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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第1四半期 4,334 △18.9 △28 ― 6 △96.7 △24 ―
21年3月期第1四半期 5,345 ― 125 ― 184 ― 103 ―

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

22年3月期第1四半期 △0.79 ―
21年3月期第1四半期 3.34 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

22年3月期第1四半期 31,050 11,902 37.7 377.27
21年3月期 32,171 11,989 36.6 380.07

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  11,691百万円 21年3月期  11,778百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金
（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― ― ― 4.00 4.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
― ― 4.00 4.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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

第2四半期 
連結累計期間

10,200 △9.2 170 △30.7 230 △39.0 110 △47.7 3.55

通期 20,700 △2.9 370 △4.7 510 △16.2 250 △16.6 8.07
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4.  その他 
(1) 期中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) 簡便な会計処理及び四半期連結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【定性的情報・財務諸表等】 ４.その他をご覧下さい。 

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

(注)詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４.その他をご覧下さい。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１.本資料に記載されている業績見通しの将来に関する記述は、当社が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仮定及び業績予想の利用にあたっての注意事項については、３ページ
【定性的情報・財務諸表等】３.連結業績予想に関する定性的情報をご覧下さい。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 31,000,000株 21年3月期  31,000,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  10,607株 21年3月期  10,607株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 30,989,393株 21年3月期第1四半期 30,990,830株
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【定性的情報・財務諸表等】 

１．連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、世界的な景気後退による急速な経済の悪化の 

局面からの底を脱し、政府の直近の月例経済報告でも「景気は厳しい状況にあるものの、このと 

ころ持ち直しの動きがみられる」として景気回復への期待が見込まれていますが、所得や雇用を 

取り巻く環境は依然として厳しく、企業の設備投資の減少傾向は変わらず、実体経済は景気動向 

に改善の兆しが見えない厳しい状況が続いております。 

当社グループにおきましても、この厳しい経済環境の中で環境対応型商品の早期開発・早期上市 

による積極的な販売活動に取り組み、また より一層の経費削減努力を重ね、コスト競争力の一層 

の向上を目指して取り組んで参りました。 

この結果、当第１四半期連結累計期間における売上高は景気低迷の影響を受け、売上減1,011百万 

円により、4,334百万円となりました。損益面では、営業損失は28百万円、経常利益は６百万円、 

四半期純損失は24百万円となりました。 

 

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

（塗料事業） 

IU（工業用）塗料分野では、アルミ電着塗料は景気後退の影響により、ビル建設、住宅用とも冷え 

込み、売上は減少いたしました。工業用電着塗料は、自動車、電気機械、鋼製家具関連ユーザーの 

生産調整により数量、売上とも減少となりました。粉体塗料は鋼製家具、電機関連は減少いたしま 

したが水道管用塗料の需要が好調で売上は増加しました。工業用塗料は建設機械・工作機械向けが 

依然として低調で、売上は大幅な減少となりました。 

汎用塗料分野では、建設用塗料は熾烈な市場競争下で、集合住宅や戸建住宅向けは順調でありまし 

たが、大型プロジェクト（橋梁・プラント）の受注が不振だったため、売上は微減となりました。 

道路施設用塗料の需要は全般に低調ではあるものの、すべり止め及びペイント区画線は大型物件 

の受注により好調に推移しました。またカラー舗装材も堅調に推移し、売上は増加となりました。 

樹脂応用製品の売上については、環境対応型商品の道床安定剤はユーザーの予算大幅減の影響のあ 

おりを受け、売上は減少となりました。 

自動車用塗料分野では、自動車生産は回復基調を続けており、塗料販売も回復傾向ではあるものの、 

売上は大幅な減少となりました。 

この結果、塗料事業の売上高は3,890百万円、営業損失は45百万円となりました。 

（化成品事業） 

受託生産している、化成品の売上高は443百万円、営業利益は16百万円となりました。 
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２．連結財政状態に関する定性的情報 

（総資産） 

当第１四半期連結会計期間末における総資産は、受取手形及び売掛金が前連結会計年度末に比べ 

803百万円、現金及び預金が145百万円減少したこと等により31,050百万円（前連結会計年度末比 

1,121百万円減）となりました。 

 

（負債） 

当第１四半期連結会計期間末における負債は、仕入債務が674百万円減少したことや、その他 

（社外預り金）が261百万減少したこと等により19,148百万円（前連結会計年度末比1,034百万円 

減）となりました。 

 

（純資産） 

当第１四半期連結会計期間末における純資産は、利益剰余金が148百万円減少したこと等により 

11,902百万円（前連結会計年度末比87百万円減）となりました。 

（キャッシュ・フローの状況） 

当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、1,105百万円となりました。 

①営業活動によるキャッシュ・フロー 

営業活動によるキャッシュ・フローは、△71百万円となりました。その主な要因は、仕入債務の 

減少674百万円、その他の減少263百万円及び売上債権の減少805百万円等によるものであります。 

②投資活動によるキャッシュ・フロー 

投資活動によるキャッシュ・フローは、△132百万円となりました。その主な要因は、有形固定 

資産の取得による支出133百万円によるものであります。 

③財務活動によるキャッシュ・フロー 

財務活動によるキャッシュ・フローは、58百万円となりました。その主な要因は、短期借入れに 

よる収入200百万円と配当金の支払いによる支出107百万円等によるものであります。 

 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

    今後の見通しといたしましては、わが国経済は、昨年来の世界金融危機による急激かつ広範囲な 

   信用収縮・需要減退による影響が出た最悪の時期を脱し、緩やかな回復基調が見込まれるものの、 

   本格的な景気回復までには時間を要するものと思われます。 

   このような状況に対し、当社グループといたしましては、購入単価の引下げ・設備投資の抑制実 

    施、労務費及び諸経費の削減を主体とする合理化・コストダウンを徹底し、グループ会社内製品 

    の内製化を含む生産性の向上など、採算改善策推進のため、各部門が一体となってあらゆる面に 

   おいて鋭意努力を図り、収益力強化に努めてまいります。 

平成22年３月期(平成21年４月１日～平成22年３月31日)の連結業績予想につきましては、本年 

  ５月15日の平成21年３月期決算発表時に公表しました予想数値に変更はありません。 
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４．その他 

(1) 期中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） 

  該当事項はありません。 

 

 (2) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 ①簡便な会計処理 

・棚卸資産の評価方法 

    当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度    

    末の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

    また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却    

    価額を見積り、簿価切下げを行う方法によっております。 

・固定資産の減価償却費の算定方法 

  定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定   

  する方法によっております。 

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

・税金費用の計算 

  税金費用の算定に関しては、第１四半期連結会計期間を含む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  

  計算する方法によっております。なお、法人税等調整額は法人税等に含めて表示しております。 

 

 (3) 四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

・ロイヤリティーの会計処理方法の変更 

  技術供与先から受け取るロイヤリティー収入については従来は営業外収益の「受取ロイヤリテ 

  ィー」に計上しておりましたが、当第１四半期連結会計期間より売上高に含めて計上する方法 

  に変更しております。 

   この変更は今後のユーザーの海外への生産移管等の拡大にともない、受取ロイヤリティーの 

  重要性が増すことから、当社グループの営業活動の成果を明確に表示するために行ったもので   

  あります。 

   この変更により、従来と同一の方法によった場合に比べ、売上高及び売上総利益は12百万円増 

加し、営業損失は12百万円減少しております。なお、経常利益及び税金等調整前四半期純損失 

に与える影響はありません。 
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5.【四半期連結財務諸表】 
(1)【四半期連結貸借対照表】 

(単位：百万円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,135 1,280

受取手形及び売掛金 5,430 6,234

商品及び製品 1,663 1,703

原材料及び貯蔵品 539 543

その他 302 391

貸倒引当金 △23 △30

流動資産合計 9,048 10,122

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,008 3,049

機械装置及び運搬具（純額） 829 869

土地 16,491 16,491

その他（純額） 222 228

有形固定資産合計 20,551 20,639

無形固定資産 255 258

投資その他の資産   

投資有価証券 719 653

その他 478 499

貸倒引当金 △2 △2

投資その他の資産合計 1,194 1,150

固定資産合計 22,001 22,049

資産合計 31,050 32,171

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,886 5,561

短期借入金 3,386 3,191

1年内償還予定の社債 100 100

未払法人税等 24 63

賞与引当金 80 164

その他 582 957

流動負債合計 9,060 10,038

固定負債   

社債 50 50

長期借入金 3,582 3,612

再評価に係る繰延税金負債 5,114 5,114

退職給付引当金 747 769

役員退職慰労引当金 4 8

負ののれん 19 21

その他 568 567

固定負債合計 10,087 10,144

負債合計 19,148 20,182
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(単位：百万円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,255 2,255

資本剰余金 585 585

利益剰余金 2,160 2,309

自己株式 △1 △1

株主資本合計 4,999 5,147

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1 △18

土地再評価差額金 6,725 6,725

為替換算調整勘定 △34 △76

評価・換算差額等合計 6,692 6,630

少数株主持分 210 210

純資産合計 11,902 11,989

負債純資産合計 31,050 32,171
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第１四半期連結累計期間】 

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 5,345 4,334

売上原価 4,261 3,472

売上総利益 1,083 861

販売費及び一般管理費   

発送費 153 121

広告宣伝費及び販売促進費 27 27

従業員給料及び手当 249 247

賞与引当金繰入額 56 35

退職給付費用 45 45

減価償却費 34 31

試験研究費 39 39

その他 351 342

販売費及び一般管理費合計 958 890

営業利益又は営業損失（△） 125 △28

営業外収益   

受取利息 0 0

受取配当金 6 7

受取ロイヤリティー 0 －

持分法による投資利益 46 18

その他 33 32

営業外収益合計 87 59

営業外費用   

支払利息 23 22

その他 4 1

営業外費用合計 28 24

経常利益 184 6

特別利益   

固定資産売却益 27 －

特別利益合計 27 －

特別損失   

固定資産除却損 4 1

特別損失合計 4 1

税金等調整前四半期純利益 208 4

法人税等 92 20

少数株主利益 12 8

四半期純利益又は四半期純損失（△） 103 △24
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６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 208 4

減価償却費 161 153

貸倒引当金の増減額（△は減少） △10 △6

賞与引当金の増減額（△は減少） △109 △84

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △11 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 86 △22

受取利息及び受取配当金 △6 △8

支払利息 23 22

持分法による投資損益（△は益） △46 △18

有形固定資産売却損益（△は益） △27 －

有形固定資産除却損 4 1

売上債権の増減額（△は増加） 359 805

たな卸資産の増減額（△は増加） △39 42

仕入債務の増減額（△は減少） △289 △674

未払消費税等の増減額（△は減少） △1 4

その他 △43 △263

小計 255 △42

利息及び配当金の受取額 6 32

利息の支払額 △16 △14

法人税等の支払額 △249 △46

営業活動によるキャッシュ・フロー △2 △71

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 △58 △133

有形固定資産の売却による収入 553 －

投資有価証券の売却による収入 － 1

その他 △46 0

投資活動によるキャッシュ・フロー 448 △132

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 250 200

短期借入金の返済による支出 △374 △4

長期借入金の返済による支出 △5 △30

自己株式の取得による支出 △0 －

配当金の支払額 △134 △107

財務活動によるキャッシュ・フロー △264 58

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 181 △145

現金及び現金同等物の期首残高 1,101 1,250

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,283 1,105
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(4) セグメント情報 

【事業の種類別セグメント情報】 

前第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

 

 
塗料事業 

(百万円) 

化成品事業 

(百万円) 

計 

(百万円) 

消去又は 
全社 

(百万円) 

連結 

(百万円) 

売上高 4,875  470 5,345 －  5,345 

営業利益 118  6 125 －  125 

(注) １ 事業の区分は、売上集計区分によっております。 

２ 各事業の主要な製品 

(1) 塗料事業     油性塗料及び合成樹脂塗料 

(2) 化成品事業    防疫薬剤及び工業用殺菌剤 

   

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

 

 
塗料事業 

(百万円) 

化成品事業

(百万円) 

計 

(百万円) 

消去又は 
全社 

(百万円) 

連結 

(百万円) 

売上高 3,890 443 4,334 － 4,334

営業利益又は営業損失(△) △45 16 △28 － △28

(注) １ 事業の区分は、売上集計区分によっております。 

２ 各事業の主要な製品 

(1) 塗料事業     油性塗料及び合成樹脂塗料 

(2) 化成品事業    防疫薬剤及び工業用殺菌剤 

３ 技術供与先から受け取るロイヤリティー収入については従来は営業外収益の「受取ロイヤリティー」に

計上しておりましたが、当第１四半期連結累計期間より売上高に含めて計上する方法に変更しておりま

す。 

 

 

【所在地別セグメント情報】 

前第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日)及び 

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日) 

全セグメントの売上高の合計に占める「本邦」の割合が、９０％を超えているため、所在地別セグメン

ト情報の記載を省略しております。 

 

 

【海外売上高】 

前第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日)及び 

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日) 

海外売上高が連結売上高の１０％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 
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