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

23年3月期第3四半期 71,501 11.2 6,640 △7.3 6,788 △5.9 4,477 15.2
22年3月期第3四半期 64,278 △20.0 7,166 19.6 7,216 21.9 3,886 △6.0

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3四半期 65.13 ―

22年3月期第3四半期 56.52 ―

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3四半期 98,653 48,176 45.6 654.97
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3四半期  45,023百万円 22年3月期  43,488百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  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

22年3月期 ― 6.00 ― 7.00 13.00
23年3月期 ― 6.00 ―

23年3月期 
（予想）

7.00 13.00

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） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  無  
 

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 92,000 6.0 10,100 1.0 10,300 0.3 5,600 3.3 81.46

tasaitou
cmpスタンプ



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（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。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（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。 

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 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期3Q 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3Q  328,029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3Q 68,744,864株 22年3月期3Q 68,753,845株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期連結累計期間における世界経済は、緩やかな回復を維持しながらも、日本をはじめとする先進国の

景況が停滞し、また新興国経済にも減速感が生じるなど、脆弱な基調で推移しました。 

 当社グループを取り巻く経営環境としましては、造船業界においては、竣工量は引き続き堅調であり、また大幅

な生産調整が行われたコンテナボックス生産が、当期を通じ持ち直し続けたことから、前年同期に比べ売上増とな

りました。反面、主要原材料市場での持続的な価格上昇によって売上採算性の低下を余儀なくされました。 

 この結果、当第３四半期連結累計期間における当社グループの売上高は、71,501百万円（前年同期比11.2％

増）、営業利益は6,640百万円（同7.3％減）、経常利益は6,788百万円（同5.9％減）となりましたが、四半期純利

益は4,477百万円と前年同期に比べ15.2％増となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第３四半期末の総資産は前連結会計年度末に比べ2,306百万円増加の98,653百万円となりました。１株当たり

純資産額は前連結会計年度末に比べ22.39円増加の654.97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3,795百万円増加の67,863百万円となりました。主な増減要因は、受取手形

及び売掛金の増加（4,795百万円）や原材料及び貯蔵品の増加（1,141百万円）、現金及び預金の減少（3,469百万

円）であります。 

 固定資産は前連結会計年度末に比べ1,488百万円減少の30,789百万円となりました。主な要因は、投資有価証券

の減少（940百万円）であります。 

② 負債 

 流動負債は前連結会計年度末に比べ1,020百万円増加の45,144百万円となりました。主な増減要因は、支払手形

及び買掛金の増加（4,571百万円）、未払法人税等の減少（1,998百万円）や短期借入金の減少（1,332百万円）で

あります。 

 固定負債は前連結会計年度末に比べ351百万円減少の5,331百万円となりました。主な要因は、長期借入金の減少

（196百万円）や繰延税金負債の減少（147百万円）であります。 

③ 純資産 

 純資産は前連結会計年度末に比べ1,637百万円増加の48,176百万円となりました。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（3,583百万円）、為替換算調整勘定の減少（1,527百万円）やその他有価証

券評価差額金の減少（516百万円）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 

 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それぞれ８百万円、税金等調整前四半期純利益は37百万円減少しており

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３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31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 11,297 14,767

受取手形及び売掛金 40,098 35,302

有価証券 541 399

商品及び製品 8,644 7,798

仕掛品 431 410

原材料及び貯蔵品 5,763 4,621

繰延税金資産 696 1,024

その他 1,218 697

貸倒引当金 △829 △952

流動資産合計 67,863 64,068

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 6,674 6,314

機械装置及び運搬具（純額） 2,967 2,541

土地 13,145 13,164

その他（純額） 932 2,374

有形固定資産合計 23,719 24,394

無形固定資産 941 841

投資その他の資産   

投資有価証券 4,883 5,823

繰延税金資産 490 268

その他 802 1,000

貸倒引当金 △48 △50

投資その他の資産合計 6,128 7,042

固定資産合計 30,789 32,278

資産合計 98,653 96,346
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31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 17,547 12,976

短期借入金 19,327 20,659

1年内返済予定の長期借入金 2,119 1,819

未払金 2,614 2,590

未払法人税等 894 2,893

賞与引当金 164 89

役員賞与引当金 58 －

製品保証引当金 123 188

その他 2,293 2,906

流動負債合計 45,144 44,124

固定負債   

長期借入金 985 1,182

長期未払金 295 295

繰延税金負債 33 181

再評価に係る繰延税金負債 3,026 3,026

退職給付引当金 604 596

その他 386 400

固定負債合計 5,331 5,683

負債合計 50,476 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 29,323 25,739

自己株式 △199 △194

株主資本合計 48,533 44,954

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 18 535

土地再評価差額金 3,168 3,168

為替換算調整勘定 △6,698 △5,170

評価・換算差額等合計 △3,510 △1,466

少数株主持分 3,152 3,049

純資産合計 48,176 46,538

負債純資産合計 98,653 96,346
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（２）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21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 64,278 71,501

売上原価 42,120 49,894

売上総利益 22,157 21,607

販売費及び一般管理費 14,991 14,967

営業利益 7,166 6,640

営業外収益   

受取利息 32 69

受取配当金 121 143

受取ロイヤリティー 59 55

技術指導料 99 105

その他 271 293

営業外収益合計 584 667

営業外費用   

支払利息 279 197

為替差損 61 166

その他 193 156

営業外費用合計 534 520

経常利益 7,216 6,788

特別利益   

固定資産売却益 4 5

投資有価証券売却益 － 112

貸倒引当金戻入額 － 52

製品保証引当金戻入額 － 20

その他 0 2

特別利益合計 4 193

特別損失   

固定資産売却損 1 0

投資有価証券評価損 135 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 28

その他 1 0

特別損失合計 138 29

税金等調整前四半期純利益 7,082 6,952

法人税、住民税及び事業税 2,522 1,705

法人税等調整額 △25 258

法人税等合計 2,497 1,963

少数株主損益調整前四半期純利益 － 4,988

少数株主利益 699 510

四半期純利益 3,886 4,477
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31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 7,082 6,952

減価償却費 1,190 1,248

のれん償却額 16 16

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） 68 △64

退職給付引当金の増減額（△は減少） △0 15

その他の引当金の増減額（△は減少） 138 79

受取利息及び受取配当金 △153 △212

支払利息 279 197

為替差損益（△は益） △7 291

固定資産売却損益（△は益） 16 29

投資有価証券売却損益（△は益） △0 △112

投資有価証券評価損益（△は益） 135 －

会員権評価損 1 －

売上債権の増減額（△は増加） 1,548 △6,457

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,283 △2,697

未収消費税等の増減額（△は増加） 197 －

未払又は未収消費税等の増減額 － △26

仕入債務の増減額（△は減少） △276 5,193

割引手形の増減額（△は減少） △2,466 －

その他 104 △499

小計 10,159 3,980

利息及び配当金の受取額 153 212

利息の支払額 △269 △187

法人税等の支払額 △1,333 △4,122

営業活動によるキャッシュ・フロー 8,710 △116

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 △107 △2,998

定期預金の払戻による収入 87 2,617

固定資産の取得による支出 △1,639 △1,023

固定資産の売却による収入 7 7

有価証券の純増減額（△は増加） － △110

投資有価証券の取得による支出 △106 △18

投資有価証券の売却による収入 1 230

その他 4 4

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,752 △1,290
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（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31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） △2,155 △907

長期借入れによる収入 － 900

長期借入金の返済による支出 △112 △796

自己株式の売却による収入 0 －

自己株式の取得による支出 △6 △4

配当金の支払額 △844 △856

少数株主への配当金の支払額 △211 △255

少数株主からの払込みによる収入 76 －

その他 △38 △41

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,292 △1,961

現金及び現金同等物に係る換算差額 40 △398

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,705 △3,767

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 12,297 10,779
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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３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日） 

  

〔所在地別セグメント情報〕  

前第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日） 

   

〔海外売上高〕  

前第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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  63,984  294  64,278  ―  64,278

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 7  291  298 ( ) 298  ―

計  63,991  585  64,577 ( ) 298  64,278

営業利益  8,108  179  8,288 ( ) 1,121  7,166

  
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 
 31,130  26,948  6,199  64,278  ―  64,278

(2）セグメント間の内部 

  売上高又は振替高 
 3,485  4,433  390  8,308 ( ) 8,308  ―

計  34,615  31,381  6,589  72,586 ( ) 8,308  64,278

営業利益又は 

営業損失（△） 
 3,921  3,057  △534  6,444  722  7,166

  アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  26,941  6,227  33,169

Ⅱ 連結売上高（百万円）      64,278

Ⅲ 連結売上高に占める 

  海外売上高の割合（％） 
 41.9  9.7  51.6
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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は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３四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31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） 

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  30,653  22,223  6,942  5,237  6,444  71,501

 セグメント間の内部 

 売上高又は振替高 
 3,780  3,359  188  2,178  432  9,940

計  34,434  25,583  7,131  7,415  6,877  81,441

セグメント利益又は 

損失（△） 
 2,973  1,432  696  735  △770  5,067

（単位：百万円）

 利益 金額

報告セグメント合計   5,067

セグメント間取引消去  2,735

全社費用（注）  △1,162

四半期連結損益計算書の営業利益  6,640

（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３四半期
連結累計期間  

(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日)

船舶用塗料（百万円）  25,275  14,236  6,935  2,990  6,173  55,612

工業用塗料（百万円）  5,094  1,184  6  1,850  144  8,281

コンテナ用塗料（百万円）  ―  6,802  ―  396  126  7,325

その他（百万円）  282  ―  ―  ―  ―  282

合計（百万円）  30,653  22,223  6,942  5,237  6,444  71,501
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