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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

24年3月期第2四半期 48,138 3.5 3,105 △23.9 3,466 △14.5 2,144 △16.4

23年3月期第2四半期 46,507 7.8 4,082 △17.9 4,054 △17.5 2,565 △1.6

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 2,318百万円 （97.5％） 23年3月期第2四半期 1,173百万円 （―％）

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

24年3月期第2四半期 31.19 ―

23年3月期第2四半期 37.31 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第2四半期 103,826 50,587 45.6
23年3月期 100,305 48,874 45.6

（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  47,320百万円 23年3月期  45,744百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

23年3月期 ― 6.00 ― 7.00 13.00
24年3月期 ― 6.00

24年3月期（予想） ― 7.00 13.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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 95,000 △1.7 5,700 △35.4 6,000 △34.2 3,500 △38.6 50.91



(1) 当四半期連結累計期間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）  ：  無  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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、（添付資料）２ページ 「１．当四半期決算に関する定性的情報 （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

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無

② ①以外の会計方針の変更   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  無

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期2Q 69,068,822 株 23年3月期 69,068,822 株

② 期末自己株式数 24年3月期2Q 333,832 株 23年3月期 330,710 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 68,736,616 株 23年3月期2Q 68,745,802 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計期間における世界経済は、日本が東日本大震災による生産の落ち込みから立ち直りを見せ

ながらも、欧州債務危機をはじめ米国経済の不振や新興国の金融引き締めなどによる需要の低迷により、景気減速

傾向を強めつつ推移しました。 

 当社グループを巡る経営環境としましては、世界経済の減速に加え、歴史的円高の継続により売上、利益ともに

縮小するなど、総じて厳しいものとなりました。うち、船舶分野では、新造船建造量が世界的には概ね前年同期レ

ベルとなりましたが、海外売上高の円換算額が目減りし、また工業分野では、海外の建設需要は堅調であったもの

の、国内は震災の影響によりインフラ・プラント投資に一時的な下方調整が生じました。一方、コンテナ分野で

は、コンテナボックス生産が概ね安定した回復基調を維持しました。 

 このような経営環境の中、当第２四半期連結累計期間における当社グループの売上高は、48,138百万円（前年同

期比3.5％増）となりました。その一方、原材料価格が当期を通じて高値で推移したことから、営業利益は3,105百

万円（同23.9％減）、経常利益は3,466百万円（同14.5％減）となり、四半期純利益は2,144百万円（同16.4％減）

となりました。 

  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期末の総資産は前連結会計年度末に比べ3,520百万円増加の103,826百万円となりました。 

① 資産 

 流動資産は前連結会計年度末に比べ4,064百万円増加の74,135百万円となりました。主な増加要因は、現金及び

預金の増加（3,013百万円）や商品及び製品の増加（421百万円）であります。 

 固定資産は前連結会計年度末に比べ544百万円減少の29,691百万円となりました。主な減少要因は、投資有価証

券の減少（450百万円）であります。 

② 負債 

 流動負債は前連結会計年度末に比べ1,778百万円増加の46,923百万円となりました。主な要因は、短期借入金の

増加（4,193百万円）や支払手形及び買掛金の減少（1,784百万円）であります。 

 固定負債は前連結会計年度末に比べ29百万円増加の6,315百万円となりました。主な要因は、退職給付引当金の

増加（94百万円）や長期借入金の減少（48百万円）であります。 

③ 純資産 

 純資産は前連結会計年度末に比べ1,713百万円増加の50,587百万円となりました。主な増加要因は、四半期純利

益の計上などによる利益剰余金の増加（1,662百万円）であります。 

   

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 連結業績予想につきましては、平成23年10月25日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照くださ

い。 

  

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

該当事項はありません。  

   

  

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

該当事項はありません。   

  

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

該当事項はありません。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（その他）に関する事項
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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）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 12,412 15,426

受取手形及び売掛金 41,758 41,996

有価証券 607 800

商品及び製品 7,973 8,395

仕掛品 390 368

原材料及び貯蔵品 5,793 6,150

繰延税金資産 826 757

その他 1,097 945

貸倒引当金 △789 △706

流動資産合計 70,070 74,135

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 6,593 6,513

機械装置及び運搬具（純額） 2,980 2,850

土地 13,131 13,133

その他（純額） 778 923

有形固定資産合計 23,484 23,420

無形固定資産 878 789

投資その他の資産   

投資有価証券 4,708 4,257

繰延税金資産 453 530

その他 756 739

貸倒引当金 △46 △46

投資その他の資産合計 5,872 5,481

固定資産合計 30,235 29,691

資産合計 100,305 103,826
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 17,368 15,584

短期借入金 19,529 23,723

1年内返済予定の長期借入金 1,147 1,122

未払金 3,097 2,896

未払法人税等 1,225 858

賞与引当金 93 206

役員賞与引当金 － 43

製品保証引当金 105 113

その他 2,577 2,374

流動負債合計 45,145 46,923

固定負債   

長期借入金 1,920 1,871

長期未払金 293 297

繰延税金負債 32 34

再評価に係る繰延税金負債 3,026 3,026

退職給付引当金 604 698

その他 408 386

固定負債合計 6,285 6,315

負債合計 51,431 53,238

純資産の部   

株主資本   

資本金 11,626 11,626

資本剰余金 7,783 7,783

利益剰余金 30,547 32,210

自己株式 △201 △203

株主資本合計 49,756 51,417

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 47 △360

土地再評価差額金 3,168 3,168

為替換算調整勘定 △7,228 △6,904

その他の包括利益累計額合計 △4,011 △4,096

少数株主持分 3,129 3,267

純資産合計 48,874 50,587

負債純資産合計 100,305 103,826
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（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22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 46,507 48,138

売上原価 32,319 35,336

売上総利益 14,188 12,801

販売費及び一般管理費 10,105 9,696

営業利益 4,082 3,105

営業外収益   

受取利息 49 54

受取配当金 114 94

受取ロイヤリティー 33 39

技術指導料 65 53

その他 132 344

営業外収益合計 395 585

営業外費用   

支払利息 131 175

為替差損 147 －

その他 145 49

営業外費用合計 424 224

経常利益 4,054 3,466

特別利益   

固定資産売却益 4 0

投資有価証券売却益 112 －

貸倒引当金戻入額 51 －

製品保証引当金戻入額 16 －

その他 3 －

特別利益合計 188 0

特別損失   

投資有価証券評価損 299 －

関係会社整理損 － 5

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 28 －

会員権評価損 － 9

その他 1 0

特別損失合計 329 16

税金等調整前四半期純利益 3,914 3,450

法人税、住民税及び事業税 988 1,039

法人税等調整額 15 53

法人税等合計 1,004 1,093

少数株主損益調整前四半期純利益 2,910 2,357

少数株主利益 345 213

四半期純利益 2,565 2,144

－ 5 －

中国塗料㈱(4617)　平成24年３月期　第２四半期決算短信



（四半期連結包括利益計算書） 
（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22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 2,910 2,357

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △462 △408

為替換算調整勘定 △1,274 369

その他の包括利益合計 △1,736 △39

四半期包括利益 1,173 2,318

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 994 2,059

少数株主に係る四半期包括利益 178 259
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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22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23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 3,914 3,450

減価償却費 801 767

のれん償却額 10 12

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 28 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △60 △104

退職給付引当金の増減額（△は減少） 23 90

その他の引当金の増減額（△は減少） 9 159

受取利息及び受取配当金 △164 △148

支払利息 131 175

為替差損益（△は益） 60 △228

固定資産除売却損益（△は益） 18 2

投資有価証券売却損益（△は益） △112 －

投資有価証券評価損益（△は益） 299 －

売上債権の増減額（△は増加） △3,361 271

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,552 △574

未払又は未収消費税等の増減額 59 △171

仕入債務の増減額（△は減少） 4,493 △1,921

その他 △97 △391

小計 4,503 1,389

利息及び配当金の受取額 163 147

利息の支払額 △130 △170

法人税等の支払額 △2,924 △1,197

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,611 168

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 △1,416 △833

定期預金の払戻による収入 908 896

固定資産の取得による支出 △760 △494

固定資産の売却による収入 6 0

有価証券の純増減額（△は増加） △532 △12

投資有価証券の取得による支出 △9 △13

投資有価証券の売却による収入 230 －

その他 △28 △14

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,601 △470

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） △1,235 4,404

長期借入れによる収入 900 －

長期借入金の返済による支出 △759 △73

自己株式の取得による支出 △2 △1

配当金の支払額 △480 △480

少数株主への配当金の支払額 △166 △121

その他 △27 △25

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,772 3,701

現金及び現金同等物に係る換算差額 △219 △175

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,981 3,224

現金及び現金同等物の期首残高 14,547 11,825

現金及び現金同等物の四半期末残高 12,565 15,049
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 該当事項はありません。  

  

  

〔セグメント情報〕  

Ⅰ 前第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）  

１．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 

（単位：百万円）

  

２．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） 

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

  

  

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年９月30日） 

１．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 

（単位：百万円）

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

  日本 中国 韓国 東南アジア 欧州・米国 合計

売上高          

 外部顧客への売上高  20,327  13,185  5,500  3,270  4,223  46,507

 セグメント間の内部 

 売上高又は振替高 
 2,798  2,364  104  1,407  260  6,936

計  23,126  15,550  5,605  4,677  4,484  53,443

セグメント利益又は 

損失（△） 
 2,057  481  603  373  △378  3,139

（単位：百万円）

 利益 金額

報告セグメント合計   3,139

セグメント間取引消去  1,728

全社費用（注）  △784

四半期連結損益計算書の営業利益  4,082

  日本 中国 韓国 東南アジア 欧州・米国 合計

売上高          

 外部顧客への売上高  18,932  17,051  4,225  3,716  4,212  48,138

 セグメント間の内部 

 売上高又は振替高 
 2,017  2,049  116  1,496  336  6,016

計  20,949  19,100  4,341  5,212  4,549  54,154

セグメント利益又は 

損失（△） 
 1,098  1,266  53  425  △404  2,439
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２．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） 

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

  

  

  該当事項はありません。  

  

（単位：百万円）

 利益 金額

報告セグメント合計   2,439

セグメント間取引消去  1,413

全社費用（注）  △747

四半期連結損益計算書の営業利益  3,105

（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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販売実績  

前第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）        （単位：百万円）

（注） 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年９月30日）        （単位：百万円）

（注） 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

４．補足情報

  

  

日本 

  

  

中国 

  

  

韓国 

  

東南 

アジア 

欧州 
・ 
米国  

計

船舶用塗料  16,973  9,179  5,495  1,829  4,061  37,539

工業用塗料  3,160  751  4  1,180  85  5,182

コンテナ用塗料  ―  3,254  ―  260  76  3,592

その他  193  ―  ―  ―  ―  193

計  20,327  13,185  5,500  3,270  4,223  46,507

  

  

日本 

  

  

中国 

  

  

韓国 

  

東南 

アジア 

欧州 
・ 
米国 

計

船舶用塗料  15,898  9,520  4,213  2,044  4,040  35,719

工業用塗料  2,849  769  11  1,312  76  5,020

コンテナ用塗料  ―  6,760  ―  359  95  7,215

その他  184  ―  ―  ―  ―  184

計  18,932  17,051  4,225  3,716  4,212  48,138
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