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

25年3月期第1四半期 1,942 4.8 242 30.4 274 18.0 161 102.0
24年3月期第1四半期 1,853 2.4 185 125.0 232 131.4 80 112.2

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 146百万円 （99.6％） 24年3月期第1四半期 73百万円 （―％）

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

25年3月期第1四半期 15.82 ―
24年3月期第1四半期 7.83 ―

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

25年3月期第1四半期 15,292 11,251 72.0 1,082.77
24年3月期 15,321 11,159 71.2 1,073.56
（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  11,003百万円 24年3月期  10,911百万円

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 ― 5.00 ― 5.00 10.00
25年3月期 ―
25年3月期（予想） 5.00 ― 5.00 10.00

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、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期(累計) 4,100 1.1 400 △17.5 500 △13.9 270 △1.8 26.56
通期 8,000 0.8 780 △10.1 970 △10.2 500 △9.7 49.20



(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）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 （３）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
半期連結財務諸表のレビュー手続は完了しております。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
本資料に掲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。上記業績予想に関する事項につきましては添付資料Ｐ．２「１．当四半期決算に関する定性的情報
（３）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

※  注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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1Q 12,000,000 株 24年3月期 12,000,000 株
② 期末自己株式数 25年3月期1Q 1,837,614 株 24年3月期 1,837,014 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 10,162,686 株 24年3月期1Q 10,164,813 株
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（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、東日本大震災からの復興需要など、一部に持ち直しの動きが

見られましたものの、欧州債務問題の再燃や長期的な円高傾向などにより、景気の先行きは不透明な状況で推移い

たしました。  

 このような環境のもと、当社グループは、多様化する顧客のニーズに応える製品開発に注力し、環境対応型塗料

の充実をはかり、新規顧客の獲得に向けた営業活動を積極的に展開するとともに、さらなる生産性の効率化により

収益の改善に取組みました。 

 その結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は、19億42百万円（前年同四半期比4.8％増加）となりました。

また、収益面におきましても、営業利益は2億42百万円（前年同四半期比30.4％増加）、経常利益は2億74百万円

（前年同四半期比18.0％増加）となり、四半期純利益は1億61百万円（前年同四半期比102.0％増加）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。 

①塗料事業 

  売上高は19億17百万円（前年同四半期比 ％増加）、営業利益は2億34百万円（前年同四半期比 ％増加）で

あります。 

②その他 

  売上高は25百万円（前年同四半期比 ％減少）、営業利益は8百万円（前年同四半期比 ％減少）でありま

す。 

     

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

  当第１四半期連結会計期間末の財政状況は、前連結会計年度末と比較して、資産は29百万円減少、負債は1億21

百万円減少、純資産は93百万円増加しました。  

 資産の増加の主なものは、有価証券5億円、長期預金2億円、減少の主なものは現金及び預金8億62百万円であり

ます。 

 負債の増加の主なものは、未払金1億42百万円、減少の主なものは未払法人税等2億38百万円であります。 

 また、純資産の増加の主なものは、利益剰余金1億10百万円となっております。 

   

  （３）連結業績予想に関する定性的情報 

  平成24年5月10日の決算発表日に公表しました前回予想に変更はありません。 

  なお、本資料の作成日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後の様々な要

因によって予想数値と異なる可能性があります。 

   

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

  該当事項はありません。 

   

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

  該当事項はありません。 

    

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

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、当第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。 

これによる、当第１四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は

軽微であります。 

   

   

該当事項はありません。   

１．当四半期決算に関する定性的情報

5.0 32.9

6.3 16.1

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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４．四半期連結財務諸表 
（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１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,323,007 3,460,821

受取手形及び売掛金 2,603,941 2,615,547

有価証券 650,701 1,150,701

商品及び製品 852,446 948,155

仕掛品 80,441 110,253

原材料及び貯蔵品 189,484 214,581

繰延税金資産 88,801 43,356

その他 33,570 93,302

貸倒引当金 △24,493 △19,808

流動資産合計 8,797,898 8,616,908

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 2,409,927 2,409,927

減価償却累計額 △1,196,865 △1,214,483

建物及び構築物（純額） 1,213,062 1,195,444

機械及び装置 375,107 375,417

減価償却累計額 △306,310 △311,303

機械及び装置（純額） 68,797 64,114

工具、器具及び備品 358,978 359,207

減価償却累計額 △328,160 △330,739

工具、器具及び備品（純額） 30,818 28,468

土地 1,344,467 1,344,467

リース資産 17,047 12,857

減価償却累計額 △14,849 △11,107

リース資産（純額） 2,198 1,750

有形固定資産合計 2,659,342 2,634,243

無形固定資産   

ソフトウエア 109,282 102,180

施設利用権 6,790 6,560

電話加入権 6,310 6,310

リース資産 148,007 136,451

無形固定資産合計 270,389 251,501

投資その他の資産   

投資有価証券 1,566,847 1,539,397

長期貸付金 168 140

長期預金 1,100,000 1,300,000

保険積立金 717,430 736,297

繰延税金資産 186,660 191,699

その他 24,115 23,878

貸倒引当金 △2,194 △2,194

投資その他の資産合計 3,593,026 3,789,217

固定資産合計 6,522,757 6,674,961

資産合計 15,320,655 15,291,869
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,715,609 1,783,110

1年内返済予定の長期借入金 52,000 52,000

リース債務 50,252 50,179

未払金 280,740 423,162

未払法人税等 300,086 61,900

未払消費税等 16,957 29,834

前受金 4,359 4,359

預り金 70,440 79,136

賞与引当金 108,647 33,470

その他 39,666 31,144

流動負債合計 2,638,756 2,548,294

固定負債   

長期借入金 449,000 436,000

長期預り保証金 248,942 249,190

リース債務 107,669 95,125

退職給付引当金 500,699 491,427

役員退職慰労引当金 85,220 90,243

修繕引当金 30,000 32,500

負ののれん 75,219 72,326

金利スワップ 26,366 25,464

固定負債合計 1,523,115 1,492,275

負債合計 4,161,871 4,040,569

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,290,400 1,290,400

資本剰余金 1,209,925 1,209,925

利益剰余金 9,099,637 9,210,025

自己株式 △709,199 △709,411

株主資本合計 10,890,763 11,000,939

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 36,412 18,567

繰延ヘッジ損益 △16,592 △16,024

その他の包括利益累計額合計 19,820 2,543

少数株主持分 248,201 247,818

純資産合計 11,158,784 11,251,300

負債純資産合計 15,320,655 15,291,869

イサム塗料㈱（4624）平成25年3月期 第1四半期決算短信

-4-



（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１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年６月30日) 

売上高 1,853,166 1,941,978

売上原価 1,193,109 1,194,021

売上総利益 660,057 747,957

販売費及び一般管理費 474,596 506,164

営業利益 185,461 241,793

営業外収益   

受取利息 2,179 1,369

有価証券利息 6,388 370

受取配当金 3,803 3,564

受取賃貸料 13,835 14,392

塗装情報サービス会費 4,977 3,244

負ののれん償却額 2,893 2,893

貸倒引当金戻入額 13,334 4,685

その他 4,585 6,439

営業外収益合計 51,994 36,956

営業外費用   

支払利息 4,636 4,165

その他 376 405

営業外費用合計 5,012 4,570

経常利益 232,443 274,179

特別損失   

災害による損失 3,934 －

特別損失合計 3,934 －

税金等調整前四半期純利益 228,509 274,179

法人税、住民税及び事業税 63,100 61,250

法人税等調整額 86,266 50,090

法人税等合計 149,366 111,340

少数株主損益調整前四半期純利益 79,143 162,839

少数株主利益 △427 2,075

四半期純利益 79,570 160,764
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 79,143 162,839

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △6,303 △17,845

繰延ヘッジ損益 79 568

その他の包括利益合計 △6,224 △17,277

四半期包括利益 72,919 145,562

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 73,305 143,242

少数株主に係る四半期包括利益 △387 2,320

イサム塗料㈱（4624）平成25年3月期 第1四半期決算短信

-6-



 該当事項はありません。  

   

   

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日  至 平成23年６月30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） セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。 

  

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失またはのれん等に関する情報 

該当事項はありません。 

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日  至 平成24年６月30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） セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。 

  

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失またはのれん等に関する情報 

該当事項はありません。 

   

 該当事項はありません。   

   

   

 該当事項はありません。   

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

  
  
  
  

報告セグメント
その他 

（千円） 
合 計 

（千円） 
調整額 

（千円） 

四半期連結損益
計算書計上額 

（千円） 
塗料事業 
（千円） 

売上高          

外部顧客への売上高  1,826,682  26,484  1,853,166  －  1,853,166

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  －  －  －  －

計  1,826,682  26,484  1,853,166  －  1,853,166

セグメント利益  175,896  9,565  185,461  －  185,461

  
  
  
  

報告セグメント
その他 

（千円） 
合 計 

（千円） 
調整額 

（千円） 

四半期連結損益
計算書計上額 

（千円） 
塗料事業 
（千円） 

売上高          

外部顧客への売上高  1,917,155  24,823  1,941,978  －  1,941,978

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  －  －  －  －

計  1,917,155  24,823  1,941,978  －  1,941,978

セグメント利益  233,764  8,029  241,793  －  241,793

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）重要な後発事象
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