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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第68期

第１四半期連結
累計期間

第69期
第１四半期連結

累計期間
第68期

会計期間
自 平成25年４月１日
至 平成25年６月30日

自 平成26年４月１日
至 平成26年６月30日

自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日

売上高 （千円） 1,940,121 1,951,997 8,377,002

経常利益 （千円） 177,204 219,551 1,041,724

四半期（当期）純利益 （千円） 233,048 137,744 753,350

四半期包括利益又は包括利益 （千円） 285,408 167,038 812,841

純資産額 （千円） 11,925,503 12,394,280 12,277,508

総資産額 （千円） 15,639,910 16,071,026 16,148,490

１株当たり四半期（当期）純利益

金額
（円） 23.67 14.43 77.70

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額
（円） － － －

自己資本比率 （％） 74.2 75.2 74.1

（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載して

おりません。

２．売上高には、消費税等は含んでおりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりま

せん。

 

 

２【事業の内容】

当第１四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重

要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

当第１四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のう

ち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は、前事業年度の有価証券報告書に記載した

「事業等のリスク」について重要な変更はありません。

２【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判

断したものであります。

(1）業績の状況

　当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、消費税率引き上げに伴う駆け込み需要の反動により、個人消

費や生産活動には弱い動きが見られたものの、政府の経済対策・金融政策により、企業収益や雇用情勢は着実に改

善がみられ、設備投資も増加に転じるなど、全体として緩やかな景気基調で推移しました。

　このような環境のもと、当社グループは、環境対応型塗料の新製品投入により大型車両や工業用などの新規市場

開拓に積極的に取り組むとともに、受注および調色体制の見直しを行うなど、社内体制の整備に注力しました。

　その結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は、19億52百万円（前年同四半期比0.6％増加）となりました。

また、収益面におきましては、営業利益は1億87百万円（前年同四半期比30.8％増加）、経常利益は2億20百万円

（前年同四半期比23.9％増加）、四半期純利益は1億38百万円（前年同四半期比40.9％減少）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19億27百万円（前年同四半期比0.6％増加）、営業利益は1億77百万円（前年同四半期比32.2％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1.5％増加）、営業利益は10百万円（前年同四半期比10.2％増加）でありま

す。

 

(2）財政状態の分析

　当第１四半期連結会計期間末の財政状態は、前連結会計年度末と比較して、資産は77百万円減少、負債は1億94

百万円減少、純資産は1億17百万円増加しました。

　資産の増加の主なものは、現金及び預金11億44百万円、減少の主なものは長期預金12億円、受取手形及び売掛金

1億33百万円であります。

　負債の減少の主なものは、未払法人税等1億57百万円であります。

　また、純資産の増加の主なものは、利益剰余金90百万円となっております。

 

(3）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題については、重要な変更はありません。

(4）研究開発活動

当第１四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、30百万円であります。

なお、当第１四半期連結累計期間において、当社グループの研究活動の状況に重要な変更はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 48,000,000

計 48,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末
現在発行数（株）
（平成26年６月30日）

提出日現在発行数
(株)

（平成26年８月11日）

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 12,000,000 12,000,000
東京証券取引所

（市場第二部）

単元株式数

1,000株

計 12,000,000 12,000,000 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数(株)

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成26年４月１日～

平成26年６月30日
― 12,000,000 ― 1,290,400 ― 1,209,925

 

（６）【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（７）【議決権の状況】

　当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については株主名簿の記載内容が確認できないため、記載す

ることができないことから、直前の基準日(平成26年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしております。

①【発行済株式】

平成26年３月31日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）
普通株式

2,456,000

 

－

 

－

完全議決権株式（その他）
普通株式

9,435,000

 

9,435

 

－

単元未満株式
普通株式

109,000

 

－

 

－

発行済株式総数 12,000,000 － －

総株主の議決権 － 9,435 －

（注）「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式が225株含まれております。

 

②【自己株式等】

平成26年３月31日現在
 

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所
有株式数

（株）

他人名義所
有株式数

（株）

所有株式数
の合計

（株）

発行済株式総
数に対する所
有株式数の割
合(％)

イサム塗料株式会社
大阪市福島区鷺洲２丁目

15番24号
2,456,000 － 2,456,000 20.46

計 － 2,456,000 － 2,456,000 20.46

 

２【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について
　当社の四半期連結財務諸表は、「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」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について
　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（平成26年４月１日から平

成26年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成26年４月１日から平成26年６月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、清稜監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【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26年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成26年６月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,195,271 4,338,948

受取手形及び売掛金 2,635,655 2,502,503

有価証券 1,800,702 1,800,702

商品及び製品 869,451 898,236

仕掛品 94,711 174,632

原材料及び貯蔵品 193,620 215,719

繰延税金資産 82,458 45,916

その他 60,552 84,936

貸倒引当金 △16,729 △19,536

流動資産合計 8,915,691 10,042,056

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 2,689,348 2,689,348

減価償却累計額 △1,327,441 △1,349,001

建物及び構築物（純額） 1,361,907 1,340,347

機械及び装置 399,224 391,735

減価償却累計額 △313,937 △312,285

機械及び装置（純額） 85,287 79,450

工具、器具及び備品 386,301 383,574

減価償却累計額 △337,274 △338,755

工具、器具及び備品（純額） 49,027 44,819

土地 1,344,467 1,344,467

リース資産 15,201 15,201

減価償却累計額 △6,090 △6,475

リース資産（純額） 9,111 8,726

有形固定資産合計 2,849,799 2,817,809

無形固定資産   

ソフトウエア 55,533 49,088

施設利用権 4,948 4,718

電話加入権 6,555 6,555

リース資産 55,559 53,591

無形固定資産合計 122,595 113,952

投資その他の資産   

投資有価証券 1,839,808 1,880,235

長期預金 1,470,000 270,000

保険積立金 785,302 802,506

繰延税金資産 131,534 114,683

その他 36,837 32,923

貸倒引当金 △3,076 △3,138

投資その他の資産合計 4,260,405 3,097,209

固定資産合計 7,232,799 6,028,970

資産合計 16,148,490 16,071,026
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  （単位：千円）

 
前連結会計年度

(平成26年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成26年６月30日)

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,805,874 1,728,237

1年内返済予定の長期借入金 52,000 52,000

リース債務 43,165 42,088

未払金 201,262 296,923

未払法人税等 191,931 35,314

未払消費税等 5,247 47,573

繰延税金負債 108 －

前受金 4,472 6,013

預り金 56,279 64,627

賞与引当金 108,120 36,421

その他 41,930 33,833

流動負債合計 2,510,388 2,343,029

固定負債   

長期借入金 345,000 332,000

長期預り保証金 253,925 254,163

リース債務 24,977 23,710

繰延税金負債 8,970 13,762

役員退職慰労引当金 117,277 122,572

修繕引当金 45,000 46,875

退職給付に係る負債 499,519 479,293

負ののれん 52,075 49,182

金利スワップ 13,851 12,160

固定負債合計 1,360,594 1,333,717

負債合計 3,870,982 3,676,746

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 10,297,657 10,387,682

自己株式 △974,800 △974,889

株主資本合計 11,823,182 11,913,118

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 143,590 169,252

繰延ヘッジ損益 △4,219 △3,704

その他の包括利益累計額合計 139,371 165,548

少数株主持分 314,955 315,614

純資産合計 12,277,508 12,394,280

負債純資産合計 16,148,490 16,071,026
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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25年４月１日
　至　平成25年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成26年４月１日
　至　平成26年６月30日)

売上高 1,940,121 1,951,997

売上原価 1,295,459 1,294,390

売上総利益 644,662 657,607

販売費及び一般管理費 501,422 470,274

営業利益 143,240 187,333

営業外収益   

受取利息 1,102 1,119

有価証券利息 5,228 6,654

受取配当金 4,019 6,082

受取賃貸料 13,625 14,057

塗装情報サービス会費 7,228 5,362

負ののれん償却額 2,893 2,893

貸倒引当金戻入額 666 －

その他 4,690 4,634

営業外収益合計 39,451 40,801

営業外費用   

支払利息 3,831 3,334

支払補償費 709 －

たな卸資産廃棄損 － 4,604

その他 947 645

営業外費用合計 5,487 8,583

経常利益 177,204 219,551

特別利益   

負ののれん発生益 111,774 －

退職給付引当金戻入額 4,475 －

特別利益合計 116,249 －

特別損失   

固定資産除却損 78 173

特別損失合計 78 173

税金等調整前四半期純利益 293,375 219,378

法人税、住民税及び事業税 10,209 36,063

法人税等調整額 48,280 43,013

法人税等合計 58,489 79,076

少数株主損益調整前四半期純利益 234,886 140,302

少数株主利益 1,838 2,558

四半期純利益 233,048 137,744
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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25年４月１日
　至　平成25年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成26年４月１日
　至　平成26年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 234,886 140,302

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 48,500 25,672

繰延ヘッジ損益 2,022 1,064

その他の包括利益合計 50,522 26,736

四半期包括利益 285,408 167,038

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 282,518 163,921

少数株主に係る四半期包括利益 2,890 3,117
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【注記事項】

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

 当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半

期連結累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費も含む。）及び負ののれんの償却額は、次のとおり

であります。

 
前第１四半期連結累計期間
（自　平成25年４月１日
至　平成25年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成26年４月１日
至　平成26年６月30日）

    
　減価償却費

　負ののれん償却額

 

 
   41,129千円

   △2,893千円

 

 
   50,422千円

   △2,893千円

 
 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　平成25年４月１日　至　平成25年６月30日）

 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成25年６月27日

定時株主総会
普通株式 49,233 5 平成25年３月31日 平成25年６月28日 利益剰余金

 

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　平成26年４月１日　至　平成26年６月30日）

 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成26年６月27日

定時株主総会
普通株式 47,719 5 平成26年３月31日 平成26年６月30日 利益剰余金
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　平成25年４月１日　　至　平成25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

    （単位：千円）

 報告セグメント

その他 合　計 調整額
四半期連結
損益計算書
計上額 塗料事業

売上高      

外部顧客への売上高 1,915,077 25,043 1,940,121 － 1,940,121

セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － － －

計 1,915,077 25,043 1,940,121 － 1,940,121

セグメント利益 134,005 9,235 143,240 － 143,240

（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又はのれん等に関する情報

  (重要な負ののれん発生益)

　「塗料事業」セグメントにおいて、非連結子会社でありました進勇商事株式会社を完全子会社化し、連結子

会社としました。当該事象により、負ののれん発生益111,774千円を計上しております。

 

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　平成26年４月１日　　至　平成26年６月30日）

　　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

    （単位：千円）

 報告セグメント

その他 合　計 調整額
四半期連結
損益計算書
計上額 塗料事業

売上高      

外部顧客への売上高 1,926,576 25,421 1,951,997 － 1,951,997

セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ － － － －

計 1,926,576 25,421 1,951,997 － 1,951,997

セグメント利益 177,159 10,174 187,333 － 187,333

（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。
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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第１四半期連結累計期間
（自　平成25年４月１日
至　平成25年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成26年４月１日
至　平成26年６月30日）

１株当たり四半期純利益金額 23.67 円 14.43 円

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額（千円） 233,048 137,744

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ―

普通株式に係る四半期純利益金額（千円） 233,048 137,744

普通株式の期中平均株式数（株） 9,846,114 9,543,675

　（注）　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

２【その他】

　該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

平成26年８月４日

イサム塗料株式会社

取締役会　御中

 

清稜監査法人

 

 
代表社員
業務執行社員

 公認会計士 田中　伸郎　　　印

 

 
代表社員
業務執行社員

 公認会計士 加賀谷　剛　　　印

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているイサム塗料株式

会社の平成26年４月１日から平成27年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成26年４月１日から平

成26年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成26年４月１日から平成26年６月30日まで）に係る四半期連結財

務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期

レビューを行った。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。当監査法人は、結論の

表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、イサム塗料株式会社及び連結子会社の平成26年６月30日現在の財政状

態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重

要な点において認められなかった。

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

 

　（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は四半期報告書提

出会社が別途保管しています。

　２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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