
平成22年3月期 第2四半期決算短信 

平成21年11月4日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 大日精化工業株式会社 上場取引所 東 
コード番号 4116 URL http://www.daicolor.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 高橋 靖
問合せ先責任者 （役職名） 取締役理財部門担当 （氏名） 武市 義彦 TEL 03-3662-7111
四半期報告書提出予定日 平成21年11月11日 配当支払開始予定日 平成21年12月4日

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 67,504 △24.0 2,405 △26.1 2,547 △12.9 1,960 ―
21年3月期第2四半期 88,857 ― 3,255 ― 2,924 ― 21 ―

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 21.11 ―
21年3月期第2四半期 0.23 ―

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 142,690 43,830 29.8 458.46
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2四半期  42,577百万円 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
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 ― 5.00 ― 3.00 8.00
22年3月期 ― 4.00
22年3月期 

（予想）
― 4.00 8.00

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  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

通期 136,000 △13.1 4,700 63.0 4,300 216.0 2,500 ― 26.92
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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11月2日公表の通期の連結業績予想を修正しておりません。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係る過程を前提にしており、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。 

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2四半期 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2四半期  195,639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2四半期 92,871,987株 21年3月期第2四半期 92,888,200株
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当第２四半期連結累計期間のわが国経済は、中国を始めとするアジア向けを中心に輸出が増加し、企業の生産も

増加するなど一部持ち直しの動きが見られましたが、設備投資の減少に加え、雇用環境の悪化により個人消費が低

迷するなど、景気は総じて弱い動きで推移しました。海外経済におきましては、アジアでは中国は大規模な財政出

動に支えられた内需により景気は回復基調で推移しました。米国・欧州では、景気対策による下支えもあり個人消

費に持ち直しの動きが見られ、また、輸出に回復の兆しが見られるなど、景気は底入れに向かって推移いたしまし

た。 

この様な経済環境のもとで、当社グループは所期の計画を達成するために、グループ一丸となって固定費を中心

とした経費削減に鋭意努めるとともに、国内外市場のニーズに的確に対応するため、営業・生産・技術が一体とな

り、高付加価値製品や環境調和製品を市場に提供するなど一層の拡販に努めました。また、製造工程の改善・合理

化を追求し、製造原価の低減や品質の優位性の確保に注力いたしました。 

しかしながら景況の好転が期央以降となりましたため、当第２四半期連結累計期間の売上高は、675億４百万円

と前年同期比24.0％の減収となりました。利益面につきましては、減収となったことにより、営業利益は24億５百

万円と同26.1％の減益となり、経常利益は、営業外損益が改善したことに伴って、25億４千７百万円と同12.9％の

減益となりました。四半期純利益は、19億６千万円と前第２四半期連結累計期間の２千１百万円に比べ大幅な増益

となりました。これは、前第２四半期連結累計期間において、棚卸資産の評価に関する会計基準の適用に伴うたな

卸資産評価損や欧州子会社の一部工場閉鎖に伴う工場閉鎖損失などの一過性の特別損失を計上したためでありま

す。 

次に所在地別セグメントの業績についてご報告いたします。 

なお、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、家電業界向け

などの機能性着色剤が低調に推移したことなどにより、売上高は553億６千万円と前年同期比21.3％の減収となり

ました。営業利益は固定費を中心とした経費削減に鋭意努めましたが、減収となったことなどにより24億６千８百

万円と同10.3％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、ＯＡ機器業界・家電業界向けは第１四半期を底に持ち直しの動きが見ら

れましたが、車両業界向けが引き続き低調だったことなどにより、売上高は123億６千１百万円と前年同期比

31.6％の減収、営業利益は１億５千万円と同79.3％の減益となりました。 

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。欧州地域

におきましては、前期に引き続き汎用顔料の市場において安価な中国・インド製品との価格競争に加え、前連結会

計年度後半においてDAICOLORCHEM EU,S.A.の一部工場を閉鎖したことなどにより、売上高は16億３千万円と前年同

期比50.4％の減収、営業損益は２億１千３百万円の損失となりました。 

   

（資産） 

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、1,426億９千万円となり、前連結会計年度末と比べ49億３千５百万円

増加致しました。これは、主に受取手形及び売掛金が55億６千３百万円増加した一方、たな卸資産が32億７千万円

減少したことなどによるものであります。  

（負債） 

当第２四半期連結会計期間末の負債合計は、988億５千９百万円となり、前連結会計年度末と比べ12億７千５百

万円増加致しました。これは、主に支払手形及び買掛金が24億７千５百万円増加したことなどによるものでありま

す。 

（純資産） 

当第２四半期連結会計期間末の純資産合計は、438億３千万円となり、前連結会計年度末と比べ36億５千９百万

円増加致しました。これは、主に利益剰余金が16億８千２百万円、その他有価証券評価差額金が10億６千万円増加

したことなどによるものであります。  

  

平成21年11月２日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。  

  

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

３．連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

  

１．簡便な会計処理  

① 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。 

② 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経営環境等、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。  

  

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 13,870 11,106

受取手形及び売掛金 40,355 34,791

有価証券 111 91

商品及び製品 13,160 14,738

仕掛品 210 232

原材料及び貯蔵品 6,449 8,119

その他 1,999 2,881

貸倒引当金 △131 △136

流動資産合計 76,025 71,826

固定資産   

有形固定資産   

土地 21,792 21,841

その他（純額） 23,014 23,825

有形固定資産合計 44,806 45,667

無形固定資産 930 910

投資その他の資産   

投資有価証券 11,099 9,055

その他 11,545 12,038

貸倒引当金 △1,716 △1,743

投資その他の資産合計 20,928 19,350

固定資産合計 66,665 65,928

資産合計 142,690 137,755

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 23,250 20,775

短期借入金 28,732 29,452

1年内返済予定の長期借入金 8,620 7,892

未払法人税等 282 259

賞与引当金 1,620 1,624

工場閉鎖損失引当金 415 760

環境対策引当金 222 315

その他 3,730 3,822

流動負債合計 66,875 64,901

固定負債   

長期借入金 18,798 19,382

退職給付引当金 10,220 10,534

役員退職慰労引当金 416 446

環境対策引当金 1,173 1,207

関係会社事業損失引当金 239 －

負ののれん 205 247

その他 930 862

固定負債合計 31,984 32,682

負債合計 98,859 97,584
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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) 

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 26,544 24,861

自己株式 △83 △82

株主資本合計 45,693 44,012

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 797 △263

繰延ヘッジ損益 △74 △39

為替換算調整勘定 △3,839 △4,683

評価・換算差額等合計 △3,116 △4,986

少数株主持分 1,253 1,144

純資産合計 43,830 40,171

負債純資産合計 142,690 137,755
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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 88,857 67,504

売上原価 76,415 57,436

売上総利益 12,441 10,067

販売費及び一般管理費   

給料 2,574 2,277

賞与引当金繰入額 632 461

退職給付費用 344 392

運搬費 1,689 1,252

貸倒引当金繰入額 123 58

その他 3,822 3,218

販売費及び一般管理費合計 9,186 7,661

営業利益 3,255 2,405

営業外収益   

受取利息 29 13

受取配当金 143 99

為替差益 － 107

負ののれん償却額 49 41

持分法による投資利益 71 －

保険配当金 207 168

その他 285 362

営業外収益合計 787 792

営業外費用   

支払利息 548 529

為替差損 310 －

持分法による投資損失 － 23

その他 258 96

営業外費用合計 1,117 650

経常利益 2,924 2,547

特別利益   

固定資産売却益 － 229

その他 74 58

特別利益合計 74 288

特別損失   

たな卸資産評価損 759 －

投資有価証券評価損 797 265

工場閉鎖損失 1,083 －

事業撤退損 － 384

その他 582 229

特別損失合計 3,223 879

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（△）

△224 1,956

法人税、住民税及び事業税 558 224

法人税等調整額 △883 △248

法人税等合計 △324 △23

少数株主利益 78 19

四半期純利益 21 1,960
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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）及び当第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） 

 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．会計処理の方法の変更 

前第２四半期連結累計期間  

（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、当第２四半期連結

累計期間の営業利益が、日本で99百万円減少しております。 

  

（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  68,227  17,902  2,727  88,857  －  88,857

(2)セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 2,131  175  557  2,864  (2,864)  －

計  70,358  18,077  3,285  91,722  (2,864)  88,857

営業利益（△損失）  2,753  728  △226  3,255  －  3,255

  
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  53,648  12,280  1,575  67,504  －  67,504

(2)セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 1,712  80  55  1,848  (1,848)  －

計  55,360  12,361  1,630  69,352  (1,848)  67,504

営業利益（△損失）  2,468  150  △213  2,405  －  2,405
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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）  21,785  3,557  25,343

Ⅱ 連結売上高（百万円）  －  －  88,857

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  24.5  4.0  28.5

  アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  15,345  2,253  17,598

Ⅱ 連結売上高（百万円）  －  －  67,504

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  22.7  3.3  26.1

（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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