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1.  平成25年3月期第2四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年9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2四半期 138,894 14.8 11,911 48.5 13,346 42.8 8,067 62.7
24年3月期第2四半期 120,982 0.5 8,022 △32.1 9,348 △31.2 4,958 △32.3

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 4,503百万円 （―％） 24年3月期第2四半期 △869百万円 （―％）

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2四半期 30.26 ―

24年3月期第2四半期 18.67 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第2四半期 324,897 194,936 53.6
24年3月期 319,409 192,787 53.6

（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  174,204百万円 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 ― 6.00

25年3月期（予想） ― 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、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 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2Q 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2Q 6,109,422 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2Q 266,559,950 株 24年3月期2Q 265,584,438 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計期間における世界経済は、緩やかな回復基調で推移いたしました。しかしながら、欧州債

務危機の影響による先進国経済の停滞が、中国をはじめとする新興国経済の成長を下押しし、さらなる減速も懸念

される状況となりました。わが国経済は、復興需要などを背景に緩やかな回復が続きましたが、期間後半にかけ

て、世界経済減速などの影響を受け、回復の動きが鈍化いたしました。 

 当社グループの連結業績につきましては、昨年度に新規連結化した南アフリカ子会社に加え、本年度より新規連

結化したインドネシア子会社が、増収に寄与いたしました。また、東日本大震災やタイの洪水影響からの回復等に

伴う、日本、タイでの自動車生産増加が、収益向上に寄与いたしました。しかしながら、インドにおいてはルピー

安、中国においては経済成長減速の影響を受け、収益は落ち込みました。このほか、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２四半期連結累計期間における売上高は1,388億94百万円（前年同期比

14.8％増）、営業利益は119億11百万円（前年同期比48.5％増）、経常利益は133億46百万円（前年同期比42.8％

増）、四半期純利益は80億67百万円（前年同期比62.7％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、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、環境配慮型塗料をはじめとする新製品等の拡販につとめた結果、売上は伸長いたし

ました。船舶分野では、なお続く造船需要の低迷もあり、売上は僅かに減少いたしました。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759億10百万円（前年同期比11.0％増）、経常利益は82億62百万円（前

年同期比88.8％増）となりました。 

  

≪インド≫ 

 自動車分野では、期間後半に一時的な減産の影響があったものの、全体として売上は伸長いたしました。建築分

野においては、伸びが鈍化したものの、内需の拡大基調が続いたことにより、売上は伸長いたしました。しかしな

がら、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受けました。 

 これらの結果、当セグメントの売上高は207億94百万円（前年同期比3.9％増）、経常利益は22億60百万円（前年

同期比13.2％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、インドネシアにおいては、好調な内需の伸長により、

自動車分野の売上が伸長いたしました。また、本年４月に連結子会社化した PT.KANSAI PRAKARSA COATINGSの業績

が、当期間より新たに連結業績に寄与いたしました。中国においては、経済成長減速による自動車生産の伸び悩み

や建設機械需要の落ち込みにより、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215億13百万円（前年同期比12.1％増）、経常利益は23億7百万円（前年

同期比3.6％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。 

 これらの結果、当セグメントの売上高は139億60百万円（前年同期比88.5％増）、経常利益は0百万円（前年同期

比 - ％）となりました。 

  

≪その他≫ 

 欧州債務危機が依然として深刻化の様相を呈し、トルコ経済の成長も減速感がみられたものの、堅調な水準が続

き、特に工業分野の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67億14百万円（前年同期比11.7％増）、経常利益は5億14百万円（前年

同期比88.4％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．資産、負債及び純資産の状況  

（総資産） 

 当第２四半期連結会計期間末の総資産額は、 億97百万円となり、前連結会計年度末と比べ、54億88百万円

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あります。 

  

（負債） 

 当第２四半期連結会計期間末の負債合計は、 億61百万円となり、前連結会計年度末と比べ、33億39百万円

の増加となりました。これは、主に借入金、未払法人税等などの増加によるものであります。 

  

（純資産）  

 当第２四半期連結会計期間末の純資産合計は、 億36百万円となり、前連結会計年度末と比べ、21億48百万

円の増加となりました。   

  

２．キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は421億93百万円と前連結会計年度末に比べ7億31百万

円の減少となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益147億31

百万円、減価償却費32億93百万円などの収入に対し、売上債権の増加16億60百万円、法人税等の支払額41億54百万

円などの支出により、前年同期比95億15百万円増加の107億86百万円となりました。  

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー）  

 当第２四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の取得73億5百万円、

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得85億17百万円などの支出に対し、投資有価証券の売却95億98百万円など

の収入により、前年同期比105億67百万円増加の△88億15百万円となりました。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払額13億31百万円などの

支出により、前年同期比42億12百万円減少の△27億30百万円となりました。  

  

（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日発表の通期連結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２四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、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２四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。 

   

3,248

1,299

1,949

２．サマリー情報（注記事項）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24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 44,437 43,234

受取手形及び売掛金 81,171 82,783

商品及び製品 19,283 19,636

仕掛品 3,368 3,571

原材料及び貯蔵品 11,518 11,737

その他 9,954 9,697

貸倒引当金 △1,605 △1,714

流動資産合計 168,128 168,945

固定資産   

有形固定資産 64,684 69,345

無形固定資産   

のれん 12,102 18,975

その他 9,977 10,214

無形固定資産合計 22,080 29,189

投資その他の資産   

投資有価証券 51,689 43,192

その他 13,869 15,298

貸倒引当金 △1,043 △1,074

投資その他の資産合計 64,516 57,416

固定資産合計 151,280 155,952

資産合計 319,409 324,897
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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２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 56,067 55,869

短期借入金 5,076 11,439

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 1,134 185

未払法人税等 3,322 4,496

賞与引当金 3,500 3,576

その他 13,453 16,401

流動負債合計 85,135 94,548

固定負債   

社債 15,000 15,000

長期借入金 5,125 59

退職給付引当金 6,109 6,686

その他 15,252 13,666

固定負債合計 41,486 35,412

負債合計 126,621 129,961

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 128,100 134,720

自己株式 △5,712 △4,829

株主資本合計 175,201 182,704

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 10,355

為替換算調整勘定 △17,561 △18,855

その他の包括利益累計額合計 △3,940 △8,500

少数株主持分 21,527 20,732

純資産合計 192,787 194,936

負債純資産合計 319,409 324,897
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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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 120,982 138,894

売上原価 86,270 97,487

売上総利益 34,711 41,407

販売費及び一般管理費 26,688 29,495

営業利益 8,022 11,911

営業外収益   

受取利息 133 104

受取配当金 550 506

持分法による投資利益 699 1,046

雑収入 641 636

営業外収益合計 2,024 2,293

営業外費用   

支払利息 278 378

社債利息 － 42

たな卸資産廃棄損 82 108

為替差損 120 205

雑支出 217 122

営業外費用合計 699 857

経常利益 9,348 13,346

特別利益   

段階取得に係る差益 338 －

固定資産売却益 1,390 2,807

投資有価証券売却益 － 520

負ののれん発生益 3 148

事業譲渡益 － 120

特別利益合計 1,731 3,596

特別損失   

固定資産売却損 27 －

固定資産除却損 103 106

関係会社株式売却損 6 －

投資有価証券評価損 － 1,949

災害による損失 146 －

厚生年金基金脱退拠出金 － 155

特別損失合計 283 2,211

税金等調整前四半期純利益 10,796 14,731

法人税等 4,434 5,364

少数株主損益調整前四半期純利益 6,362 9,367

少数株主利益 1,403 1,300

四半期純利益 4,958 8,067
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（四半期連結包括利益計算書） 
（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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 6,362 9,367

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △3,811 △2,939

繰延ヘッジ損益 △388 －

為替換算調整勘定 △3,249 △1,690

持分法適用会社に対する持分相当額 217 △234

その他の包括利益合計 △7,231 △4,864

四半期包括利益 △869 4,503

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △1,316 3,507

少数株主に係る四半期包括利益 446 996
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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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24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 10,796 14,731

減価償却費 3,223 3,293

のれん償却額 432 808

退職給付引当金の増減額（△は減少） △102 △145

貸倒引当金の増減額（△は減少） △5 118

受取利息及び受取配当金 △683 △610

支払利息 278 421

持分法による投資損益（△は益） △699 △1,046

投資有価証券評価損益（△は益） － 1,949

固定資産除売却損益（△は益） △1,259 △2,701

売上債権の増減額（△は増加） △2,465 △1,660

たな卸資産の増減額（△は増加） △3,163 △220

仕入債務の増減額（△は減少） △1,065 △589

その他 △1,811 △429

小計 3,472 13,920

利息及び配当金の受取額 1,842 1,438

利息の支払額 △245 △418

法人税等の支払額 △3,799 △4,154

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,270 10,786

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 △15,055 △6,561

有価証券の売却による収入 15,055 6,561

有形固定資産の取得による支出 △4,412 △6,638

有形固定資産の売却による収入 916 4,342

無形固定資産の取得による支出 △80 △162

投資有価証券の取得による支出 △542 △7,305

投資有価証券の売却による収入 3,476 9,598

子会社株式の取得による支出 － △494

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△19,188 △8,517

貸付けによる支出 △439 △88

貸付金の回収による収入 216 168

その他 669 282

投資活動によるキャッシュ・フロー △19,383 △8,815
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（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24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 5,278 9,941

短期借入金の返済による支出 △784 △4,560

長期借入金の返済による支出 △668 △5,965

自己株式の取得による支出 △6 △7

自己株式の売却による収入 0 1

配当金の支払額 △1,331 △1,331

少数株主への配当金の支払額 △1,006 △674

少数株主への払戻による支出 － △133

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,482 △2,730

現金及び現金同等物に係る換算差額 △140 27

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △16,770 △731

現金及び現金同等物の期首残高 39,738 42,924

現金及び現金同等物の四半期末残高 22,967 42,193
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該当事項はありません。 
   

該当事項はありません。 
   

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年９月30日） 

 「Ⅱ 当第２四半期連結累計期間 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２四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年９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．セグメント利益又は損失の調整額は、セグメント間取引消去によるものであります。 

３．セグメント利益又は損失は、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２四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．セグメント利益又は損失の調整額は、セグメント間取引消去によるものであります。 

３．セグメント利益又は損失は、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 
  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）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  75,910  20,794  21,513  13,960  132,179  6,714  138,894  －  138,894

(2）セグメント間の内部
売上高又は振替高  6,248  3  87  22  6,362  －  6,362  △6,362  －

計  82,159  20,798  21,601  13,982  138,542  6,714  145,257  △6,362  138,894

セグメント利益 

又は損失（△）（百万円） 
 8,262  2,260  2,307  0  12,831  514  13,346  0  13,346

  

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  68,364  20,015  19,184  7,404  114,968  6,013  120,982  －  120,982

(2）セグメント間の内部
売上高又は振替高  6,468  8  138  15  6,630  －  6,630  △6,630  －

計  74,832  20,023  19,322  7,420  121,599  6,013  127,612  △6,630  120,982

セグメント利益 

又は損失（△）（百万円） 
 4,377  2,605  2,394  △302  9,074  273  9,347  0  9,348
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