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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 179,470 11.3 16,985 24.1 19,337 26.5 10,507 30.7
22年3月期第3四半期 161,279 △15.1 13,690 7.9 15,280 4.6 8,040 △14.1

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 39.57 ―

22年3月期第3四半期 30.28 ―

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 272,505 184,215 60.2 618.11
22年3月期 270,373 181,036 59.6 607.24

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  164,172百万円 22年3月期  161,230百万円

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 ― 5.00 ― 5.00 10.00
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 240,000 7.9 22,000 7.3 24,500 8.4 13,100 10.7 49.33



(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、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を実施しております。 

※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、
潜在的なリスクや不確定な要素が含まれているため、実際の業績が予想数値と異なる可能性があります。なお、業績予想に関する事項は、四半期決算短
信[添付資料]Ｐ．３「（３）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。）

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  272,623,270株 22年3月期  272,623,270株

② 期末自己株式数 23年3月期3Q  7,020,366株 22年3月期  7,110,603株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q  265,560,984株 22年3月期3Q  265,539,908株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期累計期間における世界経済は、各国での景気刺激策の効果もあり、緩やかな回復が続きました。ア

ジア地域では、インド、中国を中心に内需拡大が続きました。欧米では、高い失業率や、金融システムに対する不

安が続き、回復基調は緩やかなものとなりました。わが国においては、各種政策効果などにより持ち直しが続きま

したが、円高の進行などにより、期間の後半には景気は足踏み状態となりました。 

 当社グループの連結業績につきましては、インド、中国を中心としたアジア地域での需要回復もあり、売上が伸

長いたしました。また、新興国でのインフレの進行や、原材料価格の高騰が懸念されるなか、引き続きトータルコ

スト低減に向けた取組みなどにより、収益向上につとめました。 

 これらの結果、当社グループの当第３四半期累計期間における売上高は1,794億70百万円（前年同期比11.3％

増）、営業利益は169億85百万円（前年同期比24.1％増）、経常利益は193億37百万円（前年同期比26.5％増）、四

半期純利益は105億7百万円（前年同期比30.7％増）となりました。 

  

 セグメントの状況は以下のとおりであります。 

  

≪日本≫ 

 自動車分野では、売上は前年を上回りましたが、後半は、エコカー補助金制度の終了もあり生産台数の減少の影

響を受ける状況となりました。補修用塗料では、環境配慮型主力製品や調色システムの採用拡大につとめました結

果、売上が伸長いたしました。工業分野では、建設機械の国内外での需要回復や、猛暑の影響による飲料用塗装缶

の増産もあり、売上は伸長いたしました。建築分野では、大型集合住宅の塗替工事の受注活動に注力するととも

に、新規の環境対応型塗料を市場に投入するなど、売上の確保につとめました。船舶分野では、外航船の塗替需要

が回復基調で推移しましたが、売上は前年を下回る状況となりました。鉄構分野では、官民の設備投資が引き続き

低調に推移するなか、橋梁市場での物件受注に注力いたしました。 

 これらの結果、当セグメントの売上高は1,118億52百万円となりました。 

  

≪インド≫ 

 自動車分野では、需要回復に伴って現地及び日系メーカーが生産を拡大させたこともあり、売上は伸長いたしま

した。また、内需を中心とした需要拡大により、建築分野の売上が伸長いたしました。 

 これらの結果、当セグメントの売上高は297億62百万円となりました。 

  

≪アジア≫ 

 中国、タイ等において、自動車分野では引き続き生産台数が増加したことにより、工業分野では建設機械を中心

とした需要の回復により、それぞれ売上が伸長いたしました。 

 これらの結果、当セグメントの売上高は301億54百万円となりました。 

  

≪欧州≫ 

 工業分野において顧客の生産が順調に推移したことにより、トルコでの売上が伸長いたしました。 

 当セグメントの売上高は73億15百万円となりました。 

  

≪その他≫ 

 北米において、引き続き日系自動車メーカーでの生産回復もあり、順調に推移いたしました。 

 当セグメントの売上高は3億85百万円となりました。   

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（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における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ65億51百万円減少し、

339億96百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第３四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益191億

72百万円、減価償却費52億29百万円及び仕入債務の増加45億99百万円などの収入に対し、売上債権の増加63億19

百万円、たな卸資産の増加20億64百万円及び法人税等の支払額81億37百万円などの支出により、前年同期比22億

40百万円減少の106億65百万円となりました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第３四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得41億45百万

円、投資有価証券の取得275億45百万円などの支出に対し、投資有価証券の売却207億7百万円などの収入によ

り、前年同期比52億94百万円減少の△127億90百万円となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第３四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、配当金の支払額26億64百万円、少

数株主への配当金の支払額10億15百万円などにより、前年同期比9億72百万円減少の△44億29百万円となりまし

た。  

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

  現時点では、平成22年５月14日発表の通期業績予想を変更しておりません。  

  

（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棚卸資産の評価方法  

当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を一部省略し第２四半期連結会計期間に係る

実地棚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  

固定資産の年度中の取得、売却及び除却等の見積りを考慮した予算を策定しているため、当該予算に基づく年間

償却予定額を期間按分して算定しております。 

  

③税金費用の計算  

税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引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、税引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、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。 

これによる、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微であります。 

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。  

   

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 35,250 41,183

受取手形及び売掛金 76,129 70,162

商品及び製品 13,990 13,757

仕掛品 2,960 3,064

原材料及び貯蔵品 8,033 6,815

その他 6,710 6,102

貸倒引当金 △925 △1,071

流動資産合計 142,150 140,013

固定資産   

有形固定資産 56,767 58,427

無形固定資産 2,543 2,379

投資その他の資産   

投資有価証券 59,107 56,254

その他 12,326 13,736

貸倒引当金 △391 △438

投資その他の資産合計 71,043 69,552

固定資産合計 130,355 130,359

資産合計 272,505 270,373
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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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 54,426 50,041

短期借入金 888 1,321

1年内返済予定の長期借入金 462 590

未払法人税等 2,285 4,605

賞与引当金 2,109 3,426

その他 10,464 10,449

流動負債合計 70,636 70,435

固定負債   

長期借入金 464 811

退職給付引当金 6,286 6,089

その他 10,901 12,000

固定負債合計 17,652 18,901

負債合計 88,289 89,337

純資産の部   

株主資本   

資本金 25,658 25,658

資本剰余金 27,154 27,154

利益剰余金 114,745 108,004

自己株式 △5,690 △5,704

株主資本合計 161,868 155,113

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 12,115 13,091

為替換算調整勘定 △9,810 △6,975

評価・換算差額等合計 2,304 6,116

少数株主持分 20,042 19,805

純資産合計 184,215 181,036

負債純資産合計 272,505 270,373
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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 161,279 179,470

売上原価 112,735 126,930

売上総利益 48,543 52,540

販売費及び一般管理費 34,853 35,555

営業利益 13,690 16,985

営業外収益   

受取利息 207 127

受取配当金 782 818

保険配当金 195 147

持分法による投資利益 318 1,318

雑収入 759 748

営業外収益合計 2,264 3,161

営業外費用   

支払利息 79 80

たな卸資産廃棄損 187 165

支払補償費 163 －

為替差損 － 289

雑支出 242 275

営業外費用合計 673 810

経常利益 15,280 19,337

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 36

固定資産売却益 76 18

投資有価証券売却益 9 28

負ののれん発生益 － 188

特別利益合計 85 271

特別損失   

固定資産除却損 100 190

固定資産圧縮損 61 －

関係会社株式売却損 － 209

投資有価証券評価損 － 36

特別損失合計 162 436

税金等調整前四半期純利益 15,203 19,172

法人税等 4,918 6,049

少数株主損益調整前四半期純利益 － 13,123

少数株主利益 2,243 2,615

四半期純利益 8,040 10,507
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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 15,203 19,172

減価償却費 5,165 5,229

のれん償却額 28 56

退職給付引当金の増減額（△は減少） △169 276

貸倒引当金の増減額（△は減少） 304 △146

受取利息及び受取配当金 △990 △946

支払利息 79 80

持分法による投資損益（△は益） △318 △1,318

投資有価証券評価損益（△は益） － 36

固定資産除売却損益（△は益） 86 172

売上債権の増減額（△は増加） △11,409 △6,319

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,733 △2,064

仕入債務の増減額（△は減少） 8,056 4,599

その他 1,518 △917

小計 14,821 17,910

利息及び配当金の受取額 1,156 972

利息の支払額 △77 △80

法人税等の支払額 △2,995 △8,137

営業活動によるキャッシュ・フロー 12,905 10,665

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の取得による支出 △21,796 △22,122

有価証券の売却による収入 21,796 22,122

有形固定資産の取得による支出 △4,389 △4,145

有形固定資産の売却による収入 99 60

無形固定資産の取得による支出 △164 △421

投資有価証券の取得による支出 △15,112 △27,545

投資有価証券の売却による収入 13,335 20,707

子会社株式の取得による支出 △70 △335

貸付けによる支出 △1,267 △1,154

貸付金の回収による収入 933 568

その他 △860 △524

投資活動によるキャッシュ・フロー △7,495 △12,790
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（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) 

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 968 1,693

短期借入金の返済による支出 △712 △2,105

長期借入れによる収入 200 －

長期借入金の返済による支出 △532 △470

自己株式の取得による支出 △27 △20

自己株式の売却による収入 1 2

配当金の支払額 △2,398 △2,664

少数株主への配当金の支払額 △957 △1,015

少数株主からの払込みによる収入 － 150

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,457 △4,429

現金及び現金同等物に係る換算差額 204 △265

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,156 △6,820

現金及び現金同等物の期首残高 31,422 40,548

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

－ 269

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 65 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 33,644 33,996
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  該当事項はありません。  

  

〔事業の種類別セグメント情報〕  

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） 

 事業の種類として「塗料事業」及び「その他事業」に区分しておりますが、全セグメントの売上高及び営業

利益の合計額に占める「塗料事業」の割合がいずれも90％を超えているため、事業の種類別セグメント情報の

記載を省略しております。 

〔所在地別セグメント情報〕  

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） 

 （注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２．各区分に属する主な国又は地域 

アジア……インド、タイ、中国、台湾等  アメリカ……米国  欧州……トルコ、英国  

  

〔海外売上高〕 

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） 

 （注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２．各区分に属する主な国又は地域 

アジア……インド、タイ、中国、台湾等  アメリカ……米国等  欧州……トルコ、英国等 

３．海外売上高は、当社及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。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  日本 アジア アメリカ 欧州 計
消去又は
全社 

連結

売上高（百万円）               

(1）外部顧客に対する売
上高  106,148  48,612  380  6,137  161,279  － 161,279 

(2）セグメント間の内部
売上高又は振替高  8,577  184  －  23  8,785  △8,785  －

計  114,725  48,797  380  6,160  170,064  △8,785 161,279 

営業利益（百万円）  6,828  6,167  32  688  13,716  △26 13,690 

  アジア アメリカ 欧州 計

Ⅰ 海外売上高（百万円）  53,840  1,822  6,824  62,486

Ⅱ 連結売上高（百万円）  －  －  － 161,279 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合(％)  33.4  1.1  4.2  38.7
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〔セグメント情報〕  

１．報告セグメントの概要  

 当社の報告セグメントは、当社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。 

 当社は、主に塗料の製造・販売を行っており、国内においては主として当社が、海外においては現地法人

がそれぞれ担当しております。現地法人はそれぞれ独立した経営単位であり、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、当社は、生産・販売体制を基礎とした地域別セグメントから構成されており、「日本」、「イン

ド」、「アジア」及び「欧州」の４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） 

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、米国・南アフリカ等の現地法

人の事業活動を含んでおります。 

２．セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去によるものであります。 

３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。 

４．日本、インド以外の各セグメントに属する主な国又は地域 

アジア……タイ、中国、マレーシア等 

欧州………トルコ、英国等 

  

（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。  

  

  

  

報告セグメント
その他
(注１)

合計 
調整額 
(注２) 

四半期連結
損益計算書
計上額 
(注３) 

日本 インド アジア 欧州 計

売上高（百万円）                   

(1）外部顧客への売上高  111,852  29,762  30,154  7,315  179,085  385  179,470  －  179,470

(2）セグメント間の内部
売上高又は振替高  9,802  11  185  19  10,018  －  10,018  △10,018  －

計  121,655  29,774  30,340  7,334  189,104  385  189,489  △10,018  179,470

セグメント利益（百万円）  10,376  3,844  4,470  351  19,042  293  19,336  0  19,337

（６）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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