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（注）１ 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。 

   ２ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

３ 潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

  

第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次 
第112期

第２四半期 
連結累計期間 

第113期
第２四半期 

連結累計期間 

第112期
第２四半期 

連結会計期間 

第113期 
第２四半期 

連結会計期間 
第112期

会計期間 

自 平成20年
４月１日 

至 平成20年 
９月30日 

自 平成21年
４月１日 

至 平成21年 
９月30日 

自 平成20年
７月１日 

至 平成20年 
９月30日 

自 平成21年 
７月１日 

至 平成21年 
９月30日 

自 平成20年
４月１日 

至 平成21年 
３月31日 

売上高 (百万円)  53,496  43,131  28,438  23,325  103,622

経常利益 (百万円)  4,251  4,915  2,304  2,735  7,899

四半期（当期）純利益 (百万円)  2,870  2,605  1,372  1,389  5,031

純資産額 (百万円) ― ―  43,490  44,014  40,013

総資産額 (百万円) ― ―  103,848  94,472  91,776

１株当たり純資産額 (円) ― ―  597.61  600.88  550.49

１株当たり四半期（当期）

純利益金額 
(円)  41.72  37.90  19.94  20.20  73.14

潜在株式調整後１株当たり

四半期（当期）純利益金額 
(円) 

― 

（注）３ 

― 

（注）３ 

― 

（注）３ 

― 

（注）３ 

― 

（注）３ 

自己資本比率 (％) ― ―  39.6  43.7  41.2

営業活動による 

キャッシュ・フロー 
(百万円)  1,102  6,169 ― ―  4,074

投資活動による 

キャッシュ・フロー 
(百万円)  △1,582  △1,135 ― ―  △1,634

財務活動による 

キャッシュ・フロー 
(百万円)  △920  △2,665 ― ―  △711

現金及び現金同等物の 

四半期末（期末）残高 
(百万円) ― ―  6,510  11,330  8,591

従業員数 (人) ― ―  2,330  2,360  2,353
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 当第２四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。 

  

  

 当第２四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

  

  

(1）連結会社の状況 

（注） 従業員数は就業人員（当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出向

者を含む。）であり、臨時雇用者数（パートタイマー、人材会社からの派遣社員、季節工を含む。）は、当第

２四半期連結会計期間の平均人員を（ ）外数で記載しております。 

  

(2）提出会社の状況 

（注） 従業員数は就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。）であり、臨時雇用

者数（パートタイマー、人材会社からの派遣社員、季節工を含む。）は、当第２四半期会計期間の平均人員を

（ ）外数で記載しております。 

  

２【事業の内容】

３【関係会社の状況】

４【従業員の状況】

  平成21年９月30日現在

従業員数（人）   2,360 (206)

  平成21年９月30日現在

従業員数（人）    403 (80)
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(1）生産実績 

 当第２四半期連結会計期間における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

 （注） 金額は、製造原価で表示しており、消費税等は含まれておりません。 

  

(2）受注状況 

 一部の特殊品を除いて販売予量に基づく見込み生産を行っております。 

  

(3）販売実績 

 当第２四半期連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

 （注） 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

  

当第２四半期連結会計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。 

また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。 

   

  

 当第２四半期連結会計期間において、新たに締結した経営上の重要な契約は次のとおりであります。 

 技術供与関係 

   

第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

事業の種類別セグメントの名称 生産高（百万円） 前年同四半期比（％）

塗料関連事業（船舶用塗料）  11,683  △10.6

塗料関連事業（工業用塗料）  1,847  △25.6

塗料関連事業（コンテナ用塗料）  237  △95.0

塗料関連事業合計  13,767  △32.3

その他の事業 ― ― 

合計  13,767  △32.3

事業の種類別セグメントの名称 販売高（百万円） 前年同四半期比（％）

塗料関連事業（船舶用塗料）  20,147  5.7

塗料関連事業（工業用塗料）  2,821  △24.2

塗料関連事業（コンテナ用塗料）  253  △95.4

塗料関連事業合計  23,223  △17.9

その他の事業  102  △27.0

合計  23,325  △18.0

２【事業等のリスク】

３【経営上の重要な契約等】

契約会社名 契約締結先 技術の種類 契約年月日 契約期間 摘要 

中国塗料 

株式会社 

(当社) 

エジプト 

SUEZ CANAL PAINTS & 

CHEMICALS Co. 

船舶用塗料

等の製造技

術 

平成21.7.1 契約日から10年間 

①イニシャルロイヤリティー

②販売価額に対して一定料率

のロイヤリティー 
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 文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判断した

ものであります。  

(1）業績の状況 

当第２四半期連結会計期間における世界経済は、中国をはじめとするアジアの緩やかな経済回復によって一部景

気底入れの様相を見せておりますが、雇用問題など依然として不安定要素もあり、しばらくは厳しい情勢が続くも

のと思われます。 

当社グループを取り巻く経営環境としましては、急減した荷動きの影響によって世界の海運業界では係船による

需給調整や老朽船のスクラップ化も見られますが、造船業界においては受注残の消化により全般的には横ばいの水

準で推移いたしました。一方、物流量の本格的回復が見られないコンテナ業界は長引く生産調整期が続いておりま

す。また、その他の工業分野においてはインフラ整備に関連した新興国の産業界では堅調な動きも見られますが、

国内では公共事業の削減や住宅需要の低迷など厳しい状況にあります。更には円高の長期化や、再び上昇傾向に転

じた原油・非鉄金属等原材料価格の動向など、今後も厳しい環境が予想されます。 

このような経営環境のもと、当第２四半期連結会計期間の当社グループの売上高は、顧客の信頼を高めた新造船

用塗料や海外での修繕船用塗料のシェアアップなどもありましたが、コンテナ用塗料の激減や円高の影響によって

百万円（前年同期比 ％減）となりました。 

これに対しグループあげての徹底した経費削減など総合的な経営効率化を進めた結果、営業利益は 百万円

（同 ％増）、経常利益は 百万円（同 ％増）となり、四半期純利益は税金費用が増加したことで

百万円（同 ％増）となりました。 

   

① 事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。  

Ａ 塗料関連事業 

船舶用塗料は、国内、海外において主に新造船需要が堅調であったことを受け、販売量は増加しました。  

コンテナ用塗料は、低迷が続く海上コンテナ需要に復調の兆しが無く、販売量は大幅減となりました。 

工業用塗料は、国内、海外において市況の低迷により販売量は減少しました。  

その結果、塗料関連事業の売上高は 百万円（同 ％減）となりました。一方、営業利益はコスト削

減など経営効率化を進めた結果 百万円(同 ％増）となりました。  

Ｂ その他の事業  

その他の事業の売上高は 百万円（同 ％減）となり、営業利益は 百万円（同 ％減）となりまし

た。  

  

② 所在地別セグメントの業績は、次のとおりであります。 

Ａ 日本 

船舶用塗料において主に新造船の好調により出荷量が増加しましたが、工業用塗料が市況の低迷から出荷量

が減少したことにより、売上高は 百万円(同 ％減）となりました。営業利益は出荷量の増加に加え、

コスト削減等が奏功し 百万円（同 ％増）となりました。 

Ｂ アジア 

中国および韓国において主として新造船向け船舶用塗料の出荷が好調であった一方、コンテナ用塗料の需要

低迷が続き、更には円高による影響から売上高は 百万円(同 ％減）となりました。営業利益は売上

減に伴い 百万円（同 ％減）となりました。 

Ｃ その他 

円高による影響から売上高は 百万円（同 ％減）となりました。営業損失は販売費の増加などに伴

い 百万円（前年同四半期は営業損失 百万円）となりました。  

   

４【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

23,325 18.0

2,831

26.1 2,735 18.7 1,389

1.3

23,223 17.9

3,133 22.8

102 27.0 66 10.3

10,803 5.8

1,664 129.6

10,064 26.9

1,034 24.6

2,457 23.3

530 55

2009/11/16 9:48:2309590878_第２四半期報告書_20091116094731



(2）財政状態の分析 

当第２四半期末の総資産は前連結会計年度末に比べ2,696百万円増加の94,472百万円となりました。１株当たり

純資産額は前連結会計年度末に比べ50.39円増加の600.88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2,000百万円増加の62,629百万円となりました。主な増減要因は、現金及び

預金の増加（2,642百万円）、受取手形及び売掛金の増加（1,518百万円）や商品及び製品の減少（1,395百万円）

であります。 

固定資産は前連結会計年度末に比べ696百万円増加の31,843百万円となりました。主な要因は、有形固定資産の

増加（552百万円）や投資有価証券の増加（316百万円）であります。 

 ② 負債 

流動負債は前連結会計年度末に比べ558百万円減少の43,793百万円となりました。主な増減要因は、支払手形及

び買掛金の減少（1,845百万円）、短期借入金の減少（1,391百万円）や未払法人税等の増加（1,088百万円）であ

ります。 

固定負債は前連結会計年度末に比べ745百万円減少の6,664百万円となりました。主な要因は、長期借入金の減少

（759百万円）であります。 

 ③ 純資産 

純資産は前連結会計年度末に比べ4,000百万円増加の44,014百万円となりました。主な要因は、四半期純利益の

計上などによる利益剰余金の増加（2,124百万円）や為替換算調整勘定の増加（1,120百万円）であります。 

   

(3）キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は 百万円と第１四半期連結会計期間末に比べ

百万円の増加となりました。  

（営業活動によるキャッシュ・フロー）  

仕入債務が減少したものの、売上債権の回収が進んだことやたな卸資産が減少したことなどにより、前年同四半

期に比べ 百万円増加し 百万円のプラスとなりました。  

（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の減少などにより、前年同四半期に比べ 百万円増加し 百万円のマイナスとなり

ました。  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

少数株主の増資引受による払込や短期借入金の増加、及び少数株主への配当金の支払などにより、前年同四半期

に比べ 百万円増加し 百万円のマイナスとなりました。  

  

(4）事業上及び財務上の対処すべき課題 

当第２四半期連結会計期間において、事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題は

ありません。  

なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等（会

社法施行規則第118条第３号に掲げる事項）は次のとおりであります。詳細につきましては、当社ウェブサイト

（http://www.cmp.co.jp）に記載の「当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の導入につい

て」をご参照ください。 

  

① 当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針 

当社の企業価値を今後も一段と高めていくためには、株式上場会社として市場における当社株式の自由な取引

を尊重し、特定の者による当社株式の大規模買付行為であっても、当社グループの企業価値ひいては株主共同の

利益の確保・向上に資するものである限り、これを一概に否定するものではありません。また、 終的には株式

の大規模買付提案に応じるかどうかは株主の皆様の決定に委ねられるべきと考えています。 

しかしながら、株式の大規模買付提案の中には、例えばステークホルダーとの良好な関係を保ち続けることが

できない可能性があるなど、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益を損なう恐れのあるものや、当社

グループの価値を十分に反映しているとは言えないもの、あるいは株主の皆様が 終的な決定をされるために必

要な情報が十分に提供されないものもあり得ます。 

そのような提案が出された場合には、当社取締役会は、株主の皆様から負託された者の責務として、株主の皆

様のため必要な時間や情報の確保、株式の大規模買付提案者との交渉などを行う必要があると考えます。 

11,330

1,281

2,779 4,105

181 572

4 2,301
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② 基本方針の実現に資する取組み 

当社は、多数の投資家の皆様に長期的に当社に投資を継続して頂くために、当社の企業価値ひいては株主共同

の利益を向上させるため、高い機能性や作業性を有する環境配慮製品の開発や品質マネジメントシステムの継続

的改善に取組む他、グローバル化の推進、化学物質管理体制の構築を進めるとともに、安定的かつ継続的に企業

の成長に見合った利益還元を行うことを基本方針としております。また、ステークホルダーの信頼を高め、社会

的責任を全うするため、コーポレート・ガバナンスの充実を経営上の重要な課題として取組んでおります。これ

ら全ての取組みは上記①の基本方針の実現にも繋がるものと考えています。 

  

③ 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための

取組み  

当社は平成21年６月25日開催の第112回定時株主総会において、株主の皆様のご承認をいただき、「当社株式

等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）」を導入いたしました。本買収防衛策は、特定株主グループ

の議決権割合を20％以上とすることを目的とする当社株式等の買付行為、又は特定株主グループの議決権割合が

結果として20％以上となる当社株式等の買付行為を対象とし、かかる買付行為を行う者（以下、「買付者等」と

いいます。）が遵守すべきルールを設けるとともに、一定の場合には当社が対抗措置をとることを予定するもの

です。 

具体的には、(ⅰ)買付者等に対して、事前に必要かつ十分な情報提供を求め、(ⅱ)株主の皆様がその妥当性を

適切に判断いただくため、当社取締役会が意見や代替案を提示する機会を確保し、(ⅲ)買付者等がルールを遵守

しない場合、または買付者等の提案が当社の企業価値・株主共同の利益を著しく損なうものと認められる場合に

は、当社取締役会から独立した社外有識者３名以上で構成される独立委員会の勧告を 大限尊重するかたちで、

対抗措置をとることを予定しております。 

有効期間は、平成24年６月開催予定の定時株主総会終結の時までですが、当該有効期間の満了前であっても、

当社の株主総会決議によって変更又は廃止し得るものであり、また当社取締役会決議によりいつでも廃止可能な

ものとしております。  

  

④ 上記取組みに対する当社取締役会の判断及びその判断に係る理由 

上記②の取組みはまさに基本方針に沿うものであり、上記③の取組みは、 

・当社の企業価値・株主共同の利益を確保し、向上させるという目的をもって導入されていること。 

・株主総会の承認により導入され、またその後の株主総会決議により変更又は廃止し得るものであり、株主の皆

様の意思が十分反映される仕組みとなっていること。 

・独立委員会の勧告を重視し、合理的かつ客観的発動要件を設けることにより当社取締役会の恣意的判断を排す

るとともに、情報開示により透明な運営が行われる仕組みを確保していること。 

・当社取締役会によりいつでも廃止することができ、取締役会の構成員の過半数を交代させてもなお発動を阻止

できないものではないこと。 

などから、企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、事前開示・株主意思の原則及び必要性・相当性確保

の原則を充足しており、高度の合理性を有しております。よって、基本方針に沿い、かつ当社の企業価値・株主

共同の利益に資するものであり、当社役員の地位の維持を目的とするものではないと考えております。 

   

(5）研究開発活動 

当第２四半期連結会計期間の研究開発費の総額は 百万円であります。 
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(1）主要な設備の状況 

 当第２四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

  

(2）設備の新設、除却等の計画 

 当第２四半期連結会計期間において、前四半期連結会計期間末において計画中であった重要な設備の新設、除却等

について、重要な変更はありません。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画は

ありません。 

  

第３【設備の状況】
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①【株式の総数】 

  

②【発行済株式】 

   

 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

  

第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式  277,630,000

計  277,630,000

種類 
第２四半期会計期間末 
現在発行数（株） 

（平成21年９月30日） 

提出日現在発行数（株）
（平成21年11月13日） 

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名 

内容

普通株式  69,068,822  69,068,822
東京証券取引所 

（市場第一部） 

 単元株式数 

 1,000株  

計  69,068,822  69,068,822 ― ― 

（２）【新株予約権等の状況】

（３）【ライツプランの内容】

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日 
発行済株式 
総数増減数 
（株） 

発行済株式
総数残高 
（株） 

資本金増減額
（百万円） 

資本金残高
（百万円） 

資本準備金 
増減額 

（百万円） 

資本準備金
残高 

（百万円） 

平成21年７月１日～ 

平成21年９月30日 
 ―  69,068,822  ―  11,626  ―  5,396
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（注） 上記所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は次のとおりであります。 

  

①【発行済株式】 

（注）１ 「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が3,000株含まれております。 

     また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数３個が含まれております。 

２ 「単元未満株式」欄には、当社所有の自己株式904株が含まれております。 

  

（５）【大株主の状況】

  平成21年９月30日現在 

氏名又は名称 住所
所有株式数 
(千株) 

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％) 

日本トラスティ・サービス信託銀

行株式会社(信託口) 
東京都中央区晴海一丁目８番11号  5,420  7.84

三菱商事株式会社 東京都千代田区丸の内二丁目３番１号  3,901  5.64

日本マスタートラスト信託銀行株

式会社（信託口） 
東京都港区浜松町二丁目11番３号  3,699  5.35

株式会社広島銀行 広島県広島市中区紙屋町一丁目３番８号  3,417  4.94

明治安田生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内二丁目１番１号  2,000  2.89

ザチェースマンハッタンバンクエ

ヌエイロンドンエスエルオムニバ

スアカウント 

（常任代理人 株式会社みずほコ

ーポレート銀行決済営業部） 

WOOLGATE HOUSE,COLEMAN STREET LONDON 

EC2P 2HD,ENGLAND 

  

(東京都中央区月島四丁目16番13号) 

  

 1,974  2.85

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内二丁目７番１号  1,553  2.24

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目４番５号  1,280  1.85

東京海上日動火災保険株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目２番１号  1,231  1.78

日新火災海上保険株式会社 東京都千代田区神田駿河台二丁目３番地  1,121  1.62

計 ―  25,598  37.00

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 5,420千株

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 3,699 〃 

（６）【議決権の状況】

  平成21年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容 

無議決権株式 ― ― ― 

議決権制限株式（自己株式等） ― ― ― 

議決権制限株式（その他） ― ― ― 

完全議決権株式（自己株式等） 
（自己保有株式） 

普通株式     316,000
― ― 

完全議決権株式（その他） 普通株式    68,368,000  68,368 ― 

単元未満株式 普通株式     384,822 ― ― 

発行済株式総数         69,068,822 ― ― 

総株主の議決権 ―  68,368 ― 
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②【自己株式等】 

  

【当該四半期累計期間における月別 高・ 低株価】  

（注） 株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。 

  

 前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。 

 なお、執行役員の異動については次のとおりであります。 

 執行役員の役職の異動 

  

  平成21年９月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所 
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

（自己保有株式） 

中国塗料株式会社 

広島県大竹市 

明治新開１番７ 
 316,000 ―  316,000  0.46

計 ―  316,000 ―  316,000  0.46

２【株価の推移】

月別 
平成21年 
４月 

  
５月 ６月 ７月 

  
８月 ９月 

高（円）  640  633  683  695  649  618

低（円）  552  551  600  622  586  553

３【役員の状況】

役名 新職名 旧職名 氏名 異動年月日  

執行役員 

営業本部 国内営業統括部 副部長 

兼 株式会社シーエムピー企画代表

取締役社長 

営業本部 国内営業統括部 副部長 大浦 隆志 平成21年11月１日
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１．四半期連結財務諸表の作成方法について 

 当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。 

 なお、前第２四半期連結会計期間（平成20年７月１日から平成20年９月30日まで）及び前第２四半期連結累計期間

（平成20年４月１日から平成20年９月30日まで）は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当第２四半期連結

会計期間（平成21年７月１日から平成21年９月30日まで）及び当第２四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平

成21年９月30日まで）は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 

  

２．監査証明について 

 当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第２四半期連結会計期間（平成20年７月１日から

平成20年９月30日まで）及び前第２四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年９月30日まで）に係る四半

期連結財務諸表並びに当第２四半期連結会計期間（平成21年７月１日から平成21年９月30日まで）及び当第２四半期

連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年９月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、新日本有限責任

監査法人による四半期レビューを受けております。 

  

第５【経理の状況】
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１【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末
(平成21年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 11,267 8,625

受取手形及び売掛金 36,410 34,891

有価証券 135 －

商品及び製品 8,130 9,525

仕掛品 442 505

原材料及び貯蔵品 5,284 5,972

繰延税金資産 899 841

その他 700 912

貸倒引当金 △641 △645

流動資産合計 62,629 60,629

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） ※1  6,336 ※1  6,280

機械装置及び運搬具（純額） ※1  2,607 ※1  2,589

土地 13,158 13,124

その他（純額） ※1  2,288 ※1  1,843

有形固定資産合計 24,390 23,837

無形固定資産 818 843

投資その他の資産   

投資有価証券 5,275 4,958

繰延税金資産 307 380

その他 1,058 1,132

貸倒引当金 △7 △5

投資その他の資産合計 6,634 6,465

固定資産合計 31,843 31,146

資産合計 94,472 91,776
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 11,348 13,193

短期借入金 23,548 24,939

1年内返済予定の長期借入金 834 149

未払金 3,319 2,748

未払法人税等 1,873 785

賞与引当金 87 83

役員賞与引当金 36 －

製品保証引当金 108 127

その他 2,636 2,322

流動負債合計 43,793 44,351

固定負債   

長期借入金 2,242 3,001

長期未払金 295 295

繰延税金負債 34 33

再評価に係る繰延税金負債 3,026 3,026

退職給付引当金 664 659

その他 400 393

固定負債合計 6,664 7,410

負債合計 50,458 51,762

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 23,335 21,210

自己株式 △192 △187

株主資本合計 42,553 40,433

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 204 △15

土地再評価差額金 3,168 3,168

為替換算調整勘定 △4,614 △5,735

評価・換算差額等合計 △1,241 △2,581

少数株主持分 2,702 2,161

純資産合計 44,014 40,013

負債純資産合計 94,472 91,776
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(2)【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20年４月１日 

 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成21年９月30日) 

売上高 53,496 43,131

売上原価 38,849 28,074

売上総利益 14,647 15,057

販売費及び一般管理費 ※1  10,411 ※1  10,085

営業利益 4,235 4,972

営業外収益   

受取利息 44 18

受取配当金 123 97

受取ロイヤリティー 78 36

技術指導料 69 62

その他 393 150

営業外収益合計 709 365

営業外費用   

支払利息 416 198

為替差損 145 36

その他 130 187

営業外費用合計 693 421

経常利益 4,251 4,915

特別利益   

固定資産売却益 － 3

製品保証引当金戻入額 3 2

その他 1 0

特別利益合計 4 6

特別損失   

固定資産売却損 3 0

投資有価証券評価損 － 112

過年度増値税等 154 －

その他 13 0

特別損失合計 170 114

税金等調整前四半期純利益 4,085 4,807

法人税、住民税及び事業税 1,002 1,831

法人税等調整額 △119 △87

法人税等合計 882 1,744

少数株主利益 331 456

四半期純利益 2,870 2,605
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【第２四半期連結会計期間】 

（単位：百万円）

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年７月１日 

 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 

 至 平成21年９月30日) 

売上高 28,438 23,325

売上原価 20,872 15,189

売上総利益 7,566 8,136

販売費及び一般管理費 ※1  5,321 ※1  5,305

営業利益 2,244 2,831

営業外収益   

受取利息 20 9

受取配当金 7 3

受取ロイヤリティー 59 19

技術指導料 46 28

その他 183 85

営業外収益合計 317 146

営業外費用   

支払利息 198 89

為替差損 31 25

その他 28 127

営業外費用合計 257 241

経常利益 2,304 2,735

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 31

製品保証引当金戻入額 1 0

その他 0 1

特別利益合計 2 33

特別損失   

固定資産売却損 0 0

投資有価証券評価損 － 112

過年度増値税等 154 －

その他 13 0

特別損失合計 167 114

税金等調整前四半期純利益 2,138 2,655

法人税、住民税及び事業税 623 1,147

法人税等調整額 △24 △141

法人税等合計 599 1,005

少数株主利益 166 260

四半期純利益 1,372 1,389
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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20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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 4,085 4,807

減価償却費 734 776

のれん償却額 11 10

貸倒引当金の増減額（△は減少） 44 △38

退職給付引当金の増減額（△は減少） 66 △5

その他の引当金の増減額（△は減少） 18 17

受取利息及び受取配当金 △167 △116

支払利息 416 198

為替差損益（△は益） 34 8

固定資産売却損益（△は益） 20 5

投資有価証券売却損益（△は益） △0 △0

投資有価証券評価損益（△は益） 0 112

会員権評価損 12 0

売上債権の増減額（△は増加） △4,366 1,563

たな卸資産の増減額（△は増加） △900 2,681

未収消費税等の増減額（△は増加） 333 △89

仕入債務の増減額（△は減少） 2,949 △2,441

割引手形の増減額（△は減少） △95 △1,697

長期未払金の増減額（△は減少） △21 －

その他 △104 1,205

小計 3,072 6,999

利息及び配当金の受取額 166 115

利息の支払額 △427 △202

法人税等の支払額 △1,708 △743

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,102 6,169

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 △174 △35

固定資産の取得による支出 △1,102 △1,014

固定資産の売却による収入 16 13

投資有価証券の取得による支出 △9 △101

投資有価証券の売却による収入 0 1

子会社株式の取得による支出 △286 －

その他 △25 0

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,582 △1,135
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（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９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） △232 △2,005

長期借入金の返済による支出 △65 △74

自己株式の売却による収入 2 －

自己株式の取得による支出 △11 △4

配当金の支払額 △481 △480

少数株主への配当金の支払額 △113 △149

少数株主からの払込みによる収入 － 76

その他 △19 △26

財務活動によるキャッシュ・フロー △920 △2,665

現金及び現金同等物に係る換算差額 51 369

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,348 2,738

現金及び現金同等物の期首残高 7,858 8,591

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1  6,510 ※1  11,330
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当第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

 該当事項はありません。 

  

【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

当第２四半期連結累計期間
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年９月30日） 

会計処理基準に関する事

項の変更 

 完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更 

 請負工事に係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適用しておりました

が、「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工

事契約に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27

日）を第１四半期連結会計期間より適用し、第１四半期連結会計期間に着手した工事契約

から、当第２四半期連結会計期間末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工

事については工事進行基準を、その他の工事については工事完成基準を適用しておりま

す。この変更が損益に与える影響はありません。 

【表示方法の変更】

当第２四半期連結累計期間
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年９月30日） 

（四半期連結損益計算書関係） 

前第２四半期連結累計期間において、特別利益の「その他」に含めて表示しておりました「固定資産売却益」及び

特別損失の「その他」に含めて表示しておりました「投資有価証券評価損」は、特別利益総額及び特別損失総額のそ

れぞれ100分の20を超えたため、当第２四半期連結累計期間より区分掲記することとしました。なお、前第２四半期

連結累計期間の特別利益の「その他」に含まれる「固定資産売却益」及び特別損失の「その他」に含まれる「投資有

価証券評価損」は、それぞれ０百万円であります。 

当第２四半期連結会計期間
（自 平成21年７月１日 
至 平成21年９月30日） 

（四半期連結損益計算書関係） 

前第２四半期連結会計期間において、特別損失の「その他」に含めて表示しておりました「投資有価証券評価損」

は、特別損失総額の100分の20を超えたため、当第２四半期連結会計期間より区分掲記することとしました。なお、

前第２四半期連結会計期間の特別損失の「その他」に含まれる「投資有価証券評価損」は０百万円であります。 

【簡便な会計処理】

当第２四半期連結累計期間
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年９月30日） 

固定資産の減価償却費の

算定方法  

 定率法を採用している有形固定資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を

期間按分して算定する方法によっております。 

【四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理】
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第２四半期連結会計期間末 
（平成21年９月30日） 

前連結会計年度末 
（平成21年３月31日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 百万円19,332 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額 百万円18,498

２ 偶発債務 

保証債務 

特約店への売上債権の回収に対する保証 

２ 偶発債務 

保証債務 

特約店への売上債権の回収に対する保証 

三菱商事㈱ 百万円1,339 三菱商事㈱ 百万円1,242

３ 手形割引高及び裏書譲渡高 ３ 手形割引高及び裏書譲渡高 

受取手形割引高 百万円819 受取手形割引高 百万円2,516

（四半期連結損益計算書関係）

前第２四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日） 

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年９月30日） 

※１ 販売費及び一般管理費の主要な費目と金額は次のと

おりであります。 

※１ 販売費及び一般管理費の主要な費目と金額は次のと

おりであります。 

販売手数料 1,022百万円

運送費 2,006 〃 

役員報酬及び従業員給料等 3,141 〃 

貸倒引当金繰入額 35 〃 

賞与引当金繰入額 36 〃 

役員賞与引当金繰入額 36 〃 

退職給付費用 247 〃 

減価償却費 194 〃 

販売手数料 1,427百万円

運送費 1,685 〃 

役員報酬及び従業員給料等 3,101 〃 

貸倒引当金繰入額 6 〃 

賞与引当金繰入額 68 〃 

役員賞与引当金繰入額 36 〃 

退職給付費用 242 〃 

減価償却費 232 〃 

前第２四半期連結会計期間 
（自 平成20年７月１日 
至 平成20年９月30日） 

当第２四半期連結会計期間 
（自 平成21年７月１日 
至 平成21年９月30日） 

※１ 販売費及び一般管理費の主要な費目と金額は次のと

おりであります。 

※１ 販売費及び一般管理費の主要な費目と金額は次のと

おりであります。 

販売手数料 505百万円

運送費 1,057 〃 

役員報酬及び従業員給料等 1,588 〃 

貸倒引当金繰入額 57 〃 

役員賞与引当金繰入額 18 〃 

退職給付費用 116 〃 

減価償却費 106 〃 

販売手数料 879百万円

運送費 877 〃 

役員報酬及び従業員給料等 1,546 〃 

賞与引当金繰入額 54 〃 

役員賞与引当金繰入額 18 〃 

退職給付費用 128 〃 

減価償却費 118 〃 
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当第２四半期連結会計期間末（平成21年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 

平成21年９月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数 

  普通株式         69,068,822株   

  

２．自己株式の種類及び総数 

  普通株式           316,904株    

  

３．新株予約権等に関する事項 

 該当事項はありません。 

  

４．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

  

(2）基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間

末後となるもの 

  

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第２四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日） 

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年９月30日） 

※１ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

（平成20年９月30日現在）

※１ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

（平成21年９月30日現在）

現金及び預金 6,795百万円

預入期間が３か月超の定期預金 △285 〃 

現金及び現金同等物 6,510百万円

現金及び預金 11,267百万円

預入期間が３か月超の定期預金 △72 〃 

有価証券（MMF） 135 〃 

現金及び現金同等物 11,330百万円

（株主資本等関係）

決議 株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成21年６月25日 

定時株主総会 
普通株式  481  7.00 平成21年３月31日 平成21年６月26日 利益剰余金 

決議 株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成21年10月30日 

取締役会 
普通株式  412  6.00 平成21年９月30日 平成21年12月１日 利益剰余金 

2009/11/16 9:48:2309590878_第２四半期報告書_20091116094731



前第２四半期連結会計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日） 

  

当第２四半期連結会計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日） 

  

前第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 

  

（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

  
塗料関連事業 
（百万円） 

その他の事業
（百万円） 

計
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結
（百万円） 

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高  28,298  140  28,438  ―  28,438

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 4  125  130 ( ) 130  ―

計  28,303  266  28,569 ( ) 130  28,438

営業利益  2,552  74  2,626 ( ) 382  2,244

  
塗料関連事業 
（百万円） 

その他の事業
（百万円） 

計
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結
（百万円） 

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高  23,223  102  23,325  ―  23,325

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 2  98  101 ( ) 101  ―

計  23,226  201  23,427 ( ) 101  23,325

営業利益  3,133  66  3,200 ( ) 369  2,831

  
塗料関連事業 
（百万円） 

その他の事業
（百万円） 

計
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結
（百万円） 

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高  53,223  272  53,496  ―  53,496

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 4  191  196 ( ) 196  ―

計  53,228  464  53,693 ( ) 196  53,496

営業利益  4,874  153  5,028 ( ) 793  4,235
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当第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

（注）１ 事業区分の方法 

提出会社の事業区分の方法は、製品の種類・性質及び販売方法等の類似性を考慮し、塗料販売及び塗装請

負・塗装技術サービスの塗料関連事業と、その他の事業に区分しております。 

２ 各事業区分の主要製品 

３ 会計処理の方法の変更 

 前第２四半期連結累計期間  

（棚卸資産の評価に関する会計基準） 

 「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」２ (1）に記載のとおり、第１四半

期連結会計期間から「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業

会計基準第９号）を適用しております。これに伴い、従来の方法によった場合と比べて、当第２四半期連結

累計期間の営業利益は塗料関連事業で29百万円減少しております。 

４ 追加情報 

 前第２四半期連結累計期間  

（有形固定資産の耐用年数の変更） 

 第１四半期連結会計期間から、機械装置の耐用年数の見直しを行なっております。これに伴い、従来の方

法によった場合と比べて、当第２四半期連結累計期間の営業利益は塗料関連事業で７百万円、その他の事業

で０百万円減少しております。 

  

  
塗料関連事業 
（百万円） 

その他の事業
（百万円） 

計
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結
（百万円） 

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高  42,934  197  43,131  ―  43,131

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 4  195  200 ( ) 200  ―

計  42,939  392  43,332 ( ) 200  43,131

営業利益  5,610  124  5,735 ( ) 763  4,972

事業区分 主要製品

塗料関連事業 
船底塗料、合成樹脂塗料、シンナー及びその他の塗料、塗装請負、塗装技術 

サービス 

その他の事業 不動産賃貸及び管理、ゴルフ練習場運営、電算機ソフトウェア開発等 
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前第２四半期連結会計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日） 

  

当第２四半期連結会計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日） 

  

前第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 

  

   

【所在地別セグメント情報】

  
日本 

（百万円） 
アジア

（百万円） 
その他の地域
（百万円） 

計
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結
（百万円） 

売上高             

(1）外部顧客に対する 

  売上高 
 11,463  13,771  3,203  28,438  ―  28,438

(2）セグメント間の内部 

  売上高又は振替高 
 1,809  2,258  241  4,308 ( ) 4,308  ―

計  13,272  16,030  3,444  32,747 ( ) 4,308  28,438

営業利益又は 

営業損失（△） 
 725  1,372  △55  2,041  202  2,244

  
日本 

（百万円） 
アジア

（百万円） 
その他の地域
（百万円） 

計
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結
（百万円） 

売上高             

(1）外部顧客に対する 

  売上高 
 10,803  10,064  2,457  23,325  ―  23,325

(2）セグメント間の内部 

  売上高又は振替高 
 1,137  1,853  143  3,135 ( ) 3,135  ―

計  11,941  11,918  2,601  26,460 ( ) 3,135  23,325

営業利益又は 

営業損失（△） 
 1,664  1,034  △530  2,168  662  2,831

  
日本 

（百万円） 
アジア

（百万円） 
その他の地域
（百万円） 

計
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結
（百万円） 

売上高             

(1）外部顧客に対する 

  売上高 
 21,797  26,165  5,533  53,496  ―  53,496

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 3,697  3,847  393  7,937 ( ) 7,937  ―

計  25,495  30,013  5,926  61,434 ( ) 7,937  53,496

営業利益又は 

営業損失（△） 
 1,422  2,567  △143  3,846  388  4,235
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当第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

（注）１ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

(1）アジア   ：中国、シンガポール、香港、韓国、台湾、タイ、マレーシア、インドネシア 

(2）その他の地域：オランダ、アメリカ、イギリス 

３ 会計処理の方法の変更 

 前第２四半期連結累計期間  

（棚卸資産の評価に関する会計基準） 

 「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」２ (1）に記載のとおり、第１四半

期連結会計期間から「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業

会計基準第９号）を適用しております。これに伴い、従来の方法によった場合と比べて、当第２四半期連結

累計期間の営業利益は日本で29百万円減少しております。 

４ 追加情報 

 前第２四半期連結累計期間  

（有形固定資産の耐用年数の変更） 

 第１四半期連結会計期間から、機械装置の耐用年数の見直しを行なっております。これに伴い、従来の方

法によった場合と比べて、当第２四半期連結累計期間の営業利益は日本で８百万円減少しております。 

  

  
日本 

（百万円） 
アジア

（百万円） 
その他の地域
（百万円） 

計
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結
（百万円） 

売上高             

(1）外部顧客に対する 

  売上高 
 21,575  17,276  4,279  43,131  ―  43,131

(2）セグメント間の内部 

  売上高又は振替高 
 2,284  3,206  259  5,749 ( ) 5,749  ―

計  23,860  20,482  4,538  48,881 ( ) 5,749  43,131

営業利益又は 

営業損失（△） 
 3,004  1,993  △784  4,213  758  4,972
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前第２四半期連結会計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日） 

  

当第２四半期連結会計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日） 

  

前第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 

   

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

（注）１ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

(1）アジア   ：中国、シンガポール、香港、韓国、台湾、タイ、マレーシア、インドネシア、オセアニア

(2）その他の地域：オランダ、アメリカ、イギリス、アフリカ 

３ 海外売上高は、提出会社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

【海外売上高】

  アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  13,774  3,203  16,978

Ⅱ 連結売上高（百万円）      28,438

Ⅲ 連結売上高に占める 

  海外売上高の割合（％） 
 48.4  11.3  59.7

  アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  10,038  2,477  12,516

Ⅱ 連結売上高（百万円）      23,325

Ⅲ 連結売上高に占める 

  海外売上高の割合（％） 
 43.1  10.6  53.7

  アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  26,167  5,545  31,712

Ⅱ 連結売上高（百万円）      53,496

Ⅲ 連結売上高に占める 

  海外売上高の割合（％） 
 48.9  10.4  59.3

  アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  17,235  4,319  21,555

Ⅱ 連結売上高（百万円）      43,131

Ⅲ 連結売上高に占める 

  海外売上高の割合（％） 
 40.0  10.0  50.0
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１．１株当たり純資産額 

 （注）１株当たり純資産額の算定上の基礎 

  

２．１株当たり四半期純利益金額等 

（注）１ 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２ １株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎 

  

（注）１ 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２ １株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎 

  

  

 該当事項はありません。 

  

（１株当たり情報）

当第２四半期連結会計期間末 
（平成21年９月30日） 

前連結会計年度末 
（平成21年３月31日） 

 １株当たり純資産額 円600.88  １株当たり純資産額 円550.49

項目 
当第２四半期連結会計期間末

（平成21年９月30日） 
前連結会計年度末

（平成21年３月31日） 

純資産の部の合計額（百万円）  44,014  40,013

普通株式に係る純資産（百万円）  41,312  37,851

差額の主な内訳（百万円）   

少数株主持分  2,702  2,161

普通株式の発行済株式数（株）  69,068,822  69,068,822

普通株式の自己株式数（株）  316,904  309,704

１株当たり純資産額の算定に用いられた 

普通株式の数（株） 
 68,751,918  68,759,118

前第２四半期連結累計期間 
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日） 

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年９月30日） 

１株当たり四半期純利益金額 円41.72 １株当たり四半期純利益金額 円37.90

項目 
前第２四半期連結累計期間
（自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日） 

当第２四半期連結累計期間
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年９月30日） 

四半期連結損益計算書上の四半期純利益 

（百万円） 
 2,870  2,605

普通株主に帰属しない金額（百万円） ― ― 

普通株式に係る四半期純利益（百万円）  2,870  2,605

普通株式の期中平均株式数（株）  68,811,373  68,755,230

前第２四半期連結会計期間 
（自 平成20年７月１日 
至 平成20年９月30日） 

当第２四半期連結会計期間 
（自 平成21年７月１日 
至 平成21年９月30日） 

１株当たり四半期純利益金額 円19.94 １株当たり四半期純利益金額 円20.20

項目 
前第２四半期連結会計期間
（自 平成20年７月１日 
至 平成20年９月30日） 

当第２四半期連結会計期間
（自 平成21年７月１日 
至 平成21年９月30日） 

四半期連結損益計算書上の四半期純利益 

（百万円） 
 1,372  1,389

普通株主に帰属しない金額（百万円） ― ― 

普通株式に係る四半期純利益（百万円）  1,372  1,389

普通株式の期中平均株式数（株）  68,808,064  68,753,151

（重要な後発事象）
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平成21年10月30日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。 

（イ）配当金の総額 …………………………………… 412百万円 

（ロ）１株当たりの金額 ……………………………… ６円00銭 

（ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日 ……… 平成21年12月１日 

(注)  平成21年９月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行います。  

   

２【その他】

2009/11/16 9:48:2309590878_第２四半期報告書_20091116094731



 該当事項はありません。 

  

第二部【提出会社の保証会社等の情報】
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  独立監査人の四半期レビュー報告書  

平成20年11月13日

中国塗料株式会社 

取締役会 御中 

新 日 本 有 限 責 任 監 査 法 人 

  
指定有限責任社員 

業務執行社員 
公認会計士 高橋 秀法 印 

  
指定有限責任社員 

業務執行社員 
 公認会計士 櫻井  均 印 

  
指定有限責任社員 

業務執行社員 
 公認会計士 中川 政人 印 

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられてい

る中国塗料株式会社の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会

計期間（平成20年７月１日から平成20年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成20年４月１

日から平成20年９月30日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期

連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半

期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に

対する結論を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期

レビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者

等に対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国にお

いて一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定さ

れた手続により行われた。 

 当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般

に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、中国塗料株式会社及び連結子会社

の平成20年９月30日現在の財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連

結累計期間の経営成績並びに第２四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示してい

ないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。 

  

以 上 

（注）１ 上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期

報告書提出会社）が別途保管しております。 

２ 四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。 
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  独立監査人の四半期レビュー報告書  

平成21年11月13日

中国塗料株式会社 

取締役会 御中 

新 日 本 有 限 責 任 監 査 法 人 

  
指定有限責任社員 

業務執行社員 
 公認会計士 高橋 秀法 印 

  
指定有限責任社員 

業務執行社員 
 公認会計士 櫻井  均 印 

  
指定有限責任社員 

業務執行社員 
 公認会計士 中川 政人 印 

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられてい

る中国塗料株式会社の平成21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会

計期間（平成21年７月１日から平成21年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成21年４月１

日から平成21年９月30日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期

連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半

期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に

対する結論を表明することにある。 

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期

レビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者

等に対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国にお

いて一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定さ

れた手続により行われた。 

 当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般

に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、中国塗料株式会社及び連結子会社

の平成21年９月30日現在の財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連

結累計期間の経営成績並びに第２四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示してい

ないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。 

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。 

  

以 上 

（注）１ 上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期

報告書提出会社）が別途保管しております。 

２ 四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。 
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