
平成22年3月期 第1四半期決算短信 

平成21年8月10日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 日本特殊塗料株式会社 上場取引所 東 
コード番号 4619 URL http://www.nttoryo.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 野島 雅寛
問合せ先責任者 （役職名） 常務取締役 業務本部長 （氏名） 田谷 純 TEL 03-3913-6134
四半期報告書提出予定日 平成21年8月12日
配当支払開始予定日 ―

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 6,740 △25.8 △250 ― △285 ― △220 ―
21年3月期第1四半期 9,089 ― △41 ― 307 ― 230 ―

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 △9.80 ―
21年3月期第1四半期 9.93 9.92

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 34,494 16,327 46.1 719.19
21年3月期 34,300 16,171 45.9 674.78

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  15,905百万円 21年3月期  15,738百万円

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 ― 6.00 ― 4.00 10.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
4.00 ― 6.00 10.00

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  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

第2四半期 
連結累計期間 14,000 △24.3 △480 ― △450 ― △450 ― △19.29

通期 29,450 △10.8 △350 ― 150 44.2 100 ― 4.29
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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） 

[(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 
・上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の実績等は、業績
の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。業績予想の前提となる条件等については、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」をご覧ください。 

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） 22年3月期第1四半期 23,611,200株 21年3月期  23,611,200株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  1,495,430株 21年3月期  286,794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 22,518,586株 21年3月期第1四半期 23,246,635株
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当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、昨年秋以降の米国発の金融危機を契機とした世界

同時不況の影響を受け厳しい状況にあるものの、政府が進める景気対策を下支えにした個人消費や生産

活動の一部に回復の兆しが見えてきました。しかし、企業収益の減少や雇用環境の悪化等、依然として

厳しい状況にあります。 

 このような厳しい事業環境のもと、当社グループは、顧客ニーズに合致した環境対応型製品や新製品

の開発に取り組むとともに、積極的な受注活動に努めてまいりました。また、全社をあげて原価低減活

動と固定費削減などコスト低減に努め、収益改善に取り組んでまいりました。 

以上の結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は、自動車製品関連事業における大幅な受注の減少

などにより、67億４千万円（前年同期比25.8％減）となりました。損益につきましては、徹底したコス

ト低減に努めたものの売上高の減収による利益減少の影響が大きく、営業損失は２億５千万円（前年同

期比２億８百万円増）となり、経常損失は２億８千５百万円（前年同期は３億７百万円の経常利益）、

四半期純損失は２億２千万円（前年同期は２億３千万円の四半期純利益）となりました。 

事業の種類別セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

① 塗料関連事業 

当部門の品種別売上高につきましては、昨年秋以降の急激な景気変動の背景もあり、床材・舗装材お

よび、その他の塗料は前年同期比20％の減少となりました。一方、主要販売品種である合成樹脂塗料、

防水材は積極的な拡販活動の結果、前年同期比4～15％増加しました。また、工事関連売上につきまし

ては、マンション等大型改修を含め工事物件の受注増加により、前年同期比16％増加しました。 

 この結果、当部門の売上高は30億７千９百万円（前年同期比2.5％増）、営業利益は５千万円（前年

同期は３千２百万円の営業損失）となりました。 

② 自動車製品事業部門 

当部門におきましては、当第１四半期連結会計期間において、自動車メーカーの在庫調整が一段落し

たことや、政府による優遇税制の実施などにより、国内自動車生産台数は徐々に減少幅が縮小傾向にあ

りますが、まだ本格的な回復基調には至っておりません。 

 このような状況の中、制振材、吸・遮音材ならびに防錆塗料につきましては、自動車生産台数の大幅

な減少により、売上高は前年同期比43～49％と大幅に下回りました。 

 その他の売上高につきましては、中国の技術提携先向けの売上増加により、前年同期比14.5％増加し

ました。 

 この結果、当部門の売上高は36億６千１百万円（前年同期比39.8％減）、営業損失は３億１百万円

（前年同期比２億９千１百万円増）となりました。 

  

① 資産、負債及び純資産の状況 

当第１四半期連結会計期間末における資産合計は、344億９千４百万円と、前連結会計年度末に比べ

１億９千３百万円の増加となりました。 

 増加した要因は、現金及び預金等流動資産の減少があったものの、株式相場の上昇により投資有価証

券が増加したことなどによるものです。 

 負債合計は181億６千６百万円と前連結会計年度末に比べ３千６百万円の微増となりました。 

 純資産合計は、163億２千７百万円と前連結会計年度末に比べ１億５千６百万円の増加となりまし

た。増加した要因は、四半期純損失等による利益剰余金の減少や自己株式の取得により減少しました

が、その他有価証券評価差額金などの評価・換算差額等が増加したことによるものです。 

  

② キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、12億５千９

百万円と前連結会計年度末に比べ４億円の減少となりました。 

 営業活動による資金は、９千３百万円の収入（前年同期比６億１千１百万円減少）となりました。こ

の主な要因は、減価償却費５億２千９百万円に対し、売上債権の増加１億９千１百万円、仕入債務の減

少５千８百万円などによるものです。 

 投資活動による資金は、４億２千２百万円の支出（前年同期比１億８千５百万円減少）となりまし

 【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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た。この主な要因は有形固定資産の取得による支出３億３百万円、投資有価証券の取得による支出１

億５千６百万円などによるものです。 

 財務活動による資金の減少は、７千万円の支出（前年同期比４億２千万円減少）となりました。この

主な要因は短期借入金の純増額10億８千６百万円、長期借入による収入14億円、長期借入金の返済によ

る支出20億９千８百万円、自己株式の取得による支出３億７千４百万円によるものです。 

  

平成22年３月期の業績予想につきましては、平成21年５月13日の決算発表時に公表いたしました業績

予想を変更しておりません。なお、予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した予想であ

り、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績は、今後様々な要因の変化によって大きく異な

る結果となる可能性があります。 

  
  

該当事項はありません。 

  

（簡便な会計処理） 

固定資産の減価償却費の計算方法 

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算出

する方法によっております。 

  

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理） 

税金費用については、当第１四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。ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠

く結果となる場合には、法定実効税率を使用する方法によっております。 

 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。 

  

 （会計処理基準に関する事項の変更） 

当第１四半期連結会計期間より、「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12

月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月

27日）を適用し、当第１四半期連結会計期間の期首に存在する工事契約を含むすべての工事契約におい

て当第１四半期連結会計期間末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事

進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の工事については工事完成基準を適用して

おります。これによる損益への影響及びセグメント情報に与える影響はありません。 

  

  

  

３. 連結業績予想に関する定性的情報

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)

(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：千円)

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 1,380,269 1,791,252

受取手形及び売掛金 7,595,196 7,403,335

有価証券 － 99,956

商品及び製品 1,122,735 1,148,681

仕掛品 245,833 255,461

原材料及び貯蔵品 805,429 781,252

繰延税金資産 289,887 288,415

その他 413,304 675,997

貸倒引当金 △28,437 △28,302

流動資産合計 11,824,218 12,416,051

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,835,526 3,879,353

機械装置及び運搬具（純額） 4,319,660 4,590,599

その他（純額） 4,814,328 4,831,306

有形固定資産合計 12,969,515 13,301,260

無形固定資産 164,259 185,895

投資その他の資産   

投資有価証券 7,423,124 6,157,585

繰延税金資産 1,118,716 1,376,895

その他 1,012,535 880,234

貸倒引当金 △18,349 △16,947

投資その他の資産合計 9,536,028 8,397,768

固定資産合計 22,669,803 21,884,923

資産合計 34,494,022 34,300,975
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(単位：千円)

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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,038,820 5,096,996

短期借入金 3,518,513 3,348,488

未払法人税等 34,718 58,490

その他 2,096,538 2,202,651

流動負債合計 10,688,590 10,706,627

固定負債   

長期借入金 4,568,794 4,351,161

退職給付引当金 2,870,537 2,963,183

その他 38,310 108,423

固定負債合計 7,477,641 7,422,767

負債合計 18,166,231 18,129,395

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,753,085 4,753,085

資本剰余金 4,362,370 4,362,370

利益剰余金 6,869,585 7,183,806

自己株式 △494,636 △120,345

株主資本合計 15,490,404 16,178,915

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 817,982 282,056

繰延ヘッジ損益 871 －

為替換算調整勘定 △403,884 △722,177

評価・換算差額等合計 414,969 △440,120

新株予約権 61,519 61,519

少数株主持分 360,897 371,264

純資産合計 16,327,790 16,171,579

負債純資産合計 34,494,022 34,300,975
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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：千円)

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 9,089,749 6,740,950

売上原価 7,475,321 5,649,439

売上総利益 1,614,428 1,091,510

販売費及び一般管理費 1,656,328 1,342,282

営業損失（△） △41,899 △250,771

営業外収益   

受取配当金 94,670 25,107

持分法による投資利益 251,793 －

その他 33,483 68,111

営業外収益合計 379,947 93,218

営業外費用   

支払利息 30,385 34,350

持分法による投資損失 － 84,804

その他 655 8,824

営業外費用合計 31,040 127,980

経常利益又は経常損失（△） 307,007 △285,533

特別利益   

固定資産売却益 1,931 －

特別利益合計 1,931 －

特別損失   

固定資産処分損 36,707 24,216

その他 4,623 －

特別損失合計 41,330 24,216

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

267,607 △309,750

法人税等 33,605 △78,767

少数株主利益又は少数株主損失（△） 3,277 △10,374

四半期純利益又は四半期純損失（△） 230,725 △220,608
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円)

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) 

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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

267,607 △309,750

減価償却費 602,462 529,281

退職給付引当金の増減額（△は減少） △23,448 △92,645

受取利息及び受取配当金 △95,278 △25,700

支払利息 30,385 34,350

持分法による投資損益（△は益） △251,793 84,804

固定資産処分損益（△は益） 36,707 24,216

売上債権の増減額（△は増加） 297,509 △191,860

たな卸資産の増減額（△は増加） 29,336 11,397

仕入債務の増減額（△は減少） △349,259 △58,176

その他 68,425 △72,408

小計 612,655 △66,491

利息及び配当金の受取額 179,959 245,424

利息の支払額 △34,695 △40,293

法人税等の支払額 △53,201 △44,974

営業活動によるキャッシュ・フロー 704,718 93,665

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の払戻による収入 － 21,600

定期預金の預入による支出 － △11,100

有価証券の取得による支出 △99,750 －

有価証券の償還による収入 － 100,000

有形固定資産の取得による支出 △444,817 △303,951

投資有価証券の取得による支出 △2,698 △156,412

関係会社株式の取得による支出 △14,825 △76,832

貸付けによる支出 △42,100 －

貸付金の回収による収入 3,991 3,981

その他 △6,944 609

投資活動によるキャッシュ・フロー △607,144 △422,104
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(単位：千円)

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) 

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） 612,926 1,086,476

長期借入れによる収入 － 1,400,000

長期借入金の返済による支出 △95,184 △2,098,819

配当金の支払額 △164,326 △83,798

少数株主への配当金の支払額 △15,300 －

自己株式の取得による支出 － △374,230

その他 12,240 △228

財務活動によるキャッシュ・フロー 350,357 △70,599

現金及び現金同等物に係る換算差額 13,151 △1,443

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 461,083 △400,482

現金及び現金同等物の期首残高 2,416,614 1,659,817

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,877,698 1,259,334
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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) 

該当事項はありません。 

  

  

 
(注) １ 事業区分は、製品の種類・性質及び販売方法の類似性を考慮し、塗料関連事業、自動車製品関連事業に区

分しております。 

２ 各事業の主要な製品 

   ①塗料関連事業……………塗料・防音材料、塗装及び防音工事 

   ②自動車製品関連事業……自動車用防音材（制振材、吸・遮音材）、自動車用防錆材他 

  

  

 
(注) １ 事業区分は、製品の種類・性質及び販売方法の類似性を考慮し、塗料関連事業、自動車製品関連事業に区

分しております。 

２ 各事業の主要な製品 

①塗料関連事業……………塗料・防音材料、塗装及び防音工事 

②自動車製品関連事業……自動車用防音材（制振材、吸・遮音材）、自動車用防錆材他 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

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)

塗料関連事業
(千円)

自動車製品
関連事業 
(千円)

計
(千円)

消去又は全社 
(千円)

連結
(千円)

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

3,004,911 6,084,838 9,089,749 ― 9,089,749

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

900 ― 900 (900) ―

計 3,005,811 6,084,838 9,090,649 (900) 9,089,749

営業損失 △32,000 △9,898 △41,899 ― △41,899

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)

塗料関連事業
(千円)

自動車製品
関連事業 
(千円)

計
(千円)

消去又は全社 
(千円)

連結
(千円)

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

3,079,661 3,661,288 6,740,950 ― 6,740,950

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

900 ― 900 (900) ―

計 3,080,561 3,661,288 6,741,850 (900) 6,740,950

営業利益又は営業損失(△) 50,723 △301,495 △250,771 ─ △250,771
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 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、記載すべき事項はあり

ません。 

  

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、記載すべき事項はあり

ません。 

  

 海外売上高の合計が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

 海外売上高の合計が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

 当第１四半期連結会計期間末の自己株式は494,636千円であり、前連結会計年度末に比して374,290千

円増加しておりますが、これは主として次の事由によるものであります。 

 当社は、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、平成

21年５月14日から平成21年５月29日までの期間において、東京証券取引所の立会時間外取引により当社

普通株式1,208,200株、374,157千円を取得しております。 

  

【所在地別セグメント情報】

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)

【海外売上高】

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)

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

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)
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