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1.  平成25年3月期第2四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24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 ％

25年3月期第2四半期 7,694 3.3 151 ― 107 ― 23 ―
24年3月期第2四半期 7,450 △1.8 △123 ― △167 ― △245 ―

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 10百万円 （―％） 24年3月期第2四半期 △201百万円 （―％）

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

25年3月期第2四半期 0.74 ―
24年3月期第2四半期 △7.93 ―

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

25年3月期第2四半期 14,892 948 6.2 29.81
24年3月期 14,993 938 6.1 29.68
（参考） 自己資本 25年3月期第2四半期 919百万円 24年3月期 916百万円

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

24年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
25年3月期 ― 0.00
25年3月期（予想） ― 0.00 0.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25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 ： 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 15,200 1.9 180 ― 110 ― 30 ― 0.97



(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、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いません。

※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、当社と
してその実現を約束する趣旨のものではありません。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仮定等について
は、添付資料P.３「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」をご覧下さい。

※  注記事項

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） 25年3月期2Q 31,000,000 株 24年3月期 31,000,000 株
② 期末自己株式数 25年3月期2Q 160,315 株 24年3月期 158,771 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 30,840,237 株 24年3月期2Q 30,847,095 株
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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需要などにより緩やかな

回復基調にありましたが、欧州債務危機問題は依然として先行き不透明な状態が解消されておらず、ま

た、中国をはじめとして世界経済の減速感が強まるなど、全体としては厳しい状況で推移しました。

このような状況の下、当社グループは、新製品の開発・上市を急ぐとともに、引き続き環境配慮型塗

料（粉体塗料・水系塗料・弱溶剤系塗料等）及び電子部品向け高機能塗料などの高付加価値製品の拡販

に注力いたしました。また、原材料の見直しと設計・生産から物流までを含めたトータルコストダウン

に取り組むことにより売上原価の低減に努めました。その結果、当第２四半期連結累計期間の業績とい

たしましては、売上高は7,694百万円と前年同期に比べ244百万円(3.3%)の増加となり、営業利益は151

百万円（前年同期は123百万円の損失）、経常利益は107百万円（前年同期は167百万円の損失）、四半

期純利益は23百万円(前年同期は245百万円の損失)となりました。

セグメント別の概況は次の通りでございます。

①塗料事業

工業用塗料分野では、注力している環境配慮型塗料の粉体塗料及び電子部品向け高機能塗料並びに溶

剤系焼付塗料の売上高は堅調に推移しました。

汎用塗料分野では、屋根用、床用を主とした水系塗料及び弱溶剤系塗料の環境配慮型塗料並びに建設

機械用塗料を主に順調に売上を伸ばしました。

防食塗料分野では、新設橋梁工事での売上増加、また、道路用塗料分野では、一部地域での公共工事

の増加により、前年同期以上の売上を確保しました。

これらの結果、塗料事業の売上高は5,822百万円と前年同期に比べ249百万円(4.5%)の増加となり、セ

グメント利益は64百万円(前年同期は105百万円の損失)となりました。

②化成品事業

自動車関連用アクリルゴムにつきましては、高耐熱高機能化に対応したことから、国内売上は大きく

伸長しましたが、海外売上は、欧州の景気後退の影響等によるアジア地区での自動車関連の需要減少に

より、前年同期には及びませんでした。

これらの結果、化成品事業の売上高は1,872百万円と前年同期に比べ５百万円(0.3%)の減少となりま

したが、セグメント利益は、295百万円と前年同期に比べ106百万円(56.5%)の増加となりました。

当第２四半期連結会計期間における総資産は、前連結会計年度に比べて101百万円減少し14,892百万

円となりました。資産の減少は、主にたな卸資産の減少及び投資有価証券の時価が下がったことによる

ものであります。

負債については、前連結会計年度に比べ111百万円減少し13,945百万円となりました。負債の減少

は、主に仕入債務の減少によるものであります。

純資産については、前連結会計年度に比べて10百万円増加し948百万円となりました。純資産の増加

は、主に利益剰余金の増加によるものであります。

１．当四半期決算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

（２）連結財政状態に関する定性的情報
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第２四半期連結累計期間における実績を勘案し、業績予想の見直しを行った結果、平成24年５月11日

に公表しました平成25年３月期の通期連結業績予想を修正いたしました。詳しくは本日別途公表してお

ります「平成25年３月期第２四半期累計期間の業績予想との差異及び通期業績予想の修正に関するお知

らせ」をご参照ください。

該当事項はありません。

該当事項はありません。

該当事項はありません。

（３）連結業績予想に関する定性的情報

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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)

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成24年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 490,819 697,803

受取手形及び売掛金 5,037,268 5,129,250

有価証券 692 －

商品及び製品 1,714,298 1,495,123

仕掛品 255,404 226,928

原材料及び貯蔵品 382,993 372,334

その他 161,125 134,217

貸倒引当金 △14,876 △14,710

流動資産合計 8,027,723 8,040,945

固定資産

有形固定資産

土地 3,845,091 3,845,091

その他（純額） 2,044,393 2,014,184

有形固定資産合計 5,889,484 5,859,275

無形固定資産 28,898 26,261

投資その他の資産

投資有価証券 952,970 876,264

その他 112,420 110,736

貸倒引当金 △18,067 △20,984

投資その他の資産合計 1,047,323 966,016

固定資産合計 6,965,705 6,851,552

資産合計 14,993,428 14,892,497

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 5,274,690 4,782,523

短期借入金 150,000 150,000

1年内返済予定の長期借入金 1,086,627 1,209,800

未払法人税等 17,653 25,528

その他 1,071,413 1,097,010

流動負債合計 7,600,383 7,264,861

固定負債

長期借入金 4,500,710 4,677,419

繰延税金負債 1,061,745 1,051,216

再評価に係る繰延税金負債 109,290 109,290

退職給付引当金 693,237 736,648

その他 89,936 105,345

固定負債合計 6,454,918 6,679,918

負債合計 14,055,301 13,944,779
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成24年９月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 2,309,843 2,309,843

資本剰余金 222,500 222,500

利益剰余金 △1,740,832 △1,718,061

自己株式 △19,937 △20,062

株主資本合計 771,574 794,220

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 46,630 22,245

土地再評価差額金 188,574 188,574

為替換算調整勘定 △91,265 △85,794

その他の包括利益累計額合計 143,939 125,025

少数株主持分 22,614 28,473

純資産合計 938,127 947,718

負債純資産合計 14,993,428 14,892,497
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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23年４月１日
至 平成23年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年９月30日)

売上高 7,450,071 7,694,452

売上原価 6,238,835 6,186,798

売上総利益 1,211,236 1,507,654

販売費及び一般管理費 1,334,622 1,356,353

営業利益又は営業損失（△） △123,386 151,301

営業外収益

受取利息 112 69

受取配当金 15,563 12,587

持分法による投資利益 7,294 10,329

受取賃貸料 6,534 6,899

雑収入 8,414 4,508

営業外収益合計 37,917 34,392

営業外費用

支払利息 68,520 67,701

手形売却損 6,471 8,246

雑損失 7,024 3,020

営業外費用合計 82,015 78,967

経常利益又は経常損失（△） △167,484 106,726

特別利益

固定資産売却益 60,618 －

投資有価証券売却益 2,932 －

その他 8,526 －

特別利益合計 72,076 －

特別損失

投資有価証券評価損 125,847 48,146

固定資産除却損 5,327 4,545

災害による損失 4,183 －

特別損失合計 135,357 52,691

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△230,765 54,035

法人税、住民税及び事業税 9,381 25,325

法人税等合計 9,381 25,325

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△240,146 28,710

少数株主利益 4,486 5,939

四半期純利益又は四半期純損失（△） △244,632 22,771
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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23年４月１日
至 平成23年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△240,146 28,710

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 37,277 △24,463

持分法適用会社に対する持分相当額 2,016 5,471

その他の包括利益合計 39,293 △18,992

四半期包括利益 △200,853 9,718

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △205,396 3,857

少数株主に係る四半期包括利益 4,543 5,861
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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)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△230,765 54,035

減価償却費 144,125 153,003

貸倒引当金の増減額（△は減少） △11,433 2,751

退職給付引当金の増減額（△は減少） 4,466 43,411

受取利息及び受取配当金 △15,675 △12,656

支払利息 68,520 67,701

固定資産売却損益（△は益） △60,618 －

固定資産除却損 5,327 4,545

投資有価証券評価損益（△は益） 125,847 48,146

投資有価証券売却損益（△は益） △2,932 －

持分法による投資損益（△は益） △7,294 △10,329

売上債権の増減額（△は増加） △163,140 △91,982

たな卸資産の増減額（△は増加） 109,315 258,310

仕入債務の増減額（△は減少） △463,152 △463,451

その他 26,349 45,770

小計 △471,060 99,254

利息及び配当金の受取額 25,719 22,161

利息の支払額 △67,825 △69,187

法人税等の支払額 △38,354 △20,168

営業活動によるキャッシュ・フロー △551,520 32,060

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △115,506 △115,485

固定資産の売却による収入 290,593 －

その他の収入 15,461 7,080

その他の支出 △1,126 △974

投資活動によるキャッシュ・フロー 189,422 △109,379

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） 30,000 －

長期借入れによる収入 900,000 900,000

長期借入金の返済による支出 △555,247 △600,118

その他の支出 △7,219 △16,271

財務活動によるキャッシュ・フロー 367,534 283,611

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 5,436 206,292

現金及び現金同等物の期首残高 648,248 491,511

現金及び現金同等物の四半期末残高 653,684 697,803
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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

(注) １ セグメント利益の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社費用△207,112千円であります。全社

費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

２ セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。

２．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

該当事項はありません。

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間(自 平成24年４月１日 至 平成24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

(注) １ セグメント利益の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社費用△206,992千円であります。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。

２．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

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

(単位：千円)

報告セグメント
その他 合計

調整額
（注１）

四半期連結
損益計算書
計上額
（注２）

塗料事業 化成品事業 計

売上高

外部顧客への売上高 5,573,085 1,876,986 7,450,071 ― 7,450,071 ― 7,450,071

セグメント間の内部売
上高又は振替高

― ― ― ― ― ― ―

計 5,573,085 1,876,986 7,450,071 ― 7,450,071 ― 7,450,071

セグメント利益又は損失
（△）

△104,616 188,342 83,726 ― 83,726 △207,112 △123,386

(単位：千円)

報告セグメント
その他 合計

調整額
（注１）

四半期連結
損益計算書
計上額
（注２）

塗料事業 化成品事業 計

売上高

外部顧客への売上高 5,822,196 1,872,256 7,694,452 ― 7,694,452 ― 7,694,452

セグメント間の内部売
上高又は振替高

― ― ― ― ― ― ―

計 5,822,196 1,872,256 7,694,452 ― 7,694,452 ― 7,694,452

セグメント利益 63,563 294,730 358,293 ― 358,293 △206,992 151,301

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

株式会社トウペ（4614） 
平成25年３月期　第2四半期決算短信

9




