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1.  平成24年3月期第3四半期の業績（平成23年4月1日～平成23年12月31日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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3四半期 19,760 5.0 812 △39.5 789 △39.8 441 △39.2
23年3月期第3四半期 18,811 11.8 1,342 △8.6 1,312 △8.1 726 △6.1

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

24年3月期第3四半期 96.95 ―
23年3月期第3四半期 158.29 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第3四半期 16,495 6,935 42.0
23年3月期 16,320 6,694 41.0
（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  6,934百万円 23年3月期  6,694百万円

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 ― 30.00 30.00
24年3月期 ― 0.00 ―
24年3月期（予想） 20.00 20.00

3.  平成24年3月期の業績予想（平成23年4月1日～平成24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 26,000 4.8 1,351 △9.6 1,300 △10.4 720 △11.7 159.32



(1) 四半期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「四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。〕 

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

4.  その他

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3Q 4,592,000 株 23年3月期 4,592,000 株
② 期末自己株式数 24年3月期3Q 72,700 株 23年3月期 2,700 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 4,552,645 株 23年3月期3Q 4,589,300 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
四半期財務諸表の四半期レビュー手続は終了しておりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
  業績予想につきましては、当社が現時点で入手可能な情報をもとに行った見込みであり、今後の経済情勢、事業運営における様々な状況変化によって、実
際の業績と異なる場合があります。なお、上記予想に関する事項は添付資料の2ページ「1.当四半期決算に関する定性的情報（3）業績予想に関する定性的情
報」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) 経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の影響による経済活動の落ち込みか

ら一部では回復の兆しを見せたものの、欧州債務危機を背景とした海外経済の減速懸念や歴史的な

円高の急激な進行等により、依然として景気は先行き不透明な状況で推移いたしました。 

当社が主として関連する塗料業界におきましても、こうした経済環境のもと出荷数量も減少いた

しました。 

このような情勢のもとで、当社における当第３四半期累計期間の製品出荷数量は、110,219トン

（前年同期比5.1％減）となりました。 

当第３四半期累計期間の業績といたしましては、売上高は景気低迷にともない出荷数量が減少し

たものの、原油・ナフサ市況が前年同期と比較して高水準に推移したことにより販売単価がアップ

したため、197億60百万円(同5.0％増)と増収になりました。 

主な品目別の売上高は、単一溶剤類が83億72百万円(同4.8％増)、印刷用溶剤類が40億57百万円

(同6.1％増)、特殊シンナー類が17億70百万円 (同5.1％増)、洗浄用シンナー類が12億96百万円 (同

8.2％減)、単一溶剤直送品を中心とした商品が21億54百万円(同20.2％増)となりました。 

一方損益面では、物流体制の合理化を中心とした経費の削減を促進するとともに、効率的な原材

料購入を推進しましたが、原油・ナフサ市況の高止まりに加えて震災の影響にともなう一部原材料

の高騰による原材料コストの上昇、更には販売数量の減少等から、営業利益８億12百万円(同39.5％

減)、経常利益７億89百万円(同39.8％減)、四半期純利益４億41百万円(同39.2％減)となり、いずれ

も減益となりました。 

 

(2) 財政状態に関する定性的情報 

当第３四半期会計期間末の総資産は、164億95百万円(前事業年度末比１億74百万円増)となりまし

た。これは主に、現金及び預金の減少(同12億59百万円減)等があったものの、受取手形及び売掛金

の増加(同12億84百万円増)、原材料及び貯蔵品の増加(同１億17百万円増)等があったことによるも

のであります。 

負債総額は、95億59百万円(前事業年度末比66百万円減)となりました。これは主に、支払手形及

び買掛金の増加(同３億84百万円増)、短期借入金の増加(同１億60百万円増)等があったものの、未

払法人税等の減少(同１億96百万円減)、１年内返済予定の長期借入金の減少(同１億11百万円減)及

び長期借入金の減少(同１億56百万円減)等があったことによるものであります。純資産は、69億35

百万円(前事業年度末比２億41百万円増)となりました。これは主に、利益剰余金の増加(同３億３百

万円増)等があったことによるものであります。 

 

(3) 業績予想に関する定性的情報 

平成24年３月期通期の業績予想につきましては、今後も予想される厳しい景況感ならびに不透明

な原材料市況等を考慮して、現時点では平成23年５月13日に公表いたしました業績予想に変更はあ

りません。 
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２．サマリー情報(その他)に関する事項 

(四半期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 

当事業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を採用しております。 
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３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

(単位：千円)

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,661,571 1,402,407

受取手形及び売掛金 7,176,736 8,461,344

商品及び製品 140,269 176,662

原材料及び貯蔵品 476,257 593,395

その他 653,269 789,666

貸倒引当金 △16,795 △18,378

流動資産合計 11,091,308 11,405,098

固定資産   

有形固定資産 4,059,393 3,948,873

無形固定資産 89,872 78,674

投資その他の資産   

その他 1,123,935 1,105,015

貸倒引当金 △43,683 △42,300

投資その他の資産合計 1,080,251 1,062,715

固定資産合計 5,229,517 5,090,263

資産合計 16,320,826 16,495,361

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,071,152 5,455,554

短期借入金 760,000 920,000

1年内償還予定の社債 70,000 70,000

1年内返済予定の長期借入金 484,840 374,000

未払法人税等 361,744 165,098

賞与引当金 130,750 60,905

役員賞与引当金 77,000 －

その他 400,532 423,993

流動負債合計 7,356,018 7,469,550

固定負債   

社債 560,000 525,000

長期借入金 1,175,250 1,019,250

退職給付引当金 421,910 411,048

役員退職慰労引当金 103,991 114,766

その他 9,071 19,784

固定負債合計 2,270,222 2,089,849

負債合計 9,626,241 9,559,400
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期会計期間 
(平成23年12月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 729,000 729,000

資本剰余金 666,880 666,880

利益剰余金 5,314,994 5,618,680

自己株式 △2,091 △51,791

株主資本合計 6,708,783 6,962,768

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △14,198 △28,554

評価・換算差額等合計 △14,198 △28,554

新株予約権 － 1,747

純資産合計 6,694,584 6,935,961

負債純資産合計 16,320,826 16,495,361
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（２）四半期損益計算書 
 第３四半期累計期間 

(単位：千円)

前第３四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

売上高 18,811,662 19,760,281

売上原価 15,161,634 16,804,891

売上総利益 3,650,027 2,955,389

販売費及び一般管理費 2,307,539 2,143,057

営業利益 1,342,487 812,331

営業外収益   

受取利息 3,192 2,348

受取配当金 3,313 7,408

保険返戻金 7,804 712

その他 11,049 14,174

営業外収益合計 25,360 24,644

営業外費用   

支払利息 38,424 28,036

手形売却損 10,203 14,199

社債利息 5,341 4,799

その他 1,445 440

営業外費用合計 55,415 47,476

経常利益 1,312,432 789,499

特別利益   

固定資産売却益 1,943 2,979

受取補償金 8,501 －

保険解約返戻金 － 14,518

特別利益合計 10,445 17,498

特別損失   

固定資産除却損 24,469 3,838

固定資産売却損 47 303

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 21,211 －

特別損失合計 45,728 4,142

税引前四半期純利益 1,277,149 802,856

法人税等 550,706 361,491

四半期純利益 726,442 441,364
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(3) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

(4)  セグメント情報等 

(セグメント情報) 

当社の事業は、シンナー製造事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 

 

(5) 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。 

 

(6) 重要な後発事象 

該当事項はありません。 
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