
平成23年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成23年2月10日

（百万円未満切捨て）

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23年2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 ： 無
四半期決算説明会開催の有無 ： 無

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 28,791 24.2 1,172 199.0 1,150 293.6 689 ―
22年3月期第3四半期 23,178 △31.0 392 △36.7 292 △51.2 54 △80.6

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 43.87 ―
22年3月期第3四半期 3.47 ―

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 23,472 9,385 37.8 564.09
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3四半期  8,865百万円 22年3月期  8,388百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  有   

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）
9.00 9.00

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 37,500 14.5 1,270 39.4 1,300 60.7 750 111.7 47.71



(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きの対象外であり、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 
本資料に掲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「その他の情報」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 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3Q  42,539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3Q 15,717,167株 22年3月期3Q 15,719,472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 

当第3四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新興国の需要拡大や政府経済対策等を背景に、景気は緩やかに回復

しつつありますが、一部の駆け込み需要の反動に加え、長引く円高や中国経済の減速等から、このところ景気改善の動きに一

服感が見られます。また、輸出は横ばいで推移しているほか、個人消費の動向等の内外需要の動きを反映して、生産はこのと

ころやや減少しております。 

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、昨秋以降、輸出の減少に加えてエコカー補助金の終了による影響や原材料価格の高騰傾向から、こ

のところ景気回復の動きが弱まっている状況です。 

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、国内では、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。国内の売上はこのところ受注回復ペー

スが弱まっていることからやや伸び悩んだものの、高付加価値品の取り込みや経費削減効果が奏功したこともあり堅調に推移

しました。海外におきましても、昨秋以降、在庫積み増しの動きが一巡し、このところ増勢が鈍化しておりますが、東南アジア全

体では受注が計画を上回っており、第3四半期連結累計期間は、総じて売上、利益とも想定を上回る状況となりました。 

部門別の概況として樹脂コンパウンド部門は、国内では、エコカー補助金の終了や輸出の鈍化等から、足元では、一部の自

動車産業向けや家電産業向けを中心に受注回復ペースに一服感が出てきており、海外でも需要が急回復した期前半に比べ

て、このところ受注回復の増勢が鈍化しておりますが、全体としては概ね順調な推移となりました。樹脂用着色剤部門は、トイレ

タリー産業向けにやや落ち込みが見られましたが、低調だった住宅産業向けにおいて住宅着工件数の持ち直しにより回復し

つつあるほか、自動車・家電産業向けに加えて食品･化粧品産業向けも堅調で、総じて順調な推移となっております。加工カラ

ー部門は、自動車産業向けに陰りが見えてきたほか、中国製品の流入等から競争環境が激化するなか当部門に関連する原

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が、当部門においても、住宅産業向けにおいてこのところ

回復の兆しが見えております。 

このような結果、当第3四半期連結累計期間の当社グループの売上高は28,791百万円（前年同四半期比24.2％増）、経常

利益は1,150百万円（前年同四半期比293.6%増）、四半期純利益は689百万円（前年同四半期比1,161.9%増）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、海外経済の減速感の台頭、経済対策の動向や円高の影響などから受注回復のペースが緩やかにな

っておりますが、全体としては概ね堅調な推移となっております。この結果、当第3四半期連結累計期間の売上高は19,727百

万円、営業利益は613百万円となりました。 

 

東南アジア 

 東南アジアは、中国経済の減速等から回復テンポがやや緩やかになっているものの、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産業向けを中心とした期前半の好調もあり、売上・収益ともに計画を上回る

状況で推移しました。この結果、当第3四半期連結累計期間の売上高は8,694百万円、営業利益は523百万円となりました。 

 

（2）連結財政状態に関する定性的情報 

当第 3 四半期連結会計期間末の総資産は 23,472 百万円と前期末の 23,773 百万円に比べ 300 百万円の減少となりました。 

資産のうち流動資産は 12,881 百万円と前期末の 12,699 百万円に比べ 181 百万円の増加となりました。この主な要因は現

金及び預金が 397 百万円減少し、受取手形及び売掛金が 493 百万円、棚卸資産が 157 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 10,591 百万円と前期末の 11,074 百万円に比べ 482 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
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が減価償却等により 311 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 172 百万円、それぞれ減少したこと

などによるものです。 

負債合計は 14,087 百万円と前期末の 14,878 百万円に比べ 790 百万円の減少となりました。負債のうち流動負債は 10,504

百万円と前期末の 10,403 百万円に比べ 100 百万円の増加となりました。この主な要因は支払手形及び買掛金が 285 百万円

増加し、短期借入金が 199 百万円減少したことなどによるものです。 

固定負債は3,583百万円と前期末の4,474百万円に比べ891百万円の減少となりました。この主な要因は長期借入金が848

百万円減少したことなどによるものです。 

純資産合計は 9,385 百万円と前期末の 8,895 百万円に比べ 490 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

610 百万円増加し、その他有価証券評価差額金が 85 百万円減少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 3 四半期連結累計期間における業績の進捗などを勘案し、業績予想の見直しを行った結果、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を修正いたしました。なお、当該予想に関する詳細は、本日（平成 23 年 2 月

10 日）公表いたしました「業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

 また、業績予想等につきましては、現時点において入手可能な情報に基づき作成したものです。実際の業績には今後の

様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。 

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 3 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3四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 2,920,237 3,318,057

受取手形及び売掛金 6,629,462 6,135,556

製品 1,841,568 1,694,655

原材料及び貯蔵品 1,212,950 1,202,524

その他 282,355 354,015

貸倒引当金 △5,374 △5,374

流動資産合計 12,881,200 12,699,435

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,267,681 3,444,848

土地 3,492,840 3,494,925

その他（純額） 1,216,075 1,348,026

有形固定資産合計 7,976,598 8,287,801

無形固定資産 56,462 55,102

投資その他の資産   

投資有価証券 2,130,520 2,312,250

その他 478,027 487,291

貸倒引当金 △49,836 △68,379

投資その他の資産合計 2,558,712 2,731,163

固定資産合計 10,591,772 11,074,067

資産合計 23,472,972 23,773,502

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,650,139 5,364,736

短期借入金 3,565,506 3,765,251

未払法人税等 196,932 227,971

賞与引当金 97,733 205,354

その他 993,837 840,073

流動負債合計 10,504,148 10,403,388

固定負債   

社債 82,080 167,200

長期借入金 2,745,306 3,593,344

繰延税金負債 462,468 513,006

退職給付引当金 160,970 83,191

役員退職慰労引当金 132,465 118,011

固定負債合計 3,583,290 4,474,753

負債合計 14,087,439 14,878,142
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（単位：千円）

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 1,481,159 1,481,159

資本剰余金 1,047,700 1,047,700

利益剰余金 7,152,988 6,541,993

自己株式 △13,494 △13,223

株主資本合計 9,668,353 9,057,629

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 250,147 335,204

為替換算調整勘定 △1,052,970 △1,004,077

評価・換算差額等合計 △802,823 △668,873

少数株主持分 520,002 506,604

純資産合計 9,385,533 8,895,359

負債純資産合計 23,472,972 23,773,502
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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：千円）

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 23,178,594 28,791,491

売上原価 20,962,829 25,670,958

売上総利益 2,215,764 3,120,533

販売費及び一般管理費   

人件費 903,165 857,580

賞与引当金繰入額 35,247 28,964

貸倒引当金繰入額 4,478 －

退職給付費用 63,660 68,220

役員退職慰労引当金繰入額 19,104 14,454

その他 798,034 978,974

販売費及び一般管理費合計 1,823,690 1,948,193

営業利益 392,073 1,172,339

営業外収益   

受取利息 4,811 5,363

受取配当金 40,361 43,891

持分法による投資利益 － 20,671

その他 56,957 60,879

営業外収益合計 102,130 130,805

営業外費用   

支払利息 117,582 107,170

持分法による投資損失 9,595 －

その他 74,650 45,153

営業外費用合計 201,828 152,324

経常利益 292,375 1,150,821

特別利益   

固定資産売却益 － 5,797

関係会社株式売却益 － 0

貸倒引当金戻入額 － 14,394

特別利益合計 － 20,192

特別損失   

固定資産除売却損 6,071 7,155

投資有価証券評価損 － 61,058

投資有価証券売却損 － 169

関係会社株式売却損 0 －

訴訟関連損失 － 7,000

特別損失合計 6,071 75,383

税金等調整前四半期純利益 286,303 1,095,629

法人税、住民税及び事業税 130,100 298,856

法人税等調整額 59,504 61,057

法人税等合計 189,604 359,913

少数株主損益調整前四半期純利益 － 735,715

少数株主利益 42,053 46,132

四半期純利益 54,645 689,583
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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) 

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 286,303 1,095,629

減価償却費 618,368 570,659

貸倒引当金の増減額（△は減少） 4,478 △18,542

退職給付引当金の増減額（△は減少） 114,306 79,358

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △75,047 14,454

賞与引当金の増減額（△は減少） △101,854 △107,620

受取利息及び受取配当金 △45,172 △49,254

支払利息 117,582 107,170

投資有価証券売却損益（△は益） － 169

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） － 61,058

持分法による投資損益（△は益） 9,595 △20,671

有形固定資産除売却損益（△は益） 6,071 1,358

売上債権の増減額（△は増加） △2,159,333 △531,483

たな卸資産の増減額（△は増加） △220,801 △186,128

仕入債務の増減額（△は減少） 2,302,534 320,608

未払消費税等の増減額（△は減少） 50,971 43,733

その他 200,672 39,104

小計 1,108,676 1,419,605

利息及び配当金の受取額 45,172 49,254

利息の支払額 △126,280 △104,022

法人税等の支払額 △43,088 △363,134

営業活動によるキャッシュ・フロー 984,480 1,001,703

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 △448,100 △435,100

定期預金の払戻による収入 477,100 435,100

投資有価証券の取得による支出 △7,175 △7,285

投資有価証券の売却による収入 － 554

関係会社株式の売却による収入 0 －

有形固定資産の取得による支出 △194,679 △185,647

有形固定資産の売却による収入 874 6,061

無形固定資産の取得による支出 △4,860 △2,288

無形固定資産の売却による収入 688 －

貸付けによる支出 △400 －

貸付金の回収による収入 6,638 6,987

その他 29,605 △2,040

投資活動によるキャッシュ・フロー △140,308 △183,657
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（単位：千円）

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) 

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 3,072,410 1,123,435

短期借入金の返済による支出 △3,743,657 △1,085,634

長期借入れによる収入 2,275,000 300,000

長期借入金の返済による支出 △1,247,160 △1,367,805

社債の償還による支出 △85,120 △85,120

自己株式の取得による支出 △374 △271

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 208,249 △1,193,983

現金及び現金同等物に係る換算差額 3,621 △21,882

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,056,043 △397,820

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 2,610,904 2,331,537
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（4）継続企業の前提に関する注記

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）
　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）
　該当事項はありません。
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