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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第1四半期 31,629 △27.4 632 △72.4 775 △58.8 513 633.4
21年3月期第1四半期 43,564 ― 2,293 ― 1,882 ― 70 ―

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

22年3月期第1四半期 5.53 ―
21年3月期第1四半期 0.75 ―

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

22年3月期第1四半期 140,389 42,343 29.3 443.30
21年3月期 137,755 40,171 28.3 420.20

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  41,170百万円 21年3月期  39,026百万円

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

21年3月期 ― 5.00 ― 3.00 8.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
3.00 ― 3.00 6.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22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  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

第2四半期 
連結累計期間

65,000 △26.8 1,200 △63.1 1,000 △65.8 300 ― 3.23

通期 134,000 △14.4 3,200 11.0 2,700 98.4 900 ― 9.69
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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）  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） 

(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 
 平成21年5月12日公表の第2四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想を修正しております。上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可
能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因にかかる仮定を前提にしており、実際の業績は様々な要因によりこれらの予想と異なる可能性が
あります。業績予想の具体的修正内容は、4ページ[定性的情報・財務諸表等]4.連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 93,065,554株 21年3月期  93,065,554株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  192,876株 21年3月期  191,262株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 92,873,007株 21年3月期第1四半期 92,891,062株
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当第１四半期におけるわが国経済は、昨年度後半からの未曾有の厳しい経済状況に比べ、輸出・生産が持ち直す

など一部で下げ止まりの動きが見られましたが、一方では設備投資や個人消費が低迷するなど全体としては引き続

き厳しい状況で推移いたしました。また、海外経済におきましては、米欧経済は、個人消費や設備投資が減少する

など厳しい状況が続いております。アジア経済は、大規模な財政出動に支えられた中国を中心に景気は持ち直しつ

つあります。 

この様な状況の中で、売上高は316億２千９百万円（前年同期比27.4％減）となりました。なお、製品部門別の

売上高は、化成品部門46億円（同23.5％減）、着色剤部門241億４千６百万円（同28.8％減）、その他部門28億８

千２百万円（同21.2％減）となっております。利益面につきましては、売上高の減少などにより、営業利益は６億

３千２百万円（同72.4％減）となり、経常利益は７億７千５百万円（同58.8％減）となりましたが、四半期純利益

は５億１千３百万円（同633.4％増）と大幅な増益となりました。これは、前年同期において棚卸資産評価基準の

適用に伴うたな卸資産評価損を特別損失に計上したことなどによるものであります。 

なお、事業の種類別セグメント情報につきましては、単一事業のため省略しております。 

所在地別売上高には、セグメント間の内部売上高及び振替高を含んでおります。  

ア．日本 

日本では、当社他13社のグループ各社が事業活動を行っております。当地域では、車両業界向けや電線業界向け

などの機能性合成樹脂着色剤が低調に推移したことなどにより、売上高は259億８千１百万円と前年同期比26.2％

の減少となりました。営業利益は、売上高の減少などにより９億２千３百万円と同55.2％の減益となりました。 

イ．アジア 

アジアでは、DAINICHISEIKA(HK) COLORING CO.,LTD.、DAINICHI COLOR(THAILAND),LTD.他７社のグループ各社が

事業活動を行っております。当地域では車両業界やＯＡ機器業界の在庫調整の影響を大きく受け合成樹脂着色剤の

販売が低迷したことなどにより、売上高は56億３千１百万円と前年同期比31.4％の減収となりました。営業損益は

４千９百万円の損失となりました。 

ウ．その他 

欧州・その他の地域では、DAICOLORCHEM EU,S.A.他５社のグループ各社が事業活動を行っております。当地域で

は、欧州子会社の一部工場の閉鎖を行ったことなどにより、売上高は８億１千９百万円と前年同期比45.9％の減

収、営業損益は２億４千１百万円の損失となりました。  

  

（資産） 

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、1,403億８千９百万円となり、前連結会計年度末と比べ26億３千４百万

円増加いたしました。これは、主に現金及び預金が24億３千２百万円、投資有価証券が20億１千２百万円増加したこ

となどによるものであります。 

（負債） 

当第１四半期連結会計期間末の負債合計は、980億４千５百万円となり、前連結会計年度末と比べ４億６千１百万

円増加いたしました。これは、主に短期借入金が７億９千万円増加したことなどによるものであります。 

（純資産） 

当第１四半期連結会計期間末の純資産合計は、423億４千３百万円となり、前連結会計年度末に比べて21億７千２

百万円増加いたしました。これは、主にその他有価証券評価差額金が11億６千６百万円、為替換算調整勘定が７億７

千１百万円増加したことなどによるものであります。  

  

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
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第２四半期連結累計期間の売上高につきましては、概ね当初公表した業績予想のとおりに進捗する見込みでありま

す。利益面につきましては、引き続き厳しい経済環境であるものの売上総利益の改善、固定費の削減等により、営業

利益、経常利益につきましては前回予想を上回る見込みであり、また、四半期純利益につきましても、営業利益、経

常利益の改善に加え当初見込んでおりました投資有価証券評価損が株価の上昇により大幅に減少する見通しのため前

回予想を上回る見込みであり、業績を修正いたします。 

通期業績につきましては、このところの原油価格の上昇もあり、当社グループを取り巻く事業環境は、第３四半期

以降も引き続き厳しい状況が続くものと思われます。しかしながら、当第２四半期連結累計期間の業績予想を修正す

るのに伴い、通期の業績予想につきましても、業績を修正いたします。 

また、個別の第２四半期累計期間及び通期の業績予想につきましても修正しております。詳しくは、本日別途公表

いたしました「業績予想（連結・単体）の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。  

（百万円）  

  

  

該当事項はありません。  

  

  

１．簡便な会計処理  

① たな卸資産の評価方法 

たな卸高の算出に関して、実地たな卸を省略し前連結会計年度に係る実地たな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の算定方法 

定率法を採用している資産に、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しております。 

③ 法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、前連結会計年度末以降において特に回収可能性に疑義を生じ

させるような事実の発生はなく、かつ、一時差異等の発生状況に著しい変化が認められないため、前連結会

計年度決算において使用した将来の業績予測やタックス・プランニングを利用しております。 

２．四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。  

  

３．連結業績予想に関する定性的情報

  売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

第２四半期 

連結累計期間  
65,000  1,200 1,000   300

通期   134,000   3,200   2,700   900

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）

（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１四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 13,538 11,106

受取手形及び売掛金 34,912 34,791

有価証券 113 91

商品及び製品 14,274 14,738

仕掛品 272 232

原材料及び貯蔵品 7,656 8,119

その他 2,825 2,881

貸倒引当金 △139 △136

流動資産合計 73,453 71,826

固定資産   

有形固定資産   

土地 21,829 21,841

その他（純額） 23,685 23,825

有形固定資産合計 45,515 45,667

無形固定資産 948 910

投資その他の資産   

投資有価証券 11,067 9,055

その他 11,136 12,038

貸倒引当金 △1,733 △1,743

投資その他の資産合計 20,470 19,350

固定資産合計 66,935 65,928

資産合計 140,389 137,755

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 20,908 20,775

短期借入金 30,242 29,452

1年内返済予定の長期借入金 8,613 7,892

未払法人税等 227 259

賞与引当金 2,417 1,624

工場閉鎖損失引当金 576 760

環境対策引当金 217 315

その他 4,006 3,822

流動負債合計 67,210 64,901

固定負債   

長期借入金 17,616 19,382

退職給付引当金 10,428 10,534

役員退職慰労引当金 424 446

環境対策引当金 1,193 1,207

負ののれん 226 247

その他 946 862

固定負債合計 30,835 32,682

負債合計 98,045 97,584
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 10,039 10,039

資本剰余金 9,193 9,193

利益剰余金 25,096 24,861

自己株式 △83 △82

株主資本合計 44,247 44,012

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 903 △263

繰延ヘッジ損益 △67 △39

為替換算調整勘定 △3,912 △4,683

評価・換算差額等合計 △3,076 △4,986

少数株主持分 1,172 1,144

純資産合計 42,343 40,171

負債純資産合計 140,389 137,755
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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）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 43,564 31,629

売上原価 36,665 27,097

売上総利益 6,898 4,531

販売費及び一般管理費   

給料 1,262 1,191

賞与引当金繰入額 302 232

退職給付費用 173 194

運搬費 860 610

貸倒引当金繰入額 123 56

その他 1,882 1,613

販売費及び一般管理費合計 4,605 3,898

営業利益 2,293 632

営業外収益   

受取利息 13 5

受取配当金 111 84

為替差益 － 209

負ののれん償却額 24 20

持分法による投資利益 26 －

その他 162 166

営業外収益合計 338 487

営業外費用   

支払利息 262 261

為替差損 303 －

持分法による投資損失 － 27

その他 184 55

営業外費用合計 750 344

経常利益 1,882 775

特別利益   

固定資産売却益 － 155

その他 32 47

特別利益合計 32 202

特別損失   

たな卸資産評価損 743 －

投資有価証券評価損 673 349

その他 42 30

特別損失合計 1,459 379

税金等調整前四半期純利益 454 598

法人税、住民税及び事業税 1,130 132

法人税等調整額 △766 17

法人税等合計 364 149

少数株主利益又は少数株主損失（△） 20 △65

四半期純利益 70 513
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 該当事項はありません。 

  

前第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）及び当第１四半期連結累計期間（自平

成21年４月１日 至平成21年６月30日） 

 化成品及び着色剤事業の売上高及び営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益の金額の合

計額に占める割合がいずれも90％超であるため、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。 

  

前第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．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．本邦以外の区分に属する地域の内訳は次の通りであります。 

(1) アジア…香港、タイ、中国、フィリピン、インドネシア 

(2) その他の地域…米国、スペイン、イタリア他 

３．会計処理の方法の変更 

（棚卸資産の評価に関する会計基準） 

 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）を適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、営業利益が、日本

で43百万円減少しております。 

  

当第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30日） 

 （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．本邦以外の区分に属する地域の内訳は次の通りであります。 

(1) アジア…香港、タイ、中国、フィリピン、インドネシア、ベトナム 

(2) その他の地域…米国、スペイン、イタリア他 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

〔所在地別セグメント情報〕

  
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  34,191  8,136  1,236  43,564  －  43,564

(2)セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 1,018  76  278  1,372  (1,372)  －

計  35,209  8,212  1,515  44,937  (1,372)  43,564

営業利益（△損失）  2,062  313  △82  2,293  －  2,293

  
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  25,228  5,611  788  31,629  －  31,629

(2)セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 752  20  30  803  (803)  －

計  25,981  5,631  819  32,432  (803)  31,629

営業利益（△損失）  923  △49  △241  632  －  632
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前第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） 

当第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30日） 

 （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する地域の内訳は次の通りであります。 

(1）アジア…香港、タイ、中国他 

(2）その他の地域…米国、ヨーロッパ、南米他 

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。 

 該当事項はありません。 

   

〔海外売上高〕

  アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  10,090  1,605  11,696

Ⅱ 連結売上高（百万円）  －  －  43,564

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  23.2  3.7  26.8

  アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  7,272  1,087  8,360

Ⅱ 連結売上高（百万円）  －  －  31,629

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  23.0  3.4  26.4

（５）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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