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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12月31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3四半期 64,278 △20.0 7,166 19.6 7,216 21.9 3,886 △6.0

21年3月期第3四半期 80,366 ― 5,991 ― 5,920 ― 4,132 ―

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3四半期 56.52 ―

21年3月期第3四半期 60.06 ―

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3四半期 95,003 43,903 43.3 597.71
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3四半期  41,092百万円 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  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 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 

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、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 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3四半期 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3四半期  318,743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3四半期 68,753,845株 21年3月期第3四半期 68,798,455株
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 当第３四半期連結累計期間における世界経済は、各国の経済刺激策に支えられ、中国をはじめとするアジア地域を

中心に緩やかな回復に転じたものの、力強さに欠ける脆弱な基調で推移いたしました。 

 当社グループを取り巻く経営環境としましては、造船業界は主に海外で一部キャンセルや納期繰り延べがありまし

たが、全般的には過去の受注残の消化により概ね横ばいの水準で推移いたしました。一方、荷動きの低迷からコンテ

ナ業界は生産調整が続き、また工業分野ではアジア新興国で相当程度の建設需要があった反面、国内は住宅投資をは

じめ低水準に止まりました。更にはドル安や原材料価格の再上昇など厳しい環境が続いたことから、当社グループと

しましては経費削減などの施策に取り組んでまいりました。 

 この結果、当第３四半期連結累計期間の当社グループの売上高は 百万円（前年同期比 ％減）、営業利益

は 百万円（同 ％増）、経常利益は 百万円（同 ％増）、四半期純利益は 百万円（同 ％減）

となりました。 

  

  

 当第３四半期末の総資産は前連結会計年度末に比べ3,227百万円増加の95,003百万円となりました。１株当たり純

資産額は前連結会計年度末に比べ47.22円増加の597.71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2,649百万円増加の63,278百万円となりました。主な増減要因は、現金及び

預金の増加（3,417百万円）、受取手形及び売掛金の増加（1,200百万円）や商品及び製品の減少（1,439百万円）

であります。 

固定資産は前連結会計年度末に比べ577百万円増加の31,724百万円となりました。主な要因は、有形固定資産の

増加（577百万円）や投資有価証券の増加（269百万円）であります。 

（２）負債 

流動負債は前連結会計年度末に比べ111百万円増加の44,463百万円となりました。主な増減要因は、未払法人税

等の増加（1,169百万円）、１年内返済予定の長期借入金の増加（677百万円）や短期借入金の減少（2,068百万

円）であります。 

固定負債は前連結会計年度末に比べ774百万円減少の6,636百万円となりました。主な要因は、長期借入金の減少

（789百万円）であります。 

（３）純資産 

純資産は前連結会計年度末に比べ3,890百万円増加の43,903百万円となりました。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（2,992百万円）や少数株主持分の増加（649百万円）であります。 

  

  

 平成21年10月30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

64,278 20.0

7,166 19.6 7,216 21.9 3,886 6.0

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。 

  

  

（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３四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。 

  

  

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３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 12,042 8,625

受取手形及び売掛金 36,092 34,891

有価証券 308 －

商品及び製品 8,085 9,525

仕掛品 413 505

原材料及び貯蔵品 5,335 5,972

繰延税金資産 804 841

その他 875 912

貸倒引当金 △680 △645

流動資産合計 63,278 60,629

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 6,420 6,280

機械装置及び運搬具（純額） 2,624 2,589

土地 13,146 13,124

その他（純額） 2,224 1,843

有形固定資産合計 24,415 23,837

無形固定資産 757 843

投資その他の資産   

投資有価証券 5,228 4,958

繰延税金資産 335 380

その他 1,037 1,132

貸倒引当金 △49 △5

投資その他の資産合計 6,552 6,465

固定資産合計 31,724 31,146

資産合計 95,003 91,776
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 13,132 13,193

短期借入金 22,871 24,939

1年内返済予定の長期借入金 827 149

未払金 2,613 2,748

未払法人税等 1,954 785

賞与引当金 136 83

役員賞与引当金 54 －

製品保証引当金 167 127

その他 2,706 2,322

流動負債合計 44,463 44,351

固定負債   

長期借入金 2,212 3,001

長期未払金 295 295

繰延税金負債 33 33

再評価に係る繰延税金負債 3,026 3,026

退職給付引当金 668 659

その他 399 393

固定負債合計 6,636 7,410

負債合計 51,100 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 24,203 21,210

自己株式 △193 △187

株主資本合計 43,420 40,433

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 177 △15

土地再評価差額金 3,168 3,168

為替換算調整勘定 △5,673 △5,735

評価・換算差額等合計 △2,327 △2,581

少数株主持分 2,810 2,161

純資産合計 43,903 40,013

負債純資産合計 95,003 91,776
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 80,366 64,278

売上原価 58,697 42,120

売上総利益 21,668 22,157

販売費及び一般管理費 15,677 14,991

営業利益 5,991 7,166

営業外収益   

受取利息 60 32

受取配当金 162 121

受取ロイヤリティー 96 59

技術指導料 102 99

その他 500 271

営業外収益合計 922 584

営業外費用   

支払利息 577 279

為替差損 206 61

その他 209 193

営業外費用合計 993 534

経常利益 5,920 7,216

特別利益   

固定資産売却益 14 4

その他 0 0

特別利益合計 14 4

特別損失   

固定資産売却損 3 1

投資有価証券評価損 4 135

過年度増値税等 155 －

その他 12 1

特別損失合計 175 138

税金等調整前四半期純利益 5,758 7,082

法人税、住民税及び事業税 1,270 2,522

法人税等調整額 △155 △25

法人税等合計 1,115 2,497

少数株主利益 510 699

四半期純利益 4,132 3,886
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31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 5,758 7,082

減価償却費 1,130 1,190

のれん償却額 17 16

貸倒引当金の増減額（△は減少） 92 68

退職給付引当金の増減額（△は減少） 66 △0

その他の引当金の増減額（△は減少） 71 138

受取利息及び受取配当金 △223 △153

支払利息 577 279

為替差損益（△は益） 21 △7

固定資産売却損益（△は益） 17 16

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） 4 135

会員権評価損 12 1

売上債権の増減額（△は増加） △4,088 1,548

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,256 2,283

未収消費税等の増減額（△は増加） 343 197

仕入債務の増減額（△は減少） 3,166 △276

割引手形の増減額（△は減少） △469 △2,466

長期未払金の増減額（△は減少） △21 －

その他 △843 104

小計 4,377 10,159

利息及び配当金の受取額 222 153

利息の支払額 △574 △269

法人税等の支払額 △2,142 △1,333

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,883 8,710

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 － △107

定期預金の払戻による収入 19 87

固定資産の取得による支出 △1,659 △1,639

固定資産の売却による収入 1,655 7

投資有価証券の取得による支出 △15 △106

投資有価証券の売却による収入 3 1

子会社株式の取得による支出 △286 －

その他 △42 4

投資活動によるキャッシュ・フロー △325 △1,752
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（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31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） 996 △2,155

長期借入金の返済による支出 △97 △112

自己株式の売却による収入 8 0

自己株式の取得による支出 △39 △6

配当金の支払額 △844 △844

少数株主への配当金の支払額 △158 △211

少数株主からの払込みによる収入 － 76

その他 △28 △38

財務活動によるキャッシュ・フロー △164 △3,292

現金及び現金同等物に係る換算差額 △231 40

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,161 3,705

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 9,019 12,297
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 該当事項はありません。 

  

前第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

   

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日） 

 （注）１ 事業区分の方法 

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  79,941  425  80,366  ―  80,366

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 7  293  300 ( ) 300  ―

計  79,948  718  80,667 ( ) 300  80,366

営業利益  6,906  229  7,135 ( ) 1,144  5,991

  
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  63,984  294  64,278  ―  64,278

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 7  291  298 ( ) 298  ―

計  63,991  585  64,577 ( ) 298  64,278

営業利益  8,108  179  8,288 ( ) 1,121  7,166

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３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

   

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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 
 33,128  38,959  8,278  80,366  ―  80,366

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 5,522  6,073  599  12,195 ( ) 12,195  ―

計  38,651  45,032  8,878  92,562 ( ) 12,195  80,366

営業利益又は 

営業損失（△） 
 2,082  3,574  △191  5,465  525  5,991

  
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 
 31,130  26,948  6,199  64,278  ―  64,278

(2）セグメント間の内部 

  売上高又は振替高 
 3,485  4,433  390  8,308 ( ) 8,308  ―

計  34,615  31,381  6,589  72,586 ( ) 8,308  64,278

営業利益又は 

営業損失（△） 
 3,921  3,057  △534  6,444  722  7,166
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前第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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）  38,976  8,298  47,275

Ⅱ 連結売上高（百万円）      80,366

Ⅲ 連結売上高に占める 

  海外売上高の割合（％） 
 48.5  10.3  58.8

  アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  26,941  6,227  33,169

Ⅱ 連結売上高（百万円）      64,278

Ⅲ 連結売上高に占める 

  海外売上高の割合（％） 
 41.9  9.7  51.6

（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３四半期連結累計期間及び当第３四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３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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３四半期連結会計期間（自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31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）  54,917  0.7

塗料関連事業（工業用塗料）  8,208  △21.3

塗料関連事業（コンテナ用塗料）  858  △94.3

塗料関連事業合計  63,984  △20.0

その他の事業  294  △30.9

合計  64,278  △20.0

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）  17,927  △7.5

塗料関連事業（工業用塗料）  2,700  △19.5

塗料関連事業（コンテナ用塗料）  421  △89.4

塗料関連事業合計  21,049  △21.2

その他の事業  96  △36.5

合計  21,146  △21.3
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