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1. 平成26年3月期第3四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25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 ％

26年3月期第3四半期 53,974 0.9 3,026 36.0 2,921 44.4 1,787 32.2
25年3月期第3四半期 53,492 2.6 2,225 26.3 2,022 42.4 1,352 108.9

（注）包括利益 26年3月期第3四半期 2,810百万円 （71.8％） 25年3月期第3四半期 1,636百万円 （335.3％）

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

26年3月期第3四半期 12.04 ―
25年3月期第3四半期 9.11 ―

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

26年3月期第3四半期 68,508 21,764 30.2 139.55
25年3月期 67,288 19,247 27.3 123.82
（参考）自己資本 26年3月期第3四半期 20,721百万円 25年3月期 18,385百万円

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 ： 有 
 

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

25年3月期 ― 0.00 ― 2.00 2.00
26年3月期 ― 0.00 ―
26年3月期（予想） 2.50 2.50

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26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 72,000 1.7 3,800 36.7 3,600 41.4 2,100 76.1 14.14



(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
半期連結財務諸表のレビュー手続は終了しております。 

※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、その達
成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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３ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績予想などの将来予測情報に関
する説明」をご覧ください。 

※ 注記事項

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無
②①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） 26年3月期3Q 148,553,393 株 25年3月期 148,553,393 株
② 期末自己株式数 26年3月期3Q 63,206 株 25年3月期 61,567 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期3Q 148,490,652 株 25年3月期3Q 148,491,657 株
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（１）経営成績に関する説明 

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、輸出の持ち直しや各種政策効果の発現により、緩やかなが

ら回復傾向にあります。依然として海外景気に下振れリスクはあるものの、塗料業界に大きな影響のある国内の

公共投資や住宅着工件数等の指標は堅調に推移しております。 

このような状況のもと当社グループは、新中期経営計画の 終年度を迎え、これまでの構造改革の効果を業績

に反映できるよう、諸施策を遂行してまいりました。国内塗料事業におきましては、国内製造業の操業度低迷の

影響はあったものの、建材塗料分野が消費税率引き上げに伴う駆け込み需要や復興需要により持ち直し、業績は

好調に推移いたしました。また、照明機器事業におきましては、百貨店業界の設備投資が縮小し減収とはなった

ものの、構造改革等により経費が減少したため、減収ながら増益となりました。 

この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は539億７千４百万円（前年同四半期比 0.9％増）、利益面につ

きましては、営業利益は30億２千６百万円（同 ８億１百万円増）、経常利益は29億２千１百万円（同 ８億９千

８百万円増）、四半期純利益は17億８千７百万円（同 ４億３千５百万円増）となりました。 

  

セグメントの業績は、次のとおりであります。 

なお、平成25年７月１日付で当社は、連結子会社である日塗不動産㈱及びＤＮＴビジネスサービス㈱の吸収合

併を行っており、当該吸収合併に伴って事業セグメントの変更を行っております。以下、前年同期比較について

は、当該変更を反映した前年同期の数値を用いております。 

  

［国内塗料事業］ 

国内塗料事業は、期初は国内製造業の操業度低迷等により販売量が伸び悩んだものの、主力の建材塗料分野が

消費税率引き上げに伴う駆け込み需要や復興需要により持ち直したほか、構造改革等による経費の減少があり、

好調に推移いたしました。 

この結果、国内塗料事業全体の売上高は399億４千３百万円（前年同四半期比 0.4％増）、セグメント利益は18

億６千万円（同 ４億８千６百万円増）となりました。 

  

［海外塗料事業］ 

海外塗料事業は、円安の影響があったほか、東南アジアの堅調な自動車需要等に支えられ、総じて堅調に推移

いたしました。 

この結果、海外塗料事業全体の売上高は50億２千７百万円（前年同四半期比 16.8％増）、セグメント利益は３

億６千万円（同 ５千１百万円増）となりました。 

  

［照明機器事業］ 

照明機器事業は、ＬＥＤ製品の販売を拡大したものの、百貨店業界の設備投資が縮小し、減収となりました。

一方、構造改革等により経費が減少したため、減収ながら増益となりました。 

この結果、照明機器事業全体の売上高は65億４千１百万円（前年同四半期比 6.9％減）、セグメント利益は４

億７千２百万円（同 １億４千９百万円増）となりました。 

  

［蛍光色材事業］ 

蛍光色材事業は、海外市場、国内市場ともに主力製品の需要が堅調に推移いたしておりましたが、下期に入り

その伸びは鈍化しております。 

この結果、蛍光色材事業全体の売上高は11億２千６百万円（前年同四半期比 2.3％増）、セグメント利益は１

億７千１百万円（同 ４百万円減）となりました。 

  

［その他事業］ 

その他事業全体の売上高は13億３千５百万円（前年同四半期比 3.2％増）、セグメント利益は１億５百万円

（同 ８千２百万円増）となりました。   

   

（２）財政状態に関する説明 

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、685億８百万円となり、前連結会計年度末と比較して12億２千万円の

増加となりました。流動資産は349億６千２百万円で前連結会計年度末と比較して10億８千３百万円の増加となり

ましたが、これは現金及び預金の増加８億６千万円、受取手形及び売掛金の増加７億１千１百万円、たな卸資産

の減少６千６百万円、繰延税金資産の減少１億８千７百万円、その他の減少１億８千９百万円が主因でありま

す。 

１．当四半期決算に関する定性的情報
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固定資産は335億４千６百万円で前連結会計年度末と比較して１億３千７百万円の増加となりましたが、これは有

形固定資産の増加６千１百万円、無形固定資産の減少１億６千５百万円、投資その他の資産の増加２億４千１百

万円が主因であります。 

負債は467億４千４百万円となり、前連結会計年度末と比較して12億９千７百万円の減少となりました。流動負

債は339億８千１百万円で前連結会計年度末と比較して３千７百万円の増加となりましたが、これは支払手形及び

買掛金の増加14億８千９百万円、短期借入金の減少７億９千７百万円、リース債務の減少３億２千７百万円、未

払法人税等の減少１億３千１百万円、その他の減少２億８百万円が主因であります。固定負債は127億６千３百万

円で前連結会計年度末と比較して13億３千５百万円の減少となりましたが、これは長期借入金の減少７億３千４

百万円、リース債務の減少１億２千７百万円、繰延税金負債の減少９千７百万円、退職給付引当金の減少４億９

百万円、役員退職慰労引当金の減少３千５百万円、環境対策引当金の増加５千万円が主因であります。 

純資産は217億６千４百万円で前連結会計年度末と比較して25億１千７百万円の増加となりました。これは利益

剰余金の増加14億９千万円、その他有価証券評価差額金の増加６億３千７百万円、為替換算調整勘定の増加２億

７百万円、少数株主持分の増加１億８千２百万円が主因であります。    

   

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

連結業績予想及び配当予想につきましては、当第３四半期連結累計期間及び通期連結見込みが予想を上回る業

績で推移していることから、通期の連結業績予想及び配当予想を修正いたしました。 

詳細につきましては、本日（平成26年２月10日）公表いたしました「業績予想及び配当予想の修正に関するお

知らせ」をご参照ください。 

なお、これからの情勢により、通期業績見込みについてさらなる見直しが必要と判断した場合は、速やかに開

示いたします。    

   

（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。 

   

   

２．サマリー情報（注記事項）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25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,232 3,092

受取手形及び売掛金 18,697 19,409

商品及び製品 6,408 6,284

仕掛品 1,210 1,297

原材料及び貯蔵品 3,249 3,220

繰延税金資産 816 629

その他 1,375 1,185

貸倒引当金 △111 △156

流動資産合計 33,879 34,962

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 19,050 19,644

減価償却累計額 △12,605 △12,908

建物及び構築物（純額） 6,444 6,736

機械装置及び運搬具 22,480 22,739

減価償却累計額 △19,187 △19,530

機械装置及び運搬具（純額） 3,293 3,208

土地 11,896 11,987

リース資産 872 711

減価償却累計額 △459 △303

リース資産（純額） 413 407

建設仮勘定 358 53

その他 5,575 5,182

減価償却累計額 △4,850 △4,382

その他（純額） 724 799

有形固定資産合計 23,132 23,193

無形固定資産   

のれん 67 37

リース資産 302 186

その他 368 349

無形固定資産合計 738 572

投資その他の資産   

投資有価証券 5,069 6,047

繰延税金資産 3,023 2,436

その他 1,530 1,375

貸倒引当金 △84 △78

投資その他の資産合計 9,539 9,780

固定資産合計 33,409 33,546

資産合計 67,288 68,508
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 17,912 19,402

短期借入金 10,034 9,236

リース債務 751 424

未払法人税等 373 242

製品補償引当金 69 83

その他 4,802 4,593

流動負債合計 33,943 33,981

固定負債   

長期借入金 9,113 8,379

リース債務 648 520

繰延税金負債 145 48

再評価に係る繰延税金負債 1,514 1,514

退職給付引当金 2,480 2,070

役員退職慰労引当金 35 －

環境対策引当金 39 90

その他 119 139

固定負債合計 14,098 12,763

負債合計 48,041 46,744

純資産の部   

株主資本   

資本金 8,827 8,827

資本剰余金 2,443 2,443

利益剰余金 4,773 6,263

自己株式 △8 △9

株主資本合計 16,034 17,525

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 991 1,629

土地再評価差額金 1,671 1,671

為替換算調整勘定 △312 △104

その他の包括利益累計額合計 2,351 3,195

少数株主持分 861 1,043

純資産合計 19,247 21,764

負債純資産合計 67,288 68,508
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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24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

売上高 53,492 53,974

売上原価 38,585 39,012

売上総利益 14,907 14,962

販売費及び一般管理費 12,682 11,936

営業利益 2,225 3,026

営業外収益   

受取利息 2 1

受取配当金 87 104

その他 251 318

営業外収益合計 340 424

営業外費用   

支払利息 329 279

その他 213 249

営業外費用合計 543 529

経常利益 2,022 2,921

特別利益   

固定資産売却益 104 4

投資有価証券売却益 22 11

負ののれん発生益 183 －

その他 5 －

特別利益合計 316 15

特別損失   

固定資産処分損 160 72

減損損失 65 9

環境対策引当金繰入額 － 74

環境対策費 － 56

その他 79 6

特別損失合計 306 218

税金等調整前四半期純利益 2,032 2,717

法人税、住民税及び事業税 396 469

法人税等調整額 153 336

法人税等合計 550 805

少数株主損益調整前四半期純利益 1,482 1,911

少数株主利益 130 124

四半期純利益 1,352 1,787
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（四半期連結包括利益計算書） 
（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24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,482 1,911

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 96 634

為替換算調整勘定 57 258

持分法適用会社に対する持分相当額 0 5

その他の包括利益合計 153 898

四半期包括利益 1,636 2,810

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,490 2,632

少数株主に係る四半期包括利益 146 178
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   該当事項はありません。  

  

   該当事項はありません。  

（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（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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Ⅰ 前第３四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年12月31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．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、塗装工事事業、物流事

業等を含んでおります。 

２．セグメント利益の調整額20百万円には、セグメント間取引消去86百万円、のれんの償却額△65百万

円が含まれております。 

３．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 

（固定資産に係る重要な減損損失） 

 当第３四半期連結累計期間におけるセグメントごとの固定資産減損損失の計上額は、「国内塗料」におい

て62百万円、「蛍光色材」において１百万円、「その他」において１百万円であります。 

  

（のれんの金額の重要な変動） 

 該当事項はありません。 

  

（重要な負ののれん発生益） 

 当第３四半期連結累計期間におけるセグメントごとの負ののれん発生益の計上額は、「国内塗料」におい

て183百万円であります。これはニッポ電機株式会社の株式の追加取得により発生したものであります。 

  

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25年12月31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．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、塗装工事事業、物流事

業等を含んでおります。 

２．セグメント利益の調整額55百万円には、セグメント間取引消去86百万円、のれんの償却額△30百万

円が含まれております。 

３．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。 

  

（セグメント情報等）

  （単位：百万円）

  
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 

国内塗料 海外塗料 照明機器 蛍光色材 計 

売上高                   

外部顧客への

売上高 
 39,766  4,305  7,023  1,101  52,197  1,294  53,492  －  53,492

セグメント間
の内部売上高
又は振替高 

 759  14  5  104  883  1,960  2,843  △2,843  －

計  40,526  4,319  7,029  1,206  53,081  3,254  56,336  △2,843  53,492

セグメント利益  1,374  309  322  175  2,181  23  2,204  20  2,225

  （単位：百万円）

  
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 

国内塗料 海外塗料 照明機器 蛍光色材 計 

売上高                   

外部顧客への

売上高 
 39,943  5,027  6,541  1,126  52,638  1,335  53,974  －  53,974

セグメント間
の内部売上高
又は振替高 

 735  8  0  40  784  1,973  2,757  △2,757  －

計  40,678  5,035  6,541  1,167  53,422  3,309  56,732  △2,757  53,974

セグメント利益  1,860  360  472  171  2,864  105  2,970  55  3,026
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２．報告セグメントの変更等に関する事項 

前連結会計年度に「その他」の区分に含めておりました不動産管理事業、経理業務サービス事業は、平成25年

７月１日付の当社と日塗不動産㈱、ＤＮＴビジネスサービス㈱の合併により、「国内塗料」の区分に含めており

ます。 

なお、前連結会計年度の数値につきましては、当該変更後の金額に組み替えて表示しております。  

  

３．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 

当第３四半期連結累計期間において、固定資産に係る重要な減損損失の認識、のれんの金額の重要な変動及び

重要な負ののれん発生益の認識はありません。 
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