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(百万円未満切捨て)
１．平成27年３月期第２四半期の連結業績（平成26年４月１日～平成26年９月30日）

（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 ％

27年３月期第２四半期 5,295 △2.4 112 △14.1 148 17.3 62 88.7

26年３月期第２四半期 5,423 9.4 130 58.2 126 56.2 32 34.8
(注) 包括利益 27年３月期第２四半期 52百万円(△60.9％) 26年３月期第２四半期 134百万円( 398.9％)
　

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

27年３月期第２四半期 9.93 ―

26年３月期第２四半期 3.89 ―
　　

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

27年３月期第２四半期 13,568 8,504 62.7

26年３月期 14,244 8,531 59.9
(参考) 自己資本 27年３月期第２四半期 8,504百万円 26年３月期 8,531百万円
　　　

２．配当の状況

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

26年３月期 ― 0.00 ― 15.00 15.00

27年３月期 ― 0.00

27年３月期(予想) ― 15.00 15.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
　　　

３．平成27年３月期の連結業績予想（平成26年４月１日～平成27年３月31日）

(％表示は、対前期増減率)

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 11,781 △2.3 326 △28.9 367 △21.7 190 △12.7 30.43
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
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※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 社（社名） 、除外 社（社名）
　　

（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

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 ： 無

④ 修正再表示 ： 無
　　

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 27年３月期２Ｑ 7,242,000株 26年３月期 7,242,000株

② 期末自己株式数 27年３月期２Ｑ 999,940株 26年３月期 999,940株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 27年３月期２Ｑ 6,242,060株 26年３月期２Ｑ 8,442,060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、四半期連結財務諸表に対する四半期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
・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。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、添付資料２ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）連結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２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、各種の経済政策等により緩やかな景気の回

復基調が続いているものの、消費税増税による個人消費の落ち込みは想定ほど回復せず、円安に

よる原材料価格の上昇及びエネルギーコストの上昇など、依然として先行き不透明な状況が続き

ました。

このような状況のもと、当社グループは、環境に対応した水性塗料の開発、新規製品の拡販活

動、施工業者への営業活動による流通網の拡大に取り組んできました。

この結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高52億95百万円（前年同期 売上高54億

23百万円）、営業利益１億12百万円（同 １億30百万円）、経常利益１億48百万円（同 １億26百万

円）、四半期純利益62百万円（同 32百万円）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＞

道路用塗料においては、当第２四半期連結会計期間に高騰する原料価格に対応するため一部

製品の価格改定を行いましたが、東北・北海道地区の発注量の減少により前年を下回りまし

た。床用塗料においては、当第２四半期連結会計期間において工事物件が減少したことにより

前年を若干下回りました。家庭用塗料においては、消費税増税の影響を受け各金物店と小売店

の販売不振により前年を下回りました。

　この結果、当第２四半期連結累計期間の塗料販売事業の売上高は前年同期に比べて１億73百

万円減少し、49億70百万円（前年同期比 3.4%減）となりました。

＜施工事業＞

当第２四半期連結会計期間において、子会社アトムテクノス(株)で、前期より仕掛であった

工事物件が竣工し売上を計上したことにより、当第２四半期連結累計期間の施工事業の売上高

は前年同期に比べて44百万円増加し、３億25百万円（前年同期比 16.1％増）となりました。

（２）財政状態に関する説明

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６億75百万円減少し、

135億68百万円となりました。これは主に、現金及び預金で２億21百万円、建設仮勘定（有形固

定資産・その他）で２億28百万円増加したものの、受取手形及び売掛金で９億56百万円、商品及

び製品で１億14百万円減少したことによるものです。

当第２四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末に比べて６億49百万円減少し、50億

64百万円となりました。これは主に、長期借入金で５億71百万円増加したものの、支払手形及び

買掛金で８億９百万円、未払法人税等で１億88百万円、賞与引当金で２億19百万円減少したこと

によるものです。

当第２四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末に比べて26百万円減少し、85億４

百万円となりました。これは主に、その他有価証券評価差額金で24百万円増加したものの、利益

剰余金で17百万円、為替換算調整勘定で34百万円減少したことによるものです。

　

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成27年３月期の連結業績予想につきましては、平成26年11月７日に公表しました連結業績予

想に変更はありません。
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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

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

（税金費用の計算）

一部の連結子会社における税金費用については、当第２四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。

（３）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）

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年５月17日。以下「退職給付会

計基準」という。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25

号 平成24年５月17日。以下「退職給付適用指針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文

及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めについて第１四半期連結会計期間より適用

し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方法を期間定

額基準から給付算定式基準へ変更、割引率の決定方法を平均残存勤務期間に対応する単一の割

引率を使用する方法から、退職給付の支払見込期間ごとに設定された複数の割引率を使用する

方法へ変更しました。

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに

従って、当第２四半期連結累計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の

変更に伴う影響額を利益剰余金に加減しています。

この結果、当第２四半期連結累計期間の期首の退職給付に係る負債が22,184千円減少し、利

益剰余金が14,419千円増加しています。なお、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利

益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微です。
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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26年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成26年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,324,201 2,545,792

受取手形及び売掛金 4,863,212 3,906,514

商品及び製品 1,089,527 975,122

仕掛品 204,797 267,307

原材料及び貯蔵品 530,964 521,304

その他 205,236 155,094

貸倒引当金 △101,156 △71,010

流動資産合計 9,116,784 8,300,126

固定資産

有形固定資産

土地 2,737,210 2,737,210

その他（純額） 1,578,923 1,719,323

有形固定資産合計 4,316,134 4,456,534

無形固定資産 217,587 199,097

投資その他の資産 594,395 613,213

固定資産合計 5,128,116 5,268,845

資産合計 14,244,901 13,568,971

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,156,350 2,346,899

短期借入金 271,540 345,820

未払法人税等 228,717 40,241

賞与引当金 296,055 76,908

建物解体費用引当金 1,676 1,676

その他 830,104 776,768

流動負債合計 4,784,444 3,588,315

固定負債

長期借入金 395,090 966,470

役員退職慰労引当金 147,596 153,501

退職給付に係る負債 279,068 259,691

資産除去債務 39,459 39,745

その他 67,877 56,702

固定負債合計 929,091 1,476,111

負債合計 5,713,536 5,064,426
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成26年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成26年９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 7,012,266 6,995,072

自己株式 △394,034 △394,034

株主資本合計 8,338,631 8,321,437

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 115,459 140,171

為替換算調整勘定 79,506 44,980

退職給付に係る調整累計額 △2,232 △2,044

その他の包括利益累計額合計 192,733 183,106

純資産合計 8,531,365 8,504,544

負債純資産合計 14,244,901 13,568,971
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（２）四半期連結損益及び包括利益計算書

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25年４月１日
　至 平成25年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年９月30日)

売上高

商品及び製品売上高 5,143,699 4,970,128

工事売上高 280,114 325,091

売上高合計 5,423,814 5,295,219

売上原価

商品及び製品売上原価 3,583,595 3,530,481

工事売上原価 244,943 258,952

売上原価合計 3,828,539 3,789,434

売上総利益 1,595,275 1,505,785

販売費及び一般管理費 1,464,500 1,393,454

営業利益 130,774 112,330

営業外収益

受取利息 80 120

受取配当金 3,416 3,469

為替差益 6,013 11,769

受取保険金 - 19,566

その他 5,648 7,025

営業外収益合計 15,159 41,951

営業外費用

支払利息 2,398 5,740

自己株式取得費用 16,900 -

営業外費用合計 19,299 5,740

経常利益 126,634 148,541

特別利益

固定資産売却益 67 1,976

特別利益合計 67 1,976

特別損失

固定資産売却損 2,001 -

固定資産除却損 5,909 6

固定資産返還損 - 6,455

建物解体費用引当金繰入額 20,774 -

特別損失合計 28,685 6,462

税金等調整前四半期純利益 98,016 144,056

法人税、住民税及び事業税 18,792 36,082

法人税等調整額 46,350 45,956

法人税等合計 65,143 82,038

少数株主損益調整前四半期純利益 32,873 62,017

四半期純利益 32,873 62,017

少数株主損益調整前四半期純利益 32,873 62,017

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 37,555 24,712

為替換算調整勘定 63,709 △34,526

退職給付に係る調整額 - 187

その他の包括利益合計 101,265 △9,626

四半期包括利益 134,138 52,390

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 134,138 52,390

少数株主に係る四半期包括利益 - -
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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25年４月１日
　至 平成25年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26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 98,016 144,056

減価償却費 137,150 153,677

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,722 △33,287

賞与引当金の増減額（△は減少） △115,389 △219,146

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 5,661 5,904

退職給付引当金の増減額（△は減少） 3,747 -

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） - 2,807

建物解体費用引当金の増減額（△は減少） 20,800 -

受取利息及び受取配当金 △3,497 △3,589

受取保険金 - △19,566

支払利息 2,398 5,740

為替差損益（△は益） 431 △2,375

固定資産売却損益（△は益） 1,933 △1,976

固定資産除却損 5,909 6

固定資産返還損 - 6,455

売上債権の増減額（△は増加） 819,505 955,645

たな卸資産の増減額（△は増加） △34,973 57,890

仕入債務の増減額（△は減少） △400,412 △802,834

その他 △55,887 73,504

小計 483,672 322,912

利息及び配当金の受取額 3,497 3,589

利息の支払額 △2,576 △6,208

法人税等の支払額 △125,996 △222,267

保険金の受取額 - 19,566

営業活動によるキャッシュ・フロー 358,596 117,592

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △96,124 △418,745

有形固定資産の売却による収入 514 1,983

有形固定資産の除却による支出 △5,670 -

無形固定資産の取得による支出 △21,320 △9,513

固定資産の返還による収入 - 744

投資有価証券の取得による支出 △2,656 △2,620

その他 307 1,332

投資活動によるキャッシュ・フロー △124,949 △426,818

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 200,000 200,000

短期借入金の返済による支出 △200,000 △200,000

長期借入れによる収入 - 700,000

長期借入金の返済による支出 △71,422 △54,340

配当金の支払額 △84,067 △93,192

ファイナンス・リース債務の返済による支
出

△20,595 △18,275

財務活動によるキャッシュ・フロー △176,085 534,191

現金及び現金同等物に係る換算差額 12,213 △3,374

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 69,775 221,591

現金及び現金同等物の期首残高 2,614,838 2,324,201

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,684,613 2,545,792
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（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）

　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。
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