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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 103,781 △22.6 8,052 △23.8 8,893 △26.2 4,302 △31.2

21年3月期第2四半期 134,002 ― 10,573 ― 12,047 ― 6,254 ―

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 16.20 ―

21年3月期第2四半期 23.54 ―

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 251,212 170,870 60.9 576.49
21年3月期 240,665 162,482 60.6 548.76

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  153,077百万円 21年3月期  145,730百万円

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 ― 4.00 10.00

22年3月期 ― 5.00

22年3月期 
（予想）

― 5.00 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 220,000 △4.3 17,000 26.6 18,500 27.1 9,500 △11.9 35.78

－1－



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、３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 

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、３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10月29日に公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照く
ださい。 

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 272,623,270株 21年3月期  272,623,270株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  7,088,643株 21年3月期  7,062,405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 265,545,270株 21年3月期第2四半期 265,691,105株
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  当第２四半期累計期間における世界経済は、前半は、世界同時不況に伴う需要減少により、深刻な状況が続きまし

た。後半は、各国政府協調による景気刺激策の効果等により、金融危機に伴う急速な落ち込みに歯止めがかかり、ア

ジアを中心に持ち直しの動きが広がってまいりました。わが国においては、在庫調整の一巡や景気刺激策の効果等に

より、生産活動が回復しつつある一方、雇用情勢が一段と悪化するなど、厳しい状況で推移いたしました。塗料業界

においても、国内生産・出荷数量が前年同期実績を大きく下回る見込みとなり、企業収益を圧迫する状況が続きまし

た。 

  当社グループの当第２四半期累計期間の連結業績につきましては、海外においては、インド・中国等、アジア地域

での需要の回復により、売上に底打ち・回復の兆しも見られる状況となりました。国内においては、新造船・修繕船

用塗料の着実な需要に支えられた船舶塗料分野の売上は堅調に推移いたしましたが、その他の分野では、なお続く市

況の落ち込みにより、売上は低迷いたしました。また、収益面につきましては、トータルコスト低減を中心とした取

組みを継続してまいりました。 

  これらの結果、当社グループの当第２四半期累計期間における売上高は1,037億81百万円（前年同期比22.6％

減）、営業利益は80億52百万円（前年同期比23.8％減）、経常利益は88億93百万円（前年同期比26.2％減）、四半期

純利益は43億2百万円（前年同期比31.2％減）となりました。 

  

  

 当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ40億72百万円増加し、

354億94百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四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、税金等調整前四半期純利益88億61百

万円、減価償却費33億55百万円などの収入に対し、売上債権の増加35億59百万円、法人税等の支払額15億円などの

支出により、前年同期比5億46百万円増加の78億51百万円となりました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四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、有形固定資産の取得28億75百万円、

投資有価証券の取得101億65百万円などの支出に対し、投資有価証券の売却105億9百万円などの収入により、前年

同期比23億5百万円増加の△21億78百万円となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四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、配当金の支払額10億65百万円などに

より、前年同期比6億74百万円増加の△20億79百万円となりました。 

  

  

 現時点では、平成21年10月29日発表の平成22年３月期通期業績予想を変更しておりません。 

  

  

該当事項はありません。 

  

税金費用については、当第２四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。  

  

該当事項はありません。  

  

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

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 36,489 32,127

受取手形及び売掛金 65,480 61,400

商品及び製品 11,385 10,858

仕掛品 3,060 2,993

原材料及び貯蔵品 6,105 5,695

その他 5,714 7,810

貸倒引当金 △733 △773

流動資産合計 127,502 120,112

固定資産   

有形固定資産 58,897 60,117

無形固定資産 2,027 1,745

投資その他の資産   

投資有価証券 50,352 45,846

その他 12,925 13,275

貸倒引当金 △492 △432

投資その他の資産合計 62,785 58,689

固定資産合計 123,710 120,553

資産合計 251,212 240,665
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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 46,432 45,766

短期借入金 563 273

1年内返済予定の長期借入金 616 913

未払法人税等 2,640 1,078

賞与引当金 3,034 3,116

その他 9,384 10,723

流動負債合計 62,672 61,870

固定負債   

長期借入金 1,073 1,233

退職給付引当金 6,326 6,737

その他 10,270 8,341

固定負債合計 17,669 16,312

負債合計 80,341 78,182

純資産の部   

株主資本   

資本金 25,658 25,658

資本剰余金 27,154 27,154

利益剰余金 101,809 98,572

自己株式 △5,688 △5,671

株主資本合計 148,934 145,714

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 11,660 8,554

為替換算調整勘定 △7,517 △8,539

評価・換算差額等合計 4,143 15

少数株主持分 17,793 16,752

純資産合計 170,870 162,482

負債純資産合計 251,212 240,665
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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 134,002 103,781

売上原価 97,377 72,912

売上総利益 36,624 30,868

販売費及び一般管理費 26,050 22,815

営業利益 10,573 8,052

営業外収益   

受取利息 136 167

受取配当金 748 531

持分法による投資利益 653 13

雑収入 574 598

営業外収益合計 2,113 1,311

営業外費用   

支払利息 73 50

たな卸資産廃棄損 229 126

支払補償費 － 128

雑支出 336 165

営業外費用合計 639 470

経常利益 12,047 8,893

特別利益   

固定資産売却益 － 75

投資有価証券売却益 67 9

特別利益合計 67 85

特別損失   

固定資産除却損 110 55

固定資産圧縮損 － 61

投資有価証券評価損 38 －

特別損失合計 148 117

税金等調整前四半期純利益 11,967 8,861

法人税等 3,948 3,138

少数株主利益 1,763 1,419

四半期純利益 6,254 4,302
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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 11,967 8,861

減価償却費 3,634 3,355

のれん償却額 14 16

退職給付引当金の増減額（△は減少） △534 △377

貸倒引当金の増減額（△は減少） 90 17

受取利息及び受取配当金 △885 △699

支払利息 73 50

持分法による投資損益（△は益） △653 △13

投資有価証券評価損益（△は益） 38 －

固定資産除売却損益（△は益） 110 41

売上債権の増減額（△は増加） △5,577 △3,559

たな卸資産の増減額（△は増加） △3,811 △671

仕入債務の増減額（△は減少） 6,137 198

その他 △19 1,382

小計 10,586 8,601

利息及び配当金の受取額 932 800

利息の支払額 △74 △50

法人税等の支払額 △4,139 △1,500

営業活動によるキャッシュ・フロー 7,305 7,851

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 △99 △9,587

有価証券の売却による収入 99 9,587

有形固定資産の取得による支出 △5,019 △2,875

有形固定資産の売却による収入 112 98

無形固定資産の取得による支出 △81 △54

投資有価証券の取得による支出 △3,566 △10,165

投資有価証券の売却による収入 4,913 10,509

子会社株式の取得による支出 － △70

貸付けによる支出 △864 △751

貸付金の回収による収入 911 739

その他 △889 392

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,484 △2,178
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（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) 

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 2,895 862

短期借入金の返済による支出 △3,053 △593

長期借入れによる収入 875 200

長期借入金の返済による支出 △821 △664

自己株式の取得による支出 △47 △17

自己株式の売却による収入 11 0

配当金の支払額 △1,733 △1,065

少数株主への配当金の支払額 △954 △801

その他 74 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,754 △2,079

現金及び現金同等物に係る換算差額 △695 412

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △627 4,006

現金及び現金同等物の期首残高 33,118 31,422

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 65

現金及び現金同等物の四半期末残高 32,490 35,494
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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） 

 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、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。 

  

  

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 

アジア……インド、タイ、中国、台湾等  アメリカ……米国  欧州……トルコ、英国 

３．会計処理の方法の変更等 

 前第２四半期連結累計期間 

 （有形固定資産の耐用年数の変更）  

 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92百万円減少しております。   

（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〕

〔所在地別セグメント情報〕

  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 
 87,906  37,796  469  7,829  134,002  －  134,002

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 5,879  142  －  35  6,057  △6,057  －

計  93,785  37,939  469  7,865  140,059  △6,057  134,002

営業利益（百万円）  5,612  4,129  40  917  10,700  △126  10,573

  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 
 69,008  30,686  259  3,827  103,781  －  103,781

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 5,369  126  －  16  5,512  △5,512  －

計  74,377  30,813  259  3,843  109,293  △5,512  103,781

営業利益（百万円）  3,813  3,790  14  445  8,063  △10  8,052
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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 

アジア……インド、タイ、中国、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。 

  

 該当事項はありません。 

  

〔海外売上高〕

  アジア アメリカ 欧州 計

Ⅰ 海外売上高（百万円）  41,588  1,392  9,008  51,989

Ⅱ 連結売上高（百万円）  －  －  －  134,002

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合(％)  31.0  1.1  6.7  38.8

  アジア アメリカ 欧州 計

Ⅰ 海外売上高（百万円）  33,943  1,108  4,295  39,347

Ⅱ 連結売上高（百万円）  －  －  －  103,781

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合(％)  32.7  1.1  4.1  37.9

（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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