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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9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2四半期 43,131 △19.4 4,972 17.4 4,915 15.6 2,605 △9.2

21年3月期第2四半期 53,496 ― 4,235 ― 4,251 ― 2,870 ―

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2四半期 37.90 ―

21年3月期第2四半期 41.72 ―

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2四半期 94,472 44,014 43.7 600.88
21年3月期 91,776 40,013 41.2 550.49

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  41,312百万円 21年3月期  37,851百万円

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

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 6.00 ― 7.00 13.00

22年3月期 ― 6.00

22年3月期 
（予想）

― 7.00 13.00

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 87,000 △16.0 9,300 10.3 9,200 16.5 5,000 △0.6 72.72
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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 

１．平成21年５月８日に公表いたしました連結業績予想のうち、通期について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、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等につい
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2四半期 69,068,822株 21年3月期  69,068,822株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  316,904株 21年3月期  309,704株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 68,755,230株 21年3月期第2四半期 68,811,373株
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 当第２四半期連結累計期間における世界経済は、中国をはじめとするアジアの緩やかな経済回復によって一部景気

底入れの様相を見せておりますが、雇用問題など依然として不安定要素もあり、しばらくは厳しい情勢が続くものと

思われます。 

 当社グループを取り巻く経営環境としましては、急減した荷動きの影響によって世界の海運業界では係船による需

給調整や老朽船のスクラップ化も見られますが、造船業界においては受注残の消化により全般的には横ばいの水準で

推移いたしました。一方、物流量の本格的回復が見られないコンテナ業界は長引く生産調整期が続いております。ま

た、その他の工業分野においてはインフラ整備に関連した新興国の産業界では堅調な動きも見られますが、国内では

公共事業の削減や住宅需要の低迷など厳しい状況にあります。更には円高の長期化や、再び上昇傾向に転じた原油・

非鉄金属等原材料価格の動向など、今後も厳しい環境が予想されます。 

 このような経営環境のもと、当第２四半期連結累計期間の当社グループの売上高は、顧客の信頼を高めた新造船用

塗料や海外での修繕船用塗料のシェアーアップなどもありましたが、コンテナ用塗料の激減や円高の影響によって

43,131百万円（前年同期比19.4％減）となりました。 

 これに対しグループあげての徹底した経費削減など総合的な経営効率化を進めた結果、営業利益は4,972百万円

（同17.4％増）、経常利益は4,915百万円（同15.6％増）となり、四半期純利益は税金費用が増加したことで2,605百

万円（同9.2％減）となりました。 

  

  

 当第２四半期末の総資産は前連結会計年度末に比べ2,696百万円増加の94,472百万円となりました。１株当たり純

資産額は前連結会計年度末に比べ50.39円増加の600.88円となりました。 

（１）資産 

流動資産は前連結会計年度末に比べ2,000百万円増加の62,629百万円となりました。主な増減要因は、現金及び

預金の増加（2,642百万円）、受取手形及び売掛金の増加（1,518百万円）や商品及び製品の減少（1,395百万円）

であります。 

固定資産は前連結会計年度末に比べ696百万円増加の31,843百万円となりました。主な要因は、有形固定資産の

増加（552百万円）や投資有価証券の増加（316百万円）であります。 

（２）負債 

流動負債は前連結会計年度末に比べ558百万円減少の43,793百万円となりました。主な増減要因は、支払手形及

び買掛金の減少（1,845百万円）、短期借入金の減少（1,391百万円）や未払法人税等の増加（1,088百万円）であ

ります。 

固定負債は前連結会計年度末に比べ745百万円減少の6,664百万円となりました。主な要因は、長期借入金の減少

（759百万円）であります。 

（３）純資産 

純資産は前連結会計年度末に比べ4,000百万円増加の44,014百万円となりました。主な要因は、四半期純利益の

計上などによる利益剰余金の増加（2,124百万円）や為替換算調整勘定の増加（1,120百万円）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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 当第２四半期連結累計期間におきましては、船舶用塗料は堅調な売上を継続しているものの、世界同時不況の影響

を想定以上に被ったコンテナ用塗料の売上が減少したこと、及び為替が想定レートよりも円高に推移したことによ

り、売上高は当初予想を下回りました。しかしながら、営業利益、経常利益、四半期純利益につきましては、グルー

プ全体における経費削減の効果により当初予想を上回る結果となりました。これに伴い、平成21年５月８日の決算短

信で発表しました通期の連結業績予想を以下のとおり修正いたします。  

（通期）  

（注）業績予想につきましては、現時点で判断した一定の前提に基づいたものであり、今後発生する状況の変化によ

っては異なる業績結果となることも予想されます。  

  

 該当事項はありません。  

  

  

（固定資産の減価償却費の算定方法） 

 定率法を採用している有形固定資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する

方法によっております。  

  

  

（会計処理基準に関する事項の変更） 

・完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更 

 請負工事に係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適用しておりましたが、「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）を第１四半期連結会計期間より適用し、第１四半期連結会計期間

に着手した工事契約から、当第２四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。この変更が損益に与え

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

  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） 
百万円 

 94,000

百万円 

8,000

百万円 

   7,500

百万円 

 4,800

円 銭 

 69.80

 今回修正予想（Ｂ）  87,000 9,300 9,200  5,000 72.72

 増減額（Ｂ－Ａ）  △7,000 1,300 1,700  200 ―

 増減率（％）  △7.4 16.3 22.7  4.2 ―

 前期実績  103,622  8,429  7,899  5,031  73.14

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２四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 11,267 8,625

受取手形及び売掛金 36,410 34,891

有価証券 135 －

商品及び製品 8,130 9,525

仕掛品 442 505

原材料及び貯蔵品 5,284 5,972

繰延税金資産 899 841

その他 700 912

貸倒引当金 △641 △645

流動資産合計 62,629 60,629

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 6,336 6,280

機械装置及び運搬具（純額） 2,607 2,589

土地 13,158 13,124

その他（純額） 2,288 1,843

有形固定資産合計 24,390 23,837

無形固定資産 818 843

投資その他の資産   

投資有価証券 5,275 4,958

繰延税金資産 307 380

その他 1,058 1,132

貸倒引当金 △7 △5

投資その他の資産合計 6,634 6,465

固定資産合計 31,843 31,146

資産合計 94,472 91,776
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 11,348 13,193

短期借入金 23,548 24,939

1年内返済予定の長期借入金 834 149

未払金 3,319 2,748

未払法人税等 1,873 785

賞与引当金 87 83

役員賞与引当金 36 －

製品保証引当金 108 127

その他 2,636 2,322

流動負債合計 43,793 44,351

固定負債   

長期借入金 2,242 3,001

長期未払金 295 295

繰延税金負債 34 33

再評価に係る繰延税金負債 3,026 3,026

退職給付引当金 664 659

その他 400 393

固定負債合計 6,664 7,410

負債合計 50,458 51,762

純資産の部   

株主資本   

資本金 11,626 11,626

資本剰余金 7,783 7,783

利益剰余金 23,335 21,210

自己株式 △192 △187

株主資本合計 42,553 40,433

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 204 △15

土地再評価差額金 3,168 3,168

為替換算調整勘定 △4,614 △5,735

評価・換算差額等合計 △1,241 △2,581

少数株主持分 2,702 2,161

純資産合計 44,014 40,013

負債純資産合計 94,472 91,776
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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）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 53,496 43,131

売上原価 38,849 28,074

売上総利益 14,647 15,057

販売費及び一般管理費 10,411 10,085

営業利益 4,235 4,972

営業外収益   

受取利息 44 18

受取配当金 123 97

受取ロイヤリティー 78 36

技術指導料 69 62

その他 393 150

営業外収益合計 709 365

営業外費用   

支払利息 416 198

為替差損 145 36

その他 130 187

営業外費用合計 693 421

経常利益 4,251 4,915

特別利益   

固定資産売却益 － 3

製品保証引当金戻入額 3 2

その他 1 0

特別利益合計 4 6

特別損失   

固定資産売却損 3 0

投資有価証券評価損 － 112

過年度増値税等 154 －

その他 13 0

特別損失合計 170 114

税金等調整前四半期純利益 4,085 4,807

法人税、住民税及び事業税 1,002 1,831

法人税等調整額 △119 △87

法人税等合計 882 1,744

少数株主利益 331 456

四半期純利益 2,870 2,605
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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）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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 4,085 4,807

減価償却費 734 776

のれん償却額 11 10

貸倒引当金の増減額（△は減少） 44 △38

退職給付引当金の増減額（△は減少） 66 △5

その他の引当金の増減額（△は減少） 18 17

受取利息及び受取配当金 △167 △116

支払利息 416 198

為替差損益（△は益） 34 8

固定資産売却損益（△は益） 20 5

投資有価証券売却損益（△は益） △0 △0

投資有価証券評価損益（△は益） 0 112

会員権評価損 12 0

売上債権の増減額（△は増加） △4,366 1,563

たな卸資産の増減額（△は増加） △900 2,681

未収消費税等の増減額（△は増加） 333 △89

仕入債務の増減額（△は減少） 2,949 △2,441

割引手形の増減額（△は減少） △95 △1,697

長期未払金の増減額（△は減少） △21 －

その他 △104 1,205

小計 3,072 6,999

利息及び配当金の受取額 166 115

利息の支払額 △427 △202

法人税等の支払額 △1,708 △743

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,102 6,169

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △174 △35

固定資産の取得による支出 △1,102 △1,014

固定資産の売却による収入 16 13

投資有価証券の取得による支出 △9 △101

投資有価証券の売却による収入 0 1

子会社株式の取得による支出 △286 －

その他 △25 0

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,582 △1,135

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） △232 △2,005

長期借入金の返済による支出 △65 △74

自己株式の売却による収入 2 －

自己株式の取得による支出 △11 △4

配当金の支払額 △481 △480

少数株主への配当金の支払額 △113 △149

少数株主からの払込みによる収入 － 76

その他 △19 △26

財務活動によるキャッシュ・フロー △920 △2,665

現金及び現金同等物に係る換算差額 51 369

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,348 2,738

現金及び現金同等物の期首残高 7,858 8,591

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,510 11,330
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 該当事項はありません。 

  

前第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） 

   

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

 （注）１ 事業区分の方法 

提出会社の事業区分の方法は、製品の種類・性質及び販売方法等の類似性を考慮し、塗料販売及び塗装請

負・塗装技術サービスの塗料関連事業と、その他の事業に区分しております。 

２ 各事業区分の主要製品 

  

（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〕

  
塗料関連事業 
（百万円） 

その他の事業
（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  53,223  272  53,496  ―  53,496

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 4  191  196 ( ) 196  ―

計  53,228  464  53,693 ( ) 196  53,496

営業利益  4,874  153  5,028 ( ) 793  4,235

  
塗料関連事業 
（百万円） 

その他の事業
（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  42,934  197  43,131  ―  43,131

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 4  195  200 ( ) 200  ―

計  42,939  392  43,332 ( ) 200  43,131

営業利益  5,610  124  5,735 ( ) 763  4,972

事業区分 主要製品

塗料関連事業 
船底塗料、合成樹脂塗料、シンナー及びその他の塗料、塗装請負、塗装技術 

サービス 

その他の事業 不動産賃貸及び管理、ゴルフ練習場運営、電算機ソフトウェア開発等 
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前第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） 

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21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 

(1）アジア：中国、シンガポール、香港、韓国、台湾、タイ、マレーシア、インドネシア 

(2）その他の地域：オランダ、アメリカ、イギリス 

  

〔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 
 21,797  26,165  5,533  53,496  ―  53,496

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 3,697  3,847  393  7,937 ( ) 7,937  ―

計  25,495  30,013  5,926  61,434 ( ) 7,937  53,496

営業利益又は 

営業損失（△） 
 1,422  2,567  △143  3,846  388  4,235

  
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 
 21,575  17,276  4,279  43,131  ―  43,131

(2）セグメント間の内部 

  売上高又は振替高 
 2,284  3,206  259  5,749 ( ) 5,749  ―

計  23,860  20,482  4,538  48,881 ( ) 5,749  43,131

営業利益又は 

営業損失（△） 
 3,004  1,993  △784  4,213  758  4,972
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前第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） 

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21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 

(1）アジア：中国、シンガポール、香港、韓国、台湾、タイ、マレーシア、インドネシア、オセアニア 

(2）その他の地域：オランダ、アメリカ、イギリス、アフリカ 

３ 海外売上高は、提出会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）  26,167  5,545  31,712

Ⅱ 連結売上高（百万円）      53,496

Ⅲ 連結売上高に占める 

  海外売上高の割合（％） 
 48.9  10.4  59.3

  アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  17,235  4,319  21,555

Ⅱ 連結売上高（百万円）      43,131

Ⅲ 連結売上高に占める 

  海外売上高の割合（％） 
 40.0  10.0  50.0

（６）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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 販売実績 

 当第２四半期連結累計期間及び当第２四半期連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示

すと、次のとおりであります。 

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

 （注） 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

当第２四半期連結会計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日） 

 （注） 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

６．その他の情報

事業の種類別セグメントの名称 販売高（百万円） 前年同四半期比（％）

塗料関連事業（船舶用塗料）  36,990  5.2

塗料関連事業（工業用塗料）  5,508  △22.2

塗料関連事業（コンテナ用塗料）  436  △96.0

塗料関連事業合計  42,934  △19.3

その他の事業  197  △27.7

合計  43,131  △19.4

事業の種類別セグメントの名称 販売高（百万円） 前年同四半期比（％）

塗料関連事業（船舶用塗料）  20,147  5.7

塗料関連事業（工業用塗料）  2,821  △24.2

塗料関連事業（コンテナ用塗料）  253  △95.4

塗料関連事業合計  23,223  △17.9

その他の事業  102  △27.0

合計  23,325  △18.0
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