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1. 平成26年3月期第3四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年12月31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 ％

26年3月期第3四半期 11,143 △2.1 661 △9.2 632 △9.8 389 △18.3
25年3月期第3四半期 11,388 △8.9 728 △16.3 700 △12.4 476 △2.5

（注）包括利益 26年3月期第3四半期 497百万円 （20.4％） 25年3月期第3四半期 412百万円 （△41.1％）

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3四半期 8.59 ―
25年3月期第3四半期 10.45 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第3四半期 18,698 11,450 61.2
25年3月期 18,942 11,205 59.2
（参考）自己資本 26年3月期第3四半期 11,450百万円 25年3月期 11,205百万円

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 ― ― ― 5.50 5.50
26年3月期 ― ― ―
26年3月期（予想） 5.50 5.50

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（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 ： 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

通期 14,200 1.4 550 △10.8 490 △14.5 320 △27.3 7.06



(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 ： 無 

(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
四半期連結財務諸表に対するレビュー手続を実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
 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。 

※ 注記事項

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無
②①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3Q 46,230,000 株 25年3月期 46,230,000 株
② 期末自己株式数 26年3月期3Q 935,539 株 25年3月期 919,560 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期3Q 45,301,768 株 25年3月期3Q 45,585,921 株
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（１）経営成績に関する説明 

 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府の経済政策等により、株式市場が活況を呈し、また円安

が進行して輸出産業の業績が急伸するなど、景気回復の兆しが見られました。個人消費につきましても、高額商品

や消費税増税前の駆け込み需要等、一部で持ち直しの動きが見られましたが、厳しい雇用情勢、所得環境及び将来

の生活への不安感を背景として、生活関連商品に対する節約志向は依然として根強く、本格的な回復には至ってお

りません。 

 このような状況のもと、当社グループでは、新製品の投入、販路の拡大、各種メディアを利用しての販売促進な

ど、積極的な営業活動を展開いたしました。しかしながら、消費が全般的な力強さを欠いていることに加え、需要

期における天候不順により、当第３四半期連結累計期間の売上高は、111億４千３百万円（前年同期比2.1％減）と

なりました。 

 収益面では、グループ企業一体となって経営の効率化に努めましたが、売上減少の影響により、営業利益は６億

６千１百万円（前年同期比9.2％減）、経常利益は６億３千２百万円（前年同期比9.8％減）、四半期純利益は３億

８千９百万円（前年同期比18.3％減）となりました。 

 セグメントごとの業績は、次のとおりであります。 

＜塗料事業＞ 

 当事業は、当社の主力商品である家庭用塗料及び金属用・プラスチック用等の工業用塗料の製造及び販売並びに

塗装工事等を行っております。 

 当第３四半期連結累計期間におきましても、店頭での販売促進、店内シェアの拡大をはかるとともに、新規顧客

の獲得に向け積極的な営業活動を展開いたしました。しかしながら、塗装工事が堅調に推移したことを除けば、主

力である家庭用塗料の売上が減少したことから、当事業全体の売上高は、64億９百万円（前年同期比2.3％減）と

なりました。 

＜ＤＩＹ用品事業＞ 

 当事業は、プラスチック障子紙や遮熱シート等のインテリア用品、住宅用補修材やワックス等のハウスケア用品

及び園芸用品等の製造及び販売を行っております。 

 当事業におきましても、消費者ニーズに応えた新製品の投入や積極的な販売促進活動とともに、新規顧客への提

案営業などに注力いたしました。しかしながら、一部、補修材関連で好評な商品があったものの、売上は全体的に

減少し、当事業全体の売上高は、45億８千８百万円（前年同期比1.9％減）となりました。 

＜その他＞ 

 その他の事業は、物流サービス業及び賃貸業等を行っており、売上高は１億４千５百万円（前年同期比0.9％

減）となりました。 

   

（２）財政状態に関する説明 

 当第３四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２億４千３百万円減少し、186億９千８百

万円となりました。負債は、前連結会計年度末に比べて４億８千９百万円減少し、72億４千８百万円となりまし

た。純資産は、前連結会計年度末に比べて２億４千５百万円増加し、114億５千万円となり、自己資本比率は

61.2％（前連結会計年度末は59.2％）となりました。 

    

（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10日の「平成25年３月期 決算短信」で公表いたしました通期の連結業績予想に変更はありませ

ん。   

  

１．当四半期決算に関する定性的情報



２．四半期連結財務諸表 
（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３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,794,385 4,936,543

受取手形及び売掛金 3,262,305 3,993,578

有価証券 － 100,348

商品及び製品 2,493,565 2,163,314

仕掛品 30,014 27,317

原材料及び貯蔵品 239,088 255,928

前払費用 67,676 37,139

繰延税金資産 123,163 60,239

その他 97,191 117,193

貸倒引当金 △40,211 △57,586

流動資産合計 12,067,179 11,634,016

固定資産   

有形固定資産   

土地 3,584,064 3,583,968

その他（純額） 1,422,750 1,404,900

有形固定資産合計 5,006,815 4,988,868

無形固定資産 230,412 219,274

投資その他の資産 1,638,211 1,856,759

固定資産合計 6,875,439 7,064,902

資産合計 18,942,619 18,698,918

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,174,981 1,094,064

短期借入金 2,070,000 1,580,000

1年内返済予定の長期借入金 － 400,000

1年内償還予定の社債 500,000 500,000

未払法人税等 42,859 135,798

引当金 112,803 51,610

その他 559,849 634,908

流動負債合計 4,460,495 4,396,382

固定負債   

社債 1,000,000 1,000,000

長期借入金 900,000 500,000

退職給付引当金 725,644 724,148

役員退職慰労引当金 156,227 173,559

資産除去債務 65,974 35,162

その他 428,879 418,825

固定負債合計 3,276,726 2,851,696

負債合計 7,737,221 7,248,078



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,869,017 5,869,017

資本剰余金 4,166,518 4,166,518

利益剰余金 1,274,280 1,414,322

自己株式 △131,189 △133,591

株主資本合計 11,178,627 11,316,267

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 26,769 134,572

その他の包括利益累計額合計 26,769 134,572

純資産合計 11,205,397 11,450,840

負債純資産合計 18,942,619 18,698,918



（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３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

売上高 11,388,197 11,143,519

売上原価 7,356,258 7,295,070

売上総利益 4,031,938 3,848,449

販売費及び一般管理費 3,303,623 3,186,920

営業利益 728,314 661,529

営業外収益   

受取利息 35,292 32,962

受取配当金 18,771 19,634

受取地代家賃 139,969 120,583

その他 41,313 48,281

営業外収益合計 235,347 221,462

営業外費用   

支払利息 36,371 28,372

支払地代家賃及び減価償却費 181,129 167,550

その他 45,174 54,884

営業外費用合計 262,675 250,807

経常利益 700,985 632,183

特別利益   

資産除去債務履行差額 － 30,833

事業譲渡益 － 17,400

特別利益合計 － 48,233

特別損失   

減損損失 － 82,257

投資有価証券評価損 60,547 －

特別損失合計 60,547 82,257

税金等調整前四半期純利益 640,438 598,159

法人税、住民税及び事業税 40,359 145,986

法人税等調整額 123,541 62,924

法人税等合計 163,901 208,910

少数株主損益調整前四半期純利益 476,537 389,248

四半期純利益 476,537 389,248



（四半期連結包括利益計算書） 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 476,537 389,248

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △63,620 107,802

その他の包括利益合計 △63,620 107,802

四半期包括利益 412,917 497,051

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 412,917 497,051



 該当事項はありません。 

   

 該当事項はありません。   

   

セグメント情報  

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間（自平成24年４月１日 至平成24年12月31日） 

１．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）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、物流サービス業及び賃貸業等を

含んでおります。  

  

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主

な内容（差異調整に関する事項）  

  

（３）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）

  （単位：千円）

  

報告セグメント 
その他 
（注） 

合計 
塗料事業 ＤＩＹ用品事業 計 

売上高           

外部顧客への売上高  6,562,959  4,678,379  11,241,338  146,858  11,388,197

セグメント間の内部売上高又は

振替高 
 13,505  －  13,505  －  13,505

計  6,576,464  4,678,379  11,254,844  146,858  11,401,703

セグメント利益  427,600  273,508  701,109  28,700  729,810

  （単位：千円）

利益 金額 

報告セグメント計  701,109

「その他」の区分の利益  28,700

セグメント間取引消去  △1,495

四半期連結損益計算書の営業利益  728,314



Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自平成25年４月１日 至平成25年12月31日） 

１．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）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、物流サービス業及び賃貸業等を

含んでおります。  

  

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主

な内容（差異調整に関する事項）  

  （単位：千円）

  

報告セグメント 
その他 
（注） 

合計 
塗料事業 ＤＩＹ用品事業 計 

売上高           

外部顧客への売上高  6,409,782  4,588,127  10,997,909  145,609  11,143,519

セグメント間の内部売上高又は

振替高 
 19,626  －  19,626  －  19,626

計  6,429,408  4,588,127  11,017,536  145,609  11,163,146

セグメント利益  432,985  206,763  639,748  24,185  663,934

  （単位：千円）

利益 金額 

報告セグメント計  639,748

「その他」の区分の利益  24,185

セグメント間取引消去  △2,404

四半期連結損益計算書の営業利益  661,529
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