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1. 平成30年3月期第3四半期の連結業績（平成29年4月1日～平成29年12月31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
親会社株主に帰属する四

半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

30年3月期第3四半期 15,375 1.4 137 30.5 169 4.1 64 △59.8

29年3月期第3四半期 15,158 △8.3 105 △83.3 162 △76.2 161 △62.4

（注）包括利益 30年3月期第3四半期　　305百万円 （―％） 29年3月期第3四半期　　△13百万円 （―％）

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

30年3月期第3四半期 5.18 ―

29年3月期第3四半期 12.91 ―

(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 ％

30年3月期第3四半期 17,745 9,701 54.0

29年3月期 17,201 9,595 55.1

（参考）自己資本 30年3月期第3四半期 9,581百万円 29年3月期 9,476百万円

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

29年3月期 ― 7.00 ― 9.00 16.00

30年3月期 ― 7.00 ―

30年3月期（予想） 9.00 16.00

（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30年 3月期の連結業績予想（平成29年 4月 1日～平成30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
親会社株主に帰属する

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 22,860 11.5 431 102.1 455 58.3 270 28.7 21.58

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



※ 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（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 無

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 ： 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

(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） 30年3月期3Q 12,744,054 株 29年3月期 12,744,054 株

② 期末自己株式数 30年3月期3Q 234,893 株 29年3月期 234,893 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 30年3月期3Q 12,509,161 株 29年3月期3Q 12,509,161 株

※四半期決算短信は四半期レビューの対象外です

※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、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については、添付P.2「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３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業収益や雇用情勢が改善するなど緩やかな回復基調で推移

しましたが、不安定な海外情勢などの影響も懸念され、依然として先行き不透明な状況が続いております。このよ

うな状況の中、当社グループは、「下地から仕上げまでの総合塗料メーカーをめざす」を新たな経営方針として掲

げ、良い伝統を築いていく所存です。

第３四半期連結累計期間においては、これまでの販売強化活動のフォローアップを図ると共に、今年度竣工した

東海工場に於ける、弱溶剤塗料のさらなる商品の統合、合理化と新商品展開を推進いたしました。

建築業界でリノベーションの考え方が定着しつつある中、外壁の地下の劣化に対応した適切な処置方法として「キ

クスイ改修パッケージプラン」を提案し、石綿含有建築用仕上材に対する環境配慮型剥離剤の普及・提案を推進い

たしました。

工事においては、安全・品質管理の更なる強化を図り、販売並びに施工体制の整備を行いシェア拡大に努めまし

た。戸建住宅の改修工事では、一昨年市場に投入したリフォーム用高付加価値製品である「デラフロン」シリーズ

が軌道に乗り、顧客の皆様より堅調なご指名を頂くことが出来ました。

その結果、当第３四半期連結累計期間における連結業績は、売上高は153億75百万円と前年同四半期と比べて2億

16百万円の増収となりました。

また、利益につきましては、営業利益は１億37百万円と前年同四半期と比べ32百万円の増益、経常利益は１億69

百万円と前年同四半期と比べ６百万円の増益、親会社株主に帰属する四半期純利益は64百万円と前年同四半期と比

べ96百万円の減益となりました。

なお、当社グループは、製品販売・工事の単一セグメントのため、セグメント別の記載は省略しております。

（２）財政状態に関する説明

(資産)

当第３四半期連結会計期間末における資産の残高は177億45百万円(前連結会計年度末比５億43百万円増)とな

りました。

これは主として建物及び構築物が12億53百万円、機械装置及び運搬具が４億54百万円増加し、現金及び預金が７

億16百万円減少したことによるものであります。

(負債)

当第３四半期連結会計期間末における負債の残高は80億44百万円(前連結会計年度末比４億38百万円増)となり

ました。

これは主として長期借入金が１億28百万円、社債が３億53百万円増加したことによるものであります。

(純資産)

当第３四半期連結会計期間末における純資産の残高は97億１百万円(前連結会計年度末比１億５百万円増)となり

ました。

　これは主としてその他有価証券評価差額金が２億28百万円増加したことによるものであります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成30年３月期通期の連結業績予想につきましては、平成29年５月12日に発表いたしました業績予想から修正を

行っておりません。

※上記の業績予測は、現時点において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は予想数値と異な

る可能性があります。
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成29年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成29年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,684,561 2,968,528

受取手形及び売掛金 5,495,143 5,526,416

商品及び製品 881,803 838,892

仕掛品 232,203 333,796

原材料及び貯蔵品 347,117 388,914

繰延税金資産 57,912 57,912

その他 472,995 380,274

貸倒引当金 △5,263 △5,084

流動資産合計 11,166,474 10,489,651

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 661,276 1,914,567

機械装置及び運搬具（純額） 183,327 637,849

土地 1,105,752 1,248,483

建設仮勘定 1,217,004 314,278

その他（純額） 68,826 65,493

有形固定資産合計 3,236,188 4,180,672

無形固定資産

その他 194,419 180,168

無形固定資産合計 194,419 180,168

投資その他の資産

投資有価証券 2,124,475 2,453,829

繰延税金資産 72,761 2,803

長期預金 210,000 210,000

その他 173,376 187,577

貸倒引当金 △1,410 △1,409

投資その他の資産合計 2,579,202 2,852,800

固定資産合計 6,009,810 7,213,641

繰延資産 25,190 42,170

資産合計 17,201,474 17,745,463
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成29年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成29年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,581,287 3,383,417

短期借入金 1,468,459 1,368,615

1年内償還予定の社債 130,400 181,200

1年内返済予定の長期借入金 56,860 85,360

未払法人税等 29,829 36,855

賞与引当金 77,437 21,745

完成工事補償引当金 8,324 ―

工事損失引当金 ― 26,426

その他 613,218 792,001

流動負債合計 5,965,817 5,895,622

固定負債

社債 650,800 1,004,600

長期借入金 226,120 354,974

役員退職慰労引当金 101,280 86,880

完成工事補償引当金 38,444 33,745

退職給付に係る負債 512,227 526,527

その他 110,789 141,722

固定負債合計 1,639,660 2,148,451

負債合計 7,605,478 8,044,073

純資産の部

株主資本

資本金 1,972,735 1,972,735

資本剰余金 1,670,795 1,670,795

利益剰余金 5,768,283 5,633,051

自己株式 △118,411 △118,411

株主資本合計 9,293,403 9,158,171

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 367,495 596,417

退職給付に係る調整累計額 △7,759 △6,422

為替換算調整勘定 △176,141 △166,229

その他の包括利益累計額合計 183,594 423,765

非支配株主持分 118,998 119,452

純資産合計 9,595,996 9,701,389

負債純資産合計 17,201,474 17,745,463
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（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28年４月１日
　至 平成28年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年12月31日)

売上高 15,158,604 15,375,474

売上原価 11,396,375 11,680,696

売上総利益 3,762,228 3,694,777

販売費及び一般管理費 3,656,669 3,556,976

営業利益 105,559 137,801

営業外収益

受取利息 20,088 4,950

受取配当金 42,810 62,254

仕入割引 8,598 720

その他 37,491 13,227

営業外収益合計 108,989 81,152

営業外費用

支払利息 11,344 11,024

売上割引 6,213 8,106

社債発行費 29,916 14,041

その他 4,307 16,279

営業外費用合計 51,781 49,452

経常利益 162,767 169,501

特別利益

投資有価証券売却益 118,617 21,015

特別利益合計 118,617 21,015

特別損失

固定資産除却損 24,615 33,956

特別損失合計 24,615 33,956

税金等調整前四半期純利益 256,769 156,560

法人税等 98,856 92,607

四半期純利益 157,913 63,953

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △3,553 △961

親会社株主に帰属する四半期純利益 161,466 64,914
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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28年４月１日
　至 平成28年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年12月31日)

四半期純利益 157,913 63,953

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 91,735 228,921

退職給付に係る調整額 639 1,337

為替換算調整勘定 △263,995 11,327

その他の包括利益合計 △171,621 241,586

四半期包括利益 △13,707 305,540

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 12,202 305,085

非支配株主に係る四半期包括利益 △25,910 454
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（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）

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。

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）

項目
当第３四半期連結累計期間

(自 平成29年４月１日 至 平成29年12月31日)

税金費用の計算 　当連結会計年度の税金等調整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、税金等調整前四半期純利益に当該見

積実効税率を乗じて計算しております。

（会計方針の変更）

　 該当事項はありません。

（会計上の見積りの変更）

該当事項はありません。

（セグメント情報）

当社グループの事業セグメントは、「製品販売・工事」事業のみの単一セグメントであり重要性が乏しいため、

セグメント情報の記載を省略しております。
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