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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 190,385 ― 5,171 ― 6,991 ― 5,612 ―

20年3月期第3四半期 193,094 17.9 7,623 △18.8 10,523 △10.4 5,651 △25.4

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3四半期 21.19 ―

20年3月期第3四半期 21.33 ―

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3四半期 287,056 126,793 41.3 447.07
20年3月期 288,810 135,098 44.0 479.53

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  118,434百万円 20年3月期  127,048百万円

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 ― 4.00 ― 4.00 8.00
21年3月期 ― 4.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 4.00 8.00

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  有  
 

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 244,000 △5.9 3,500 △64.7 4,300 △61.9 2,600 △61.2 9.81

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、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。  

(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. 上記に記載した業績予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断したものであり、リスクや不確実性を含んでおります。従いまして、実際の業績等はこれらの
予想数値と異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件等については、2ページ【定性的情報・財務諸表等】3.連結業績予想に関する定性的情報、及び平成21
年1月30日に公表いたしました「平成21年3月期 通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 
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。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

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3四半期  265,402,443株 20年3月期  265,402,443株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  488,004株 20年3月期  455,957株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第3四半期  264,930,337株 20年3月期第3四半期  264,967,601株



【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3四半期連結累計期間におけるわが国経済は、第2四半期連結累計期間までは、原材料価格の高

 騰や個人消費の低迷などによる景気の減速が懸念されておりましたが、第3四半期に入り、米国の金融危

 機に端を発した世界経済の減速の影響に加え、株価の大幅下落や急激な円高などが相次ぎ、急速に景気

 が後退する厳しい状況になってきております。

    また、海外についても、米国の景気後退に加え、夏場以降はアジアでも景気の減速がみられるなど、世

 界的な景気後退局面の長期化が懸念されております。

    このような経済環境のもと、当社グループの第3四半期連結累計期間の業績は、台湾や韓国の新規連結

 を含めたアジアの子会社による拡販や、国内での高付加価値商品を中心とした拡販に努めたものの、米国

 子会社の落込みに加え、上記のような、10月以降の世界的な景気後退による影響が大きく、連結売上高は

 1,903億85百万円(前年同期比 1.4%減)となりました。

    また、利益面では、連結営業利益については、原価低減や販売管理費の抑制などに努めたものの、原材

 料価格の高止まりなどもあり、51億71百万円（前年同期比 32.2%減）となりました。連結経常利益については、

 急激な円高の進行による為替差損の拡大や持分法投資利益の減少などがあり、69億91百万円（前年同期

 比 33.6%減）、連結四半期純利益については、欧州の持分法適用関連会社を売却したことによる特別利益

 の計上はあったものの、56億12百万円(前年同期比 0.7%減)となりました。

    なお、前年同期比増減率は参考として記載しております。

２．連結財政状態に関する定性的情報

    当第3四半期末の総資産は前期末に比べ17.5億円減少して2,870億56百万円となりました。そのうち流動

 資産につきましては、前期末に比べ43.9億円増加しておりますが、その主な要因は当第3四半期末が休日に

 よる売上債権の増加や、たな卸資産の増加によるものです。一方、固定資産につきましては、前期末に比べ

 61.4億円減少しておりますが、その主な要因は株価の大幅下落に伴い保有株式の含み益が大幅に減少した

 ことによるものです。

    負債につきましては、前期末に比べ65.5億円増加して1,602億63百万円となりましたが、その主な要因は当

 第3四半期末が休日による仕入債務の増加などによるものです。

    少数株主持分を含めた純資産につきましては、前期末に比べ83億円減少して1,267億93百万円となりまし

 たが、その主な要因はその他有価証券評価差額金及び為替換算調整勘定が大幅に減少したことなどによる

 ものです。

    以上の結果、自己資本比率は前期末の44.0%から41.3%へ低下いたしました。

３．連結業績予想に関する定性的情報

    近の業績の動向等を踏まえ、通期の連結業績予想につきましては、平成20年10月31日に公表した数値

 を修正しております。

    詳細につきましては、平成21年1月30日に公表いたしました「平成21年3月期 通期業績予想の修正に関す

 るお知らせ」をご参照ください。
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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

法人税等については、当第3四半期連結累計期間を含む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。

尚、法人税等調整額は法人税、住民税及び事業税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 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。

② 「たな卸資産の評価に関する会計基準」の適用

たな卸資産については、従来は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。

これにより営業利益及び経常利益はそれぞれ124百万円、税金等調整前四半期純利益は468百万

円減少しております。

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

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。

これにより営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ211百万円減少して

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３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 25,172 23,331

受取手形及び売掛金 88,594 86,036

たな卸資産 29,850 28,020

その他 6,269 8,085

貸倒引当金 △1,059 △1,036

流動資産合計 148,827 144,438

固定資産   

有形固定資産 71,209 70,589

無形固定資産   

のれん 14,650 15,617

その他 7,203 7,414

無形固定資産合計 21,853 23,031

投資その他の資産   

投資有価証券 34,147 43,903

その他 11,630 7,684

投資損失引当金 △18 △18

貸倒引当金 △593 △817

投資その他の資産合計 45,165 50,750

固定資産合計 138,229 144,371

資産合計 287,056 288,810
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 72,347 66,991

短期借入金 31,135 27,888

未払法人税等 1,368 1,282

その他 16,310 15,482

流動負債合計 121,162 111,645

固定負債   

長期借入金 23,000 26,036

退職給付引当金 9,075 8,445

役員退職慰労引当金 321 333

関係会社事業損失引当金 46 46

環境対策引当金 118 118

その他 6,537 7,085

固定負債合計 39,100 42,066

負債合計 160,263 153,711

純資産の部   

株主資本   

資本金 27,712 27,712

資本剰余金 27,187 27,188

利益剰余金 68,929 65,932

自己株式 △204 △192

株主資本合計 123,625 120,641

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,555 3,286

繰延ヘッジ損益 5 3

為替換算調整勘定 △3,640 3,117

評価・換算差額等合計 △5,190 6,407

少数株主持分 8,359 8,049

純資産合計 126,793 135,098

負債純資産合計 287,056 288,810
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 190,385

売上原価 132,969

売上総利益 57,415

販売費及び一般管理費 52,244

営業利益 5,171

営業外収益  

受取利息 72

受取配当金 536

持分法による投資利益 2,826

その他 888

営業外収益合計 4,323

営業外費用  

支払利息 710

為替差損 382

その他 1,409

営業外費用合計 2,503

経常利益 6,991

特別利益  

固定資産売却益 295

投資有価証券売却益 5

関係会社株式売却益 1,960

技術使用権譲渡益 750

貸倒引当金戻入額 59

その他 34

特別利益合計 3,105

特別損失  

固定資産除売却損 233

減損損失 76

たな卸資産評価損 405

投資有価証券評価損 155

その他 155

特別損失合計 1,027

税金等調整前四半期純利益 9,069

法人税等 2,780

少数株主利益 676

四半期純利益 5,612
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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。

 (3)継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

 (4)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。

「参考資料」

 (要約)四半期連結損益計算書

　 (単位：百万円、百万円未満切捨）

   売   上   高 193,094

   売 上 原 価 132,508

売 上 総 利 益 60,586

   販売費及び一般管理費 52,962

営  業  利  益 7,623

   営業外収益 4,820

   営業外費用 1,919

経  常  利  益 10,523

   特 別 利 益 733

   特 別 損 失 327

税 金 等 調 整 前 四 半 期 純 利 益 10,930

税 金 費 用 4,581

少 数 株 主 利 益 ( 減 算 ） 698

5,651四半期（当期）純利益

区      分

前第３四半期連結会計期間

    自   平成１９年  ４月  １日

    至   平成１９年１２月３１日
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６．その他の情報

事業部門別販売実績の状況

(単位：百万円、百万円未満切捨）

 塗料事業 184,519 180,425 246,837

  自動車用塗料 71,624 66,084 96,525

  汎用塗料 33,348 35,225 44,017

  工業用塗料 32,868 34,299 43,062

  その他塗料 46,679 44,817 63,234

 ﾌｧｲﾝｹﾐｶﾙ事業 8,575 9,960 12,371

193,094 190,385 259,209

(注)金額には、消費税等は含まれておりません。

 至  平成20年3月31日

 自  平成20年 4月  1日  自  平成19年4月  1日

(参考)前連結会計年度

合計

 至  平成20年12月31日

前第３四半期
連結累計期間

当第3四半期
連結累計期間

 至  平成19年12月31日

 自  平成19年　4月  1日
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