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1.  平成24年10月期第2四半期の連結業績（平成23年11月1日～平成24年4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10月期第2四半期 6,571 4.0 407 △28.9 444 △26.5 209 △18.2
23年10月期第2四半期 6,319 8.9 573 △0.6 604 △0.3 256 △11.7

（注）包括利益 24年10月期第2四半期 335百万円 （△4.8％） 23年10月期第2四半期 352百万円 （―％）

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10月期第2四半期 28.61 ―
23年10月期第2四半期 34.97 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年10月期第2四半期 17,050 12,939 71.1
23年10月期 16,965 12,662 70.3
（参考） 自己資本   24年10月期第2四半期  12,130百万円 23年10月期  11,925百万円

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10月期 ― 8.00 ― 8.00 16.00
24年10月期 ― 8.00
24年10月期（予想） ― 8.00 16.00

3.  平成24年10月期の連結業績予想（平成23年11月1日～平成24年10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 14,000 7.3 1,150 3.5 1,180 1.7 570 9.9 77.83



(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）  ：  有  

(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、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は終了しておりません。 

※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等については、四半期決算短信［添付資料］３ページ「１．当四半期に
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

新規 1社 （社名） 耐塗可精細化工（青島）有限公司 、 除外 ―社 （社名）

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10月期2Q 7,324,800 株 23年10月期 7,324,800 株
② 期末自己株式数 24年10月期2Q 847 株 23年10月期 782 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年10月期2Q 7,323,996 株 23年10月期2Q 7,324,018 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わが国経済は、東日本大震災からの復興が進み、景気は緩やかに持ち直しつ

つあるものの、欧州の債務危機や円高の長期化等もあり引続き予断を許さない状況で推移いたしました。  

 このような経済状況のもとで、当社グループは新規顧客の獲得に向けた営業活動を積極的に展開するとともに、

顧客ニーズに即した環境対応型製品や高機能性樹脂製品の開発に注力いたしました。その結果、当第２四半期連結

累計期間の業績は、売上高 百万円（前年同期比4.0％増）となりました。 

 一方、利益面におきましては、経費削減に努めたものの、原材料価格が高値水準で推移した影響を受け、営業利

益 百万円（前年同期比28.9％減）、経常利益 百万円（前年同期比26.5％減）、四半期純利益 百万円（前

年同期比18.2％減）となりました。 

 セグメント業績は、次のとおりであります。 

 ①塗料事業 

 金属用塗料分野では、工作機械関連を中心とした海外需要の拡大や環境対応型塗料の拡販等により、売上高

は前年同期に比べ増加いたしました。木工建材用塗料分野では、塗装レス製品の需要割合が増加した影響を受

け、売上高は前年同期に比べ減少いたしました。無機建材用塗料分野では、大手ユーザーの需要が堅調に推移

したことにより、売上高は前年同期に比べ増加いたしました。その他の分野では、樹脂素材分野においては、

携帯情報端末メーカー向けで新規ユーザーに採用され、また、シンナーにおいては、前連結会計年度で見直し

た販売体制のもと、積極的な営業活動を展開した結果、新規ユーザーの取引が増加し、売上高は前年同期に比

べ大きく増加いたしました。 

 その結果、塗料事業における当第２四半期連結累計期間の売上高は 百万円（前年同期比9.3％増）、セ

グメント利益は 百万円（前年同期比12.7％減）となりました。   

 ②ファインケミカル事業 

 ＬＣＤ用微粒子及び化成品における光学材料向けコーティング材やシリコン系表面機能材料は、海外メーカ

ーの在庫調整の影響を受け、需要が著しく減少したため、売上高は前年同期に比べ大幅に減少いたしました。 

 その結果、ファインケミカル事業における当第２四半期連結累計期間の売上高は 百万円（前年同期比

27.5％減）、セグメント利益は 百万円（前年同期比55.6％減）となりました。  

 ③産業廃棄物収集運搬・処分事業 

 産業廃棄物収集運搬・処分におきましては、積極的な営業活動による新規ユーザーの獲得で、廃棄物の取扱

量が増加し、売上高は前年同期に比べ増加いたしました。 

 その結果、産業廃棄物収集運搬・処分事業における当第２四半期連結累計期間の売上高は 百万円（前年同

期比32.0％増）、セグメント利益は 百万円（前年同期比9.2％減）となりました。  

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

①資産、負債及び純資産の状況  

（資産） 

 当第２四半期連結会計期間末における流動資産は 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 百万円増

加いたしました。これは主に有価証券が 百万円減少したものの、商品及び製品が 百万円、原材料及び貯蔵

品が 百万円増加したことによるものであります。固定資産は 百万円となり、前連結会計年度末に比べ

百万円減少いたしました。これは主に無形固定資産が 百万円増加したものの、有形固定資産が 百万円減

少したことによるものであります。 

 この結果、資産合計は 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 百万円増加いたしました。 

（負債） 

 当第２四半期連結会計期間末における流動負債は 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 百万円減少

いたしました。これは主に支払手形及び買掛金が 百万円、未払金が 百万円減少したことによるものでありま

す。固定負債は 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 百万円増加いたしました。 

 この結果、負債合計は 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 百万円減少いたしました。 

（純資産）   

  当第２四半期連結会計期間末における純資産の合計は 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 百万

円増加いたしました。これは主に利益剰余金が 百万円、その他有価証券評価差額金が 百万円、少数株主持

分が 百万円増加したことによるものであります。 

 この結果、自己資本比率は71.1％（前連結会計年度末は70.3％）となりました。  

１．当四半期決算に関する定性的情報
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②キャッシュ・フローの状況  

 当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比

べ 百万円増加し、 百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果得られた資金は 百万円（前年同期は 百万円の収入）となりました。これは主に税金等調

整前四半期純利益 百万円、減価償却費 百万円による資金の増加とたな卸資産の増加 百万円、仕入債務

の減少 百万円、法人税等の税金の支払 百万円による資金の減少によるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果得られた資金は 百万円（前年同期は 百万円の支出）となりました。これは主に資金運用

における定期預金の払戻、有価証券の償還、投資有価証券及び信託受益権の売却による収入 百万円による

資金の増加と有形固定資産の取得による支出 百万円、無形固定資産の取得による支出 百万円、定期預金の

預入、有価証券の取得、投資有価証券及び信託受益権の取得による支出 百万円による資金の減少によるも

のであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果使用した資金は 百万円（前年同期は 百万円の支出）となりました。これは主に配当金の支

払 百万円による資金の減少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 

  平成24年10月期の連結業績予想につきましては、平成23年12月12日に公表いたしました「平成23年10月期 決算

短信〔日本基準〕（連結）」に記載の業績予想から変更はありません。 

     

   

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 当第２四半期連結累計期間において、耐涂可精細化工（青岛）有限公司を新たに設立し、連結の範囲に含めてお

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。   

  

   

 該当事項はありません。 
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３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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４．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年10月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年４月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,344,065 5,302,707

受取手形及び売掛金 4,356,549 4,377,431

有価証券 199,800 100,000

商品及び製品 744,554 858,124

仕掛品 39,225 31,862

原材料及び貯蔵品 328,324 458,739

繰延税金資産 120,450 123,592

その他 551,950 638,866

貸倒引当金 △4,296 △4,152

流動資産合計 11,680,622 11,887,172

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,114,108 2,067,932

機械装置及び運搬具（純額） 759,667 655,931

土地 1,713,470 1,713,470

その他（純額） 130,736 100,798

有形固定資産合計 4,717,982 4,538,132

無形固定資産 134,797 220,657

投資その他の資産   

投資有価証券 271,118 248,387

繰延税金資産 9,896 8,352

その他 231,670 215,390

貸倒引当金 △80,213 △67,430

投資その他の資産合計 432,471 404,700

固定資産合計 5,285,250 5,163,491

資産合計 16,965,873 17,050,663

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,737,549 2,648,235

未払法人税等 206,589 176,961

賞与引当金 212,339 204,020

役員賞与引当金 29,950 16,200

その他 650,096 583,478

流動負債合計 3,836,524 3,628,896

固定負債   

繰延税金負債 32,087 36,987

退職給付引当金 79,424 78,733

役員退職慰労引当金 210,604 220,819

その他 144,283 146,197

固定負債合計 466,399 482,737

負債合計 4,302,923 4,111,633
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年10月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年４月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,626,340 1,626,340

資本剰余金 2,288,760 2,288,760

利益剰余金 8,007,621 8,158,558

自己株式 △2,537 △2,582

株主資本合計 11,920,184 12,071,076

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △1,537 41,423

為替換算調整勘定 6,646 17,863

その他の包括利益累計額合計 5,109 59,287

少数株主持分 737,655 808,666

純資産合計 12,662,949 12,939,029

負債純資産合計 16,965,873 17,050,663
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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：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年11月１日 
 至 平成23年４月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年11月１日 
 至 平成24年４月30日) 

売上高 6,319,575 6,571,300

売上原価 4,605,098 5,017,681

売上総利益 1,714,476 1,553,618

販売費及び一般管理費 1,141,249 1,145,979

営業利益 573,227 407,639

営業外収益   

受取利息 5,636 4,206

受取配当金 1,187 2,379

有価証券評価益 10,202 －

貸倒引当金戻入額 － 12,927

為替差益 4,672 11,619

その他 16,132 10,221

営業外収益合計 37,831 41,354

営業外費用   

支払利息 552 19

売上割引 5,156 4,648

その他 824 0

営業外費用合計 6,533 4,668

経常利益 604,525 444,326

特別利益   

固定資産売却益 15 3,015

貸倒引当金戻入額 5,656 －

投資有価証券売却益 － 1,575

特別利益合計 5,672 4,590

特別損失   

固定資産処分損 1,145 3,707

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 15,617 －

特別損失合計 16,762 3,707

税金等調整前四半期純利益 593,435 445,208

法人税、住民税及び事業税 235,722 170,220

法人税等調整額 41,889 △6,177

法人税等合計 277,612 164,043

少数株主損益調整前四半期純利益 315,823 281,165

少数株主利益 59,735 71,636

四半期純利益 256,088 209,529
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（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：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年11月１日 
 至 平成23年４月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年11月１日 
 至 平成24年４月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 315,823 281,165

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 28,275 42,935

為替換算調整勘定 7,983 11,216

その他の包括利益合計 36,259 54,151

四半期包括利益 352,082 335,317

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 292,141 263,706

少数株主に係る四半期包括利益 59,940 71,610

ナトコ㈱（4627）　平成24年10月期 第２四半期決算短信

- 7 -



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年11月１日 
 至 平成23年４月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年11月１日 
 至 平成24年４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 593,435 445,208

減価償却費 252,881 261,693

貸倒引当金の増減額（△は減少） △5,656 △12,927

退職給付引当金の増減額（△は減少） △2,341 △691

受取利息及び受取配当金 △6,823 △6,585

支払利息 552 19

投資有価証券売却損益（△は益） － △1,575

有価証券評価損益（△は益） △10,202 －

固定資産処分損益（△は益） 1,046 3,076

固定資産売却損益（△は益） △15 △3,015

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 15,617 －

為替差損益（△は益） △1,309 △11,280

売上債権の増減額（△は増加） 18,047 △11,987

たな卸資産の増減額（△は増加） △238,888 △230,531

仕入債務の増減額（△は減少） 224,984 △96,868

その他 △57,289 49,078

小計 784,037 383,614

利息及び配当金の受取額 4,738 3,137

利息の支払額 △0 －

法人税等の支払額 △472,202 △199,492

営業活動によるキャッシュ・フロー 316,573 187,258

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 △573,003 △586,008

定期預金の払戻による収入 412,000 786,003

有価証券の取得による支出 △399,549 △200,000

有価証券の償還による収入 499,026 299,600

信託受益権の取得による支出 △1,100,000 △1,332,571

信託受益権の売却による収入 1,000,549 1,246,388

有形固定資産の取得による支出 △149,266 △173,990

有形固定資産の売却による収入 572 3,145

無形固定資産の取得による支出 △31,909 △107,258

投資有価証券の取得による支出 △679 △736

投資有価証券の売却による収入 － 77,400

関係会社短期貸付金の貸付による支出 △23,000 △23,000

関係会社短期貸付金の回収による収入 23,000 23,000

関係会社長期貸付金の回収による収入 15,600 16,800

差入保証金の差入による支出 △140 △249

差入保証金の回収による収入 268 134

その他 △1,862 △1,862

投資活動によるキャッシュ・フロー △328,395 26,794
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年11月１日 
 至 平成23年４月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年11月１日 
 至 平成24年４月30日) 

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） 37,380 －

自己株式の取得による支出 － △44

配当金の支払額 △58,557 △58,630

少数株主への配当金の支払額 － △600

財務活動によるキャッシュ・フロー △21,177 △59,275

現金及び現金同等物に係る換算差額 △280 3,858

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △33,279 158,636

現金及び現金同等物の期首残高 4,182,101 4,508,062

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,148,821 4,666,698
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 該当事項はありません。   

   

   

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自平成22年11月１日 至平成23年４月30日） 

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：千円）

（注）１．セグメント利益の調整額 千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全

社費用は、報告セグメントに帰属しない本社の管理部門における一般管理費であります。 

   ２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自平成23年11月１日 至平成24年４月30日） 

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：千円）

（注）１．セグメント利益の調整額 千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全

社費用は、主に報告セグメントに帰属しない本社の管理部門における一般管理費であります。 

   ２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

   

 該当事項はありません。 

   

   

  該当事項はありません。 

   

   

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

   報告セグメント  

調整額 
（注）1 

四半期連結
損益計算書
計上額 
（注）２   塗料事業  

ファインケ
ミカル事業

産業廃棄物
収集運搬・
処分事業  

計 

売上高              

(1）外部顧客への売上高  5,275,751  959,610  84,213  6,319,575  －  6,319,575

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 －  －  －  － ( ) －  －

計  5,275,751  959,610  84,213  6,319,575 ( ) －  6,319,575

セグメント利益  666,717  185,772  19,930  872,420  (299,193)  573,227

299,193

   報告セグメント  

調整額 
（注）1 

四半期連結
損益計算書
計上額 
（注）２   塗料事業  

ファインケ
ミカル事業

産業廃棄物
収集運搬・
処分事業  

計 

売上高              

(1）外部顧客への売上高  5,764,735  695,401  111,164  6,571,300  －  6,571,300

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 －  －  －  － ( ) －  －

計  5,764,735  695,401  111,164  6,571,300 ( ) －  6,571,300

セグメント利益  582,114  82,453  18,102  682,670  (275,030)  407,639

275,030

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（７）重要な後発事象
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