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1.  平成24年3月期第3四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

24年3月期第3四半期 70,543 △1.3 4,346 △34.5 4,872 △28.2 2,421 △45.9

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

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 1,060百万円 （△62.1％） 23年3月期第3四半期 2,795百万円 （―％）

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

24年3月期第3四半期 35.23 ―

23年3月期第3四半期 65.13 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第3四半期 99,015 48,852 46.3
23年3月期 100,305 48,874 45.6

（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  45,845百万円 23年3月期  45,744百万円

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

23年3月期 ― 6.00 ― 7.00 13.00
24年3月期 ― 6.00 ―

24年3月期（予想） 7.00 13.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24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  
 

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 95,000 △1.7 5,700 △35.4 6,000 △34.2 3,500 △38.6 50.91



(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、四半期財務諸表に対する
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．当四半期決算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

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無

② ①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） 24年3月期3Q 69,068,822 株 23年3月期 69,068,822 株

② 期末自己株式数 24年3月期3Q 336,502 株 23年3月期 330,710 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 68,735,674 株 23年3月期3Q 68,744,864 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、日本が震災の打撃から回復しながらも、欧州債務危機の影響が

各国に飛び火し、停滞色を強めつつ推移しました。 

 当社グループの業績としましては、円独歩高による売上、利益双方での目減りや、世界経済の減速等の悪材料が

重なる中、売上高は前年同期比で若干減となりました。加えて、原油を中心に原材料価格が高値圏にとどまったこ

となどから、営業利益はじめ全般的に前年同期比で利益率が低下しました。 

 この結果、当第３四半期連結累計期間の当社グループの売上高は、70,543百万円（前年同期比1.3％減）、営業

利益は4,346百万円（同34.5％減）となり、経常利益は4,872百万円（同28.2％減）、四半期純利益は2,421百万円

（同45.9％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３四半期末の総資産は前連結会計年度末に比べ1,290百万円減少の99,015百万円となりました。 

① 資産 

 流動資産は前連結会計年度末に比べ215百万円減少の69,855百万円となりました。主な要因は、受取手形及び売

掛金の減少（3,362百万円）や現金及び預金の増加（2,968百万円）であります。 

 固定資産は前連結会計年度末に比べ1,074百万円減少の29,160百万円となりました。主な減少要因は、投資有価

証券の減少（463百万円）や建物及び構築物の減少（348百万円）であります。 

② 負債 

 流動負債は前連結会計年度末に比べ1,921百万円減少の43,223百万円となりました。主な要因は、支払手形及び

買掛金の減少（3,259百万円）、１年内返済予定の長期借入金の減少（1,050百万円）や未払金の減少（404百万

円）、短期借入金の増加（3,380百万円）であります。 

 固定負債は前連結会計年度末に比べ652百万円増加の6,938百万円となりました。主な要因は、長期借入金の増加

（939百万円）や再評価に係る繰延税金負債の減少（382百万円）であります。 

③ 純資産 

 純資産は前連結会計年度末に比べ21百万円減少の48,852百万円となりました。主な要因は、為替換算調整勘定の

減少（1,284百万円）やその他有価証券評価差額金の減少（522百万円）、四半期純利益の計上などによる利益剰余

金の増加（1,527百万円）であります。 

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成23年10月25日に公表いたしました連結業績予想から修正は行なっておりません。 

  

（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。 

   

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（その他）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23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 12,412 15,381

受取手形及び売掛金 41,758 38,395

有価証券 607 686

商品及び製品 7,973 8,035

仕掛品 390 262

原材料及び貯蔵品 5,793 6,250

繰延税金資産 826 575

その他 1,097 941

貸倒引当金 △789 △674

流動資産合計 70,070 69,855

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 6,593 6,245

機械装置及び運搬具（純額） 2,980 2,674

土地 13,131 13,090

その他（純額） 778 980

有形固定資産合計 23,484 22,990

無形固定資産 878 744

投資その他の資産   

投資有価証券 4,708 4,244

繰延税金資産 453 518

その他 756 707

貸倒引当金 △46 △45

投資その他の資産合計 5,872 5,425

固定資産合計 30,235 29,160

資産合計 100,305 99,015
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 17,368 14,109

短期借入金 19,529 22,910

1年内返済予定の長期借入金 1,147 97

未払金 3,097 2,692

未払法人税等 1,225 862

賞与引当金 93 213

役員賞与引当金 － 64

製品保証引当金 105 101

その他 2,577 2,172

流動負債合計 45,145 43,223

固定負債   

長期借入金 1,920 2,859

長期未払金 293 299

繰延税金負債 32 30

再評価に係る繰延税金負債 3,026 2,644

退職給付引当金 604 727

その他 408 376

固定負債合計 6,285 6,938

負債合計 51,431 50,162

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 30,547 32,075

自己株式 △201 △204

株主資本合計 49,756 51,280

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 47 △474

土地再評価差額金 3,168 3,551

為替換算調整勘定 △7,228 △8,512

その他の包括利益累計額合計 △4,011 △5,435

少数株主持分 3,129 3,007

純資産合計 48,874 48,852

負債純資産合計 100,305 99,015
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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22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

売上高 71,501 70,543

売上原価 49,894 51,735

売上総利益 21,607 18,808

販売費及び一般管理費 14,967 14,461

営業利益 6,640 4,346

営業外収益   

受取利息 69 87

受取配当金 143 119

受取ロイヤリティー 55 55

技術指導料 105 86

為替差益 － 250

その他 293 329

営業外収益合計 667 929

営業外費用   

支払利息 197 276

為替差損 166 －

その他 156 126

営業外費用合計 520 403

経常利益 6,788 4,872

特別利益   

固定資産売却益 5 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 2 －

特別利益合計 193 5

特別損失   

投資有価証券評価損 － 26

関係会社整理損 － 5

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 28 －

会員権評価損 － 9

その他 1 3

特別損失合計 29 44

税金等調整前四半期純利益 6,952 4,832

法人税、住民税及び事業税 1,705 1,430

過年度法人税等 － 438

法人税等調整額 258 235

法人税等合計 1,963 2,105

少数株主損益調整前四半期純利益 4,988 2,727

少数株主利益 510 305

四半期純利益 4,477 2,421
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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22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 4,988 2,727

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △516 △522

土地再評価差額金 － 382

為替換算調整勘定 △1,675 △1,527

その他の包括利益合計 △2,192 △1,667

四半期包括利益 2,795 1,060

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 2,433 997

少数株主に係る四半期包括利益 362 62
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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22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23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 6,952 4,832

減価償却費 1,248 1,147

のれん償却額 16 18

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） △64 △69

退職給付引当金の増減額（△は減少） 15 135

その他の引当金の増減額（△は減少） 79 195

受取利息及び受取配当金 △212 △207

支払利息 197 276

為替差損益（△は益） 291 △259

固定資産除売却損益（△は益） 29 4

投資有価証券売却損益（△は益） △112 －

投資有価証券評価損益（△は益） － 26

売上債権の増減額（△は増加） △6,457 2,474

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,697 △940

未払又は未収消費税等の増減額 △26 △30

仕入債務の増減額（△は減少） 5,193 △2,861

その他 △499 △648

小計 3,980 4,094

利息及び配当金の受取額 212 205

利息の支払額 △187 △256

法人税等の支払額 △4,122 △2,079

営業活動によるキャッシュ・フロー △116 1,964

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 △2,998 △1,439

定期預金の払戻による収入 2,617 1,060

固定資産の取得による支出 △1,023 △947

固定資産の売却による収入 7 10

有価証券の純増減額（△は増加） △110 △25

投資有価証券の取得による支出 △18 △144

投資有価証券の売却による収入 230 －

その他 4 △9

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,290 △1,495

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） △907 4,034

長期借入れによる収入 900 1,035

長期借入金の返済による支出 △796 △1,146

自己株式の取得による支出 △4 △3

配当金の支払額 △856 △841

少数株主への配当金の支払額 △255 △185

その他 △41 △37

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,961 2,856

現金及び現金同等物に係る換算差額 △398 △545

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,767 2,779

現金及び現金同等物の期首残高 14,547 11,825

現金及び現金同等物の四半期末残高 10,779 14,604
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 該当事項はありません。 

   

   

〔セグメント情報〕  

Ⅰ 前第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）  

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 

（単位：百万円）

  

２．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。 

  

  

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23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 

（単位：百万円）

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

  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

  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  28,296  24,276  6,375  5,558  6,037  70,543

 セグメント間の内部 

 売上高又は振替高 
 2,897  3,052  168  2,142  460  8,720

計  31,193  27,328  6,543  7,700  6,498  79,264

セグメント利益又は 

損失（△） 
 1,773  1,513  93  622  △752  3,252
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２．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。 

  

  

 該当事項はありません。   

   

（単位：百万円）

 利益 金額

報告セグメント合計   3,252

セグメント間取引消去  2,182

全社費用（注）  △1,087

四半期連結損益計算書の営業利益  4,346

（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  

前第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）

（注） 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年12月31日）        （単位：百万円）

（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  

計

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

工業用塗料  5,094  1,184  6  1,850  144  8,281

コンテナ用塗料  ―  6,802  ―  396  126  7,325

その他  282  ―  ―  ―  ―  282

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

  

  

日本 

  

  

中国 

  

  

韓国 

  

東南 

アジア 

欧州 
・ 
米国 

計

船舶用塗料  23,625  14,211  6,355  3,016  5,782  52,991

工業用塗料  4,399  1,294  19  2,020  100  7,834

コンテナ用塗料  ―  8,769  ―  522  155  9,446

その他  271  ―  ―  ―  ―  271

計  28,296  24,276  6,375  5,558  6,037  70,543
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