
  

１．平成23年３月期第１四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22年６月30日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無：無 

  

３．平成23年３月期の連結業績予想（平成22年４月１日～平成23年３月31日） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無：有 
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  （百万円未満切捨て）

（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 ％ 

23年３月期第１四半期  39,923  26.2  2,706  327.7  2,538  227.5  1,962  282.2

22年３月期第１四半期  31,629  △27.4  632  △72.4  775  △58.8  513  633.4

  
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 

23年３月期第１四半期  21  14        －

22年３月期第１四半期  5  53        －

  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 

23年３月期第１四半期  149,446  45,755  29.9  481  93

22年３月期  147,471  45,192  29.8  472  54

（参考）自己資本 23年３月期第１四半期 44,754百万円 22年３月期 43,883百万円

  
年間配当金

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 

22年３月期        －  4 00      － 5 00  9  00

23年３月期        －

23年３月期（予想）  5 00      － 5 00  10  00

  （％表示は、通期は対前期、第２四半期（累計）は対前年同四半期増減率）

  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 

第２四半期（累計）  77,000  14.1  4,500  87.0  4,100  60.9  2,700  37.7  29  07

通期  155,000  7.7  8,600  40.4  8,000  26.3  4,800  41.2  51  69



４．その他（詳細は、［添付資料］Ｐ．３「その他の情報」をご覧ください。） 

（１）当四半期中における重要な子会社の異動 ：無 

新規      －社、除外      －社 

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用：有 

（注）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の有無となります。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

①  会計基準等の改正に伴う変更：有 

②  ①以外の変更              ：無 

（注）「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、表示方法等の変更の有無となります。 

  

（４）発行済株式数（普通株式） 

  
  

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開

示時点において、四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続が実施中です。 

  

※  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

の前提となる条件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、四半期決算短信（添付資料）３ペー

ジ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

なお、平成22年５月14日に公表しました平成23年３月期の連結業績予想について、第２四半期（累計）及び通期

を本資料において修正しております。詳細につきましては、本日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご

覧ください。  

  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年３月期１Ｑ 93,065,554株 22年３月期 93,065,554株

②  期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 200,069株 22年３月期 199,198株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 92,865,675株 22年３月期１Ｑ 92,873,007株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期におけるわが国経済は、アジア向けを中心に輸出が増加し、企業収益や個人消費が改善するなど景

気は緩やかな回復基調を辿りました。また、海外経済におきましては、中国では景気刺激策の効果もあり引き続き

内需を中心に景気は拡大しました。米国では政策効果もあり景気は緩やかに回復しておりますが、欧州では財政問

題への懸念もあり景気は低迷いたしました。 

 この様な状況の中で、売上高は399億２千３百万円（前年同期比26.2％増）となりました。利益面につきまして

は、売上高の増加などにより、営業利益は27億６百万円（同327.7％増）、経常利益は円高に伴って為替差損が発

生したことなどにより25億３千８百万円（同227.5％増）となり、四半期純利益は19億６千２百万円（同282.2％

増）といずれの利益も大幅な増益となりました。 

事業セグメントの概況は、次の通りであります。 

当第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」及び「セグメント情報等の開示に

関する会計基準の適用指針」を適用し、セグメント区分を変更しております。 

また、全社費用等は調整額に含めて表示しております。  

（化成品事業） 

当事業は、無機・有機各種顔料、各種着色剤、情報記録材料の製造・販売を行っております。 

汎用顔料は印刷インキ業界向けを中心に横這いで推移しましたが、ＩＴ関連業界向けは新興国の需要増に牽引さ

れ堅調に推移しました。情報関連業界向け製品は景気の回復基調に連動して堅調に推移しました。 

これらの結果、当セグメントの売上高は62億8千6百万円となり、営業利益は10億1千9百万円となりました。 

（化学品事業） 

当事業は、各種合成樹脂着色剤、各種コート材の製造・販売を行っております。 

各種機能性着色剤は、車両業界向けやＯＡ機器・家電業界向けを中心に国内外ともに伸長いたしました。また、

生活関連業界向けの合成樹脂着色剤は、景気の回復基調に伴って堅調に推移し、各種コート材は横這いで推移しま

した。  

これらの結果、当セグメントの売上高は212億1千7百万円となり、営業利益は15億8千8百万円となりました。 

（高分子事業） 

当事業は、高分子製品、天然高分子製品の製造・販売を行っております。 

各種ウレタン樹脂は、一部の業界で低迷したものの、車両業界向けの需要回復を受けて全体的には順調に推移し

ました。また、表面処理剤分野は海外向けが順調に推移しました。 

これらの結果、当セグメントの売上高は43億2千6百万円となり、営業利益は8億1千2百万円となりました。 

（印刷総合システム事業） 

当事業は、各種印刷インキの製造・販売及び事業に付帯する商品とサービスを提供しております。 

国内では、景気の回復基調に連動して昨年に比較して印刷市場も上向きではありますが、依然として需要の低迷

感は継続したまま推移しました。海外では、アジア地域を中心とした需要の回復により堅調に推移しました。 

これらの結果、当セグメントの売上高は75億9百万円となり、営業利益は6億6千1百万円となりました。 

（その他事業） 

当事業は、原材料の転売、グループ各社への不動産賃貸及び金融事業等を行っております。 

当セグメントの売上高は5億8千3百万円となりました。営業損益は、不動産賃貸にかかる収入を売上高に含めず

営業外収益として計上したことなどにより、1億5千8百万円の損失となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

当第１四半期連結会計期間末の総資産は1,494億４千６百万円となり、前連結会計年度末と比べ19億７千４百

万円増加致しました。これは主として受取手形及び売掛金、製品などのたな卸資産の増加により、流動資産が33

億２千６百万円増加する一方、株式市場の低迷による含み益の減少により投資有価証券が11億９千７百万円減少

したことなどによるものであります。  

（負債） 

当第１四半期連結会計期間末の負債合計は1,036億９千１百万円となり、前連結会計年度末と比べ14億１千１

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17億１千３百万円増加するとともに、賞与引当金の繰

入により賞与引当金も10億円増加する一方、借入金の返済を進めたために長期借入金（１年内返済予定を含む）

は11億８千３百万円減少したことなどによるものであります。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（純資産） 

当第１四半期連結会計期間末の純資産合計は457億５千５百万円となり、前連結会計年度末と比べ５億６千２

百万円増加致しました。これは主として四半期純利益により株主資本が14億９千８百万円増加する一方、投資有

価証券の含み益の減少によりその他有価証券評価差額金が６億７千１百万円、連結子会社株式の追加取得により

少数株主持分が３億８百万円減少したことなどによるものであります。  

  

 （３）連結業績予想に関する定性的情報 

業績予想につきましては、本日公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」にて、平成22年５月14日

公表の平成23年３月期第２四半期連結累計期間業績予想及び平成23年３月期通期業績予想を以下の通り修正してお

ります。 

また、個別の第２四半期累計期間及び通期の業績予想につきましても修正しております。詳しくは、本日別途公

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。 

（百万円）

  

  

（１）重要な子会社の異動の概要 

該当事項はありません。  

   

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

１．簡便な会計処理 

① たな卸資産の評価方法 

たな卸高の算出に関して、実地たな卸を省略し前連結会計年度に係る実地たな卸高を基礎として合理的な方

法により算定しております。 

② 固定資産の減価償却の方法 

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。 

③ 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おいて特に回収可能性に疑義を生じさ

せるような事実の発生はなく、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。  

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

１．資産除去債務に関する会計基準の適用 

当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月

31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31

日）を適用しております。 

これにより、営業利益は３百万円、経常利益は４百万円、税金等調整前四半期純利益は284百万円減少して

おります。  

２．企業結合に関する会計基準等の適用 

当第１四半期連結会計期間より、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成20年12月26

日）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）、「「研究開発費等に

係る会計基準」の一部改正」（企業会計基準第23号 平成20年12月26日）、「事業分離等に関する会計基準」

（企業会計基準第７号 平成20年12月26日）、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年

12月26日公表分）及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指

針第10号 平成20年12月26日）を適用しております。 

  

  

  売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

第２四半期 

連結累計期間 
  77,000   4,500   4,100   2,700

通期   155,000   8,600   8,000   4,800

２．その他の情報
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 17,265 16,792

受取手形及び売掛金 44,918 43,080

有価証券 111 130

商品及び製品 13,971 13,721

仕掛品 250 203

原材料及び貯蔵品 7,321 6,820

その他 3,412 3,260

貸倒引当金 △143 △227

流動資産合計 87,108 83,782

固定資産   

有形固定資産   

土地 21,682 21,759

その他（純額） 22,211 22,319

有形固定資産合計 43,893 44,079

無形固定資産 970 970

投資その他の資産   

投資有価証券 10,405 11,603

その他 7,767 9,086

貸倒引当金 △699 △2,050

投資その他の資産合計 17,473 18,639

固定資産合計 62,338 63,689

資産合計 149,446 147,471

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 28,416 26,703

短期借入金 28,090 28,229

1年内返済予定の長期借入金 7,445 9,202

未払法人税等 601 488

賞与引当金 3,171 2,170

工場閉鎖損失引当金 179 231

環境対策引当金 224 309

その他 4,523 4,467

流動負債合計 72,652 71,803

固定負債   

長期借入金 18,450 17,875

退職給付引当金 9,571 9,848

役員退職慰労引当金 453 425

環境対策引当金 1,289 1,301

負ののれん 161 184

その他 1,112 840

固定負債合計 31,038 30,475

負債合計 103,691 102,279
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６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22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 29,110 27,612

自己株式 △85 △85

株主資本合計 48,258 46,760

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 261 932

繰延ヘッジ損益 △44 △48

為替換算調整勘定 △3,720 △3,760

評価・換算差額等合計 △3,503 △2,877

少数株主持分 1,000 1,309

純資産合計 45,755 45,192

負債純資産合計 149,446 147,471
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年６月30日) 

売上高 31,629 39,923

売上原価 27,097 33,190

売上総利益 4,531 6,732

販売費及び一般管理費   

給料 1,191 1,131

賞与引当金繰入額 232 281

退職給付費用 194 174

運搬費 610 692

貸倒引当金繰入額 56 11

その他 1,613 1,734

販売費及び一般管理費合計 3,898 4,026

営業利益 632 2,706

営業外収益   

受取利息 5 5

受取配当金 84 101

為替差益 209 －

負ののれん償却額 20 15

持分法による投資利益 － 37

その他 166 126

営業外収益合計 487 286

営業外費用   

支払利息 261 229

為替差損 － 149

持分法による投資損失 27 －

その他 55 74

営業外費用合計 344 454

経常利益 775 2,538

特別利益   

固定資産売却益 155 194

負ののれん発生益 － 343

その他 47 87

特別利益合計 202 624

特別損失   

投資有価証券評価損 349 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 279

その他 30 73

特別損失合計 379 352

税金等調整前四半期純利益 598 2,810

法人税、住民税及び事業税 132 467

法人税等調整額 17 341

法人税等合計 149 808

少数株主損益調整前四半期純利益 － 2,002

少数株主利益又は少数株主損失（△） △65 39

四半期純利益 513 1,962
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該当事項はありません。  

  

  

１．報告セグメントの概要 

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務諸表が入手可能であり、取

締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために定期的に検討を行う対象となっているものでありま

す。 

当社グループは、ハイテクと色彩科学の総合メーカーとして、国内外で色彩に関わる各種製品の製造及び販

売、またその他付帯する事業を行っております。 

このため、当社グループでは製品を基礎とした製品別の「化成品事業」「化学品事業」「高分子事業」「印刷

総合システム事業」「その他事業」の５つを報告セグメントとしております。 

  

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

当第１四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年６月30日） 

（単位：百万円）    

（注）１．「その他事業」には、不動産管理、金融事業を営む会社が含まれておりますが、当事業にかかる収入は

売上高に含めておらず、営業外収益として計上しております。 

２．セグメント利益の調整額には、各報告セグメントに配分していない全社費用1,216百万円が含まれてお

ります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない総務、経理などの本社機構の費用及び研究開発

の費用であります。 

  

各セグメントに属する主要製品・サービス 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報

  

  

報告セグメント  

調整額

（注２） 

四半期連

結損益計

算書計上

額 

化成品 

事業 

化学品 

事業 

高分子 

事業 

印刷総合

システム

事業 

その他 

事業 

（注１）

計 

売上高                 

(1)外部顧客への 

  売上高 
  6,286   21,217   4,326   7,509   583   39,923   －   39,923

(2)セグメント間 

  の内部売上高 

   又は振替高 

 54   13   24   55   3,655   3,803  (3,803)   －

計    6,341   21,231   4,351   7,565   4,238   43,726  (3,803)   39,923

セグメント利益 

（営業利益） 

（△損失） 

  1,019   1,588   812   661   △158   3,923  (1,216)   2,706

セグメント 主要製品・サービス 

化成品事業 無機・有機各種顔料、各種着色剤、情報記録材料 

化学品事業 各種合成樹脂着色剤、各種コート材 

高分子事業 高分子製品、天然高分子製品 

印刷総合システム 

事業 
各種印刷インキ、事業に付帯する商品とサービス 

その他事業 原材料の転売、グループ会社への不動産賃貸及び金融事業、その他 
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３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

（固定資産に係る重要な減損損失）  

該当事項はありません。  

（のれんの金額の重要な変動） 

重要な事項はありません。 

（重要な負ののれん発生益） 

「高分子事業」セグメントにおいて、当社が「その他事業」セグメントに属するハイブリッジ株式会社の株

式を追加取得したことに伴い、「高分子事業」に属する浮間合成株式会社の持分比率が増加しております。こ

の結果、負ののれんが343百万円発生しております。 

なお、当該事象による負ののれん発生益の計上額は、第１四半期連結累計期間において343百万円となって

おります。この負ののれん発生益は、報告セグメントの収益には含めておりません。  

  

（追加情報）  

当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成

21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 

平成20年３月21日）を適用しております。  

  

該当事項はありません。  

  

  

（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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