
平成23年 3月期 第 1四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 
平成22年8月10日

上 場 会 社 名 日本ピグメント株式会社 上場取引所 東 

コ ー ド 番 号 4119 ＵＲＬ http://www.pigment.co.jp/ 

代 表 者 (役職名) 取締役社長 (氏名) 浅羽 幸夫 

問合せ先責任者 (役職名) 経理部長 (氏名) 今井 信一 (TEL)03(3258)1412 

四半期報告書提出予定日 平成22年8月10日 配当支払開始予定日 ― 

四半期決算補足説明資料作成の有無 ：有・無 

四半期決算説明会開催の有無 ：有・無 

（百万円未満切捨て） 
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） 
（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 9,181  52.1 362   ― 365   ― 253   ―
22年 3月期第1四半期 6,034 △47.1 △270   ― △288   ― △270   ―

 

 
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 16.13 ―
22年 3月期第1四半期 △17.22 ―

 
（２）連結財政状態 

 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 23,354 9,089 36.7 545.24
22年3月期 23,773 8,895 35.3 533.72

(参考)自己資本 23年3月期第1四半期         8,569百万円 22年3月期         8,388百万円 

 
２．配当の状況 

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 ― ― ― 5.00 5.00  
23 年 3月期 ―  

23年 3月期(予想) ― ― 7.00 7.00  

(注)当四半期における配当予想の修正有無 ：有・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） 

（％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) 18,200 27.7 600  ― 550  ― 300  ― 19.08
通  期 36,700 12.0 1,200 31.7 1,100 36.0 600 69.3 38.17

(注)当四半期における業績予想の修正有無 ：有・無 

 



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 ：有・無 

 新規  -社 (社名)  、除外  -社 (社名)  

（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・無 

（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・無 

② ①以外の変更 ：有・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） 

① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 23年 3月期1Ｑ 15,758,994 株 22年 3月期 15,758,994 株

② 期末自己株式数 23年 3月期1Ｑ 41,485 株 22年 3月期 41,485 株

③ 期中平均株式数(四半期累計) 23年 3月期1Ｑ 15,717,509 株 22年 3月期1Ｑ 15,720,410 株

 
 
※ 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、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続きを終了しています。 

 
※ 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。 

 



 

 

○添付資料の目次 

 

1．当四半期の連結業績等に関する定性的情報.................................................................................................2 

（１）連結経営成績に関する定性的情報..........................................................................................................2 

（２）連結財政状態に関する定性的情報..........................................................................................................2 

（３）連結業績予想に関する定性的情報..........................................................................................................3 

２．その他の情報.............................................................................................................................................3 

（１）当四半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） ................................3 

（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 

（３）当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 ...........................................3 

３．四半期連結財務諸表..................................................................................................................................4 

（１）四半期連結貸借対照表..........................................................................................................................4 

（２）四半期連結損益計算書..........................................................................................................................6 

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書........................................................................................................7 

（４）継続企業の前提に関する注記.................................................................................................................9 

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記...................................................................................9 

 

 

 

 

日本ピグメント㈱（4119）　平成23年3月期第1四半期決算短信

-1-



 
1.当四半期の連結業績等に関する定性的情報 
 

(1) 連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、中国経済の拡大や政府経済対策などにより、輸出や生産が増加する

なか、個人消費も各種対策の効果もあって持ち直し基調にある等、自律的回復への基盤が徐々に整いつつあります。しかしな

がら、依然、雇用・所得環境の改善が遅れているほか、中国等の新興国経済の先行きや一部の欧州諸国の財政問題に端を

発する国際金融市場の不安定さ等、不透明要因を抱える状況にあります。 

当業界におきましては、アジアを中心とした海外経済の回復や政府経済対策を背景に自動車･家電産業向けを中心に受注

が回復しておりますが、政府経済対策の効果が今後剥落していくことや原材料価格の高騰傾向から収益の悪化が懸念されて

いる状況です。 

このようななか当社グループは、引き続き合理化の推進に取り組み生産効率の向上に努めつつ、主要ユーザーである自動

車・家電産業向けを中心とする受注回復に積極的に対応してまいりました。海外におきましても、東南アジアで受注が計画を

大きく上回っているほか、中国天津市の子会社も軌道にのりつつあります。 

部門別の概況として樹脂コンパウンド部門は、国内では自動車・家電産業向けを中心に、当期に入り在庫積み増し傾向もや

や落ち着き、受注回復のペースは緩やかになってきているものの、海外での好調もあり全体としては順調に推移しております。

樹脂用着色剤部門は、自動車・家電産業向けに加え、食品･化粧品産業向けも堅調に推移しており、緩やかな回復基調にあり

ます。加工カラー部門は、自動車産業向けの一部は堅調に推移したものの、住宅産業向けは低調が続くほか原材料価格が高

騰しており、引き続き厳しい事業環境となっております。  

このような結果、当第１四半期連結会計期間の当社グループの売上高は9,181百万円（前年同四半期比52.1％増）、経常利

益は365百万円（前年同四半期経常損失288百万円）、四半期純利益は253百万円（前年同四半期純損失270百万円）となりま

した。 

 

 当社グループのセグメント業績は次のとおりであります。 

日本 

国内は、アジアを中心とした海外経済の回復や政府経済対策の効果から自動車・家電産業向けを中心に需要が急回復し

た前期に比べ、当期は、受注回復のペースが緩やかになっているものの、全体としては堅調に推移いたしました。この結果、当

第１四半期連結会計期間の売上高は6,323百万円、営業利益は154百万円となりました。 

 

東南アジア  

 東南アジアは、中国をはじめとした新興国経済の拡大等による輸出の増加ならびに内需の拡大から、自動車・家電・ＯＡ・ＩＴ

産業向けを中心に引き続き受注が増えたことにより、売上・収益ともに当初予想を大きく上回っている状況で推移しました。この

結果、当第1四半期連結会計期間の売上高は2,711百万円、営業利益は183百万円となりました。 

 

(2)連結財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期連結会計期間末の総資産は 23,354 百万円と前期末の 23,773 百万円に比べ 419 百万円の減少となりました。 

資産のうち流動資産は 12,466 百万円と前期末の 12,699 百万円に比べ 233 百万円の減少となりました。この主な要因は現

金及び預金が 454 百万円減少し、受取手形及び売掛金が 65 百万円、原材料及び貯蔵品が 58 百万円それぞれ増加したこと

などによるものです。 

固定資産は 10,888 百万円と前期末の 11,074 百万円に比べ 185 百万円の減少となりました。この主な要因は有形固定資産

が減価償却等により59百万円、投資その他の資産が投資有価証券の株価下落等により128百万円それぞれ減少したことなど
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によるものです。 

負債合計は 14,265 百万円と前期末の 14,878 百万円に比べ 613 百万円の減少となりました。負債のうち流動負債は 10,232

百万円と前期末の 10,403 百万円に比べ 171 百万円の減少となりました。この主な要因は支払手形及び買掛金が 275 百万円

減少したことなどによるものです。 

固定負債は4,032百万円と前期末の4,474百万円に比べ442百万円の減少となりました。この主な要因は長期借入金が395

百万円減少したことなどによるものです。 

純資産合計は 9,089 百万円と前期末の 8,895 百万円に比べ 193 百万円の増加となりました。この主な要因は利益剰余金が

174 百万円増加したことなどによるものです。 

 

(3)連結業績予想に関する定性的情報 

当第１四半期連結会計期間は、当初の計画通り推移しており平成 22 年 5 月 14 日発表の業績予想に変更はありません。 
 

2．その他の情報 

(1)当四半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） 

該当事項はありません。 
 

(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 
 

① 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第１四半期連結会計期間末の貸倒引当率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認められるため、

前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

② 固定資産の減価償却費の算定方法 

固定資産の年度中の取得等の見積りを考慮した予算に基づく年間償却予定額を期間按分する方法によっております。なお、

減価償却の方法として定率法を採用している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。 

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 

法人税等の算定に関しては、加味する加減算項目等を重要なものに限定する方法によっております。繰延税金資産の回収

可能性の判断に関しては、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の状況に著しい変化がないと認め

られるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予想やタックス・プランニングを利用する方法によっております。 
 

(3)当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 

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。 

これによる損益に与える影響はありません。 

②表示方法の変更 

「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）に基づき財務諸表等規則等の一部を改正

する内閣府令（平成21年3月24日 内閣府令第5号）の適用に伴い、当第1四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前

四半期純利益」の科目を表示しております。 
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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：千円）

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 2,863,383 3,318,057

受取手形及び売掛金 6,201,462 6,135,556

製品 1,673,476 1,694,655

原材料及び貯蔵品 1,260,972 1,202,524

繰延税金資産 222,272 169,776

その他 249,950 184,239

貸倒引当金 △5,374 △5,374

流動資産合計 12,466,142 12,699,435

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,418,604 3,444,848

土地 3,500,049 3,494,925

その他（純額） 1,309,987 1,348,026

有形固定資産合計 8,228,641 8,287,801

無形固定資産 57,063 55,102

投資その他の資産   

投資有価証券 2,183,196 2,312,250

その他 472,652 487,291

貸倒引当金 △53,453 △68,379

投資その他の資産合計 2,602,396 2,731,163

固定資産合計 10,888,101 11,074,067

資産合計 23,354,244 23,773,502

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,089,581 5,364,736

短期借入金 3,691,231 3,765,251

未払法人税等 189,604 227,971

賞与引当金 345,096 205,354

その他 916,826 840,073

流動負債合計 10,232,340 10,403,388

固定負債   

社債 124,640 167,200

長期借入金 3,198,309 3,593,344

繰延税金負債 453,162 513,006

退職給付引当金 134,039 83,191

役員退職慰労引当金 122,589 118,011

固定負債合計 4,032,740 4,474,753

負債合計 14,265,080 14,878,142
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（単位：千円）

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 1,481,159 1,481,159

資本剰余金 1,047,700 1,047,700

利益剰余金 6,716,990 6,541,993

自己株式 △13,223 △13,223

株主資本合計 9,232,626 9,057,629

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 248,627 335,204

為替換算調整勘定 △911,401 △1,004,077

評価・換算差額等合計 △662,774 △668,873

少数株主持分 519,311 506,604

純資産合計 9,089,163 8,895,359

負債純資産合計 23,354,244 23,773,502
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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：千円）

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 6,034,854 9,181,619

売上原価 5,685,208 8,174,591

売上総利益 349,645 1,007,027

販売費及び一般管理費   

人件費 254,317 259,150

賞与引当金繰入額 35,674 33,081

退職給付費用 20,100 23,580

役員退職慰労引当金繰入額 6,288 4,578

その他 303,338 323,726

販売費及び一般管理費合計 619,718 644,117

営業利益又は営業損失（△） △270,072 362,910

営業外収益   

受取利息 638 1,502

受取配当金 21,702 23,728

持分法による投資利益 － 4,479

その他 20,402 22,169

営業外収益合計 42,742 51,880

営業外費用   

支払利息 37,568 37,621

持分法による投資損失 18,472 －

その他 5,267 11,203

営業外費用合計 61,308 48,824

経常利益又は経常損失（△） △288,637 365,966

特別利益   

固定資産売却益 － 1,598

関係会社株式売却益 － 0

貸倒引当金戻入額 － 10,778

特別利益合計 － 12,376

特別損失   

固定資産除売却損 247 832

投資有価証券評価損 － 851

関係会社株式売却損 0 －

訴訟関連損失 － 4,000

特別損失合計 247 5,684

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（△）

△288,885 372,659

法人税、住民税及び事業税 25,435 163,831

法人税等調整額 △58,643 △50,654

法人税等合計 △33,207 113,176

少数株主損益調整前四半期純利益 － 259,482

少数株主利益 15,172 5,896

四半期純利益又は四半期純損失（△） △270,849 253,585
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(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

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) 

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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△288,885 372,659

減価償却費 202,898 191,377

貸倒引当金の増減額（△は減少） 6,709 △14,926

退職給付引当金の増減額（△は減少） 57,322 50,044

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 6,288 4,578

賞与引当金の増減額（△は減少） 140,815 139,742

受取利息及び受取配当金 △22,340 △25,230

支払利息 37,568 37,621

関係会社株式売却損益（△は益） 0 △0

投資有価証券評価損益（△は益） － 851

為替差損益（△は益） － 63

持分法による投資損益（△は益） 18,472 △4,479

有形固定資産除売却損益（△は益） 247 △766

売上債権の増減額（△は増加） △325,846 △46,813

たな卸資産の増減額（△は増加） 60,599 △22,640

仕入債務の増減額（△は減少） 17,129 △293,044

未払消費税等の増減額（△は減少） 40,843 18,190

その他 △12,014 △23,305

小計 △60,191 383,920

利息及び配当金の受取額 22,340 25,230

利息の支払額 △46,114 △38,840

法人税等の支払額 △4,627 △194,033

営業活動によるキャッシュ・フロー △88,593 176,276

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 △6,000 －

投資有価証券の取得による支出 △2,039 △2,037

関係会社株式の売却による収入 0 0

有形固定資産の取得による支出 △70,767 △57,219

有形固定資産の売却による収入 － 1,598

無形固定資産の取得による支出 － △1,378

貸付けによる支出 △400 －

貸付金の回収による収入 1,920 2,348

その他 △5,213 8,778

投資活動によるキャッシュ・フロー △82,500 △47,909
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（単位：千円）

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) 

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 1,832,940 167,566

短期借入金の返済による支出 △1,801,205 △180,650

長期借入れによる収入 1,200,000 －

長期借入金の返済による支出 △382,040 △459,930

社債の償還による支出 △42,560 △42,560

自己株式の取得による支出 △185 －

自己株式の売却による収入 35 －

配当金の支払額 △62,883 △78,587

財務活動によるキャッシュ・フロー 744,100 △594,160

現金及び現金同等物に係る換算差額 10,319 11,118

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 583,325 △454,674

現金及び現金同等物の期首残高 1,554,860 2,729,357

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,138,186 2,274,683
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（4）継続企業の前提に関する注記

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）

　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

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）

　該当事項はありません。
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