
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２四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 34,278 41,183

受取手形及び売掛金 73,235 70,162

商品及び製品 13,771 13,757

仕掛品 2,934 3,064

原材料及び貯蔵品 7,763 6,815

その他 6,703 6,102

貸倒引当金 △873 △1,071

流動資産合計 137,812 140,013

固定資産   

有形固定資産 57,606 58,427

無形固定資産 2,448 2,379

投資その他の資産   

投資有価証券 57,448 56,254

その他 12,834 13,736

貸倒引当金 △419 △438

投資その他の資産合計 69,863 69,552

固定資産合計 129,918 130,359

資産合計 267,731 270,373
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 49,765 50,041

短期借入金 1,280 1,321

1年内返済予定の長期借入金 515 590

未払法人税等 3,480 4,605

賞与引当金 3,289 3,426

その他 10,086 10,449

流動負債合計 68,418 70,435

固定負債   

長期借入金 557 811

退職給付引当金 6,130 6,089

その他 9,654 12,000

固定負債合計 16,342 18,901

負債合計 84,760 89,337

純資産の部   

株主資本   

資本金 25,658 25,658

資本剰余金 27,154 27,154

利益剰余金 113,992 108,004

自己株式 △5,710 △5,704

株主資本合計 161,095 155,113

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 10,136 13,091

為替換算調整勘定 △8,308 △6,975

評価・換算差額等合計 1,828 6,116

少数株主持分 20,046 19,805

純資産合計 182,970 181,036

負債純資産合計 267,731 270,373
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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21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 103,781 120,424

売上原価 72,912 84,974

売上総利益 30,868 35,449

販売費及び一般管理費 22,815 23,639

営業利益 8,052 11,809

営業外収益   

受取利息 167 93

受取配当金 531 545

持分法による投資利益 13 1,113

雑収入 598 590

営業外収益合計 1,311 2,343

営業外費用   

支払利息 50 76

たな卸資産廃棄損 126 121

支払補償費 128 －

為替差損 － 148

雑支出 165 209

営業外費用合計 470 556

経常利益 8,893 13,596

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 177

固定資産売却益 75 9

投資有価証券売却益 9 －

特別利益合計 85 186

特別損失   

固定資産除却損 55 135

固定資産圧縮損 61 －

投資有価証券評価損 － 35

特別損失合計 117 171

税金等調整前四半期純利益 8,861 13,612

法人税等 3,138 4,401

少数株主損益調整前四半期純利益 － 9,210

少数株主利益 1,419 1,890

四半期純利益 4,302 7,320
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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21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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 8,861 13,612

減価償却費 3,355 3,411

のれん償却額 16 40

退職給付引当金の増減額（△は減少） △377 △5

貸倒引当金の増減額（△は減少） 17 △180

受取利息及び受取配当金 △699 △638

支払利息 50 76

持分法による投資損益（△は益） △13 △1,113

投資有価証券評価損益（△は益） － 35

固定資産除売却損益（△は益） 41 126

売上債権の増減額（△は増加） △3,559 △3,166

たな卸資産の増減額（△は増加） △671 △1,313

仕入債務の増減額（△は減少） 198 △382

その他 1,382 △717

小計 8,601 9,784

利息及び配当金の受取額 800 666

利息の支払額 △50 △76

法人税等の支払額 △1,500 △5,440

営業活動によるキャッシュ・フロー 7,851 4,933

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の取得による支出 △9,587 △14,001

有価証券の売却による収入 9,587 14,001

有形固定資産の取得による支出 △2,875 △2,717

有形固定資産の売却による収入 98 45

無形固定資産の取得による支出 △54 △214

投資有価証券の取得による支出 △10,165 △26,101

投資有価証券の売却による収入 10,509 20,105

子会社株式の取得による支出 △70 △2

貸付けによる支出 △751 △1,036

貸付金の回収による収入 739 522

その他 392 △559

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,178 △9,957
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（単位：百万円）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 862 1,516

短期借入金の返済による支出 △593 △1,526

長期借入れによる収入 200 －

長期借入金の返済による支出 △664 △326

自己株式の取得による支出 △17 △8

自己株式の売却による収入 0 1

配当金の支払額 △1,065 △1,332

少数株主への配当金の支払額 △801 △1,015

少数株主からの払込みによる収入 － 150

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,079 △2,540

現金及び現金同等物に係る換算差額 412 △197

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 4,006 △7,762

現金及び現金同等物の期首残高 31,422 40,548

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

－ 269

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 65 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 35,494 33,054
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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） 

 事業の種類として「塗料事業」及び「その他事業」に区分しておりますが、全セグメントの売上高及び営業

利益の合計額に占める「塗料事業」の割合がいずれも90％を超えているため、事業の種類別セグメント情報の

記載を省略しております。 

〔所在地別セグメント情報〕  

前第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 

アジア……インド、タイ、中国、台湾等  アメリカ……米国  欧州……トルコ、英国 

  

〔海外売上高〕 

前第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 

アジア……インド、タイ、中国、台湾等  アメリカ……米国等  欧州……トルコ、英国等 

３．海外売上高は、当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。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  日本 アジア アメリカ 欧州 計
消去又は
全社 

連結

売上高（百万円）               

(1）外部顧客に対する売

上高 
 69,008  30,686  259  3,827  103,781  －  103,781

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 5,369  126  －  16  5,512  △5,512  －

計  74,377  30,813  259  3,843  109,293  △5,512  103,781

営業利益（百万円）  3,813  3,790  14  445  8,063  △10  8,052

  アジア アメリカ 欧州 計

Ⅰ 海外売上高（百万円）  33,943  1,108  4,295  39,347

Ⅱ 連結売上高（百万円）  －  －  －  103,781

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合(％)  32.7  1.1  4.1  37.9
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〔セグメント情報〕 

１．報告セグメントの概要  

 当社の報告セグメントは、当社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、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 

 当社は、主に塗料の製造・販売を行っており、国内においては主として当社が、海外においては現地法人

がそれぞれ担当しております。現地法人はそれぞれ独立した経営単位であり、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。 

 従って、当社は、生産・販売体制を基礎とした地域別セグメントから構成されており、「日本」、「イン

ド」、「アジア」及び「欧州」の４つを報告セグメントとしております。 

  

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２四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日） 

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、米国・南アフリカ等の現地法

人の事業活動を含んでおります。 

２．セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去によるものであります。 

３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。 

４．日本、インド以外の各セグメントに属する主な国又は地域 

アジア……タイ、中国、マレーシア等 

欧州………トルコ、英国等 

   

（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。  

  

  

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) 

日本 インド アジア 欧州 計

売上高（百万円）                   

(1）外部顧客への売上高  75,106  20,095  20,429  4,515  120,146  277  120,424  －  120,424

(2）セグメント間の内部
売上高又は振替高  6,535  8  115  11  6,670  －  6,670  △6,670  －

計  81,642  20,103  20,545  4,526  126,817  277  127,095  △6,670  120,424

セグメント利益（百万円）  6,826  2,843  3,281  278  13,229  366  13,595  0  13,596

（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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