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

23年3月期第3四半期 120,160 14.6 7,773 64.2 7,234 53.4 4,704 49.5
22年3月期第3四半期 104,865 △18.7 4,734 17.7 4,716 48.8 3,146 ―

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3四半期 50.66 ―
22年3月期第3四半期 33.88 ―

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3四半期 153,903 47,523 30.2 500.73
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3四半期  46,498百万円 22年3月期  43,883百万円

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 ― 4.00 ― 5.00 9.00
23年3月期 ― 5.00 ―
23年3月期 

（予想）
5.00 10.00

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  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 155,000 7.7 8,600 40.4 8,000 26.3 4,800 41.2 51.69



(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、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。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.3「その他」をご覧ください。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 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3Q 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3Q  203,783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3Q 92,864,829株 22年3月期3Q  92,870,986株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期連結累計期間のわが国経済は、期央以降輸出の伸びは鈍化しましたが、企業業績の回復や個人消費

が持ち直すなど、総じて景気は緩やかな回復基調を維持しました。海外経済におきましては、アジアでは中国を中

心に景気拡大の動きが続きました。米国・欧州では失業率の高止まりはあるものの、政策効果もあり景気は緩やか

な回復の兆しが見られました。 

 この様な状況の中で、当第３四半期連結累計期間の売上高は、1,201億６千万円となり、前年同期比14.6％の増

収となりました。利益面につきましては、売上高の増加に加え、売上原価が改善したことなどにより、営業利益は

77億７千３百万円と同64.2％の増益となりました。経常利益は円高に伴って為替差損が発生しましたが、72億３千

４百万円と同53.4％の増益となりました。四半期純利益は47億４百万円と同49.5％の増益となりました。  

 事業セグメントの概況は次の通りであります。 

 なお、営業利益につきましては、全社費用等の配分前で記載しております。 

（化成品事業） 

 当事業は、無機・有機顔料、各種着色剤、情報記録材料の製造・販売を行っております。印刷インキ業界向けを

中心とした汎用顔料は、全体としては横這いで推移しましたが。ＩＴ関連業界向けの情報記録材料は景気の回復基

調に伴って総じ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185億５千３百万円となり、営業利益は28億１千９百万円となりまし

た。 

（化学品事業） 

 当事業は、各種合成樹脂着色剤・コンパウンド、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、当第３四半期に入り国内においては各種経済対策の終了に伴う影響も現れましたが、第３四半期累計期間全

体においては、国内での経済対策効果や日本・アジア経済の回復に伴って車両業界向け、家電・ＯＡ機器業界向け

を中心に国内外共に好調に推移しました。また、生活関連業界向けの合成樹脂着色剤は需要期の季節変動はありま

したが、押しなべて堅調に推移しました。各種コート材はＩＴ関連業界向けは低迷しましたが、総じて横這いで推

移しました。 

 これらの結果、当セグメントの売上高は、652億９千２百万円となり、営業利益は47億７千１百万円となりまし

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、経済対策の終了

に伴う影響はあったものの、全体としては国内外の車両業界向けの需要回復を受けて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、120億６千７百万円となり、営業利益は18億８千７百万円となりまし

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。グラビアイン

キは今夏の猛暑により飲料・食品関連などの軽包装業界向けが好調に推移しました。オフセットインキはチラシな

どの商業印刷物業界向けを中心に堅調に推移し底入れ感が出て来ました。 

 これらの結果、当セグメントの売上高は、227億２千８百万円となり、営業利益は17億５千４百万円となりまし

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、15億１千８百万円となりました。営業利益は、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３億１千万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３四半期連結会計期間末の総資産は1,539億３百万円となり、前連結会計年度末と比べ64億３千１百万円増

加致しました。これは、主として売上高が増加したこと及び当第３四半期連結会計期間末が金融機関の休日であっ

たために、現金及び預金、受取手形及び売掛金の増加により流動資産が93億９千５百万円増加する一方、固定資産

は設備の償却が進んだこと及び有価証券の含み益の減少などにより29億６千３百万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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（負債） 

当第３四半期連結会計期間末の負債合計は1,063億７千９百万円となり、前連結会計年度末と比べ41億円増加致

しました。これは、資産と同様に売上高の増加及び金融機関が休日であったことを主因として支払手形及び買掛金

が75億９千２百万円増加する一方、借入金の返済を引き続き積極的に進めた結果、短期及び長期の借入金が16億３

千１百万円減少したことなどによるものであります。 

（純資産） 

当第３四半期連結会計期間末の純資産合計は、475億２千３百万円となり、前連結会計年度末と比べ23億３千１

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利益剰余金が37億７千６百万円増加する一方、有価

証券の含み益の減少や為替換算調整勘定の含み損の増加などにより、評価換算差額等が11億５千９百万円減少した

こと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 

当第３四半期連結累計期間の四半期純利益は、平成22年８月６日に公表した通期業績予想に対して約98％の進捗

となっておりますが、現在、通常国会に上程されている税制改正法案の成立時期によって法人税率の引き下げによ

る繰延税金資産取り崩しの影響等、今後の動向を見極める必要があることから、平成23年３月期通期業績予想につ

いての変更はありません。 

（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当第２四半期連結会計期間末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費の算定方法 

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 

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10百万円、経常利益は13百万円、税金等調整前四半期純利益は293百万円減少してお

ります。   

２．企業結合に関する会計基準等の適用 

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 

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３四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 19,934 16,792

受取手形及び売掛金 48,525 43,080

有価証券 119 130

商品及び製品 14,093 13,721

仕掛品 268 203

原材料及び貯蔵品 7,969 6,820

その他 2,392 3,260

貸倒引当金 △126 △227

流動資産合計 93,177 83,782

固定資産   

有形固定資産   

土地 21,649 21,759

その他（純額） 20,847 22,319

有形固定資産合計 42,496 44,079

無形固定資産 926 970

投資その他の資産   

投資有価証券 10,725 11,603

その他 7,033 9,086

貸倒引当金 △456 △2,050

投資その他の資産合計 17,302 18,639

固定資産合計 60,725 63,689

資産合計 153,903 147,471

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 34,295 26,703

短期借入金 28,043 28,229

1年内返済予定の長期借入金 7,132 9,202

未払法人税等 539 488

賞与引当金 1,012 2,170

工場閉鎖損失引当金 16 231

環境対策引当金 337 309

その他 4,278 4,467

流動負債合計 75,655 71,803

固定負債   

長期借入金 18,501 17,875

退職給付引当金 8,962 9,848

役員退職慰労引当金 461 425

環境対策引当金 983 1,301

負ののれん 116 184

その他 1,697 840

固定負債合計 30,724 30,475

負債合計 106,379 102,279
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22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 31,388 27,612

自己株式 △86 △85

株主資本合計 50,534 46,760

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 449 932

繰延ヘッジ損益 △33 △48

為替換算調整勘定 △4,452 △3,760

評価・換算差額等合計 △4,036 △2,877

少数株主持分 1,024 1,309

純資産合計 47,523 45,192

負債純資産合計 153,903 147,471
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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21年４月１日 

 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年12月31日) 

売上高 104,865 120,160

売上原価 88,373 100,518

売上総利益 16,491 19,641

販売費及び一般管理費   

給料 3,794 3,838

賞与引当金繰入額 335 306

退職給付費用 585 525

運搬費 1,924 2,053

貸倒引当金繰入額 287 25

その他 4,829 5,117

販売費及び一般管理費合計 11,757 11,868

営業利益 4,734 7,773

営業外収益   

受取利息 18 16

受取配当金 161 185

負ののれん償却額 63 60

持分法による投資利益 10 109

保険配当金 168 191

その他 481 378

営業外収益合計 903 942

営業外費用   

支払利息 764 672

為替差損 － 658

その他 156 151

営業外費用合計 921 1,481

経常利益 4,716 7,234

特別利益   

固定資産売却益 236 197

負ののれん発生益 － 343

貸倒引当金戻入額 － 135

その他 65 0

特別利益合計 301 676

特別損失   

投資有価証券評価損 394 －

事業撤退損 367 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 279

その他 261 153

特別損失合計 1,023 432

税金等調整前四半期純利益 3,994 7,478

法人税、住民税及び事業税 324 877

法人税等調整額 413 1,794

法人税等合計 738 2,671

少数株主損益調整前四半期純利益 － 4,806

少数株主利益 109 101

四半期純利益 3,146 4,704
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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３四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年12月31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3,150百万円が含まれて

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。 

  

各報告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 
  18,553   65,292   12,067   22,728   1,518  120,160   －  120,160

(2)セグメント間 

  の内部売上高 

   又は振替高 

 167   26   47   159   10,207   10,607  (10,607)   －

計    18,720   65,319   12,115   22,887   11,725  130,768  (10,607)  120,160

セグメント利益 

（営業利益） 

（△損失） 

  2,819   4,771   1,887   1,754   △310   10,923  (3,150)   7,773

報告セグメント 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・コンパウンド、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）  

重要な事項はありません。  

（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３四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）  

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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