
  

  

１．平成23年３月期第１四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22年６月30日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

  

３．平成23年３月期の連結業績予想（平成22年４月１日～平成23年３月31日） 
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四半期報告書提出予定日 平成22年８月11日 配当支払開始予定日  ― 

四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 有 ・無     

四半期決算説明会開催の有無    ： 有 ・ 無       

  （百万円未満切捨て）

（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 ％ 

23年３月期第１四半期  21,206  7.1  1,671  △20.8  1,703  △20.7  705  △42.0

22年３月期第１四半期  19,806  △21.0  2,109  7.1  2,148  11.6  1,216  △18.8

  
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 

23年３月期第１四半期  10  26  ―      

22年３月期第１四半期  17  69  ―      

  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 

23年３月期第１四半期  96,268  46,915  45.4  635  60

22年３月期  96,346  46,538  45.1  632  58

（参考）自己資本 23年３月期第１四半期 43,694百万円 22年３月期 43,488百万円 

  
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

22年３月期 ―       6 00 ―       7  00 13 00

23年３月期 ―      

23年３月期（予想） 6 00 ―       7  00 13 00

（注）当四半期における配当予想の修正有無 ： 有・無

  （％表示は、通期は対前期、第２四半期（累計）は対前年同四半期増減率）

  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 

第２四半期（累計）  44,500  3.2  4,900  △1.4  5,000  1.7  2,700  3.6  39  27

通期  92,000  6.0  10,100  1.0  10,300  0.3  5,600  3.3  81  45

（注）当四半期における業績予想の修正有無 ： 有・無
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４．その他（詳細は、【添付資料】２ページ「２．その他の情報」をご覧ください。） 

新規    ― 社 （  ―  ）     、除外    ― 社  （  ―  ） 

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

  

（注）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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」に記載される四半期連結財務諸表作

成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の有無となります。 

  

（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、四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続が実施中です。 

  

※  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。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）２ページ 「１．当四半期の

連結業績等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。 

  

（１）当四半期中における重要な子会社の異動 ： 有・無

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有 ・無

 ① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有 ・ 無

 ② ①以外の変更        ： 有 ・ 無

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年３月期１Ｑ 69,068,822株 22年３月期 69,068,822株

②  期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 323,279株 22年３月期 321,033株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 68,746,655株 22年３月期１Ｑ 68,757,351株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間における世界経済は、新興国経済の早期回復が見られはじめましたが、欧州財政不安

から世界景気の減速が再び懸念されるなど、不安定な状況で推移しました。 

 当社グループを取り巻く経営環境としましては、極端な調整が進められていたコンテナ生産が、当期においてよ

うやく持ち直しに転じ始めたことから、前年同期に比べ売上増となりました。しかしながら、各種原材料価格が再

度高騰に転じてきたため、利益面では前年同期に比べ全般的に悪化いたしました。 

 この結果、当第１四半期連結会計期間の当社グループの売上高は、21,206百万円（前年同期比7.1％増）、営業

利益は1,671百万円（同20.8％減）、経常利益は1,703百万円（同20.7％減）、四半期純利益は705百万円（同

42.0％減）となりました。 

  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期末の総資産は前連結会計年度末に比べ78百万円減少の96,268百万円となりました。１株当たり純資

産額は前連結会計年度末に比べ3.02円増加の635.60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192百万円増加の64,260百万円となりました。主な増減要因は、商品及び製

品の増加（931百万円）や現金及び預金の減少（529百万円）であります。 

固定資産は前連結会計年度末に比べ270百万円減少の32,007百万円となりました。主な要因は、投資有価証券の

減少（833百万円）であります。 

② 負債 

流動負債は前連結会計年度末に比べ275百万円減少の43,848百万円となりました。主な増減要因は、未払法人税

等の減少（1,640百万円）、短期借入金の減少（396百万円）や支払手形及び買掛金の増加（1,609百万円）であり

ます。 

固定負債は前連結会計年度末に比べ179百万円減少の5,503百万円となりました。主な要因は、繰延税金負債の減

少（145百万円）であります。 

③ 純資産 

純資産は前連結会計年度末に比べ377百万円増加の46,915百万円となりました。主な増減要因は、四半期純利益

の計上などによる利益剰余金の増加（224百万円）、為替換算調整勘定の増加（340百万円）やその他有価証券評価

差額金の減少（357百万円）であります。 

  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成22年５月７日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。 

  

  

（１）重要な子会社の異動の概要  

 該当事項はありません。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要  

・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。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

・資産除去債務に関する会計基準の適用 

 当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31

日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を適

用しております。 

 これに伴い、営業利益及び経常利益は２百万円、税金等調整前四半期純利益は31百万円減少しております。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

２．その他の情報
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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）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 14,238 14,767

受取手形及び売掛金 35,232 35,302

有価証券 213 399

商品及び製品 8,729 7,798

仕掛品 356 410

原材料及び貯蔵品 4,865 4,621

繰延税金資産 794 1,024

その他 773 697

貸倒引当金 △942 △952

流動資産合計 64,260 64,068

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 7,194 6,314

機械装置及び運搬具（純額） 3,382 2,541

土地 13,180 13,164

その他（純額） 863 2,374

有形固定資産合計 24,621 24,394

無形固定資産 1,056 841

投資その他の資産   

投資有価証券 4,990 5,823

繰延税金資産 473 268

その他 916 1,000

貸倒引当金 △49 △50

投資その他の資産合計 6,329 7,042

固定資産合計 32,007 32,278

資産合計 96,268 96,346
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６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22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 14,585 12,976

短期借入金 20,263 20,659

1年内返済予定の長期借入金 1,819 1,819

未払金 2,679 2,590

未払法人税等 1,253 2,893

繰延税金負債 0 0

賞与引当金 189 89

役員賞与引当金 19 －

製品保証引当金 165 188

その他 2,871 2,906

流動負債合計 43,848 44,124

固定負債   

長期借入金 1,152 1,182

長期未払金 295 295

繰延税金負債 35 181

再評価に係る繰延税金負債 3,026 3,026

退職給付引当金 598 596

その他 394 400

固定負債合計 5,503 5,683

負債合計 49,352 49,808

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 25,964 25,739

自己株式 △196 △194

株主資本合計 45,177 44,954

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 177 535

土地再評価差額金 3,168 3,168

為替換算調整勘定 △4,829 △5,170

評価・換算差額等合計 △1,483 △1,466

少数株主持分 3,220 3,049

純資産合計 46,915 46,538

負債純資産合計 96,268 96,346
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 19,806 21,206

売上原価 12,884 14,674

売上総利益 6,921 6,532

販売費及び一般管理費 4,811 4,861

営業利益 2,109 1,671

営業外収益   

受取利息 8 24

受取配当金 94 112

受取ロイヤリティー 17 18

技術指導料 33 30

その他 65 64

営業外収益合計 219 249

営業外費用   

支払利息 109 66

為替差損 11 97

その他 59 53

営業外費用合計 180 217

経常利益 2,148 1,703

特別利益   

固定資産売却益 1 －

貸倒引当金戻入額 － 22

製品保証引当金戻入額 1 9

その他 0 3

特別利益合計 3 35

特別損失   

固定資産売却損 0 0

投資有価証券評価損 － 257

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 28

その他 － 0

特別損失合計 0 287

税金等調整前四半期純利益 2,151 1,451

法人税、住民税及び事業税 684 453

法人税等調整額 54 106

法人税等合計 739 560

少数株主損益調整前四半期純利益 － 891

少数株主利益 196 185

四半期純利益 1,216 705

－ 5 －

中国塗料㈱(4617)　平成23年３月期　第１四半期決算短信



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６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 2,151 1,451

減価償却費 382 369

のれん償却額 5 5

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 28

貸倒引当金の増減額（△は減少） △26 △30

退職給付引当金の増減額（△は減少） △19 0

その他の引当金の増減額（△は減少） 87 90

受取利息及び受取配当金 △103 △136

支払利息 109 66

為替差損益（△は益） 29 16

投資有価証券評価損益（△は益） － 257

固定資産売却損益（△は益） △0 8

売上債権の増減額（△は増加） 2,248 230

たな卸資産の増減額（△は増加） 703 △980

仕入債務の増減額（△は減少） △2,182 1,461

その他 △919 △466

小計 2,467 2,373

利息及び配当金の受取額 103 136

利息の支払額 △101 △54

法人税等の支払額 △404 △2,072

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,064 382

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 △30 △1,385

定期預金の払戻による収入 － 317

固定資産の取得による支出 △529 △265

固定資産の売却による収入 2 1

投資有価証券の取得による支出 △3 △3

投資有価証券の売却による収入 1 －

その他 △3 △6

投資活動によるキャッシュ・フロー △562 △1,342

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） 168 △419

長期借入金の返済による支出 △37 △29

自己株式の取得による支出 △2 △1

配当金の支払額 △427 △434

少数株主への配当金の支払額 △88 △165

少数株主からの払込みによる収入 36 －

その他 △13 △13

財務活動によるキャッシュ・フロー △363 △1,065

現金及び現金同等物に係る換算差額 319 184

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,457 △1,841

現金及び現金同等物の期首残高 8,591 14,547

現金及び現金同等物の四半期末残高 10,049 12,705
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 該当事項はありません。  

  

  

〔事業の種類別セグメント情報〕  

前第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

  

〔所在地別セグメント情報〕  

前第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

   

〔海外売上高〕  

前第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）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  19,711  94  19,806  ―  19,806

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 2  96  98 ( ) 98  ―

計  19,713  191  19,904 ( ) 98  19,806

営業利益  2,445  57  2,503 ( ) 394  2,109

  
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 
 10,771  7,212  1,822  19,806  ―  19,806

(2）セグメント間の内部 

  売上高又は振替高 
 1,147  1,352  115  2,614 ( ) 2,614  ―

計  11,919  8,564  1,937  22,420 ( ) 2,614  19,806

営業利益又は 

営業損失（△） 
 1,343  894  △224  2,012  96  2,109

  アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  7,197  1,842  9,039

Ⅱ 連結売上高（百万円）      19,806

Ⅲ 連結売上高に占める 

  海外売上高の割合（％） 
 36.3  9.3  45.6
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〔セグメント情報〕 

１．報告セグメントの概要  

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締

役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行なう対象となっているものでありま

す。 

当社グループは、主に塗料を生産・販売しており、国内においては当社を中心として、海外においては中国、韓

国、東南アジア、欧州・米国の各地域をCHUGOKU MARINE PAINTS (Shanghai)，Ltd.、CHUGOKU MARINE PAINTS

(Guang Dong)，Ltd.、CHUGOKU SAMHWA PAINTS, Ltd. 、CHUGOKU MARINE PAINTS(Singapore)Pte.，Ltd.、CHUGOKU 

PAINTS(Malaysia)Sdn. Bhd.、CHUGOKU PAINTS B.V. 及びその他現地法人が、担当しております。各グループ会社

はそれぞれ独立した経営単位でありますが、取り扱う製品について各地域の包括的な戦略を立案し、事業活動を展

開しております。 

したがって、当社グループは、生産・販売体制を基礎とした地域別のセグメントから構成されており、「日

本」、「中国」、「韓国」、「東南アジア」、「欧州・米国」の５つを報告セグメントとしております。各報告セ

グメントのうち、「日本」においては塗料の生産・販売の他に不動産管理業務等を行なっており、その他の報告セ

グメントにおいては塗料の生産・販売を行なっております。 

  

２．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 

当第１四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日） 

（単位：百万円）

  

３．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容

（差異調整に関する事項） 

（注）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。  

  

（追加情報） 

当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年

３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成20年

３月21日）を適用しております。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

  

  日本 中国 韓国 東南アジア 欧州・米国 合計

売上高          

 外部顧客への売上高  9,889  5,016  2,902  1,442  1,956  21,206

 セグメント間の内部 

 売上高又は振替高 
 1,405  959  52  637  126  3,181

計  11,295  5,975  2,954  2,079  2,083  24,388

セグメント利益又は 

損失（△） 
 1,034  △173  382  140  △209  1,174

（単位：百万円）

 利益 金額

報告セグメント合計   1,174

セグメント間取引消去  903

全社費用（注）  △407

四半期連結損益計算書の営業利益  1,671

（６）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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販売実績  

（注） 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

  

４．補足情報

  

  

日本 

  

  

中国 

  

  

韓国 

  

東南 

アジア 

欧州
・ 
米国  

当第１四半期
連結累計期間  

(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日)

船舶用塗料（百万円）  8,299  3,734  2,900  749  1,897  17,581

工業用塗料（百万円）  1,495  345  1  561  32  2,437

コンテナ用塗料（百万円）  ―  935  ―  131  27  1,094

その他（百万円）  94  ―  ―  ―  ―  94

合計（百万円）  9,889  5,016  2,902  1,442  1,956  21,206
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