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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】

提出会社の経営指標等

　

回次
第52期
第３四半期
累計期間

第53期
第３四半期
累計期間

第52期
第３四半期
会計期間

第53期
第３四半期
会計期間

第52期

会計期間

自  平成20年
    ４月１日
至  平成20年
    12月31日

自  平成21年
   ４月１日
至  平成21年
   12月31日

自  平成20年
    10月１日
至  平成20年
    12月31日

自  平成21年
    10月１日
至  平成21年
    12月31日

自  平成20年
   　４月１日
至  平成21年
   　３月31日

売上高 (千円) 11,835,77511,357,0374,094,0834,125,10715,411,516

経常利益又は
経常損失(△)

(千円) △10,695 346,102△ 40,364 220,593 61,521

四半期純利益又は
四半期(当期)純損失
(△)

(千円) △170,234 92,369△ 101,962106,689△ 179,014

持分法を適用した
場合の投資利益

(千円) ― ― ― ― ―

資本金 (千円) ― ― 1,394,1001,394,1001,394,100

発行済株式総数 (株) ― ― 10,716,95410,716,95410,716,954

純資産額 (千円) ― ― 6,997,3406,954,9016,955,221

総資産額 (千円) ― ― 13,088,18012,629,18212,531,516

１株当たり純資産額 (円) ― ― 663.21 663.16 659.29

１株当たり四半期純利
益金額又は四半期(当
期)純損失金額(△)

(円) △16.13 8.78 △9.66 10.17 △16.97

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) ― ― ― ― ―

１株当たり配当額 (円) 4.00 4.00 ― ― 9.00

自己資本比率 (％) ― ― 53.46 55.07 55.50

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △25,494 286,224 ― ― 140,888

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △ 124,872△ 50,933 ― ― △ 208,219

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △14,906 △45,264 ― ― △ 161,985

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) ― ― 1,663,3351,789,2311,599,431

従業員数 (名) ― ― 348 353 372

(注) １　当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度にかかる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、消費税等は含まれておりません。
３　持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社が存在しないため記載しておりません。
４　第53期第３四半期累計(会計)期間の「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
存在していないため記載しておりません。また、第52期および第52期第３四半期累計(会計)期間の「潜在株式
調整後1株当たり四半期(当期)純損失金額」については、1株当たり四半期(当期)純損失であり、また潜在株式
が存在していないため記載しておりません。
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２ 【事業の内容】

当第３四半期会計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)において営まれている事業

の内容に重要な変更はありません。

また、主要な関係会社についても異動はありません。

　

３ 【関係会社の状況】

当第３四半期会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

　

４ 【従業員の状況】

提出会社の状況

　 平成21年12月31日現在

従業員数(名)
353

[71]

(注)  従業員は就業人員であり、臨時従業員は[ ]内に当第３四半期会計期間の平均人員を外数で記載しております。
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

当第３四半期会計期間における品目別の生産実績は次のとおりであります。
　

品目 金額(千円) 前年同四半期比(%)

建築仕上材 1,698,895 △26.0

建築下地調整材 363,719 △22.7

タイル接着材 48,094 △38.0

ファインセラミック 175,480 13.6

合計 2,286,188 △23.7

(注) １　金額は、販売価格で表示してあります。

２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

(2) 受注実績

当社の工事(ビルリフレッシュ)は、受注から完了までの期間が非常に短いため、受注残高はほとんどな

く、受注高と販売実績と大きな差異はないので、受注高並びに受注残高については、記載を省略しており

ます。

　

(3) 販売実績

当第３四半期会計期間における品目別販売実績は次のとおりであります。
　

品目 金額(千円)
 
前年同四半期比(%)
 

製品

建築仕上材 1,667,333 △12.3

建築下地調整材 358,831 △11.4

タイル接着材 49,760 △18.9

ファインセラミック 138,822 △21.1

小計 2,214,747 △12.9

商品 建築土木資材 24,386 △26.6

工事 ビルリフレッシュ 1,885,973 24.3

合計 4,125,107 0.8

(注) １　当第３四半期会計期間において販売実績が総販売実績の100分の10を超える相手先については該当がありませ

ん。

２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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２ 【事業等のリスク】

当第３四半期会計期間において、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の異常な変動等ま

たは、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。

　

３ 【経営上の重要な契約等】

当社と日本スタッコ株式会社との間で株式譲渡契約を平成21年12月14日に締結しました。

　

(1)株式取得目的

当社は、建築・土木用下地調整材料の製造業務の更なる拡大を考えており、その製造技術、ノウハ

ウを持つ日本スタッコ株式会社を当社グループの一員にすることによる相乗効果によって、両社を

より一層発展させることを目的として、日本スタッコ株式会社の株式を取得(子会社化)することに

なりました。

　

(2)日本スタッコ株式会社の概要

名称:日本スタッコ株式会社

主な事業内容:建築・土木用下地調整材料の製造、販売

規模:資本金　40,000千円

従業員数:14名

　

(3)取得する株式の数、取得後の持分比率

取得する株式数:59,930株

取得後の持分比率:74.91%
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４ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

本文の将来に関する事項は、本四半期報告書提出日現在において当社が判断したものであります。

(1)経営成績の分析

当第３四半期会計期間におけるわが国経済は、米国金融危機に端を発した世界的な景気後退が、国内外

政府の景気浮揚策等の効果も表れ一部持ち直しの兆しが見え始めているものの、国内の企業業績は依然

低水準で推移しており、設備投資の抑制や雇用環境の悪化、個人消費の低迷等、景気回復の実感がつかめ

ないまま、先行き不透明な状況が続いております。 

特に建設、不動産業界においては、新設住宅着工数が伸び悩む中、住宅価格の底値感が窺われ、住宅リ

フォーム市場が拡大するとの予想もあり一部業績の好転が見えてまいりました。 

このような状況下の中、当社は引き続き住宅リフォーム事業に注力し、１，２００色のカラーカードを

活用した高付加価値商品の拡販、経費、在庫の削減に努め、業績の向上に全力を挙げて取り組みました。 

 

こうした経済情勢の下、当社の品目別売上高をみますと建築仕上材は前年同四半期会計期間比12.3%減

の1,667,333千円、建築下地調整材は同11.4%減の358,831千円、タイル接着材は同18.9%減の49,760千円、

ファインセラミックは同21.1%減の138,822千円、建築土木資材は同26.6%減の24,386千円、ビルリフレッ

シュ(工事)は同24.3%増の1,885,973千円となりました。

この結果、当第３四半期会計期間につきまして、売上高は4,125,107千円(前年同四半期売上高

4,094,083千円)、営業利益は182,848千円(前年同四半期営業損失56,649千円)、経常利益は220,593千円

(前年同四半期経常損失40,364千円)、第３四半期純利益は106,689千円(前年同四半期純損失101,962千

円)となりました。

　

品目別売上は、次のとおりであります。

　 期別 前第３四半期会計期間 当第３四半期会計期間

前年同期比　 　 (自　平成20年10月 (自　平成21年10月

　 　    至　平成20年12月）    至　平成21年12月）

品目 　 金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率

　 　 百万円 % 百万円 % 百万円 %

建築仕上材 1,900 46.4 1,667 40.4 △233 △12.3

建築下地調整材 405 9.9 358 8.7 △46 △11.4

タイル接着材 61 1.5 49 1.2 △ 11 △18.9

ファインセラミック 175 4.3 138 3.4 △37 △21.1

建築土木資材 33 0.8 24 0.6 △8 △26.6

ビルリフレッシュ(工事) 1,517 37.1 1,885 45.7 368 24.3

合計 4,094 100.0 4,125 100.0 31 0.8
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(2)財政状態の分析

(資産)

当第３四半期会計期間末における資産の残高は12,629,182千円(前事業年度末比97,666千円増)とな

りました。

これは主として現金及び預金が151,900千円増加、受取手形及び売掛金が203,454千円増加した一方、

建物(純額)43,684千円減少、機械及び装置(純額)26,888千円減少、無形固定資産35,422千円が減少した

ことによるものであります。

(負債)

当第３四半期会計期間末における負債の残高は5,674,281千円(前事業年度末比97,986千円増)とな

りました。

これは主として支払手形及び買掛金が237,994千円増加、短期借入金270,000千円増加、未払法人税等

が101,718千円が増加した一方、役員退職慰労引当金が471,066千円減少したことによるものでありま

す。

(純資産)

当第３四半期会計期間末における純資産の残高は6,954,901千円(前事業年度末比320千円減)となり

ました。

これは主として利益剰余金が2,328千円減少した一方、自己株式が△24,132千円増加、その他有価証

券評価差額金が26,140千円増加したことによるものであります。

　

(3)キャッシュ・フローの状況

当第３四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、第２四半期会計期

間末に比べ145,687千円増加し、1,789,231千円となりました。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動によるキャッシュ・フローは前年同四半期会計期間と比べ387,237千円増加し、当第３四半

期会計期間において営業活動の結果得られた資金は、169,750千円となりました。これは主に、税引前四

半期純利益の増加によるものであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動によるキャッシュ・フローは前年同四半期会計期間と比べ87,844千円減少し、当第３四半

期会計期間において投資活動の結果使用した資金は、37,506千円となりました。これは主に、有形固定

資産の取得によるものであります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動によるキャッシュ・フローは前年同四半期会計期間と比べ35,515千円減少し、当第３四半

期会計期間において財務活動の結果得られた資金は、13,252千円となりました。これは主に、短期借入

による純増減額、自己株式の取得による支出、リース債務の返済による支出によるものであります。
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(4)事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期会計期間において、当社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新た

に生じた課題はありません。

　

　

(5)研究開発活動

研究開発活動につきましては営業戦略の上で急務となっている研究課題に取り組むとともに、新し

い機能を備えた建築仕上材の開発に努めております。また、製品を最大限に発揮するための製品の組み

合わせ及びその施工方法を包含した理想的なシステム工法の開発研究も手掛けております。

当第３四半期会計期間の研究開発費の総額は68,723千円であります。
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第３四半期会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　

(2) 設備の新設、除却等の計画

当第３四半期会計期間において、第２四半期会計期間末に計画中であった重要な設備の新設、除却等

について、重要な変更並びに重要な設備計画の完了はありません。

また、当第３四半期会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等の計画はありませ

ん。
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第４ 【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 34,000,000

計 34,000,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第３四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成21年12月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成22年２月12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 10,716,95410,716,954
名古屋証券取引所
市場第二部

単元株式数は1,000株でありま
す。

計 10,716,95410,716,954― ―

　

　

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　

(3) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(4) 【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
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

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21年10月１日～
平成21年12月31日

― 10,716 ― 1,394,100 ― 1,092,160

　

　

(5) 【大株主の状況】

大量保有報告書の写しの送付がなく、当第３四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりま

せん。
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(6) 【議決権の状況】

当第３四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ず、記載す

ることができませんので、直前の基準日である平成21年９月30日の株主名簿により記載しております。

① 【発行済株式】

平成21年９月30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)
(自己保有株式)

普通株式   　229,000
― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式　10,439,000 10,439 ―

単元未満株式 普通株式    　48,954― ―

発行済株式総数 10,716,954― ―

総株主の議決権 ― 10,439 ―

　

　

② 【自己株式等】

平成21年９月30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(％)

(自己保有株式)
菊水化学工業株式会社

名古屋市中区丸の内
三丁目21番25号

229,000 ― 229,000 2.14

計 ― 229,000 ― 229,000 2.14

　

　

２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

　

月別
平成21年
　４月

　
　５月

　
　６月

　
　７月

　
　８月

　
　９月

　
　10月

　
　11月

　
　12月

最高(円) 420 400 405 400 400 400 392 387 450

最低(円) 380 380 383 385 380 376 372 370 365

(注)　最高・最低株価は名古屋証券取引所市場第二部におけるものであります。
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３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりでありま

す。

(1) 役職の異動

　

新役名及び職名 旧役名及び職名 氏名 異動年月日

専務取締役 専務取締役
三戸　武志 平成21年９月21日(管理本部、セラミック事業部 (製造本部、技術開発部担当)

海外・特販部、技術開発部担当) 　
専務取締役 専務取締役

三戸　武志 平成21年10月26日
(管理本部、セラミック事業部、 (管理本部、セラミック事業部、
海外・特販部、技術開発部 海外・特販部、技術開発部担当)
商品企画室担当) 　
常務取締役 常務取締役

山口　均 平成21年９月21日(製造本部、資材部、 (営業部門統括、資材部担当)
クリエイティブセンター担当) 　

取締役 取締役
古河　誠 平成22年１月21日(建材塗料事業本部副本部長 (セラミック事業部長)

兼　東ブロック長) 　

取締役 取締役

中神　章喜　 平成22年１月21日
(セラミック事業部長) (建材塗料事業部本部長)
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第５ 【経理の状況】

１  四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣

府令第63号。以下「四半期財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。

なお、前第３四半期会計期間(平成20年10月１日から平成20年12月31日まで)及び前第３四半期累計期間

(平成20年４月1日から平成20年12月31日まで)は、改正前の四半期財務諸表等規則に基づき、当第３四半期

会計期間(平成21年10月１日から平成21年12月31日まで)及び当第３四半期累計期間(平成21年４月１日か

ら平成21年12月31日まで)は改正後の四半期財務諸表等規則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、前第３四半期会計期間(平成20年10月１日か

ら平成20年12月31日まで)及び前第３四半期累計期間(平成20年４月１日から平成20年12月31日まで)に係

る四半期財務諸表については、あずさ監査法人により四半期レビューを受けており、当第３四半期会計期間

(平成21年10月１日から平成21年12月31日まで)及び当第３四半期累計期間(平成21年４月１日から平成21

年12月31日まで)に係る四半期財務諸表については、仰星監査法人により四半期レビューを受けておりま

す。

　

３　四半期連結財務諸表について

「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)第５条第２

項により、当社では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目からみ

て、当企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度

に重要性が乏しいものとして、四半期連結財務諸表は、作成しておりません。
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１【四半期財務諸表】
(1)【四半期貸借対照表】

（単位：千円）

当第３四半期会計期間末
(平成21年12月31日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成21年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,076,231 1,924,330

受取手形及び売掛金 ※3
 4,593,511 4,390,057

商品及び製品 452,521 463,025

仕掛品 128,101 145,038

原材料及び貯蔵品 241,191 248,843

未収還付法人税等 － 44,033

その他 250,509 322,945

貸倒引当金 △31,814 △30,871

流動資産合計 7,710,252 7,507,403

固定資産

有形固定資産

建物（純額） ※1
 673,053

※1
 716,738

機械及び装置（純額） ※1
 161,466

※1
 188,355

土地 1,417,931 1,417,931

その他（純額） ※1
 364,209

※1
 374,547

有形固定資産合計 2,616,660 2,697,571

無形固定資産 98,817 134,239

投資その他の資産

その他 2,213,831 2,204,795

貸倒引当金 △10,380 △12,494

投資その他の資産合計 2,203,451 2,192,301

固定資産合計 4,918,929 5,024,112

資産合計 12,629,182 12,531,516
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末
(平成21年12月31日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成21年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,238,241 2,000,246

短期借入金 1,470,000 1,200,000

未払法人税等 121,102 19,383

その他 849,843 646,343

流動負債合計 4,679,187 3,865,974

固定負債

社債 200,000 270,000

長期借入金 50,000 120,000

退職給付引当金 518,615 526,909

役員退職慰労引当金 177,934 649,001

その他 48,543 144,410

固定負債合計 995,094 1,710,320

負債合計 5,674,281 5,576,295

純資産の部

株主資本

資本金 1,394,100 1,394,100

資本剰余金 1,092,160 1,092,160

利益剰余金 4,578,144 4,580,472

自己株式 △116,094 △91,962

株主資本合計 6,948,309 6,974,770

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 6,591 △19,549

評価・換算差額等合計 6,591 △19,549

純資産合計 6,954,901 6,955,221

負債純資産合計 12,629,182 12,531,516
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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20年４月１日
　至 平成20年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年12月31日)

売上高 11,835,775 11,357,037

売上原価 8,883,432 8,316,597

売上総利益 2,952,343 3,040,440

販売費及び一般管理費 ※1
 2,993,014

※1
 2,744,639

営業利益又は営業損失（△） △40,671 295,800

営業外収益

受取利息 5,382 4,779

受取配当金 14,703 12,781

受取ロイヤリティー － 7,657

保険解約返戻金 － 23,215

その他 29,397 21,142

営業外収益合計 49,482 69,578

営業外費用

支払利息 12,177 12,042

売上割引 5,787 5,116

その他 1,542 2,116

営業外費用合計 19,506 19,275

経常利益又は経常損失（△） △10,695 346,102

特別利益

固定資産売却益 14,695 －

特別利益合計 14,695 －

特別損失

投資有価証券評価損 84,741 48,580

役員退職功労加算金 － 87,650

その他 28,087 3,221

特別損失合計 112,828 139,451

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △108,828 206,651

法人税等 61,405 114,281

四半期純利益又は四半期純損失（△） △170,234 92,369
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【第３四半期会計期間】
（単位：千円）

前第３四半期会計期間
(自 平成20年10月１日
　至 平成20年12月31日)

当第３四半期会計期間
(自 平成21年10月１日
　至 平成21年12月31日)

売上高 4,094,083 4,125,107

売上原価 3,160,100 3,022,254

売上総利益 933,983 1,102,852

販売費及び一般管理費 ※1
 990,632

※1
 920,004

営業利益又は営業損失（△） △56,649 182,848

営業外収益

受取利息 1,445 1,643

受取配当金 6,504 5,502

生命保険配当金 6,541 6,915

受取ロイヤリティー － 3,035

保険解約返戻金 － 23,215

その他 6,396 3,673

営業外収益合計 20,888 43,986

営業外費用

支払利息 1,871 3,759

売上割引 2,128 2,012

その他 603 469

営業外費用合計 4,603 6,241

経常利益又は経常損失（△） △40,364 220,593

特別利益

貸倒引当金戻入額 － △872

特別利益合計 － △872

特別損失

投資有価証券評価損 23,885 8,434

その他 5,544 5

特別損失合計 29,430 8,440

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △69,795 211,280

法人税等 32,167 104,591

四半期純利益又は四半期純損失（△） △101,962 106,689
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

前第３四半期累計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自 平成21年４月１日
　至 平成21年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失
（△）

△108,828 206,651

減価償却費 174,813 192,724

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） － △471,066

貸倒引当金の増減額（△は減少） 4,127 △1,170

受取利息及び受取配当金 △20,085 △17,561

支払利息 12,177 12,042

有形固定資産売却損益（△は益） △14,572 54

投資有価証券評価損益（△は益） 84,741 48,580

売上債権の増減額（△は増加） △466,134 △201,335

たな卸資産の増減額（△は増加） △61,700 35,092

仕入債務の増減額（△は減少） 442,778 237,994

その他 △128,128 210,009

小計 △80,812 252,015

利息及び配当金の受取額 30,442 16,140

利息の支払額 △14,975 △12,641

遅延損害金の支払額 △15,234 －

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 55,085 30,710

営業活動によるキャッシュ・フロー △25,494 286,224

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △16,644 －

定期預金の純増減額（△は増加） － 37,899

有形固定資産の取得による支出 △76,887 △45,908

有形固定資産の売却による収入 19,823 20

無形固定資産の取得による支出 △8,600 △10,492

投資有価証券の取得による支出 △35,231 －

その他 △7,332 △32,453

投資活動によるキャッシュ・フロー △124,872 △50,933

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 100,000 －

短期借入金の純増減額（△は減少） － 200,000

長期借入れによる収入 70,000 －

長期借入金の返済による支出 △70,000 －

社債の償還による支出 △20,000 △20,000

自己株式の取得による支出 △1,114 △24,132

リース債務の返済による支出 － △108,101

配当金の支払額 △93,791 △93,031

財務活動によるキャッシュ・フロー △14,906 △45,264

現金及び現金同等物に係る換算差額 △9 △225

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △165,273 189,800

現金及び現金同等物の期首残高 1,828,609 1,599,431

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 1,663,335

※
 1,789,231
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【継続企業の前提に関する事項】

該当事項はありません。

　

【四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　

当第３四半期累計期間
(自　平成21年４月１日　至　平成21年12月31日)

会計方針の変更

完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更

請負工事に係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適用しておりましたが、「工事契約

に関する会計基準」(企業会計基準第15号　平成19年12月27日)及び「工事契約に関する会計基準の適用

指針」(企業会計基準適用指針第18号　平成19年12月27日)を第１四半期会計期間より適用し、第１四半

期会計期間に着手した工事契約から当第３四半期会計期間末までの進捗部分について成果の確実性が

認められる工事については工事進行基準(工事の進捗率の見積もりは原価比例法)を、その他の工事につ

いては工事完成基準を適用しております。

この結果、従来の方法によった場合に比べて、売上高は50,859千円増加し、売上総利益、営業利益、経常

利益及び税引前四半期純利益は、それぞれ6,422千円増加しております。

　
　

【表示方法の変更】

　

当第３四半期累計期間
(自　平成21年４月１日　至　平成21年12月31日)

(四半期損益計算書関係)

前第３四半期累計期間において、営業外収益の「その他」に含めていた「受取ロイヤリティー」は、重

要性が増したため、当第３四半期累計期間より区分掲記することとしております。なお、前第３四半期累計

期間の営業外収益の「その他」に含まれる「受取ロイヤリティー」は4,413千円であります。

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

前第３四半期累計期間において、営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めていた「役員

退職慰労引当金の増減額(△は減少)」は、重要性が増したため、当第３四半期累計期間より区分掲記する

こととしております。なお、前第３四半期累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に

含まれる「役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)」は15,349千円であります。

当第３四半期累計期間において、投資活動によるキャッシュ・フローの「定期預金の純増減額(△は増

加)」は、前第３四半期累計期間においては「定期預金の預入による支出」及び「定期預金の払戻による

収入」としてそれぞれ両建て表示しておりましたが、期間が短く、かつ回転が速いため、純額表示いたしま

した。なお、当第３四半期累計期間の「定期預金の預入による支出」は113,345千円、「定期預金の払戻に

よる収入」は151,245千円をそれぞれ計上しております。

当第３四半期累計期間において、財務活動によるキャッシュ・フローの「短期借入金の純増減額(△は

減少)」は、前第３四半期累計期間においては「短期借入れによる収入」及び「短期借入金の返済による

支出」としてそれぞれ両建て表示しておりましたが、期間が短く、かつ回転が速いため、純額表示いたしま

した。なお、当第３四半期累計期間の「短期借入れによる収入」は700,000千円、「短期借入金の返済によ

る支出」は500,000千円をそれぞれ計上しております。
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当第３四半期会計期間

(自  平成21年10月１日  至  平成21年12月31日)

(四半期損益計算書関係)

前第３四半期会計期間において、営業外収益の「その他」に含めていた「受取ロイヤリティー」は、重

要性が増したため、区分掲記することとしております。なお、前第３四半期会計期間の営業外収益の「その

他」に含まれる「受取ロイヤリティー」は1,378千円であります。

 
　

【簡便な会計処理】

　

当第３四半期累計期間
(自　平成21年４月１日  至　平成21年12月31日)

１　一般債権の貸倒見積高の算定方法

当第３四半期会計期間末の貸倒実績率等が前事業年度末に算定したものと著しい変化がないと認め

られるため、前事業年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。

２　棚卸資産の評価方法

当第３四半期会計期間末の棚卸高算出に関しては、一部実施棚卸を省略し、第２四半期会計期間末の実

地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。

３　固定資産の減価償却費の算定方法

固定資産の減価償却費の算定方法は、定率法を採用している資産については、事業年度に係る減価償

却費の額を期間按分して算定する方法によっております。

４　経過勘定項目の算定方法

固定費的な要素が大きく、予算と実績の差異が僅少のものについては、合理的な算定方法による概算

額で計上する方法によっております。

　

【四半期財務諸表の作成に特有の会計処理】

　

当第３四半期累計期間
(自　平成21年４月１日  至　平成21年12月31日)

税金費用の計算

税金費用については、当四半期会計期間を含む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(累計期間)に当該見積実効税率を乗じて計算して

おります。ただし、これによると著しく合理性を欠く結果となる場合には「四半期財務諸表に関する会

計基準の適用指針」第19項の規定により、「中間財務諸表等における税効果会計に関する実務指針」第

12項(法定実効税率を使用する方法)に準じて計算しております。

　なお法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。
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【注記事項】

(四半期貸借対照表関係)

　
当第３四半期会計期間末
(平成21年12月31日)

前事業年度末
(平成21年３月31日)

※1 有形固定資産の減価償却累計額　　4,198,903千円※1 有形固定資産の減価償却累計額　　4,092,154千円

2 債務保証 2 債務保証

次の会社の金融機関等からの借入に対し、債務保

証を行っております。

次の会社の金融機関等からの借入に対し、債務保

証を行っております。

菊水化工(上海)有限公司           15,586千円菊水化工(上海)有限公司            9,335千円

※3 四半期会計期間末日満期手形の会計処理については

手形交換日をもって決済処理しております。

―

なお、当第３四半期会計期間末日が金融機関の休日

であったため、次の四半期会計期間末日満期手形

が、四半期会計期間末残高に含まれております。

　

受取手形          　　　　　　　255,942千円　

　 　

　

(四半期損益計算書関係)

第３四半期累計期間

　
前第３四半期累計期間
(自  平成20年４月１日
　至  平成20年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自  平成21年４月１日
至  平成21年12月31日)

※1 販売費及び一般管理費の主要な費用及び金額は、
  　次のとおりであります。

※1 販売費及び一般管理費の主要な費用及び金額は、
  　次のとおりであります。

役員報酬及び賞与 138,750千円役員報酬及び賞与 106,440千円

給与手当及び賞与 934,183千円給与手当及び賞与 907,902千円

貸倒引当金繰入 4,679千円 貸倒引当金繰入 1,202千円

退職給付費用 28,771千円退職給付費用 31,896千円

役員退職慰労引当金繰入額 21,369千円役員退職慰労引当金繰入額 20,982千円

　 　 　 　
　 　 　 　

　

第３四半期会計期間

　
前第３四半期会計期間
(自  平成20年10月１日
　至  平成20年12月31日)

当第３四半期会計期間
(自  平成21年10月１日
至  平成21年12月31日)

※1 販売費及び一般管理費の主要な費用及び金額は、
　  次のとおりであります。

※1 販売費及び一般管理費の主要な費用及び金額は、
    次のとおりであります。

役員報酬及び賞与 48,401千円役員報酬及び賞与 32,034千円

給与手当及び賞与 323,221千円給与手当及び賞与 302,463千円

貸倒引当金繰入 3,297千円 貸倒引当金繰入 1,202千円

退職給付費用 9,562千円 退職給付費用 10,541千円

役員退職慰労引当金繰入額 7,123千円 役員退職慰労引当金繰入額 7,357千円
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(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

　

前第３四半期累計期間
(自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自　平成21年４月１日　至　平成21年12月31日)

※現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対

照表に掲記されている科目の金額との関係

※現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対

照表に掲記されている科目の金額との関係

　 　 　 　

　現金及び預金勘定 1,938,234千円　現金及び預金勘定 2,076,231千円

　預入期間が３ヵ月を超える定期預金 △274,899千円　預入期間が３ヵ月を超える定期預金 △286,999千円

　現金及び現金同等物 1,663,335千円　現金及び現金同等物 1,789,231千円

　 　 　 　

　

(株主資本等関係)

　

当第３四半期会計期間末(平成21年12月31日)及び当第３四半期累計期間(自　平成21年４月１日　至  平成

21年12月31日)

１　発行済株式に関する事項

株式の種類 当第３四半期会計期間末

普通株式(株) 10,716,954

　

２　自己株式に関する事項

株式の種類 当第３四半期会計期間末

普通株式(株) 229,530

　

３　新株予約権等に関する事項

　

該当事項はありません。

　

４　配当に関する事項

　(1) 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21年６月26日
定時株主総会

普通株式 52,748 ５ 平成21年３月31日平成21年６月29日 利益剰余金

平成21年10月26日
取締役会

普通株式 41,949 ４ 平成21年９月30日平成21年12月10日 利益剰余金

　

　(2) 基準日が当事業年度の開始の日から当四半期会計期間末までに属する配当のうち、配当の効力発生日

が当四半期会計期間の末日後となるもの

　

該当事項はありません。

　

５　株主資本の著しい変動に関する事項

　

該当事項はありません。
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(有価証券関係)

　

有価証券の四半期貸借対照表計上額その他の金額は、前事業年度末と比較して著しい変動がないた

め、記載しておりません。

　

(デリバティブ取引関係)

　

該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

１　１株当たり純資産額

　
当第３四半期会計期間末
(平成21年12月31日)

前事業年度末
(平成21年３月31日)

　 　

　 663円16銭
　

　 　

　 659円29銭
　

(注)  １株当たり純資産額の算定上の基礎

項目
当第３四半期会計期間末
(平成21年12月31日)

前事業年度末
(平成21年３月31日)

純資産の部の合計額 (千円) 6,954,901 6,955,221

普通株式に係る純資産額 (千円) 6,954,901 6,955,221

普通株式の発行済株式数 (千株) 10,716 10,716

普通株式の自己株式数 (千株) 229 167

１株当たり純資産額の算定に用い
られた普通株式の数 (千株) 10,487 10,549

　

２  １株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額

第３四半期累計期間

　
前第３四半期累計期間
(自  平成20年４月１日
至  平成20年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自  平成21年４月１日
至  平成21年12月31日)

１株当たり四半期純損失金額(△) △16.13円

　 　

なお、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、１株当たり四半期純損失であり、また、潜在株
式が存在しないたため記載しておりません。

　

１株当たり四半期純利益金額 8.78円

　 　

なお、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。

　

(注)  １株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失金額の算定上の基礎

　

項目
前第３四半期累計期間
(自  平成20年４月１日
至  平成20年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自  平成21年４月１日
至  平成21年12月31日)

四半期損益計算書上の四半期純利益又は
純損失(△)(千円)

△170,234 92,369

普通株式に係る四半期純利益又は
純損失(△)(千円)

△170,234 92,369

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式の期中平均株式数(千株) 10,552 10,517

　

EDINET提出書類

菊水化学工業株式会社(E00912)

四半期報告書

24/29



第３四半期会計期間

　
前第３四半期会計期間
(自  平成20年10月１日
至  平成20年12月31日)

当第３四半期会計期間
(自  平成21年10月１日
至  平成21年12月31日)

１株当たり四半期純損失金額(△) △9.66円

　 　

なお、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、１株当たり四半期純損失であり、また、潜在
株式が存在しないため記載しておりません。

　

１株当たり四半期純利益金額 10.17円

　 　

なお、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。

　

(注)  １株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失金額の算定上の基礎

　

項目
前第３四半期会計期間
(自  平成20年10月１日
至  平成20年12月31日)

当第３四半期会計期間
(自  平成21年10月１日
至  平成21年12月31日)

四半期損益計算書上の四半期純利益又は
純損失(△)(千円)

△101,962 106,689

普通株式に係る四半期純利益又は
純損失(△)(千円)

△101,962 106,689

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式の期中平均株式数(千株) 10,551 10,487

　

(重要な後発事象)

　

該当事項ありません。

　

(リース取引関係)

　

該当事項ありません。
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２ 【その他】

　

第53期(平成21年４月１日から平成22年３月31日まで)中間配当については、平成21年10月26日開催の

取締役会において、平成21年９月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、次のとおり中

間配当を行うことを決議いたしました。

①　配当金の総額　　　　　　　　　　　　　　　　　41,949千円

②　１株当たりの金額　　　　　　　　　　　　　　　　４円00銭

③　支払請求権の効力発生日及び支払開始日　　平成21年12月10日
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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２１年２月１３日

菊水化学工業株式会社

取締役会　御中

　

あ ず さ 監 査 法 人

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士　　田　島　　和　憲　　

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士　　宮　本　　正　司

　

指定社員
業務執行社員

　 公認会計士　　磯　部　　淳　夫

　

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」に掲げられている菊水

化学工業株式会社の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの第52期事業年度の第３四半期会計期間

（平成20年10月１日から平成20年12月31日まで）及び第３四半期累計期間（平成20年４月１日から平成20年

12月31日まで）に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び四半期キャッ

シュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監

査法人の責任は独立の立場から四半期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により行われており、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限定された手続により行わ

れた。

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財務諸表の作成基準に準拠して、菊水化学工業株式会社の平成20年12月31日現在の財政

状態、同日をもって終了する第３四半期会計期間及び第３四半期累計期間の経営成績並びに第３四半期累計

期間のキャッシュ・フローの状況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。

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、その原本は当社(四半期報告

書提出会社)が別途保管しております。

２　四半期財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成22年２月５日

菊水化学工業株式会社

取締役会　御中

　

仰 星 監 査 法 人

　

代表社員
業務執行社員

　 公認会計士   柴田　和範

　

代表社員
業務執行社員

　 公認会計士   寺本　悟

　

業務執行社員 　 公認会計士   鈴木　人史

　

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」に掲げられている菊水

化学工業株式会社の平成21年４月１日から平成22年３月31日までの第53期事業年度の第３四半期会計期間

（平成21年10月１日から平成21年12月31日まで）及び第３四半期累計期間（平成21年４月１日から平成21年

12月31日まで）に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び四半期キャッ

シュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監

査法人の責任は独立の立場から四半期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により行われており、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限定された手続により行わ

れた。

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財務諸表の作成基準に準拠して、菊水化学工業株式会社の平成21年12月31日現在の財政

状態、同日をもって終了する第３四半期会計期間及び第３四半期累計期間の経営成績並びに第３四半期累計

期間のキャッシュ・フローの状況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。

　

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、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２  四半期財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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