
平成21年3月期 第3四半期決算短信 

平成21年2月10日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 関西ペイント株式会社 上場取引所 東 大 

コード番号 4613 URL http://www.kansai.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 小林 正受

問合せ先責任者 （役職名） 常務取締役 （氏名） 山本 皓司 TEL 06-6203-5531

四半期報告書提出予定日 平成21年2月13日

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 189,872 ― 12,687 ― 14,604 ― 9,358 ―

20年3月期第3四半期 193,539 12.9 17,566 7.7 19,851 7.8 11,563 12.5

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 35.23 ―

20年3月期第3四半期 43.25 ―

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 265,423 166,360 55.6 555.80
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3四半期  147,606百万円 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  有  
 

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 ― 6.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 4.00 10.00

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 233,000 △9.2 13,000 △45.3 14,000 △46.4 8,500 △38.2 32.00

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、４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、４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．平成20年11月12日に公表した通期の連結業績予想及び個別業績予想を、本資料において修正しております。 
２．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。なお、業績予想に関する事項は、４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2月10日に公表いたしました「業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 
３．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3四半期  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3四半期  7,049,338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3四半期  265,661,607株 20年3月期第3四半期  267,361,582株
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（参考）

   平成21年3月期の個別業績予想（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）

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円　銭

23.63

 （注）個別業績予想数値の当四半期における修正の有無　有

△37.1

当期純利益
１株当たり

当期純利益

6,300               通　　期

売上高 営業利益 経常利益

145,000           4,700               7,200               △10.4 △62.1 △50.5
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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３四半期累計期間における世界経済は、米国発の金融危機が実体経済を直撃し、景気後退が一層深刻なもの

となりました。わが国においても、在庫調整や輸出急減の影響を受け、国内生産が大幅に減少するなか、企業収益

は悪化の一途をたどる状況と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る

見込みとなり、急速に進む円高と国内外での需要減退、及び依然として高水準が続く原材料価格が収益確保に大き

な影響をおよぼすこととなりました。 

  当社グループの当第３四半期累計期間の業績につきましても、上記同様に大きく影響を受け、収益が圧迫される

こととなりました。 

  これらの結果、当社グループの当第３四半期累計期間における連結売上高は1,898億72百万円、連結営業利益は

126億87百万円、連結経常利益は146億4百万円、四半期純利益は93億58百万円となりました。 

  

２．連結財政状態に関する定性的情報 

 当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は333億46百万円と前連結会計年度末に比べ2億28百万円

の増加となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第３四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、99億67百万円となりました。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、法人税等の支払、売上債権の増

加、固定資産除売却損益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３四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、△37億12百万円となりました。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、有形固定資産及び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３四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、△49億22百万円となりました。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 

 今後の見通しにつきましては、実体経済のさらなる悪化と、引き続き見込まれる国内外の塗料需要の縮小により、

当社グループの収益環境は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11月12日に発表いたしました数値を

以下のとおり修正いたします。 

  

 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 

①棚卸資産の評価方法  

当第３四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第２四半期連結会計期間に係

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３四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。 

  

  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11月12日発表） 

 百万円 

260,000 

 百万円 

20,000 

 百万円 

22,000 

 百万円 

14,000 

     円   銭 

    52   69 

今回修正予想(Ｂ） 233,000 13,000 14,000 8,500     32   00 

増減額(Ｂ－Ａ） △27,000 △7,000 △8,000 △5,500 －  

増減率 △10.4％ △35.0％ △36.4％ △39.3％      － 

前期実績(平成20年３月期) 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11月12日発表） 

 百万円 

162,000 

 百万円 

9,000 

 百万円 

11,500 

 百万円 

9,500 

     円   銭 

    35   63 

今回修正予想(Ｂ） 145,000 4,700 7,200 6,300     23   63 

増減額(Ｂ－Ａ） △17,000 △4,300 △4,300 △3,200 － 

増減率 △10.5％ △47.8％ △37.4％ △33.7％      － 

前期実績(平成20年３月期) 161,835 12,398 14,532 10,021     37   41 
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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、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155百万円、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞれ157百万円減少して

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 34,453 33,635

受取手形及び売掛金 82,107 79,557

有価証券 － 2,999

商品及び製品 13,232 13,680

仕掛品 4,051 3,582

原材料及び貯蔵品 7,051 7,316

その他 7,111 7,150

貸倒引当金 △896 △854

流動資産合計 147,111 147,067

固定資産   

有形固定資産 62,271 63,787

無形固定資産 1,578 1,601

投資その他の資産   

投資有価証券 41,049 57,778

その他 13,699 12,972

貸倒引当金 △287 △323

投資その他の資産合計 54,461 70,427

固定資産合計 118,311 135,816

資産合計 265,423 282,884
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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 63,554 59,895

短期借入金 279 942

1年内返済予定の長期借入金 962 1,119

未払法人税等 2,045 3,652

賞与引当金 2,395 3,795

その他 12,968 12,617

流動負債合計 82,206 82,022

固定負債   

長期借入金 1,464 1,424

退職給付引当金 6,957 6,979

その他 8,434 15,333

固定負債合計 16,856 23,737

負債合計 99,062 105,760

純資産の部   

株主資本   

資本金 25,658 25,658

資本剰余金 27,154 27,160

利益剰余金 97,148 91,451

自己株式 △5,667 △5,620

株主資本合計 144,293 138,650

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 8,751 18,173

為替換算調整勘定 △5,438 8

評価・換算差額等合計 3,312 18,181

少数株主持分 18,753 20,291

純資産合計 166,360 177,124

負債純資産合計 265,423 282,884
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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 189,872

売上原価 139,443

売上総利益 50,428

販売費及び一般管理費 37,740

営業利益 12,687

営業外収益  

受取利息 190

受取配当金 1,178

保険配当金 199

持分法による投資利益 840

雑収入 681

営業外収益合計 3,091

営業外費用  

支払利息 108

たな卸資産廃棄損 331

雑支出 734

営業外費用合計 1,174

経常利益 14,604

特別利益  

固定資産売却益 2,803

投資有価証券売却益 100

特別利益合計 2,903

特別損失  

固定資産除却損 182

投資有価証券評価損 530

特別損失合計 713

税金等調整前四半期純利益 16,793

法人税等 5,164

少数株主利益 2,271

四半期純利益 9,358
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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) 

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 16,793

減価償却費 5,572

のれん償却額 22

退職給付引当金の増減額（△は減少） △544

貸倒引当金の増減額（△は減少） 94

受取利息及び受取配当金 △1,369

支払利息 108

持分法による投資損益（△は益） △840

投資有価証券評価損益（△は益） 530

固定資産除売却損益（△は益） △2,620

売上債権の増減額（△は増加） △5,718

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,885

仕入債務の増減額（△は減少） 6,173

その他 △828

小計 15,490

利息及び配当金の受取額 1,425

利息の支払額 △103

法人税等の支払額 △6,844

営業活動によるキャッシュ・フロー 9,967

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 △1,503

有価証券の売却による収入 1,503

有形固定資産の取得による支出 △8,096

有形固定資産の売却による収入 2,920

無形固定資産の取得による支出 △118

投資有価証券の取得による支出 △4,836

投資有価証券の売却による収入 4,273

子会社株式の取得による支出 △6

貸付けによる支出 △1,271

貸付金の回収による収入 1,297

その他 2,126

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,712

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 3,468

短期借入金の返済による支出 △4,091

長期借入れによる収入 956

長期借入金の返済による支出 △956

自己株式の取得による支出 △140

自己株式の売却による収入 53

配当金の支払額 △3,332

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 △4,922

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,104

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 228

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 33,346

－9－

関西ペイント㈱(4613)平成21年３月期　第３四半期決算短信



 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） 

 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３四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） 

 （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155百万円減少しております。 

③ 海外売上高 

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） 

 （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 128,015 50,052 649 11,153 189,872 － 189,872 

(2）セグメント間の内部
売上高又は振替高 7,757 188 － 52 7,998 △7,998 － 

計 135,773 50,241 649 11,206 197,871 △7,998 189,872 

営業利益（百万円） 6,470 5,185 54 1,105 12,815 △127 12,687 

  アジア アメリカ 欧州 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 55,475 1,967 12,595 70,038 

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － － 189,872 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合(％) 29.2 1.0 6.7 36.9 
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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３四半期連結累計期間 
（自 平成19年４月１日 

  至 平成19年12月31日） 

売上高 193,539 

売上原価 136,823 

売上総利益 56,716 

販売費及び一般管理費 39,150 

営業利益 17,566 

営業外収益 3,547 

営業外費用 1,261 

経常利益 19,851 

特別利益 683 

特別損失 119 

税金等調整前四半期純利益 20,415 

法人税、住民税及び事業税 5,509 

法人税等調整額 1,115 

少数株主利益 2,227 

四半期純利益 11,563 
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