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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9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2四半期 53,496 ― 4,235 ― 4,251 ― 2,870 ―

20年3月期第2四半期 53,138 33.3 4,600 76.3 4,465 68.6 3,472 95.3

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2四半期 41.72 ―

20年3月期第2四半期 50.44 ―

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2四半期 103,848 43,490 39.6 597.61
20年3月期 98,550 41,105 39.4 564.08

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  41,118百万円 20年3月期  38,818百万円

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 ― 6.00 ― 7.00 13.00
21年3月期 ― 6.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 7.00 13.00

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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 107,000 2.1 8,300 2.1 7,800 4.8 5,300 3.6 77.02

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）  有  

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

(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、3ページ【定性的情報・財務諸表等】 4.その他をご覧下さい。  

(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.その他をご覧下さい。  

(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、その他の特記事項 
・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は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日内閣府
令第50号）附則第７条第１項第５号ただし書きにより、改正後の「四半期連結財務諸表規則」を適用しております。 
・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条件に基づいており、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。  

新規 1 社 （社名 CHUGOKU PAINTS B.V. ） 除外 1 社 （社名 FIJNAART HOLDINGS B.V. ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第2四半期  69,068,822株 20年3月期  69,068,822株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  264,090株 20年3月期  252,059株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第2四半期  68,811,373株 20年3月期第2四半期  68,842,149株
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当第２四半期連結累計期間における世界経済は、国際的な金融市場の混乱や原油をはじめとする素材原
料の価格が高止まりしていたこともあり、景気後退の懸念が一段と強まりました。また、日本経済におい
ても、原油価格等に起因する原材料価格の高騰や為替変動などが企業収益を圧迫し、景気は不透明感を増
してまいりました。 
当社グループを取り巻く環境としましては、船舶分野においては引き続き新造船の建造は国内、海外と

もに高水準であり、また、修繕船の補修も堅調に推移しました。一方、コンテナ分野においては欧米の景
気減速によるコンテナ物流の減少に伴い生産数量の減少がみられました。また、工業分野においては海外
では新興国を中心としたインフラ整備に伴う需要が堅調ですが、国内は公共投資の抑制など、依然として
厳しい市場環境にあります。 
このような状況のもと、当第２四半期連結累計期間の当社グループの売上高は前年同四半期に比べ

0.7％増加の53,496百万円となりました。営業利益は前年同四半期に比べ7.9％減少の4,235百万円、経常
利益は前年同四半期に比べ4.8％減少の4,251百万円、四半期純利益は前年同四半期に比べ17.3％減少の
2,870百万円となりました。 
  
(注)前年同四半期増減率につきましては、参考として記載しております。 

  

当第２四半期末の総資産は前連結会計年度末に比べ5,297百万円増加の103,848百万円となりました。
１株当たり純資産額は前連結会計年度末に比べ33.53円増加の597.61円となりました。 

流動資産は前連結会計年度末に比べ5,615百万円増加の69,183百万円となりました。主な増減要因
は、受取手形及び売掛金の増加（5,572百万円）や商品及び製品の増加（902百万円）、現金及び預金の
減少（1,180百万円）であります。 
固定資産は前連結会計年度末に比べ318百万円減少の34,665百万円となりました。主な増減要因は、

無形固定資産の増加（329百万円）や投資有価証券の減少（977百万円）であります。 

流動負債は前連結会計年度末に比べ3,346百万円増加の53,069百万円となりました。主な要因は、支
払手形及び買掛金の増加（3,302百万円）であります。 
固定負債は前連結会計年度末に比べ434百万円減少の7,288百万円となりました。主な要因は、繰延税

金負債の減少（412百万円）であります。 

純資産は前連結会計年度末に比べ2,385百万円増加の43,490百万円となりました。主な要因は、当四
半期純利益の計上などによる利益剰余金の増加（2,388百万円）であります。 

  

  
現時点では通期の業績につきましては、当初予想（平成20年５月９日）に変更はありません。 
  

  

【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

2. 連結財政状態に関する定性的情報

(1) 資産

(2) 負債

(3) 純資産

3. 連結業績予想に関する定性的情報
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（固定資産の減価償却費の算定方法） 
定率法を採用している有形固定資産については、連結会計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。 
  

①当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成19年３月14日
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」（企業会計基準委員会
平成19年３月14日 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
は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年
８月７日内閣府令第50号）附則第７条第１項第５号ただし書きにより、改正後の「四半期連結財務諸
表規則」を適用しております。 

  
②棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 

通常の販売目的で保有するたな卸資産については、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、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
委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９号）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よる簿価切下げの方法）により算定しており
ます。 
これに伴い、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結累計期間の売上総利益、営業利

益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞれ29百万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。 

  
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 

「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」（企業会計基準委員会
平成18年５月17日 実務対応報告第18号）を第１四半期連結会計期間から適用し、連結決算上必要な
修正を行っております。 
なお、これによる損益への影響は軽微であります。 

  
④リース取引に関する会計基準等の適用 

「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成５年６月17日 終改正平成19年３
月30日 企業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員
会 平成６年１月18日 終改正平成19年３月30日 企業会計基準適用指針第16号）を第１四半期連
結会計期間から適用し、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係
る方法に準じた会計処理から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更し、リース資産とし
て計上しております。 
また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法

によっております。 
これに伴い、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結累計期間のリース資産が有形固

定資産に125百万円計上されており、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
響はありません。 

  
  

4. その他
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結の範囲の変更を伴う特定子会社の異動）
 （主要な関係会社の異動）

 CHUGOKU PAINTS B.V.は、平成20年８月18日付で特定子会社FIJNAART HOLDINGS B.V.及びCHUGOKU 
COATINGS B.V.を吸収合併したことに伴い、特定子会社となりました。

(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

(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
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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２四半期連結会計期間末 
(平成20年９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 6,795 7,975 

受取手形及び売掛金 42,110 36,538 

有価証券 2 2 

商品及び製品 11,821 10,918 

仕掛品 775 632 

原材料及び貯蔵品 6,444 6,167 

繰延税金資産 808 735 

その他 1,201 1,295 

貸倒引当金 △777 △700 

流動資産合計 69,183 63,567 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物（純額） 6,812 6,886 

機械装置及び運搬具（純額） 3,103 3,161 

土地 14,445 14,538 

その他（純額） 1,546 984 

有形固定資産合計 25,908 25,571 

無形固定資産 779 450 

投資その他の資産 

投資有価証券 6,313 7,290 

繰延税金資産 390 370 

その他 1,296 1,342 

貸倒引当金 △23 △41 

投資その他の資産合計 7,976 8,961 

固定資産合計 34,665 34,983 

資産合計 103,848 98,550 
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（単位：百万円） 

当第２四半期連結会計期間末 
(平成20年９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 19,168 15,866 

短期借入金 26,341 25,885 

1年内返済予定の長期借入金 630 630 

未払金 3,582 3,288 

未払法人税等 719 1,479 

賞与引当金 84 84 

役員賞与引当金 36 － 

製品保証引当金 224 239 

その他 2,281 2,248 

流動負債合計 53,069 49,722 

固定負債 

長期借入金 2,490 2,555 

長期未払金 327 349 

繰延税金負債 381 793 

再評価に係る繰延税金負債 3,026 3,044 

退職給付引当金 752 691 

負ののれん － 9 

その他 310 279 

固定負債合計 7,288 7,723 

負債合計 60,357 57,445 

純資産の部 

株主資本 

資本金 11,626 11,626 

資本剰余金 7,786 7,785 

利益剰余金 20,153 17,764 

自己株式 △165 △156 

株主資本合計 39,399 37,020 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 917 1,497 

土地再評価差額金 2,478 2,526 

為替換算調整勘定 △1,677 △2,224 

評価・換算差額等合計 1,719 1,798 

少数株主持分 2,371 2,286 

純資産合計 43,490 41,105 

負債純資産合計 103,848 98,550 
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(2) 【四半期連結損益計算書】

【第２四半期連結累計期間】 

（単位：百万円） 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日) 

売上高 53,496 

売上原価 38,849 

売上総利益 14,647 

販売費及び一般管理費 10,411 

営業利益 4,235 

営業外収益 

受取利息 44 

受取配当金 123 

受取ロイヤリティー 78 

技術指導料 69 

その他 393 

営業外収益合計 709 

営業外費用 

支払利息 416 

為替差損 145 

その他 130 

営業外費用合計 693 

経常利益 4,251 

特別利益 

製品保証引当金戻入額 3 

その他 1 

特別利益合計 4 

特別損失 

固定資産売却損 3 

過年度増値税等 154 

その他 13 

特別損失合計 170 

税金等調整前四半期純利益 4,085 

法人税、住民税及び事業税 1,002 

法人税等調整額 △119 

法人税等合計 882 

少数株主利益 331 

四半期純利益 2,870 
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９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 4,085 

減価償却費 734 

のれん償却額 11 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 44 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 66 

その他の引当金の増減額（△は減少） 18 

受取利息及び受取配当金 △167 

支払利息 416 

為替差損益（△は益） 34 

固定資産売却損益（△は益） 20 

投資有価証券売却損益（△は益） △0 

投資有価証券評価損益（△は益） 0 

会員権評価損 12 

売上債権の増減額（△は増加） △4,366 

たな卸資産の増減額（△は増加） △900 

未収消費税等の増減額（△は増加） 333 

仕入債務の増減額（△は減少） 2,949 

割引手形の増減額（△は減少） △95 

長期未払金の増減額（△は減少） △21 

その他 △104 

小計 3,072 

利息及び配当金の受取額 166 

利息の支払額 △427 

法人税等の支払額 △1,708 

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,102 

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 △174 

固定資産の取得による支出 △1,102 

固定資産の売却による収入 16 

投資有価証券の取得による支出 △9 

投資有価証券の売却による収入 0 

子会社株式の取得による支出 △286 

その他 △25 

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,582 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

短期借入金の純増減額（△は減少） △232 

長期借入金の返済による支出 △65 

自己株式の売却による収入 2 

自己株式の取得による支出 △11 

配当金の支払額 △481 

少数株主への配当金の支払額 △113 

その他 △19 

財務活動によるキャッシュ・フロー △920 

現金及び現金同等物に係る換算差額 51 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,348 

現金及び現金同等物の期首残高 7,858 

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,510 
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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

務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20

年８月７日内閣府令第50号）附則第７条第１項第５号ただし書きにより、改正後の「四半期連結財務諸表

規則」を適用しております。 

  

該当事項はありません。 
  
  

【事業の種類別セグメント情報】 

当第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日) 

 
(注) １ 事業区分の方法 

提出会社の事業区分の方法は、製品の種類・性質及び販売方法等の類似性を考慮し、塗料販売及び塗装請

負・塗装技術サービスの塗料関連事業と、その他の事業に区分しております。 

２ 各事業区分の主要製品 

 
３ 会計処理の原則及び手続の変更 

（棚卸資産の評価に関する会計基準） 

「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」に記載のとおり、第１四半期

連結会計期間から「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計

基準第９号）を適用しております。これに伴い、従来の方法によった場合と比べて、当第２四半期連結累計期

間の営業利益は塗料関連事業で29百万円減少しております。 

  

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

塗料関連事業 
（百万円）

その他の事業
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全社 
（百万円）

連結
（百万円）

 売上高

(1)外部顧客に対する 
  売上高

53,223 272 53,496 ― 53,496

(2)セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

4 191 196 ( 196) ―

計 53,228 464 53,693 ( 196) 53,496

営業利益 4,874 153 5,028 (  793) 4,235

事業区分 主要製品

塗料関連事業
船底塗料、合成樹脂塗料、シンナー及びその他の塗料、塗装請負、塗装技術
サービス

その他の事業 不動産賃貸及び管理、ゴルフ練習場運営、電算機ソフトウェア開発等
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【所在地別セグメント情報】 

当第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９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 

 (1) アジア   ：中国、シンガポール、香港、韓国、台湾、タイ、マレーシア、インドネシア 

 (2) その他の地域：オランダ、アメリカ、イギリス 

３ 会計処理の原則及び手続の変更 

（棚卸資産の評価に関する会計基準） 

「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」に記載のとおり、第１四半期

連結会計期間から「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計

基準第９号）を適用しております。これに伴い、従来の方法によった場合と比べて、当第２四半期連結累計期

間の営業利益は日本で29百万円減少しております。 

  
  
【海外売上高】 

当第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９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 

 (1) アジア   ：中国、シンガポール、香港、韓国、台湾、タイ、マレーシア、インドネシア、オセアニア

 (2) その他の地域：オランダ、アメリカ、イギリス、アフリカ 

３ 海外売上高は、提出会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。 

  
  

該当事項はありません。 

日本 
（百万円）

アジア
（百万円）

その他の地域
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全社 
（百万円）

連結
（百万円）

 売上高

(1)外部顧客に対する 
  売上高

21,797 26,165 5,533 53,496 ― 53,496

(2)セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

3,697 3,847 393 7,937 ( 7,937) ―

計 25,495 30,013 5,926 61,434 ( 7,937) 53,496

営業利益又は 
営業損失(△)

1,422 2,567 △143 3,846 388 4,235

アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（百万円） 26,167 5,545 31,712

Ⅱ 連結売上高（百万円） 53,496

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

48.9 10.4 59.3

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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 前年同四半期に係る財務諸表等 

 (1)前中間連結損益計算書 

 
  

  

「参考」

前中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

区分 金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 53,138 100.0

Ⅱ 売上原価 38,458 72.4

   売上総利益 14,679 27.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費

 販売費及び一般管理費 10,078 18.9

   営業利益 4,600 8.7

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 62

 ２ 受取配当金 122

 ３ 技術権利料 36

 ４ 技術指導収入 83

 ５ 為替差益 80

 ６ その他 184 571 1.1

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 560

 ２ 製品評価損 42

 ３ その他 103 705 1.4

   経常利益 4,465 8.4

Ⅵ 特別利益

 １ 固定資産売却益 0

 ２ 投資有価証券売却益 48

 ３ 移転補償収入 276 325 0.6

Ⅶ 特別損失

 １ 固定資産売却損 0

 ２ 会員権評価損 5 5 0.0

   税金等調整前中間純利益 4,785 9.0

   法人税、住民税及び事業税 795

   法人税等調整額 193 988 1.9

   少数株主利益 324 0.6

   中間純利益 3,472 6.5
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 (2)前中間連結キャッシュ・フロー計算書 

前中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

区分 金額(百万円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

 １ 税金等調整前中間純利益 4,785

 ２ 減価償却費 694

 ３ 負ののれん償却額 △1

 ４ 貸倒引当金の増減額(減少：△) 66

 ５ 退職給付引当金の増減額(減少：△) 15

 ６ その他引当金の増減額(減少：△) 8

 ７ 受取利息及び受取配当金 △185

 ８ 支払利息 560

 ９ 為替差損益(差益：△) △10

 10 投資有価証券売却損益(益:△） △48

 11 会員権評価損 5

 12 固定資産売却損益等(益：△) 4

 13 移転補償収入 △276

 14 売上債権の増減額(増加：△) △3,721

  15 たな卸資産の増減額(増加：△) △815

  16 仕入債務の増減額(減少：△) 1,345

  17 割引手形の増減額(減少：△) 19

 18 長期未払金の増減額(減少:△） 2

 19 その他 308

小計 2,757

 20 利息及び配当金の受取額 243

 21 利息の支払額 △563

 22 移転補償金の受取額 729

 23 法人税等の支払額 △985

   営業活動によるキャッシュ・フロー 2,181

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

 １ 定期預金の純増減額 △23

 ２ 固定資産の取得による支出 △1,486

 ３ 固定資産の売却による収入 2

 ４ 投資有価証券の取得による支出 △19

 ５ 投資有価証券の売却による収入 55

 ６ その他 △267

   投資活動によるキャッシュ・フロー △1,738

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

 １ 短期借入金の純増減額 940

 ２ 長期借入金の返済による支出 △65

 ３ 自己株式の取得による支出 △43

 ４ 配当金の支払額 △687

 ５ 少数株主への配当金の支払額 △117

  ６ 少数株主の増資引受による払込額 35

  ７ その他 △4

   財務活動によるキャッシュ・フロー 58

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 245

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額(減少：△) 747

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 7,752

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高 8,499
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【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

 
  

  

【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

 
  

  

【海外売上高】 

前中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

 
  

  

(3) セグメント情報

塗料関連事業 
（百万円）

その他の事業
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全社 
（百万円）

連結
（百万円）

 売上高

(1)外部顧客に対する 
  売上高

52,838 
 

299
 

53,138
 

―  
 

53,138
 

(2)セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

― 
 

199
 

199
 

( 199) 
 

―
 

計 52,838 499 53,338 ( 199) 53,138

営業費用 47,700 329 48,030 507 48,537

営業利益 5,137 170 5,307 ( 707) 4,600

日本 
（百万円）

アジア
（百万円）

その他の地域
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全社 
（百万円）

連結
（百万円）

 売上高

(1)外部顧客に対する 
  売上高

19,318 
 

28,270
 

5,550
 

53,138
 

―  
 

53,138
 

(2)セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

3,707 
 

3,671
 

390
 

7,769
 

( 7,769) 
 

―
 

計 23,025 31,941 5,940 60,907 ( 7,769) 53,138

営業費用 21,920 28,506 6,146 56,572 ( 8,035) 48,537

営業利益又は 
営業損失(△)

1,105 3,435 △205 4,334 265 4,600

アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（百万円） 29,678 4,371 34,050

Ⅱ 連結売上高（百万円） 53,138

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％)

55.9 8.2 64.1
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当第２四半期連結累計期間及び当第２四半期連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメント

ごとに示すと、次のとおりであります。 

  

当第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日) 

  

 
(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

当第２四半期連結会計期間(自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日) 

  

 
(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

6. 【その他】

販売実績

事業の種類別セグメントの名称 販売高(百万円)

塗料関連事業(船舶用塗料) 35,150

塗料関連事業(工業用塗料) 7,079

塗料関連事業(コンテナ用塗料) 10,993

その他の事業 272

合計 53,496

事業の種類別セグメントの名称 販売高(百万円)

塗料関連事業(船舶用塗料) 19,068

塗料関連事業(工業用塗料) 3,723

塗料関連事業(コンテナ用塗料) 5,506

その他の事業 140

合計 28,438
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