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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） 

（注）平成25年３月期第１四半期より四半期連結財務諸表を作成しているため、平成24年３月期第１四半期の数値及び前年同四半期増減率については記載し 
ておりません。 

(2) 連結財政状態 

（注）平成25年３月期第１四半期より四半期連結財務諸表を作成しているため、平成24年３月期の数値については記載しておりません。 
 

(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 11,704 ― 495 ― 665 ― 503 ―

24年3月期第2四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 302百万円 （―％） 24年3月期第2四半期 ―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 26.18 ―

24年3月期第2四半期 ― ―

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 37,335 30,270 81.1 1,574.21
24年3月期 ― ― ― ―

（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  30,156百万円 24年3月期  ―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 ― 7.50 ― 7.50 15.00

25年3月期 ― 7.50

25年3月期（予想） ― 7.50 15.00

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  ：  無  
（注）平成25年３月期第１四半期より四半期連結財務諸表を作成しているため、対前期増減率については記載しておりません。 

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 22,800 ― 540 ― 900 ― 730 ― 37.96



(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  

詳細は、添付資料Ｐ．２「当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動」をご覧ください。 

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  有  
詳細は、添付資料Ｐ．２「四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

詳細は、添付資料Ｐ．２「会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

(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の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期連結財務諸表のレビュー手続を終了しております。 

※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、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。 

※  注記事項

新規 1社 （社名） PT. ROCK PAINT INDONESIA 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  有

② ①以外の会計方針の変更   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  有

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 22,000,000 株 24年3月期 22,000,000 株

② 期末自己株式数 25年3月期2Q 2,771,407 株 24年3月期 2,771,006 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 19,228,860 株 24年3月期2Q 19,229,628 株
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（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

  第１四半期連結累計期間より、海外子会社であるPT. ROCK PAINT INDONESIAの資産等の状況に重要性が増したと

判断したことにより、同社を連結の範囲に含めております。また、第１四半期連結累計期間より、バルスパーロッ

ク株式会社を持分法適用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 

  税金費用については、第１四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。  

   

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（減価償却方法の変更） 

 当社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に取得した有形固定資

産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

 これにより、従来の方法に比べて、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期

純利益はそれぞれ 百万円増加しております。 

   

１．サマリー情報（注記事項）に関する事項

1



２．四半期連結財務諸表 
（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 6,801

受取手形及び売掛金 6,878

商品及び製品 3,082

仕掛品 520

原材料及び貯蔵品 1,354

その他 646

貸倒引当金 △19

流動資産合計 19,264

固定資産  

有形固定資産  

建物及び構築物（純額） 4,402

土地 8,197

その他（純額） 2,104

有形固定資産合計 14,704

無形固定資産 632

投資その他の資産 2,765

貸倒引当金 △32

固定資産合計 18,071

資産合計 37,335

負債の部  

流動負債  

買掛金 3,723

未払法人税等 355

賞与引当金 268

その他 1,063

流動負債合計 5,409

固定負債  

退職給付引当金 1,340

役員退職慰労引当金 102

資産除去債務 79

その他 133

固定負債合計 1,656

負債合計 7,065



（単位：百万円）

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 1,100

資本剰余金 530

利益剰余金 30,474

自己株式 △2,162

株主資本合計 29,942

その他の包括利益累計額  

その他有価証券評価差額金 353

為替換算調整勘定 △30

その他の包括利益累計額合計 322

少数株主持分 4

純資産合計 30,270

負債純資産合計 37,335



（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）

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 11,704

売上原価 9,399

売上総利益 2,305

販売費及び一般管理費 1,809

営業利益 495

営業外収益  

受取利息 4

受取配当金 21

受取賃貸料 79

業務受託手数料 74

持分法による投資利益 14

雑収入 20

営業外収益合計 215

営業外費用  

売上割引 13

為替差損 32

雑損失 0

営業外費用合計 46

経常利益 665

特別利益  

固定資産売却益 200

特別利益合計 200

特別損失  

固定資産除却損 6

関係会社株式売却損 2

固定資産売却損 0

特別損失合計 8

税金等調整前四半期純利益 856

法人税等 353

少数株主損益調整前四半期純利益 502

少数株主利益又は少数株主損失（△） △0

四半期純利益 503



（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）

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 502

その他の包括利益  

その他有価証券評価差額金 △169

為替換算調整勘定 △31

その他の包括利益合計 △200

四半期包括利益 302

（内訳）  

親会社株主に係る四半期包括利益 302

少数株主に係る四半期包括利益 △0



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

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 856

減価償却費 433

退職給付引当金の増減額（△は減少） 48

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △7

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2

賞与引当金の増減額（△は減少） 26

受取利息及び受取配当金 △28

支払利息 0

持分法による投資損益（△は益） △14

関係会社株式売却損益（△は益） 2

固定資産売却損益（△は益） △200

固定資産除却損 3

売上債権の増減額（△は増加） △837

たな卸資産の増減額（△は増加） △35

仕入債務の増減額（△は減少） 246

未払消費税等の増減額（△は減少） 96

その他の資産の増減額（△は増加） 132

その他の負債の増減額（△は減少） 61

その他 △1

小計 784

利息及び配当金の受取額 28

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △140

営業活動によるキャッシュ・フロー 672

投資活動によるキャッシュ・フロー  

固定資産の取得による支出 △974

固定資産の売却による収入 350

関係会社株式の売却による収入 17

貸付けによる支出 △70

貸付金の回収による収入 86

定期預金の預入による支出 △2,250

定期預金の払戻による収入 1,000

その他の支出 △7

その他の収入 18

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,830

財務活動によるキャッシュ・フロー  

自己株式の取得による支出 △0

少数株主からの払込みによる収入 2

配当金の支払額 △144

財務活動によるキャッシュ・フロー △141

現金及び現金同等物に係る換算差額 △28

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,328

現金及び現金同等物の期首残高 5,734

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 145

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,551



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）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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