取利息 35 98

受取配当金 2,788 3,072

受取保険金 2,657 －

その他 2,253 2,662

営業外収益合計 7,733 5,833

営業外費用

支払利息 3,700 2,709

為替差損 7,788 4,224

貸倒引当金繰入額 － 2,150

営業外費用合計 11,489 9,084

経常利益又は経常損失（△） 9,165 △24,178

特別利益

貸倒引当金戻入額 25,763 －

特別利益合計 25,763 －

特別損失

固定資産売却損 68 －

固定資産除却損 27 99

ゴルフ会員権評価損 － 1,100

リース解約損 269 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 15,384 －

特別損失合計 15,749 1,199

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純
損失（△）

19,179 △25,377

法人税、住民税及び事業税 8,501 9,536

法人税等調整額 7,195 △2,414

法人税等合計 15,696 7,121

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益調
整前四半期純損失（△）

3,482 △32,499

四半期純利益又は四半期純損失（△） 3,482 △32,499
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(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日)

当第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)

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益調
整前四半期純損失（△）

3,482 △32,499

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △13,209 2,890

為替換算調整勘定 10,355 16,638

その他の包括利益合計 △2,854 19,529

四半期包括利益 628 △12,970

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 628 △12,970

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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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）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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