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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２四半期累計期間における世界経済は、原油価格が過去 高水準に上昇するなかで、後半に進むに従い、米

国発の金融危機の深まりや株式・為替市場の変動などの影響を受け、実体経済は世界同時減速の様相となりまし

た。わが国においても、期間の後半に顕著となった輸出鈍化による国内生産の減少に加え、依然として高水準が続

く素材価格の影響を受け、企業収益は悪化し、景気後退が鮮明になってまいりました。塗料業界においても、国内

生産・出荷数量が前年実績を下回り、さらには原材料価格の高騰が収益を大きく圧迫することとなってまいりまし

た。 

 当社グループの当第２四半期累計期間の業績につきましては、海外においては、主にアジア地域での自動車新車

用塗料分野の売上が伸長するとともに、前年度下期に新たに連結化したトルコの子会社の寄与もあり、好調に推移

いたしました。国内においては、船舶・鉄構塗料分野の売上が伸長いたしましたが、自動車補修用塗料分野及び建

築塗料分野は、市況の悪化により、売上は低調に推移いたしました。また、需要家の輸出減退の影響を受け、自動

車新車用塗料分野及び工業塗料分野の売上は鈍化いたしました。一方、収益面では、原材料価格高騰の影響を大き

く受けることとなりました。 

 これらの結果、当社グループの当第２四半期累計期間における連結売上高は1,340億2百万円、連結営業利益は

105億73百万円、連結経常利益は120億47百万円、四半期純利益は62億54百万円となりました。 

  

２．連結財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は324億90百万円と前連結会計年度末に比べ6億27百万円

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２四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、73億5百万円となりました。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２四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、△44億84百万円となりました。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２四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、△27億54百万円となりました。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。 
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３．連結業績予想に関する定性的情報 

 今後の経済情勢につきましては、米国サブプライムローンに端を発した金融危機、株式・為替市場の大幅な変動な

どにより、世界的に設備投資や景気の冷え込みが長期化・深刻化することが懸念され、塗料需要にも大きな影響を与

えるものと思われます。 

 また、急激に進んだ円高とともに、原材料価格につきましても、上期にピークとなった原油価格の影響が下期に反

映されることから、当社グループの収益環境も一層厳しいものになることが見込まれます。 

 これらのことから、平成21年３月期の通期業績予想につきましては、平成20年５月16日に発表いたしました数値を

下記の通り修正いたします。  

  

 平成21年３月期 通期連結業績予想数値(平成20年４月１日～平成21年３月31日） 

  

 「参考」平成21年３月期 通期個別業績予想数値(平成20年４月１日～平成21年３月31日） 

  

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 

税金費用については、当第２四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。 

  

（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。 

  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 

前回発表予想(Ａ） 

 (平成20年５月16日発表） 

 百万円 

275,000 

 百万円 

25,000 

 百万円 

27,500 

 百万円 

16,500 

     円   銭 

    62   10 

今回修正予想(Ｂ） 260,000 20,000 22,000 14,000     52   69 

増減額(Ｂ－Ａ） △15,000 △5,000 △5,500 △2,500 －  

増減率 △5.5％ △20.0％ △20.0％ △15.2％      － 

前期(平成20年３月期)実績 256,586 23,755 26,124 13,754     51   53 

  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 

前回発表予想(Ａ） 

 (平成20年５月16日発表） 

 百万円 

168,000 

 百万円 

12,500 

 百万円 

15,000 

 百万円 

11,000 

     円   銭 

    41   25 

今回修正予想(Ｂ） 162,000 9,000 11,500 9,500     35   63 

増減額(Ｂ－Ａ） △6,000 △3,500 △3,500 △1,500 － 

増減率 △3.6％ △28.0％ △23.3％ △13.6％      － 

前期(平成20年３月期)実績 161,835 12,398 14,532 10,021     37   41 
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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、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  

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、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92百万円、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞれ94百万円減少してお

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 33,628 33,635

受取手形及び売掛金 83,277 79,557

有価証券 2,999 2,999

商品及び製品 14,878 13,680

仕掛品 4,096 3,582

原材料及び貯蔵品 8,248 7,316

その他 7,098 7,150

貸倒引当金 △947 △854

流動資産合計 153,280 147,067

固定資産   

有形固定資産 64,266 63,787

無形固定資産 1,649 1,601

投資その他の資産   

投資有価証券 51,506 57,778

その他 13,737 12,972

貸倒引当金 △275 △323

投資その他の資産合計 64,968 70,427

固定資産合計 130,884 135,816

資産合計 284,164 282,884
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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 64,553 59,895

短期借入金 763 942

1年内返済予定の長期借入金 1,016 1,119

未払法人税等 3,665 3,652

賞与引当金 3,892 3,795

その他 14,108 12,617

流動負債合計 87,999 82,022

固定負債   

長期借入金 1,562 1,424

退職給付引当金 7,015 6,979

その他 12,870 15,333

固定負債合計 21,448 23,737

負債合計 109,447 105,760

純資産の部   

株主資本   

資本金 25,658 25,658

資本剰余金 27,156 27,160

利益剰余金 95,676 91,451

自己株式 △5,652 △5,620

株主資本合計 142,840 138,650

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 15,601 18,173

為替換算調整勘定 △3,013 8

評価・換算差額等合計 12,587 18,181

少数株主持分 19,289 20,291

純資産合計 174,717 177,124

負債純資産合計 284,164 282,884
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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 134,002

売上原価 97,377

売上総利益 36,624

販売費及び一般管理費 26,050

営業利益 10,573

営業外収益  

受取利息 136

受取配当金 748

持分法による投資利益 653

雑収入 574

営業外収益合計 2,113

営業外費用  

支払利息 73

たな卸資産廃棄損 229

雑支出 336

営業外費用合計 639

経常利益 12,047

特別利益  

投資有価証券売却益 67

特別利益合計 67

特別損失  

固定資産除却損 110

投資有価証券評価損 38

特別損失合計 148

税金等調整前四半期純利益 11,967

法人税等 3,948

少数株主利益 1,763

四半期純利益 6,254
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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 11,967

減価償却費 3,634

のれん償却額 14

退職給付引当金の増減額（△は減少） △534

貸倒引当金の増減額（△は減少） 90

受取利息及び受取配当金 △885

支払利息 73

持分法による投資損益（△は益） △653

投資有価証券評価損益（△は益） 38

固定資産除売却損益（△は益） 110

売上債権の増減額（△は増加） △5,577

たな卸資産の増減額（△は増加） △3,811

仕入債務の増減額（△は減少） 6,137

その他 △19

小計 10,586

利息及び配当金の受取額 932

利息の支払額 △74

法人税等の支払額 △4,139

営業活動によるキャッシュ・フロー 7,305

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有価証券の取得による支出 △99

有価証券の売却による収入 99

有形固定資産の取得による支出 △5,019

有形固定資産の売却による収入 112

無形固定資産の取得による支出 △81

投資有価証券の取得による支出 △3,566

投資有価証券の売却による収入 4,913

貸付けによる支出 △864

貸付金の回収による収入 911

その他 △889

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,484

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 2,895

短期借入金の返済による支出 △3,053

長期借入れによる収入 875

長期借入金の返済による支出 △821

自己株式の取得による支出 △47

自己株式の売却による収入 11

配当金の支払額 △1,733

少数株主への配当金の支払額 △954

その他 74

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,754

現金及び現金同等物に係る換算差額 △695

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △627

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 32,490
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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） 

 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２四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 

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、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92百万円減少しております。 

③ 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 

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 87,906 37,796 469 7,829 134,002 － 134,002 

(2）セグメント間の内部
売上高又は振替高 5,879 142 － 35 6,057 △6,057 － 

計 93,785 37,939 469 7,865 140,059 △6,057 134,002 

営業利益（百万円） 5,612 4,129 40 917 10,700 △126 10,573 

  アジア アメリカ 欧州 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 41,588 1,392 9,008 51,989 

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － － 134,002 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合(％) 31.0 1.1 6.7 38.8 
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「参考資料」 

（要約）前中間連結損益計算書 

 （単位：百万円） 

科目 
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） 

売上高 125,770 

売上原価 88,639 

売上総利益 37,131 

販売費及び一般管理費 25,898 

営業利益 11,232 

営業外収益 2,324 

営業外費用 826 

経常利益 12,731 

特別利益 451 

特別損失 78 

税金等調整前中間純利益 13,104 

法人税、住民税及び事業税 3,586 

法人税等調整額 639 

少数株主利益 1,398 

中間純利益 7,481 
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