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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 102,618 △21.0 2,700 △46.7 3,856 △43.7 2,771 △12.8

21年3月期第2四半期 129,941 ― 5,069 ― 6,846 ― 3,176 ―

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 10.46 ―

21年3月期第2四半期 11.99 ―

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 258,959 123,241 44.5 434.83
21年3月期 248,765 116,871 44.0 413.04

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  115,187百万円 21年3月期  109,419百万円

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 ― 4.00 ― 2.00 6.00

22年3月期 ― 2.00

22年3月期 
（予想）

― 2.00 4.00

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 215,500 △10.1 8,000 162.9 10,300 183.2 6,800 277.2 25.67
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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、５ページ【定性的情報・財務情報等】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 

上記の業績予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断したものであり、リスクや不確実性を含んでおります。従いまして、実際の業績等はこれら
の予想数値と異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件等につきましては、５ページ【定性的情報・財務情報等】３．連結業績予想に関する定性
的情報、及び平成21年11月10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。 

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2四半期 265,402,443株 21年3月期  265,402,443株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  498,317株 21年3月期  490,861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 264,907,571株 21年3月期第2四半期 264,934,654株
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当第2四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府の景気刺激策の効果もあり景気の持ち直しの兆

しが見られるものの、企業収益の減少や設備投資の抑制に加え、雇用環境の悪化や個人消費の低迷など、

厳しい状況が続きました。

このような経済環境のもと、当第2四半期連結累計期間における塗料業界の国内塗料需要につきまして

は、出荷数量、出荷金額とも前期を下回りました。

また、海外については、米国では依然として景気の低迷が続く一方で、アジアでは景気は回復基調にあ

り、なかでも中国では景気刺激策の効果もあり持ち直しの動きが出てまいりました。

当社グループの当第2四半期連結累計期間の業績は、塗料需要が低迷するなか、特に米国を含めた自動

車用塗料事業分野での業績の悪化などで、連結売上高は1,026億18百万円（前年同期比21.0％減）となり

ました。

一方、連結営業利益は、原材料価格が前年同期に比べ低位に推移するなか、「サバイバル・チャレン

ジ」のもと、緊急対策として人件費、経費などの大幅なコスト削減に努めましたものの、販売数量の減少

や価格の下落により、27億円（前年同期比46.7％減）となりました。また、連結経常利益につきまして

は、持分法投資利益などを計上したことにより、38億56百万円（前年同期比43.7％減）となり、連結四半

期純利益については、27億71百万円（前年同期比12.8％減）となりました。

事業の種類別セグメントの売上高は、塗料事業が967億93百万円（前年同期比21.6％減）、ファインケ

ミカル事業が58億24百万円（前年同期比10.8％減）となりました。

自動車用塗料の売上高は、国内では、エコカー減税・補助金制度の効果が出始めましたが、自動車の

販売台数は依然低迷が続き、欧米でも自動車生産台数が落ち込んだことなどもあり、296億95百万円

（前年同期比35.5％減）となりました。

汎用塗料の売上高は、建設用塗料分野や重防食塗料分野において、塗替需要がやや低迷するなか、環

境配慮型商品の推進や公共工事の前倒し受注などをはかりましたが、住宅や民間プラントなどの新設着

工需要の低迷、アジアの売上の減少などにより、217億76百万円（前年同期比5.8％減）となりました。

工業用塗料の売上高は、依然として輸出や設備投資の減少による需要低迷の影響や建材市況の低迷、

アジアでの売上の減少などにより、179億93百万円（前年同期比24.8％減）となりました。

その他塗料の売上高は、海外を中心に船舶用塗料分野が、公共投資の前倒しにより道路用塗料分野が

堅調に推移しましたものの、塗装設備工事分野や自動車補修用塗料分野などで売上が減少したことか

ら、273億29百万円（前年同期比9.9％減）となりました。

ファインケミカル事業の売上高は、表面処理剤分野では、引き続き自動車や工業用製品の需要低迷の

影響を受けるとともに、ファインプロダクツ分野でも、刷版材や粒子材料の売上が減少したことによ

り、58億24百万円（前年同期比10.8％減）となりました。

【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

≪塗料事業≫

＜自動車用塗料＞

＜汎用塗料＞

＜工業用塗料＞

＜その他塗料＞

≪ファインケミカル事業≫
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所在地別セグメントの業績は次のとおりであります。

塗料需要が出荷数量・金額ともに前年を大幅に下回るなかで、緊急対策として人件費や経費などのコ

スト削減に取り組んだ結果、売上高は885億28百万円（前年同期比19.1％減）、営業利益は43億21百万

円（前年同期比5.2％減）となりました。

昨年秋からの世界同時不況の影響で各国とも総じて低調に推移した結果、売上高は131億82百万円

（前年同期比17.7％減）、営業利益は2億95百万円（前年同期比73.7％減）となりました。

昨年以降、景気低迷が続くなかで、自動車生産台数が大幅に減少した影響により、売上高は56億44百

万円（前年同期比43.7％減）、営業損失は16億22百万円（前年同期は5億84百万円の損失）となりまし

た。

売上高は11億70百万円（前年同期比17.9％減）、営業損失は95百万円（前年同期は31百万円の損失）

となりました。

当第2四半期連結会計期間末の総資産は前連結会計年度末に比べ101.9億円増加して2,589億59百万円

となりました。このうち流動資産が73.3億円増加しておりますが、その主な要因は新規借入の実行によ

り現金及び預金が増加したほか、販売の回復に伴い売上債権が増加したことによるものです。固定資産

については28.6億円増加しておりますが、これは株価の上昇に伴い保有する株式の評価替えを行ったこ

とや、為替の影響などによるものです。

負債は前連結会計年度末に比べ38.2億円増加して1,357億18百万円となりました。その主な要因は仕

入債務の増加や、新規借入を行ったことなどによるものです。

少数株主持分を含めた純資産は前連結会計年度末に比べ63.7億円増加して1,232億41百万円となりま

した。その主な要因は保有株式の株価が上昇したことによりその他有価証券評価差額金が増加したほ

か、為替の影響により為替換算調整勘定が増加したことなどによるものです。

以上の結果、自己資本比率は44.5％と前連結会計年度末に比べ0.5ポイント上昇いたしました。

当第2四半期連結累計期間は、営業活動により50億92百万円の資金収入、投資活動により49億9百万円

の支出、財務活動により37億98百万円の収入があり、結果として現金及び現金同等物（以下「資金」と

いう）は212億72百万円となり、前連結会計年度末より42億41百万円増加いたしました。

営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期に比べ8.5億円減少して50億92百万円の収入と

なりました。主な要因としては、税金等調整前四半期純利益に減価償却費等の非現金支出費用等を加味

したキャッシュ・フローの収入が18.7億円減少したことなどによるものです。

≪日本≫

≪アジア≫

≪北米≫

≪その他の地域≫

2. 連結財政状態に関する定性的情報

（資産・負債及び純資産の状況）

（キャッシュ・フローの状況）

（営業活動によるキャッシュ・フロー）
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投資活動によるキャッシュ・フローは、49億9百万円の支出となりました。主な内容としては、有形

固定資産の取得による支出46.5億円などによるものです。

財務活動によるキャッシュ・フローは、37億98百万円の収入となりました。主な内容としては、新規

借入の実行による収入が44.2億円あった一方で、配当金の支払いに5.5億円を支出したことなどによる

ものです。

最近の業績の動向等を踏まえ、通期の連結業績予想につきましては、平成21年5月12日に公表した数

値を修正しております。

詳細につきましては、平成21年11月10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。

該当事項はありません。

法人税等については、当第2四半期連結会計期間を含む年度の税金等調整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、税金等調整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。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

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 21,272 17,030
受取手形及び売掛金 72,732 68,992
たな卸資産 23,484 24,364
繰延税金資産 2,576 2,146
その他 3,453 3,570
貸倒引当金 △850 △769

流動資産合計 122,668 115,335

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 27,816 27,233
その他 41,203 41,930

有形固定資産合計 69,019 69,164

無形固定資産

のれん 13,762 13,980
その他 6,251 6,536

無形固定資産合計 20,013 20,517

投資その他の資産

投資有価証券 37,655 32,120
繰延税金資産 3,182 4,027
その他 6,960 8,114
投資損失引当金 △27 △27

貸倒引当金 △513 △487

投資その他の資産合計 47,257 43,747

固定資産合計 136,290 133,429

資産合計 258,959 248,765
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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 50,293 49,005
短期借入金 34,344 30,385
リース債務 136 95
未払法人税等 1,381 953
繰延税金負債 8 6
その他 11,229 13,323

流動負債合計 97,394 93,771

固定負債

長期借入金 22,285 21,619
リース債務 436 358
繰延税金負債 2,029 2,311
退職給付引当金 8,743 8,877
役員退職慰労引当金 264 340
環境対策引当金 118 118
関係会社事業損失引当金 38 38
製品保証引当金 667 576
その他 3,740 3,880

固定負債合計 38,324 38,122

負債合計 135,718 131,893

純資産の部

株主資本

資本金 27,712 27,712
資本剰余金 27,187 27,187
利益剰余金 67,358 65,116
自己株式 △208 △205

株主資本合計 122,049 119,811

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 166 △1,221

繰延ヘッジ損益 △1 △5

為替換算調整勘定 △7,026 △9,164

評価・換算差額等合計 △6,861 △10,392

少数株主持分 8,053 7,452

純資産合計 123,241 116,871

負債純資産合計 258,959 248,765
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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 129,941 102,618
売上原価 89,722 70,045

売上総利益 40,219 32,572

販売費及び一般管理費 35,150 29,871

営業利益 5,069 2,700

営業外収益

受取利息 43 21
受取配当金 318 152
持分法による投資利益 2,004 2,236
為替差益 224 －

その他 683 368

営業外収益合計 3,275 2,779

営業外費用

支払利息 466 406
為替差損 － 379
その他 1,031 837

営業外費用合計 1,497 1,623

経常利益 6,846 3,856

特別利益

固定資産売却益 156 3
貸倒引当金戻入額 12 27
その他 39 9

特別利益合計 208 40

特別損失

固定資産除売却損 135 77
減損損失 76 244
たな卸資産評価損 405 －

その他 112 35

特別損失合計 729 356

税金等調整前四半期純利益 6,325 3,540

法人税等 2,561 357
少数株主利益 587 410

四半期純利益 3,176 2,771
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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 6,325 3,540
減価償却費 4,251 4,314
減損損失 76 244
受取利息及び受取配当金 △362 △174

支払利息 466 406
持分法による投資損益（△は益） △2,004 △2,236

有形固定資産除売却損益（△は益） △21 73
投資有価証券売却及び評価損益（△は益） 38 8
売上債権の増減額（△は増加） △1,505 △2,943

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,084 1,153
仕入債務の増減額（△は減少） 629 853
その他 △1,460 38

小計 5,349 5,278

利息及び配当金の受取額 2,817 622
利息の支払額 △514 △474

法人税等の支払額 △1,713 △334

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,938 5,092

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △5,971 △4,649

有形固定資産の売却による収入 517 57
投資有価証券の取得による支出 △568 △371

投資有価証券の売却による収入 41 1
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出 △369 －

その他 △166 52

投資活動によるキャッシュ・フロー △6,516 △4,909

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） 1,892 △412

長期借入れによる収入 197 8,096
長期借入金の返済による支出 △3,286 △3,263

リース債務の返済による支出 － △67

配当金の支払額 △1,059 △529

少数株主への配当金の支払額 △54 △21

その他 △9 △3

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,321 3,798

現金及び現金同等物に係る換算差額 △147 260

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,046 4,241

現金及び現金同等物の期首残高 23,331 17,030

現金及び現金同等物の四半期末残高 20,285 21,272
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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）

(注) １ 事業区分の方法
事業区分の方法は、内部管理上採用している塗料事業、ファインケミカル事業に区分しております。

２ 各事業区分の主要な製品

塗料事業 … 自動車用塗料、汎用塗料、工業用塗料、その他の塗料、塗装設備・施工工事 他
ファインケミカル事業 … 表面処理剤、接着剤、フォトレジスト、血清分離ポリマー、

液晶表示装置用カラーフィルター材料、印刷版材 他

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

事業区分の方法は、内部管理上採用している塗料事業、ファインケミカル事業に区分しております。
２ 各事業区分の主要な製品

塗料事業 … 自動車用塗料、汎用塗料、工業用塗料、その他の塗料、塗装設備・施工工事 他
ファインケミカル事業 … 表面処理剤、ディスプレー関連材料、電子材料、粒子材料 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】

塗料事業
(百万円)

ファイン
ケミカル事業

(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 123,414 6,527 129,941 － 129,941

(2)セグメント間の内部
売上高又は振替高 － － － － －

計 123,414 6,527 129,941 － 129,941

営業利益 4,227 842 5,069 － 5,069

塗料事業
(百万円)

ファイン
ケミカル事業

(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 96,793 5,824 102,618 － 102,618

(2)セグメント間の内部
売上高又は振替高 － － － － －

計 96,793 5,824 102,618 － 102,618

営業利益 2,118 582 2,700 － 2,700
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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）

(注) １ 国又は地域の区分の方法
地理的近接度により区分しております。

２ 各区分に属する主な国又は地域

アジア … 中国及び東南アジア諸国
北 米 … 米国他

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 国又は地域の区分の方法
地理的近接度により区分しております。

２ 各区分に属する主な国又は地域
アジア … 中国・韓国・台湾及び東南アジア諸国
北 米 … 米国他

【所在地別セグメント情報】

日本
(百万円)

アジア
(百万円)

北米
(百万円)

その他
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 104,052 14,834 9,641 1,413 129,941 － 129,941

(2)セグメント間の内部
売上高又は振替高 5,439 1,187 382 10 7,021 (7,021) －

計 109,492 16,022 10,023 1,424 136,962 (7,021) 129,941

営業利益(又は営業損失) 4,557 1,123 △584 △31 5,065 4 5,069

日本
(百万円)

アジア
(百万円)

北米
(百万円)

その他
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 84,124 12,106 5,456 930 102,618 － 102,618

(2)セグメント間の内部
売上高又は振替高 4,403 1,075 188 239 5,907 (5,907) －

計 88,528 13,182 5,644 1,170 108,526 (5,907) 102,618

営業利益(又は営業損失) 4,321 295 △1,622 △95 2,897 (196) 2,700
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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）

(注) １ 国又は地域の区分の方法
地理的近接度により区分しております。

２ 各区分に属する主な国又は地域
アジア … 中国及び東南アジア諸国

北 米 … 米国
欧 州 … ヨーロッパ諸国

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。

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 国又は地域の区分の方法
地理的近接度により区分しております。

２ 各区分に属する主な国又は地域

アジア … 中国・韓国・台湾及び東南アジア諸国
北 米 … 米国
欧 州 … ヨーロッパ諸国

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 北米 欧州 計

Ⅰ 海外売上高（百万円） 22,463 8,335 2,014 32,813

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － － 129,941

Ⅲ 連結売上高に占める
海外売上高の割合（％） 17.3 6.4 1.6 25.3

アジア 北米 欧州 計

Ⅰ 海外売上高（百万円） 19,338 5,131 1,394 25,865

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － － 102,618

Ⅲ 連結売上高に占める
海外売上高の割合（％） 18.8 5.0 1.4 25.2

(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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（単位：百万円、百万円未満切捨）

(注) 金額は製造原価で表示しており、消費税等は含まれておりません。

（単位：百万円、百万円未満切捨）

(注) 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

(1) 生産実績

事業の種類別セグメント
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）

前連結会計年度
（自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日）

塗料事業 62,705 46,790 112,533

ファインケミカル事業 2,445 2,544 4,505

合計 65,150 49,334 117,038

(2) 事業部門別販売実績の状況

事業の種類別セグメント
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）

前連結会計年度
（自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日）

塗料事業 123,414 96,793 227,130

自動車用塗料 46,050 29,695 79,478

汎用塗料 23,106 21,776 45,017

工業用塗料 23,929 17,993 42,001

その他塗料 30,329 27,329 60,634

ファインケミカル事業 6,527 5,824 12,486

合計 129,941 102,618 239,616
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