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1.  平成25年3月期第1四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年6月30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 ％

25年3月期第1四半期 69,373 23.8 5,524 86.8 6,613 75.8 3,869 267.0
24年3月期第1四半期 56,042 △5.8 2,957 △46.4 3,761 △42.8 1,054 △67.9

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 5,592百万円 （186.2％） 24年3月期第1四半期 1,953百万円 （―％）

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

25年3月期第1四半期 14.52 ―

24年3月期第1四半期 3.97 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第1四半期 323,631 196,217 54.2
24年3月期 319,409 192,787 53.6

（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  175,428百万円 24年3月期  171,260百万円

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

24年3月期 ― 5.00 ― 5.00 10.00
25年3月期 ―

25年3月期（予想） 6.00 ― 6.00 12.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日） 
 

（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期(累計) 140,000 15.7 12,000 49.6 13,000 39.1 9,000 81.5 33.76
通期 290,000 13.0 25,000 29.4 27,000 25.9 16,000 14.3 60.02



(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  ：  有  
（注）詳細は、添付資料Ｐ．３「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 （2）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（注）「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」 第10条の５に該当するものであります。詳細は、添付資料Ｐ．３「２．サマリー情報
（注記事項）に関する事項 （3）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

(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、金融商品取引法に基づく四
半期財務諸表のレビュー手続を実施しております。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
(将来に関する記述等についてのご注意) 
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、その達
成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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Ｐ．３「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。 

※  注記事項

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  有

② ①以外の会計方針の変更   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  有

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期1Q 272,623,270 株 24年3月期 272,623,270 株

② 期末自己株式数 25年3月期1Q 6,103,596 株 24年3月期 7,044,196 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 266,561,718 株 24年3月期1Q 265,587,145 株



   

   

○添付資料の目次

１．当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………………………………………  2

（１）連結経営成績に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  2

（２）連結財政状態に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  3

（３）連結業績予想に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  3

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 ……………………………………………………………………………  3

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 …………………………………………………………  3

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 …………………………………………………………  3

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 ………………………………………………………  3

３．四半期連結財務諸表 ……………………………………………………………………………………………………  4

（１）四半期連結貸借対照表 ……………………………………………………………………………………………  4

（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 ………………………………………………………  6

四半期連結損益計算書    

第１四半期連結累計期間 ………………………………………………………………………………………  6

四半期連結包括利益計算書    

第１四半期連結累計期間 ………………………………………………………………………………………  7

（３）継続企業の前提に関する注記 ……………………………………………………………………………………  8

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ……………………………………………………………  8

（５）セグメント情報等 …………………………………………………………………………………………………  8

関西ペイント㈱（4613）　平成25年３月期 第１四半期決算短信

1



（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期連結累計期間における世界経済は、アメリカにおいて景気は緩やかな回復基調で推移しましたが、

欧州債務危機の深刻化や中国、インドなど新興国の経済成長の減速の影響を受け、不安定な状況が続きました。わ

が国においては、景気は依然として厳しい状況にあるものの、復興需要等により緩やかに回復してまいりました。

  当社グループの連結業績につきましては、昨年度より新規連結化した南アフリカ子会社の寄与や、東日本大震災

からの回復等に伴う、国内自動車生産の増加もあり、売上高は増加いたしました。しかしながら、中国において

は、経済成長減速の影響を受け、売上高は減少いたしました。インドにおいては、経済成長減速に加え、ルピー安

による為替換算の影響を受けました。また、高水準が続く原材料価格が企業収益を圧迫しました。このほか、国内

の保有土地売却等による固定資産売却益及び投資有価証券評価損を計上いたしました。 

 これらの結果、当社グループの当第１四半期連結累計期間における売上高は693億73百万円（前年同期比23.8％

増）、営業利益は55億24百万円（前年同期比86.8％増）、経常利益は66億13百万円（前年同期比75.8％増）、四半

期純利益は38億69百万円（前年同期比267.0％増）となりました。 

  

 各セグメントの状況は以下のとおりであります。 

  

≪日本≫ 

  自動車新車用分野では、震災からの回復や、エコカー補助金制度の政策効果もみられたこともあり、国内自動車

生産が好調に推移し、売上は大きく伸長いたしました。工業分野では、新車生産台数の増加による自動車部品向け

塗料、及び復興需要による建設機械向け塗料の需要増加等により、売上は伸長いたしました。自動車補修用分野、

建築分野、防食分野においても、景気の持ち直しもあり、売上は伸長いたしました。船舶分野では、造船需要の低

迷の影響を受け、売上は減少いたしました。このような状況のなか、引き続きコスト低減への取組みを推進いたし

ました。 

 これらの結果、当セグメントの売上高は373億89百万円（前年同期比22.1％増）、経常利益は38億6百万円（前年

同期比724.4％増）となりました。 

  

≪インド≫ 

 自動車分野では、自動車生産の拡大により、現地通貨ベースでの売上は伸長いたしましたが、建築分野は、内需

の伸び悩みもあり、売上は前年同期並みにとどまりました。また、高水準が続く原材料価格が収益を圧迫するとと

もに、ルピー安による為替換算の影響を大きく受けました。 

 これらの結果、当セグメントの売上高は101億62百万円（前年同期比14.8％減）、経常利益は12億28百万円（前

年同期比21.6％減）となりました。 

  

≪アジア≫ 

 タイにおいては、洪水影響を脱した自動車生産の急回復により、自動車分野の売上が伸長いたしました。インド

ネシアにおいては、好調な内需の伸長により自動車生産の拡大が続き、自動車分野の売上が伸長いたしました。中

国においては、経済成長減速による自動車生産の減少、建設機械向け塗料の需要落ち込みにより、売上は減少いた

しました。 

 これらの結果、当セグメントの売上高は104億97百万円（前年同期比0.1％減）、経常利益は11億87百万円（前年

同期比23.3％減）となりました。 

  

≪アフリカ≫ 

 昨年４月に連結子会社化した南アフリカ共和国のFREEWORLD COATINGS LTD.の業績が連結業績に寄与いたしまし

た。一方、同社の株式取得に伴う、のれんの償却が発生いたしました。 

 この結果、当セグメントの売上高は80億34百万円、経常利益は1億13百万円となりました。 

  

≪その他≫ 

  欧州債務危機が深刻化するなか、トルコ経済の成長に減速感がみられたものの、堅調な水準が続き、自動車分

野、工業分野ともに売上が伸長いたしました。 

 これらの結果、当セグメントの売上高は32億89百万円（前年同期比9.5％増）、経常利益は2億77百万円（前年同

期比52.0％増）となりました。 

   

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（２）連結財政状態に関する定性的情報 

①総資産 

当第１四半期連結会計期間末の総資産額は、 億31百万円となり、前連結会計年度末と比べ、42億22百万円の

増加となりました。これは、主にのれんの増加によるものです。 

   

②負債 

当第１四半期連結会計期間末の負債合計は、 億14百万円となり、前連結会計年度末と比べ、7億92百万円の増

加となりました。これは、短期借入金が増加したものの、１年内返済予定の長期借入金や長期借入金が減少したこ

となどによるものです。 

   

③純資産 

当第１四半期連結会計期間末の純資産合計は、 億17百万円となり、前連結会計年度末と比べ、34億29百万円

の増加となりました。   

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

  現時点では、平成24年５月11日発表の平成25年３月期第２四半期連結累計期間及び通期業績予想を変更しており

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 

（税金費用の計算） 

 税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適

用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。 

   

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

 当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後

に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

 この変更による、当第１四半期連結累計期間の連結損益計算書への影響は軽微であります。  

   

   

3,236

1,274

1,962

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

関西ペイント㈱（4613）　平成25年３月期 第１四半期決算短信

3



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24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 44,437 36,130

受取手形及び売掛金 81,171 83,494

商品及び製品 19,283 19,593

仕掛品 3,368 3,491

原材料及び貯蔵品 11,518 13,058

その他 9,954 10,295

貸倒引当金 △1,605 △1,653

流動資産合計 168,128 164,410

固定資産   

有形固定資産 64,684 66,982

無形固定資産   

のれん 12,102 20,851

その他 9,977 11,454

無形固定資産合計 22,080 32,306

投資その他の資産   

投資有価証券 51,689 46,212

その他 13,869 14,756

貸倒引当金 △1,043 △1,036

投資その他の資産合計 64,516 59,932

固定資産合計 151,280 159,221

資産合計 319,409 323,631
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 56,067 56,443

短期借入金 5,076 11,711

関係会社短期借入金 2,580 2,580

1年内返済予定の長期借入金 1,134 232

未払法人税等 3,322 2,896

賞与引当金 3,500 2,239

その他 13,453 14,773

流動負債合計 85,135 90,877

固定負債   

社債 15,000 15,000

長期借入金 5,125 103

退職給付引当金 6,109 6,721

その他 15,252 14,712

固定負債合計 41,486 36,536

負債合計 126,621 127,414

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 128,100 130,523

自己株式 △5,712 △4,824

株主資本合計 175,201 178,511

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 13,620 12,045

為替換算調整勘定 △17,561 △15,128

その他の包括利益累計額合計 △3,940 △3,082

少数株主持分 21,527 20,788

純資産合計 192,787 196,217

負債純資産合計 319,409 323,631
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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23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 56,042 69,373

売上原価 41,117 48,773

売上総利益 14,924 20,599

販売費及び一般管理費 11,966 15,075

営業利益 2,957 5,524

営業外収益   

受取利息 48 50

受取配当金 444 400

持分法による投資利益 193 463

雑収入 273 543

営業外収益合計 959 1,458

営業外費用   

支払利息 21 226

社債利息 － 21

たな卸資産廃棄損 27 22

雑支出 106 99

営業外費用合計 156 369

経常利益 3,761 6,613

特別利益   

段階取得に係る差益 338 －

固定資産売却益 7 2,792

負ののれん発生益 1 148

事業譲渡益 － 120

特別利益合計 347 3,061

特別損失   

固定資産除却損 36 25

関係会社株式売却損 6 －

投資有価証券評価損 － 1,719

災害による損失 136 －

厚生年金基金脱退拠出金 － 155

特別損失合計 179 1,900

税金等調整前四半期純利益 3,928 7,774

法人税等 2,082 3,208

少数株主損益調整前四半期純利益 1,846 4,566

少数株主利益 791 696

四半期純利益 1,054 3,869
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（四半期連結包括利益計算書） 
（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23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,846 4,566

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △654 △1,379

繰延ヘッジ損益 △388 －

為替換算調整勘定 901 2,289

持分法適用会社に対する持分相当額 248 115

その他の包括利益合計 107 1,025

四半期包括利益 1,953 5,592

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,036 4,727

少数株主に係る四半期包括利益 917 865
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

    

 （セグメント情報） 

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日） 

 「Ⅱ 当第１四半期連結累計期間 ２．報告セグメントの変更等に関する事項」に記載のとおりであります。 

   

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年６月30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 

（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・欧州等の現地法人の事

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 

アフリカ……南アフリカ、ナミビア、ボツワナ等 

   

２．報告セグメントの変更等に関する事項  

 前第４四半期連結会計期間より、量的な重要性が増減したため、「その他」の区分に含まれていた「アフリカ」

を報告セグメントとして記載する方法に変更しております。また、「欧州」を「その他」の区分に含めておりま

す。 

 なお、当該変更を反映した前第１四半期連結累計期間の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

関する情報は、以下のとおりであります。  

（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・欧州等の現地法人の事

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 

アフリカ……南アフリカ、ナミビア、ボツワナ等 

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（５）セグメント情報等

  

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 アフリカ 計

売上高（百万円）                   

(1）外部顧客への売上高  37,389  10,162  10,497  8,034  66,083  3,289  69,373  －  69,373

(2）セグメント間の内部
売上高又は振替高  3,103  －  29  15  3,148  －  3,148  △3,148  －

計  40,493  10,162  10,527  8,049  69,232  3,289  72,521  △3,148  69,373

セグメント利益（百万円）  3,806  1,228  1,187  113  6,335  277  6,613  0  6,613

  

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 アフリカ 計

売上高（百万円）                   

(1）外部顧客への売上高  30,612  11,920  10,504  －  53,037  3,004  56,042  －  56,042

(2）セグメント間の内部
売上高又は振替高  2,637  4  63  －  2,706  －  2,706  △2,706  －

計  33,250  11,925  10,568  －  55,744  3,004  58,748  △2,706  56,042

セグメント利益（百万円）  461  1,566  1,548  2  3,578  182  3,761  △0  3,761
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