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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54期
第１四半期
連結累計期間

第55期
第１四半期
連結累計期間

第54期

会計期間
自  平成22年４月１日
至  平成22年６月30日

自  平成23年４月１日
至  平成23年６月30日

自  平成22年４月１日
至  平成23年３月31日

売上高 (千円) 3,486,565 4,225,488 16,658,042

経常利益又は経常損失(△) (千円) △7,700 119,639 525,323

四半期(当期)純利益又は
四半期純損失(△)

(千円) △23,004 57,977 210,599

四半期包括利益又は包括利益 (千円) △63,640 33,990 179,032

純資産額 (千円) 6,829,291 7,000,702 7,029,710

総資産額 (千円) 11,801,351 12,782,482 13,715,822

１株当たり四半期(当期)
純利益金額又は1株当たり
四半期純損失金額(△)

(円) △2.19 5.53 20.08

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 (％) 57.87 54.76 51.25

(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、消費税等は含まれておりません。

３．第54期第１四半期連結累計期間の四半期包括利益の算定にあたり、「包括利益の表示に関する会計基準」(企

業会計基準第25号  平成22年６月30日)を適用し、遡及処理しております。

４．第54期及び第55期第1四半期連結累計期間の「潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益金額」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54期第1四半期連結累計期間の「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、1株当たり四半期純損失であり、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。

　

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)において営まれている

事業の内容について、重要な変更はありません。

　また、主要な関係会社についても異動はありません。
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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」についての重要な変更はありません。

なお、重要事象等は存在しておりません。

　

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(平成23年４月１日～６月30日)におけるわが国経済において、平成23年３月

11日に発生した東日本大震災による東北を中心とした地震、津波及びその後の余震による被害と原子力

発電所事故による電力不足及び放射能による影響は、製造業、非製造業共に国内企業の生産や輸出に大幅

なダメージを与えました。また、震災に伴う消費者心理にも消費自粛、風評被害等悪影響を及ぼし景気の

現状は依然として厳しい状況がつづいております。

このような状況の中、当社グループは安全、品質、環境を最優先に掲げた販売体制を整え高付加価値商

品の拡販を押し進めると共に需要拡大が望まれる改装市場への取り組みを強化し、「下地から仕上げま

で」を販売戦略の要として新規顧客の獲得に向けて積極的な営業活動を展開しました。

その結果、当第1四半期連結累計期間における連結業績として、売上高は42億25百万円と前年同四半期

と比べて７億38百万円の増収を計上することができました。 

　利益面におきましては、営業利益は１億11百万円と前年同四半期と比べ１億26百万円の増益、経常利益

は１億19百万円と前年同四半期と比べ１億27百万円の増益、四半期純利益は57百万円と前年同四半期と

比べ80百万円の増益となりました。 
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セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。

(材売・工事)

材売・工事においては、東日本大震災の被災地域の一日も早い復興に貢献できる様、商品の安定供給に

全力を注ぐと共に、ワンストップキャンペーンを通して、住宅・建築関連業者の更なる活性化に向けて、

下地から仕上塗材まで完備をいたしました結果、材売・工事の売上高は40億41百万円と前年同四半期と

比べて７億41百万円の増収となり、セグメント利益(営業利益)は１億37百万円と前年同四半期と比べ１

億65百万円の増益となりました。

　

(セラミック)

セラミックにおいては、 電機、電子部品業界からの受注は堅調に推移しましたが、 震災の影響により

一部主要顧客で受注が減少しました。さらに前期設備投資による経費等が増加した結果、セラミックの売

上高は１億83百万円と前年同四半期と比べて２百万円の減収となり、セグメント利益（営業利益）は △

25百万円と前年同四半期と比べ38百万円の減益となりました。

　

(2)財政状態の分析

(資産)

当第1四半期連結会計期間末における資産の残高は127億82百万円(前連結会計年度末比９億33百円

減)となりました。

これは主として現金及び預金が６億85百万円減少、受取手形及び売掛金が３億87百万円減少したこ

とによるものであります。

(負債)

当第１四半期連結会計期間末における負債の残高は57億81百万円(前連結会計年度末比９億４百万

円減)となりました。

これは主として支払手形及び買掛金が３億51百万円減少、未払費用が３億11百万円減少、未払法人税

等が２億44百万円減少したことによるものであります。

(純資産)

当第１四半期連結会計期間末における純資産の残高は70億円(前連結会計年度末比29百万円減)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24百万円減少したことによるものであります。

　

(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の研究開発費の総額は80百万円であります。

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開発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 34,000,000

計 34,000,000

　

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23年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成23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 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) 【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
(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23年４月１日～
平成23年６月30日

― 10,716 ― 1,394,100 ― 1,092,160
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(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。

　

(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23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23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)
(自己保有株式)
普通株式　　 231,000

―
権利内容に何ら限定のない当社にお
ける標準となる株式

完全議決権株式(その他) 普通株式　10,438,000 10,438 同上

単元未満株式 普通株式　　　47,954 ― 同上

発行済株式総数 　　　　　10,716,954 ― ―

総株主の議決権 ― 10,438 ―

(注)　「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式995株が含まれています。

　

② 【自己株式等】

　 　 平成23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(％)

(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

231,000 ― 231,000 2.16

計 ― 231,000 ― 231,000 2.16

 

　

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。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)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23年４月１日

から平成23年６月30日まで)及び第１四半期連結累計期間(平成23年４月１日から平成23年６月30日まで)

に係る四半期連結財務諸表について、仰星監査法人により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23年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,761,102 2,075,913

受取手形及び売掛金 4,969,223 4,581,844

商品及び製品 437,264 524,542

仕掛品 160,439 269,610

原材料及び貯蔵品 256,793 280,213

繰延税金資産 157,920 157,920

その他 212,659 178,994

貸倒引当金 △14,286 △12,508

流動資産合計 8,941,117 8,056,531

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 763,392 784,793

機械装置及び運搬具（純額） 171,417 162,201

土地 1,497,931 1,497,931

リース資産（純額） 246,098 235,549

その他（純額） 54,856 38,172

有形固定資産合計 2,733,695 2,718,649

無形固定資産

のれん 45,711 42,854

その他 54,926 50,547

無形固定資産合計 100,638 93,402

投資その他の資産

投資有価証券 863,473 827,857

繰延税金資産 291,071 303,097

長期預金 610,000 610,000

その他 175,836 178,998

貸倒引当金 △10 △6,053

投資その他の資産合計 1,940,371 1,913,899

固定資産合計 4,774,705 4,725,950

資産合計 13,715,822 12,782,482
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,571,883 2,220,115

短期借入金 1,400,000 1,450,000

1年内返済予定の長期借入金 21,664 88,667

1年内償還予定の社債 228,800 214,400

リース債務 31,181 38,498

未払法人税等 308,498 64,363

その他 909,867 622,820

流動負債合計 5,471,894 4,698,864

固定負債

社債 171,200 171,200

長期借入金 192,145 118,242

退職給付引当金 494,637 488,061

役員退職慰労引当金 236,130 160,522

その他 120,105 144,889

固定負債合計 1,214,217 1,082,914

負債合計 6,686,111 5,781,779

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 4,674,340 4,669,407

自己株式 △117,132 △117,221

株主資本合計 7,043,467 7,038,446

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △14,775 △39,027

その他の包括利益累計額合計 △14,775 △39,027

少数株主持分 1,018 1,284

純資産合計 7,029,710 7,000,702

負債純資産合計 13,715,822 12,782,482
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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22年４月１日
　至 平成22年６月30日)

当第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)

売上高 3,486,565 4,225,488

売上原価 2,558,899 3,116,056

売上総利益 927,666 1,109,432

販売費及び一般管理費 942,539 997,764

営業利益又は営業損失（△） △14,872 111,667

営業外収益

受取利息 1,075 1,724

受取配当金 6,723 7,162

仕入割引 408 2,493

受取ロイヤリティー 1,803 －

その他 5,479 5,517

営業外収益合計 15,490 16,898

営業外費用

支払利息 5,159 4,410

減価償却費 639 2,185

売上割引 1,924 1,734

その他 594 595

営業外費用合計 8,318 8,926

経常利益又は経常損失（△） △7,700 119,639

特別利益

投資有価証券売却益 1,660 －

貸倒引当金戻入額 3,518 －

特別利益合計 5,179 －

特別損失

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 14,162 －

固定資産除却損 － 1

会員権評価損 － 1,555

特別損失合計 14,162 1,557

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△16,683 118,082

法人税等 6,320 59,902

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△23,004 58,180

少数株主利益 － 203

四半期純利益又は四半期純損失（△） △23,004 57,977
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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22年４月１日
　至 平成22年６月30日)

当第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)

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△23,004 58,180

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △40,636 △24,190

その他の包括利益合計 △40,636 △24,190

四半期包括利益 △63,640 33,990

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △63,640 33,724

少数株主に係る四半期包括利益 － 265
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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。

　

【連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更】

該当事項はありません。

　

【会計方針の変更等】

該当事項はありません。

　

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

　

項目
当第１四半期連結会計期間

(自  平成23年４月１日  至  平成23年６月30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。 

　

【追加情報】

　
当第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)

　(会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用)

　当第1四半期連結会計期間の期首以降に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤
謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号　平成21年12月４日)及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関す
る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第24号　平成21年12月４日)を適用しております。

　

【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第1四半期連結会計期間
(平成23年６月30日)

  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
証を行なっております。

菊水化工(上海)有限公司 16,480千円

  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
証を行なっております。

菊水化工(上海)有限公司 15,577千円

　

(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(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれん

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22年４月１日
至　平成22年６月30日)

当第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)

　

　 減価償却費 79,536千円

　 のれんの償却額 2,799千円

　

　 減価償却費 53,179千円

　 のれんの償却額 2,856千円
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(株主資本等関係)

前第１四半期連結累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年６月30日)

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22年６月29日
定時株主総会

普通株式 52,434 ５ 平成22年３月31日 平成22年６月30日 利益剰余金

　

２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計

期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

　

３．株主資本の著しい変動

　該当事項はありません。

　

当第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．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23年６月29日
定時株主総会

普通株式 62,909 ６ 平成23年３月31日 平成23年６月30日 利益剰余金

　

２．基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計

期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

　

３．株主資本の著しい変動

　株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動がありません。
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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22年４月１日  至  平成22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

合計
材売・工事 セラミック 計

売上高 　 　 　 　

  外部顧客への売上高 3,300,376 186,189 3,486,5653,486,565

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― ― ― ―

計 3,300,376 186,189 3,486,5653,486,565

セグメント利益又は損失(△) △28,299 13,426 △14,872 △14,872

(注)　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の営業損失の金額は一致しておりま

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

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

　 　 　 　 (単位：千円)

　

報告セグメント

合計
材売・工事 セラミック 計

売上高 　 　 　 　

  外部顧客への売上高 4,041,734 183,754 4,225,4884,225,488

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― ― ― 　

計 4,041,734 183,754 4,225,4884,225,488

セグメント利益又は損失(△) 137,020 △25,353 111,667 111,667

(注)　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の営業利益の金額は一致しておりま

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

該当事項はありません。
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(金融商品関係)

四半期連結財務諸表規則第17条の２の規定に基づき、注記を省略しております。

　

(有価証券関係)

四半期連結財務諸表規則第17条の２の規定に基づき、注記を省略しております。

　

(デリバティブ取引関係)

該当事項はありません。

　

(企業結合等関係)

該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　

項目
前第１四半期連結累計期間
(自  平成22年４月１日
至  平成22年６月30日)

当第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株当たり四半期純利益金額又は
四半期純損失金額(△)

　 △２円19銭 ５円53銭

    (算定上の基礎) 　 　 　

    四半期純利益又は四半期純損失(△) (千円) △23,004 57,977

    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又は四
半期純損失金額(△)

(千円) △23,004 57,977

    普通株式の期中平均株式数 (千株) 10,486 10,484

(注)１　前第1四半期連結累計期間の潜在株式調整後1株当たり四半期純損失金額については、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。

２　当第1四半期連結累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23年８月８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　

　

代表社員
業務執行社員

　 公認会計士　　浅　野　佳　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23年４月１日から平成24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23年４月１日から平成23年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成23年４月１日から平成
23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、菊水化学工業株式会社及び連結子会社の平成
23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  四半期連結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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