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1.  平成25年3月期第3四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24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 ％

25年3月期第3四半期 11,388 △8.9 728 △16.3 700 △12.4 476 △2.5
24年3月期第3四半期 12,501 2.0 870 32.6 800 38.4 488 24.6

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 412百万円 （△41.1％） 24年3月期第3四半期 701百万円 （75.7％）

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

25年3月期第3四半期 10.45 ―
24年3月期第3四半期 10.68 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第3四半期 18,611 11,193 60.1
24年3月期 19,100 11,089 58.1
（参考） 自己資本   25年3月期第3四半期  11,193百万円 24年3月期  11,089百万円

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

24年3月期 ― ― ― 5.50 5.50
25年3月期 ― ― ―
25年3月期（予想） 5.50 5.50

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25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 14,400 △5.1 580 △29.9 490 △30.6 350 △46.3 7.72



(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 

（注）「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第10条の５に該当するものであります。詳細は、添付資料Ｐ．２「２．サマリー情報（注
記事項）に関する事項（１）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

(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 
（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   ：  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   ：  有
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期3Q 46,230,000 株 24年3月期 46,230,000 株
② 期末自己株式数 25年3月期3Q 901,747 株 24年3月期 472,809 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期3Q 45,585,921 株 24年3月期3Q 45,761,667 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災からの復興需要等により、一部に景気回復の兆

しが見られましたが、欧州の金融不安や新興国経済の成長鈍化、更には近隣諸国との関係悪化等の影響により、依

然として先行き不透明な状況で推移いたしました。個人消費につきましても、厳しい雇用環境や所得の伸び悩み、

将来の生活への不安感等を背景とした節約志向が根強く、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

等、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、塗料

事業において塗装工事の売上が大きく落ち込んだこと、またＤＩＹ用品事業において復興需要の反動や天候不順等

により遮熱関連商品や園芸用品の売上が減少したことから、当第３四半期連結累計期間の売上高は、113億８千８

百万円（前年同期比8.9％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、売上の減少及び原材料の値上がりによ

り、営業利益は７億２千８百万円（前年同期比16.3％減）、経常利益は７億円（前年同期比12.4％減）、四半期純

利益は４億７千６百万円（前年同期比2.5％減）となりました。 

 セグメントの業績は、次のとおりであります。 

＜塗料事業＞ 

 当事業は、水性多用途塗料や遮熱塗料等、当社の主力商品である家庭用塗料の製造及び販売等を行っておりま 

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、当社の主力商品である家庭用塗料の売上が振

るわなかったことに加え、塗装工事の売上が大きく落ち込んだことから、当事業全体の売上高は、65億６千２百万

円（前年同期比5.3％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

案営業等に注力いたしました。しかしながら、東日本大震災直後にあった需要の反動に加え、需要期における低温

や豪雨等の天候不順により、遮熱シート等の遮熱関連商品や補修材等の防災関連商品及び園芸用品の売上が減少し

たことから、当事業全体の売上高は、46億７千８百万円（前年同期比13.7％減）となりました。 

＜その他＞ 

 当事業は、物流サービス業及び賃貸業等であり、売上高は１億４千６百万円（前年同期比0.9％減）となりまし

た。 

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 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４億８千９百万円減少し、186億１千１百

万円となりました。負債は、前連結会計年度末に比べて５億９千３百万円減少し、74億１千７百万円となりまし

た。純資産は、前連結会計年度末に比べて１億３百万円増加し、111億９千３百万円となり、自己資本比率は

60.1％（前連結会計年度末は58.1％）となりました。  

    

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 通期の連結業績予想については、平成24年10月31日に公表いたしました数値から変更しておりません。   

    

（１）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 

（減価償却方法の変更） 

 当社及び連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に取得

した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

 この変更による損益に与える影響額は軽微であります。 

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項



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24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,004,958 4,874,686

受取手形及び売掛金 3,383,414 4,123,589

有価証券 402,681 200,069

商品及び製品 2,629,253 2,132,032

仕掛品 28,917 30,149

原材料及び貯蔵品 245,290 259,524

その他 413,080 243,837

貸倒引当金 △35,723 △39,349

流動資産合計 12,071,872 11,824,541

固定資産   

有形固定資産   

土地 3,584,299 3,584,064

その他（純額） 1,541,299 1,451,904

有形固定資産合計 5,125,598 5,035,969

無形固定資産 244,679 234,115

投資その他の資産 1,658,491 1,516,521

固定資産合計 7,028,769 6,786,607

資産合計 19,100,641 18,611,148

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,169,001 1,070,498

短期借入金 2,080,000 2,325,000

1年内償還予定の社債 1,000,000 500,000

未払法人税等 46,584 27,190

引当金 112,605 56,251

その他 727,955 607,465

流動負債合計 5,136,146 4,586,406

固定負債   

社債 1,000,000 1,000,000

長期借入金 400,000 400,000

退職給付引当金 719,079 744,305

役員退職慰労引当金 168,815 150,935

資産除去債務 65,942 65,966

その他 520,747 469,710

固定負債合計 2,874,584 2,830,917

負債合計 8,010,730 7,417,323



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24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 1,086,082 1,310,955

自己株式 △71,190 △128,528

株主資本合計 11,050,428 11,217,962

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 39,482 △24,137

その他の包括利益累計額合計 39,482 △24,137

純資産合計 11,089,911 11,193,825

負債純資産合計 19,100,641 18,611,148



（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23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第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) 

売上高 12,501,522 11,388,197

売上原価 8,110,587 7,356,258

売上総利益 4,390,935 4,031,938

販売費及び一般管理費 3,520,400 3,303,623

営業利益 870,534 728,314

営業外収益   

受取利息 38,282 35,292

受取配当金 15,578 18,771

受取地代家賃 164,272 139,969

その他 8,216 41,313

営業外収益合計 226,350 235,347

営業外費用   

支払利息 46,762 36,371

支払地代家賃及び減価償却費 200,324 181,129

その他 49,780 45,174

営業外費用合計 296,867 262,675

経常利益 800,017 700,985

特別利益   

資産除去債務履行差額 14,811 －

特別利益合計 14,811 －

特別損失   

固定資産売却損 81,610 －

固定資産除却損 17,169 －

減損損失 3,996 －

投資有価証券評価損 78,279 60,547

退職給付制度改定損 92,017 －

特別損失合計 273,072 60,547

税金等調整前四半期純利益 541,756 640,438

法人税、住民税及び事業税 28,663 40,359

法人税等調整額 24,530 123,541

法人税等合計 53,193 163,901

少数株主損益調整前四半期純利益 488,562 476,537

四半期純利益 488,562 476,537



（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23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第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) 

少数株主損益調整前四半期純利益 488,562 476,537

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 212,795 △63,620

その他の包括利益合計 212,795 △63,620

四半期包括利益 701,357 412,917

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 701,357 412,917



 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23年４月１日 至平成23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）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

（５）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  6,931,664  5,421,603  12,353,268  148,254  12,501,522

セグメント間の内部売上高又は

振替高 
 22,540  －  22,540  －  22,540

計  6,954,204  5,421,603  12,375,808  148,254  12,524,063

セグメント利益  516,032  328,922  844,954  26,754  871,709

  （単位：千円）

利益 金額 

報告セグメント計  844,954

「その他」の区分の利益  26,754

セグメント間取引消去  △1,174

四半期連結損益計算書の営業利益  870,534



Ⅱ 当第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）  

  

  （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
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