
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 35,250 41,183

受取手形及び売掛金 76,129 70,162

商品及び製品 13,990 13,757

仕掛品 2,960 3,064

原材料及び貯蔵品 8,033 6,815

その他 6,710 6,102

貸倒引当金 △925 △1,071

流動資産合計 142,150 140,013

固定資産   

有形固定資産 56,767 58,427

無形固定資産 2,543 2,379

投資その他の資産   

投資有価証券 59,107 56,254

その他 12,326 13,736

貸倒引当金 △391 △438

投資その他の資産合計 71,043 69,552

固定資産合計 130,355 130,359

資産合計 272,505 270,373
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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 54,426 50,041

短期借入金 888 1,321

1年内返済予定の長期借入金 462 590

未払法人税等 2,285 4,605

賞与引当金 2,109 3,426

その他 10,464 10,449

流動負債合計 70,636 70,435

固定負債   

長期借入金 464 811

退職給付引当金 6,286 6,089

その他 10,901 12,000

固定負債合計 17,652 18,901

負債合計 88,289 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 114,745 108,004

自己株式 △5,690 △5,704

株主資本合計 161,868 155,113

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 12,115 13,091

為替換算調整勘定 △9,810 △6,975

評価・換算差額等合計 2,304 6,116

少数株主持分 20,042 19,805

純資産合計 184,215 181,036

負債純資産合計 272,505 270,373
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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 161,279 179,470

売上原価 112,735 126,930

売上総利益 48,543 52,540

販売費及び一般管理費 34,853 35,555

営業利益 13,690 16,985

営業外収益   

受取利息 207 127

受取配当金 782 818

保険配当金 195 147

持分法による投資利益 318 1,318

雑収入 759 748

営業外収益合計 2,264 3,161

営業外費用   

支払利息 79 80

たな卸資産廃棄損 187 165

支払補償費 163 －

為替差損 － 289

雑支出 242 275

営業外費用合計 673 810

経常利益 15,280 19,337

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 36

固定資産売却益 76 18

投資有価証券売却益 9 28

負ののれん発生益 － 188

特別利益合計 85 271

特別損失   

固定資産除却損 100 190

固定資産圧縮損 61 －

関係会社株式売却損 － 209

投資有価証券評価損 － 36

特別損失合計 162 436

税金等調整前四半期純利益 15,203 19,172

法人税等 4,918 6,049

少数株主損益調整前四半期純利益 － 13,123

少数株主利益 2,243 2,615

四半期純利益 8,040 10,507
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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 15,203 19,172

減価償却費 5,165 5,229

のれん償却額 28 56

退職給付引当金の増減額（△は減少） △169 276

貸倒引当金の増減額（△は減少） 304 △146

受取利息及び受取配当金 △990 △946

支払利息 79 80

持分法による投資損益（△は益） △318 △1,318

投資有価証券評価損益（△は益） － 36

固定資産除売却損益（△は益） 86 172

売上債権の増減額（△は増加） △11,409 △6,319

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,733 △2,064

仕入債務の増減額（△は減少） 8,056 4,599

その他 1,518 △917

小計 14,821 17,910

利息及び配当金の受取額 1,156 972

利息の支払額 △77 △80

法人税等の支払額 △2,995 △8,137

営業活動によるキャッシュ・フロー 12,905 10,665

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 △21,796 △22,122

有価証券の売却による収入 21,796 22,122

有形固定資産の取得による支出 △4,389 △4,145

有形固定資産の売却による収入 99 60

無形固定資産の取得による支出 △164 △421

投資有価証券の取得による支出 △15,112 △27,545

投資有価証券の売却による収入 13,335 20,707

子会社株式の取得による支出 △70 △335

貸付けによる支出 △1,267 △1,154

貸付金の回収による収入 933 568

その他 △860 △524

投資活動によるキャッシュ・フロー △7,495 △12,790
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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   

短期借入れによる収入 968 1,693

短期借入金の返済による支出 △712 △2,105

長期借入れによる収入 200 －

長期借入金の返済による支出 △532 △470

自己株式の取得による支出 △27 △20

自己株式の売却による収入 1 2

配当金の支払額 △2,398 △2,664

少数株主への配当金の支払額 △957 △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 △3,457 △4,429

現金及び現金同等物に係る換算差額 204 △265

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,156 △6,820

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 33,644 33,996
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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） 

 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） 

 （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） 

 （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  106,148  48,612  380  6,137  161,279  － 161,279 

(2）セグメント間の内部
売上高又は振替高  8,577  184  －  23  8,785  △8,785  －

計  114,725  48,797  380  6,160  170,064  △8,785 161,279 

営業利益（百万円）  6,828  6,167  32  688  13,716  △26 13,690 

  アジア アメリカ 欧州 計

Ⅰ 海外売上高（百万円）  53,840  1,822  6,824  62,486

Ⅱ 連結売上高（百万円）  －  －  － 161,279 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合(％)  33.4  1.1  4.2  38.7
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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） 

（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  111,852  29,762  30,154  7,315  179,085  385  179,470  －  179,470

(2）セグメント間の内部
売上高又は振替高  9,802  11  185  19  10,018  －  10,018  △10,018  －

計  121,655  29,774  30,340  7,334  189,104  385  189,489  △10,018  179,470

セグメント利益（百万円）  10,376  3,844  4,470  351  19,042  293  19,336  0  19,337

（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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