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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22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 ％

23年3月期第2四半期 115,151 12.2 9,205 240.8 11,107 188.0 7,196 159.7
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

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2四半期 27.17 ―

22年3月期第2四半期 10.46 ―

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2四半期 264,594 131,850 46.4 463.88
22年3月期 269,888 128,998 44.6 454.38

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  122,872百万円 22年3月期  120,358百万円

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  
 

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 ― 2.00 ― 4.00 6.00

23年3月期 ― 4.00

23年3月期 
（予想）

― 4.00 8.00

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、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 229,000 5.8 15,500 56.9 19,900 55.1 12,900 47.8 48.70



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  
（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 

（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、四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続は別途実施
しております。 

※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、添付資料4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。 

4.  その他 （詳細は、添付資料5ページ「その他の情報」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） 23年3月期2Q 265,402,443株 22年3月期  265,402,443株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q  524,004株 22年3月期  515,791株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 264,881,262株 22年3月期2Q 264,907,571株
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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 

当グループの第２四半期連結累計期間の業績につきましては、国内外の自動車生産の回復や国

内およびアジア地域での電機や機械などの生産が順調に推移したことを背景に、連結売上高は前

年同期比125.3億円増加し1,151億51百万円（前年同期比12.2％増）となりました。連結営業利益

は、売上高の増加に伴い売上総利益が62.1億円増加したほか、前年度から取り組んでいる「サバ

イバル・チャレンジ」のもと販売管理費の抑制に努めた結果、65.0億円増の92億５百万円（前年

同期比240.8％増）となりました。また、連結経常利益については、中国を中心としたアジア地

域の持分法適用関連会社の業績が好調に推移し持分法投資利益が増加したことなどにより72.5億

円増の111億７百万円（前年同期比188.0％増）となり、連結四半期純利益については、44.3億円

増の71億96百万円（前年同期比159.7％増）となりました。 

セグメントの状況は次のとおりであります。 

 

≪日本≫ 

当地域では、輸出や個人消費に改善の動きが続いたほか、生産や設備投資に持ち直しの動き

が見られるなど、景気は緩やかに回復する傾向が見られました。また、国内塗料需要について

も出荷数量・金額とも前年同期を上回りました。 

このような状況の下、部門別の売上高は、自動車用塗料については、政府によるエコカー補

助金等の販売奨励策に伴う効果により自動車生産台数が前年同期を大幅に上回ったことなどか

ら、ボディ鋼板や、バンパーなどの樹脂素材向け塗料が好調に推移し、売上高は前年同期を大

幅に上回りました。汎用塗料については、建設用塗料分野は環境配慮型高付加価値商品を推進

したものの春先の天候不順や猛暑の影響で塗替工事の進捗が遅れた影響もあり、売上高は前年

同期並となりました。一方、公共投資の低迷に伴い重防食塗料分野の売上高が前年同期を下回

ったこともあり、汎用塗料の売上高は前年同期を下回りました。工業用塗料については、新設

住宅着工戸数や機械製品の輸出が改善するなど市況の回復を受け、建築資材向け塗料や電機・

機械向け塗料などが堅調に推移したことにより、売上高は前年同期を大幅に上回りました。フ

ァインケミカル事業については、表面処理剤分野が自動車や電機、機械などの生産回復に加え

高機能・高付加価値商品の拡販により、売上高は前年同期を大幅に上回りました。 

一方、利益面では、販売数量の増加により売上総利益率が改善するとともに、「サバイバ

ル・チャレンジ」の継続的取組みにより販売管理費を抑制したことから、当地域セグメントの

営業利益は前年同期を大幅に上回りました。 

これらにより、当地域セグメントの売上高は937億64百万円（前年同期比5.9％増）、営業利

益は77億34百万円（前年同期比79.0％増）となりました。 

 

≪アジア≫ 

当地域では、各国政府による景気刺激策の効果に加え、輸出が好調に推移したことにより、

景気は着実に回復しました。 

国別では、中国では内需を中心に景気が好調に推移する中、中国における総売上高の約９割

を占める持分法適用関連会社事業においては、自動車生産台数が大幅に増加したことを背景に

自動車用塗料の売上高が前年同期を上回るとともに、建物の内装用を中心とする汎用塗料につ

いても売上高が前年同期を大幅に上回るなど好調に推移しました。また、総額連結事業である

自動車用プラスチック塗料事業も好調に推移しました。 

タイでは輸出増と内需拡大により、自動車用塗料と工業用塗料を中心に売上高が前年同期を

上回りました。 

その他の東南アジア諸国においても、景気の回復を背景に自動車用塗料や工業用塗料を中心

に好調に推移しました。 

一方、利益面では、販売数量の増加により売上総利益が大幅に増加しました。この結果、当

地域セグメントの営業利益は前年同期を大幅に上回りました。持分法適用関連会社事業につい
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ても売上高が伸びたことにより収益性が向上し、持分法投資利益は増加しました。 

これらにより、当地域セグメントにおける総額連結事業の売上高は183億84百万円（前年同

期比39.5％増）、営業利益は16億65百万円（前年同期比464.4％増）となりました。また、持

分法投資利益は32億61百万円（前年同期比45.8％増）となりました。 

 

≪北米≫ 

当地域では、個人消費や設備投資が緩やかに持ち直すなど、景気回復の傾向が見られまし

た。当社は当地域において自動車用塗料事業を展開していますが、当地域における自動車生産

台数が大幅に回復したことに伴い、売上高は前年同期を大幅に上回りました。一方、利益面で

は前年度までに大幅なリストラを推進したことにより販売管理費が減少したこともあり、収益

性は改善しました。 

これらにより、当地域セグメントにおける売上高は85億65百万円（前年同期比51.7％増）、

営業損失は１億18百万円（前年同期は16億22百万円の営業損失）となりました。 

 

≪その他≫ 

当地域セグメントにおける売上高は15億79百万円（前年同期比35.0％増）、営業損失は52百

万円（前年同期は95百万円の営業損失）となりました。 

 

（2） 連結財政状態に関する定性的情報 

（資産・負債及び純資産の状況） 

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52.9億円減少して2,645億94

百万円となりました。そのうち、流動資産につきましては前連結会計年度末に比べ29.7億円減少

しておりますが、その主な要因は、売上の回復により売上債権が増加した一方で、借入金の返済

などにより現金及び預金が減少したことによるものです。 

固定資産につきましては前連結会計年度末に比べ23.3億円減少しております。その主な要因

は、設備投資の抑制により有形及び無形固定資産が減少したことなどによるものです。 

負債につきましては、前連結会計年度末に比べ81.5億円減少し1,327億43百万円となりました

が、その主な要因は、仕入債務が増加した一方で、借入金を返済し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につきましては、前連結会計年度末に比べ28.5億円増加し1,318

億50百万円となりました。その主な要因は、その他有価証券評価差額金及び為替換算調整勘定が

減少した一方で、利益が順調に回復したことによるものです。 

以上の結果、自己資本比率は前連結会計年度の44.6％から46.4％へ上昇いたしました。 

 

（キャッシュ・フローの状況） 

当第２四半期連結累計期間は、営業活動により70億40百万円の収入、投資活動により42億３百

万円の支出、財務活動により84億86百万円の支出があり、結果として現金及び現金同等物（以下

「資金」という）は227億９百万円となり、前連結会計年度末より58.1億円減少いたしました。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動のキャッシュ・フローは70億40百万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

収入により92.5億円増加した一方で、運転資本(売上債権・たな卸資産・仕入債務)の増加によ

り資金が22.1億円減少したことによるものです。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動のキャッシュ・フローは42億３百万円の支出となりました。主な内容としては、有

形固定資産の取得及び投資有価証券の取得に42.4億円を支出したことによるものです。 

日本ペイント（株）（4612）平成23年3月期 第2四半期決算短信



4 

（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84億86百万円の支

出となりました。主な内容としては、配当金の支払いに11.8億円、借入金の返済等に72億円を

支出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 

第２四半期累計期間の結果を踏まえ、平成22年8月9日に「業績予想修正に関するお知らせ」に

おいて公表した通期業績予想を修正いたします。 

第２四半期累計期間については、さらなるコストの抑制に努めたことなどにより、前回公表し

た予想値を上回る結果となりました。 

一方、第３・４四半期については、国内塗料の需要の先行きが不透明な状況であることに加

え、北米やアジアで原材料コスト上昇が見込まれるものの、「サバイバル・チャレンジ」のもと

コストの抑制に継続して努めることなどにより、前回公表どおりに推移する見通しです。 

以上を踏まえ、前回公表した通期業績予想を次のとおり修正いたします。 

 

平成23年3月期 通期連結業績予想数値(平成22年4月1日～平成23年3月31日) 

(単位：百万円、%) 

 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

前回発表予想(Ａ) 
(平成22年8月9日予想) 

229,000 14,300 19,300 12,600 47円57銭

今回修正予想(Ｂ) 229,000 15,500 19,900 12,900 48円70銭

増減額(Ｂ－Ａ) － 1,200 600 300 

増減率 － 8.4 3.1 2.4 

前期(平成22年3月期)実績 216,547 9,879 12,833 8,729 32円95銭

 

「参考」平成23年3月期 通期個別業績予想数値(平成22年4月1日～平成23年3月31日) 

(単位：百万円、%) 

 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

前回発表予想(Ａ) 
(平成22年8月9日予想) 

122,000 6,000 6,900 4,900 18円50銭

今回修正予想(Ｂ) 122,000 7,300 8,300 5,600 21円14銭

増減額(Ｂ－Ａ) － 1,300 1,400 700 

増減率 － 21.7 20.3 14.3 

前期(平成22年3月期)実績 120,678 4,945 5,552 4,146 15円65銭
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２．その他の情報 

（1） 重要な子会社の異動の概要（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特有の会計処理の概要 

（特有の会計処理） 

税金費用の計算 

 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。 

 

（3） 会計処理の原則・手続き、表示方法等の変更の概要 

（会計基準等の改正に伴う変更） 

①「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」

の適用 

 当第１四半期連結会計期間より、「持分法に関する会計基準」(企業会計基準第16号 平成20

年３月10日公表分)及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」(実務対応報

告第24号 平成20年３月10日)を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。 

 これによる損益に与える影響はありません。 

 

②「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、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益はそれぞれ２百万円減少し、

税金等調整前四半期純利益は80百万円減少しております。また、当会計基準等の適用開始によ

る資産除去債務の変動額は59百万円であります。 

 

③「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』の一部訂正」(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。 

 

（表示方法等の変更） 

「連結財務諸表に関する会計基準」の適用 

 「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)に基づく財務

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)の適用により、

当第２四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」の科目で表示しており

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：百万円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 22,709 28,522
受取手形及び売掛金 77,756 74,032
たな卸資産 25,010 25,095
繰延税金資産 3,177 3,156
その他 3,415 4,375
貸倒引当金 △585 △731

流動資産合計 131,482 134,450

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 29,172 28,950
その他（純額） 37,044 38,792

有形固定資産合計 66,216 67,743

無形固定資産

のれん 12,704 13,223
その他 5,166 5,634

無形固定資産合計 17,871 18,858

投資その他の資産

投資有価証券 41,089 41,333
繰延税金資産 3,319 2,119
その他 5,312 6,038
投資損失引当金 △4 △4

貸倒引当金 △694 △650

投資その他の資産合計 49,023 48,835

固定資産合計 133,111 135,437

資産合計 264,594 269,888
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(単位：百万円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 53,733 52,136
短期借入金 32,700 32,883
リース債務 221 186
未払法人税等 2,764 2,765
繰延税金負債 0 7
その他 12,404 14,928

流動負債合計 101,824 102,906

固定負債

長期借入金 14,781 21,976
リース債務 524 486
繰延税金負債 1,813 1,879
退職給付引当金 8,646 8,433
役員退職慰労引当金 207 256
環境対策引当金 333 286
関係会社事業損失引当金 40 40
製品保証引当金 635 654
資産除去債務 59 －

その他 3,876 3,968

固定負債合計 30,919 37,982

負債合計 132,743 140,889

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 78,922 72,785
自己株式 △223 △218

株主資本合計 133,600 127,467

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △686 1,184
繰延ヘッジ損益 1 △2

為替換算調整勘定 △10,042 △8,291

評価・換算差額等合計 △10,727 △7,109

少数株主持分 8,978 8,640

純資産合計 131,850 128,998

負債純資産合計 264,594 269,888
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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21年４月１日
至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

売上高 102,618 115,151
売上原価 70,045 76,370

売上総利益 32,572 38,780

販売費及び一般管理費 29,871 29,575

営業利益 2,700 9,205

営業外収益

受取利息 21 20
受取配当金 152 196
持分法による投資利益 2,236 3,263
その他 368 441

営業外収益合計 2,779 3,922

営業外費用

支払利息 406 367
為替差損 379 899
その他 837 752

営業外費用合計 1,623 2,020

経常利益 3,856 11,107

特別利益

固定資産売却益 3 14
投資有価証券売却益 － 2
貸倒引当金戻入額 27 14
その他 9 7

特別利益合計 40 39

特別損失

固定資産除売却損 77 247
減損損失 244 86
投資有価証券評価損 － 17
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 78
その他 35 64

特別損失合計 356 494

税金等調整前四半期純利益 3,540 10,652

法人税等 357 2,788

少数株主損益調整前四半期純利益 － 7,864

少数株主利益 410 667

四半期純利益 2,771 7,196
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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21年４月１日
至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22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 3,540 10,652
減価償却費 4,314 4,230
減損損失 244 86
受取利息及び受取配当金 △174 △217

支払利息 406 367
持分法による投資損益（△は益） △2,236 △3,263

有形固定資産除売却損益（△は益） 73 233
投資有価証券売却及び評価損益（△は益） 8 14
売上債権の増減額（△は増加） △2,943 △3,917

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,153 △194

仕入債務の増減額（△は減少） 853 1,899
その他 38 △755

小計 5,278 9,136

利息及び配当金の受取額 622 939
利息の支払額 △474 △428

法人税等の支払額 △334 △2,607

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,092 7,040

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 △4,649 △3,691

有形固定資産の売却による収入 57 40
投資有価証券の取得による支出 △371 △550

投資有価証券の売却による収入 1 33
その他 52 △36

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,909 △4,203

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） △412 42
長期借入れによる収入 8,096 －

長期借入金の返済による支出 △3,263 △7,245

リース債務の返済による支出 △67 △99

配当金の支払額 △529 △1,059

少数株主への配当金の支払額 △21 △119

その他 △3 △4

財務活動によるキャッシュ・フロー 3,798 △8,486

現金及び現金同等物に係る換算差額 260 △163

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 4,241 △5,812

現金及び現金同等物の期首残高 17,030 28,522

現金及び現金同等物の四半期末残高 21,272 22,709
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(4) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

(5) セグメント情報 

【事業の種類別セグメント情報】 

前第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） 

 

 
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(又は営業損失) 2,118 582 2,700 － 2,700

(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 

 

【所在地別セグメント情報】 

前第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） 

 

 
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

(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・台湾および東南アジア諸国 

 北 米 … 米国他 
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【海外売上高】 

前第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） 

 

 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

(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・台湾および東南アジア諸国 

 北米  … 米国 

 欧州  … ヨーロッパ諸国 

３ 海外売上高は、当社およ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。 

 

【セグメント情報】 

 （追加情報） 

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。 

 

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情報が入手可能で

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、自動車用、汎用、工業用、その他塗料及びファインケミカルの生産・販売を主な事

業としており、国内においては当社及び独立した法人が、海外においてはアジア、北米、その他の地域

を独立した現地法人がそれぞれ担当しております。 

各法人はそれぞれ独立した経営単位であり、取り扱う製品について各地域の包括的な戦略を立案し、

事業活動を展開しております。 

従って、当社グループは生産・販売体制を基礎とした地域別のセグメントから構成されており、「日

本」、「アジア」及び「北米」の３つを報告セグメントとしております。 
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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２四半期連結累計期間（自  平成22年４月１日  至  平成22年９月30日） 

 

報告セグメント 

 
日本 

(百万円) 
アジア 
(百万円) 

北米 
(百万円) 

計 
(百万円) 

その他 
(注) 

(百万円) 

合計 
(百万円) 

売上高   

 外部顧客への売上高 88,114 17,266 8,399 113,780 1,370 115,151

 セグメント間の内部売上高
又は振替高 

5,650 1,118 165 6,934 208 7,142

計 93,764 18,384 8,565 120,714 1,579 122,293

セグメント利益又は損失(△) 7,734 1,665 △118 9,281 △52 9,228

持分法投資利益 2 3,261 － 3,263 － 3,263

(注) 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、欧州等の現地法人の事業活動を

含んでおります。 

 

３ 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差

額の主な内容（差異調整に関する事項） 

当第２四半期連結累計期間（自  平成22年４月１日  至  平成22年９月30日） 

 

利    益 金額（百万円） 

報告セグメント計 9,281

「その他」の区分の利益 △52

セグメント間取引消去その他の調整額 △23

四半期連結損益計算書の営業利益 9,205

 

４ 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） 

「日本」セグメントにおいて老朽化により遊休状態になった事業用の固定資産について、帳簿価格を

回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上いたしました。また、「北米」

セグメントにおいて遊休状態になった事業用の固定資産について、帳簿価格を回収可能価額まで減額

し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上いたしました。 

なお、当該減損損失の計上額は、当第２四半期連結累計期間においては、「日本」セグメントで49百

万円、「北米」セグメントで36百万円であります。 
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５ 製品及びサービスに関する情報 

当第２四半期連結累計期間（自  平成22年４月１日  至  平成22年９月30日） 

外部顧客への売上高 金額（百万円） 前年同期比（％） 

塗料 108,294 ― 

 自動車用 38,663 ― 

 汎用 21,144 ― 

 工業用 20,508 ― 

 その他塗料 27,978 ― 

ファインケミカル 6,856 ― 

合計 115,151 ― 

(注) 金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

該当事項はありません。 
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