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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20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 ％

21年3月期第1四半期 65,161 ― 5,160 ― 6,053 ― 3,117 ―

20年3月期第1四半期 60,703 13.4 4,822 3.5 5,667 5.1 3,286 22.0

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

21年3月期第1四半期 11.73 ―

20年3月期第1四半期 12.19 ―

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

21年3月期第1四半期 283,782 176,000 55.4 591.96
20年3月期 282,884 177,124 55.4 590.22

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  157,283百万円 20年3月期  156,832百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 5.50 ― 6.50 12.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 6.00 ― 6.00 12.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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2四半期連結累計期間 135,000 ― 11,500 ― 12,500 ― 6,700 ― 25.21
通期 275,000 7.2 25,000 5.2 27,500 5.3 16,500 20.0 62.10

4.  その他 
(1) 期中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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

（注）詳細は、２ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．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、潜在的なリ
スクや不確定な要素が含まれているため、実際の業績が予想数値と異なる可能性があります。 
２．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  272,623,270株 20年3月期  272,623,270株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  6,922,060株 20年3月期  6,904,669株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  265,706,897株 20年3月期第1四半期  269,656,669株
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【定性的情報・財務諸表等】 

１．連結経営成績に関する定性的情報 

  当第１四半期における世界経済は、原油価格が過去最高水準に上昇するなかで、減速感が見られるようになりま

した。わが国においても、輸出が弱含みとなったこと等により、景気の下振れリスクが高まる状況となりました。

塗料業界においても、なお続く原材料価格の上昇は、企業収益を一層圧迫することとなりました。 

  当社グループの当第１四半期の業績につきましては、原材料価格の上昇はあったものの、コスト削減と海外事業

が伸長したことにより、連結売上高は651億61百万円、連結営業利益は51億60百万円、連結経常利益は60億53百万

円、四半期純利益は31億17百万円となりました。 

  

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における現金及び現金同等物は285億95百万円と前連結会計年度末に比べ45億22百

万円の減少となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第１四半期連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、10億27百万円となりました。主な要

因は、税金等調整前四半期純利益、減価償却費及び仕入債務の増加による収入、売上債権の増加、法人税等の支払

及びたな卸資産の増加による支出等によるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第１四半期連結会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、△24億29百万円となりました。主な

要因は、有形固定資産及び投資有価証券の取得による支出、投資有価証券の売却による収入等によるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第１四半期連結会計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、△20億88百万円となりました。主な

要因は、配当金の支払及び短期借入金の返済による支出、短期借入による収入等によるものです。 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

  現時点では平成２０年５月１６日発表の平成２１年３月期第２四半期連結累計期間及び通期業績予想を変更して

おりません。 

  

４．その他 

（１）期中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） 

該当事項はありません。  

  

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

①棚卸資産の評価方法  

当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を一部省略し前連結会計年度に係る実地棚

卸高を基礎として合理的な方法により算定しております。  

  

②固定資産の減価償却費の算定方法 

固定資産の年度中の取得、売却及び除却等の見積りを考慮した予算を策定しているため、当該予算に基づく年

間償却予定額を期間按分して算定しております。 

  

③税金費用の計算 

税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計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に当該見積実効税率を乗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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（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

①「四半期財務諸表に関する会計基準」の適用 

当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号 平成19年３月14日）及び

「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号 平成19年３月14日）を適用

しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

②「棚卸資産の評価に関する会計基準」の適用  

棚卸資産については、従来、主として移動平均法による原価法によっておりましたが、当第１四半期連結会計

期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日）が適用されたこと

に伴い、主として移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方

法）により算定しております。 

これによる、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。 

  

③「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用  

当第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」

（実務対応報告第18号 平成18年５月17日）を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。 

これによる、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。     

  

（追加情報） 

当社及び国内会社は、法人税法の改正により、法定耐用年数の見直しが行われたことに伴い、当第１四半期連

結会計期間より、有形固定資産の一部について耐用年数の変更を行っております。 

これにより、営業利益は42百万円、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞれ43百万円減少してお

ります。 

なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 29,460 33,635

受取手形及び売掛金 81,243 79,557

有価証券 2,999 2,999

商品及び製品 14,320 13,680

仕掛品 3,633 3,582

原材料及び貯蔵品 7,657 7,316

その他 7,402 7,150

貸倒引当金 △843 △854

流動資産合計 145,873 147,067

固定資産   

有形固定資産 61,836 63,787

無形固定資産 1,681 1,601

投資その他の資産   

投資有価証券 61,932 57,778

その他 12,779 12,972

貸倒引当金 △320 △323

投資その他の資産合計 74,390 70,427

固定資産合計 137,908 135,816

資産合計 283,782 282,884
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 61,380 59,895

短期借入金 1,167 942

1年内返済予定の長期借入金 1,092 1,119

未払法人税等 2,726 3,652

賞与引当金 2,286 3,795

その他 14,198 12,617

流動負債合計 82,851 82,022

固定負債   

長期借入金 1,478 1,424

退職給付引当金 7,139 6,979

その他 16,313 15,333

固定負債合計 24,930 23,737

負債合計 107,782 105,760

純資産の部   

株主資本   

資本金 25,658 25,658

資本剰余金 27,160 27,160

利益剰余金 92,540 91,451

自己株式 △5,632 △5,620

株主資本合計 139,727 138,650

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 20,755 18,173

為替換算調整勘定 △3,199 8

評価・換算差額等合計 17,556 18,181

少数株主持分 18,716 20,291

純資産合計 176,000 177,124

負債純資産合計 283,782 282,884
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

売上高 65,161

売上原価 47,082

売上総利益 18,078

販売費及び一般管理費 12,918

営業利益 5,160

営業外収益  

受取利息 41

受取配当金 679

持分法による投資利益 296

雑収入 272

営業外収益合計 1,289

営業外費用  

支払利息 35

為替差損 152

雑支出 208

営業外費用合計 396

経常利益 6,053

特別損失  

固定資産除却損 47

特別損失合計 47

税金等調整前四半期純利益 6,005

法人税等 2,150

少数株主利益 737

四半期純利益 3,117
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純利益 6,005

減価償却費 1,850

のれん償却額 7

退職給付引当金の増減額（△は減少） △271

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3

受取利息及び受取配当金 △720

支払利息 35

持分法による投資損益（△は益） △296

固定資産除売却損益（△は益） 47

売上債権の増減額（△は増加） △3,352

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,066

仕入債務の増減額（△は減少） 2,862

その他 △572

小計 3,524

利息及び配当金の受取額 775

利息の支払額 △34

法人税等の支払額 △3,238

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,027

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △1,794

有形固定資産の売却による収入 6

無形固定資産の取得による支出 △32

投資有価証券の取得による支出 △2,628

投資有価証券の売却による収入 2,573

貸付けによる支出 △432

貸付金の回収による収入 481

その他 △603

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,429

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 1,866

短期借入金の返済による支出 △1,591

長期借入れによる収入 200

長期借入金の返済による支出 △155

自己株式の取得による支出 △12

自己株式の売却による収入 1

配当金の支払額 △1,733

少数株主への配当金の支払額 △738

その他 74

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,088

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,031

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △4,522

現金及び現金同等物の期首残高 33,118

現金及び現金同等物の四半期末残高 28,595
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 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

（４）継続企業の前提に関する注記 

 該当事項はありません。 

（５）セグメント情報 

① 事業の種類別セグメント情報 

当第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

 事業の種類として「塗料事業」及び「その他事業」に区分しておりますが、当第１四半期連結累計期間につ

いては、全セグメントの売上高及び営業利益の合計額に占める「塗料事業」の割合がいずれも90％を超えてい

るため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

② 所在地別セグメント情報 

当第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

 （注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２．各区分に属する主な国又は地域 

アジア……インド、タイ、台湾等  アメリカ……米国  欧州……トルコ、英国 

３．「追加情報」に記載のとおり、当社及び国内会社は、法人税法の改正により、法定耐用年数の見直

しが行われたことに伴い、当第１四半期連結会計期間より、有形固定資産の一部について耐用年数

の変更を行っております。 

これにより、「日本」の営業利益が42百万円減少しております。 

③ 海外売上高 

当第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

 （注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２．各区分に属する主な国又は地域 

アジア……インド、タイ、台湾等  アメリカ……米国等  欧州……トルコ、英国等 

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

（６）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。 

  日本 アジア アメリカ 欧州 計 
消去又は
全社 

連結 

売上高（百万円）              

(1）外部顧客に対する売
上高 43,203 18,667 212 3,078 65,161 － 65,161 

(2）セグメント間の内部
売上高又は振替高 3,051 58 － 11 3,121 △3,121 － 

計 46,254 18,726 212 3,089 68,282 △3,121 65,161 

営業利益（百万円） 2,759 2,000 24 376 5,161 △0 5,160 

  アジア アメリカ 欧州 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 20,755 695 3,631 25,082 

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － － 65,161 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合(％) 31.8 1.1 5.6 38.5 
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「参考資料」 

（要約）前四半期連結損益計算書 

 （単位：百万円） 

科目 
前第１四半期連結累計期間 
（自 平成19年４月１日 

  至 平成19年６月30日） 

売上高 60,703 

売上原価 42,868 

売上総利益 17,834 

販売費及び一般管理費 13,012 

営業利益 4,822 

営業外収益 1,260 

営業外費用 415 

経常利益 5,667 

特別利益 296 

特別損失 34 

税金等調整前四半期純利益 5,929 

法人税、住民税及び事業税 1,814 

法人税等調整額 167 

少数株主利益 661 

四半期純利益 3,286 
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