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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 23,412 △2.9 422 △40.3 875 △33.0 788 △40.8
23年3月期第3四半期 24,102 13.5 707 ― 1,306 417.1 1,330 626.6

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 △1百万円 （―％） 23年3月期第3四半期 1,156百万円 （―％）

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 35.64 ―
23年3月期第3四半期 60.16 ―

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 37,132 17,772 46.5
23年3月期 36,345 18,064 48.3
（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  17,263百万円 23年3月期  17,540百万円

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 ― 4.00 ― 6.00 10.00
24年3月期 ― 4.00 ―
24年3月期（予想） 6.00 10.00

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 31,300 △1.0 500 △38.2 1,180 △28.2 950 △21.6 42.96

00882
新規スタンプ



(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  

(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、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は終了していません。 

※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3ページ「(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

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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 23,611,200 株 23年3月期 23,611,200 株
② 期末自己株式数 24年3月期3Q 1,497,899 株 23年3月期 1,497,129 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 22,113,694 株 23年3月期3Q 22,114,588 株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災及び原発事故によるサプライチェー

ン（部品供給網）の混乱や電力供給不足の影響により生産活動や個人消費が低迷しましたが、第２四半

期以降は震災後の復興に伴って生産活動ならびに需要は上向いてまいりました。 

一方、タイの洪水被害による生産活動への影響は収束したものの、欧州債務危機の解消に向けた各国の

対応、中国・インドなど新興国での経済成長の鈍化、為替円高など、先行きは依然として不透明な状況

が続いております。 

 このような情勢のもと、当社グループでは、顧客ニーズに合致した環境対応型の製品や価格競争力の

ある新製品の開発ならびに販売拡大に取り組むとともに、徹底したコスト削減など改善に努めました

が、自然災害等の影響によるカーメーカーの減産などで十分な成果には至りませんでした。 

 以上の結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は、234億１千２百万円（前年同期比2.9％減）とな

りました。 

 損益面につきましては、売上高の減少、原材料の高騰などの影響で営業利益は４億２千２百万円（前

年同期比40.3％減）となりました。経常利益は主に持分法投資利益等により８億７千５百万円（前年同

期比33.0％減）、四半期純利益は受取保険金の計上等により７億８千８百万円（前年同期比40.8％減）

となりました。 

  

セグメント別の業績の状況は次のとおりであります。 

  

① 塗料関連事業  

当セグメントの業績につきましては、省エネ法ならびに節電対策を追い風に環境対応型塗料の売上拡

販に注力し、前年同期実績を上回りました。 

 品種別売上高につきましては、建築・構築物用塗料のうち、屋根用塗料は前年同期比3.2％、床用塗

料は前年同期比5.6％、防水用塗料は前年同期比10.8％とそれぞれ増加しました。一方、請負工事関連

売上高は大規模工事受注が減少し前年同期比△10.6％と減少しました。 

 この結果、当セグメントの売上高は94億４千２百万円（前年同期比0.5％増）セグメント利益は２億

１千８百万円（前年同期比21.1％増）となりました。 

  

② 自動車製品関連事業 

当セグメントの業績につきましては、東日本大震災やタイの洪水被害によるサプライチェーンの寸断

など国内カーメーカーの減産を背景に前年同期実績を下回りました。 

 品種別売上高につきましては、防錆塗料は前年同期比△5.3％、制振材は前年同期比△7.7％、吸・遮

音材は前年同期比△7.1％とそれぞれ減少しました。一方、その他売上では材料輸出需要が増え前年同

期比13.7％と増加しました。 

 この結果、当セグメントの売上高は139億６千万円（前年同期比5.0％減）、セグメント利益は２億円

（前年同期比62.0％減）となりました。 

  

③ その他 

保険代理業の売上高は９百万円（前年同期比5.7％増）となりました。 

  

（注）各セグメントの売上高は、セグメント間の内部売上高消去後の数値を記載しております。  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）連結経営成績に関する定性的情報

日本特殊塗料㈱（4619） 平成24年３月期 第３四半期決算短信

－ 2 －



  

資産、負債及び純資産の状況 

 当第３四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ７億８千７百万円増加

し、371億３千２百万円となりました。主な増減要因は、受取手形及び売掛金の増加17億５千８百万

円、有形固定資産の減少４億８千万円、投資有価証券の減少11億３百万円、繰延税金資産(固定)の増加

５億６千２百万円によるものです。 

 負債合計は、前連結会計年度末に比べ10億７千８百万円増加し、193億６千万円となりました。主な

増減要因は、支払手形及び買掛金の増加11億５千２百万円、借入金の減少９千２百万円によるもので

す。 

 純資産合計は、前連結会計年度末に比べ２億９千１百万円減少し、177億７千２百万円となりまし

た。主な増減要因は、利益剰余金の増加5億６千６百万円、その他有価証券評価差額金などの、その他

の包括利益累計額の減少８億４千２百万円によるものです。 

  

現時点における通期の業績予想につきましては、平成23年11月８日に公表いたしました業績予想から

変更ありません。 

  

  

該当事項はありません。 

  

税金費用の計算 

税金費用については、当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。ただし、当該見積

実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を使用

する方法によっております。 

  

該当事項はありません。 

  

（２）連結財政状態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

２．サマリー情報(その他)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（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）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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：千円)

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 4,117,142 4,288,981

受取手形及び売掛金 8,466,126 10,225,056

有価証券 146,020 －

商品及び製品 1,067,806 1,075,886

仕掛品 256,331 240,259

原材料及び貯蔵品 901,374 828,844

繰延税金資産 380,986 347,543

その他 418,275 181,186

貸倒引当金 △18,666 △12,423

流動資産合計 15,735,397 17,175,335

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 3,400,314 3,380,112

機械装置及び運搬具（純額） 2,982,829 2,672,151

その他（純額） 4,419,607 4,270,320

有形固定資産合計 10,802,750 10,322,583

無形固定資産 91,167 103,266

投資その他の資産

投資有価証券 8,107,542 7,004,356

繰延税金資産 294,798 856,949

その他 1,321,040 1,675,128

貸倒引当金 △7,253 △5,156

投資その他の資産合計 9,716,127 9,531,278

固定資産合計 20,610,046 19,957,128

資産合計 36,345,443 37,132,463
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(単位：千円)

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 6,894,846   8,047,176

短期借入金 1,235,433 4,362,967

未払法人税等 129,836 107,838

役員賞与引当金 19,690 －

工事損失引当金 2,424 473

その他 2,529,506   2,559,920

流動負債合計 10,811,738 15,078,376

固定負債

長期借入金 4,685,174 1,465,122

退職給付引当金 2,741,852 2,757,313

その他 42,673 59,454

固定負債合計 7,469,700 4,281,889

負債合計 18,281,438 19,360,265

純資産の部

株主資本

資本金 4,753,085 4,753,085

資本剰余金 4,362,368 4,362,368

利益剰余金 8,414,325 8,980,471

自己株式 △495,245 △495,493

株主資本合計 17,034,533 17,600,431

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,378,686 679,450

為替換算調整勘定 △873,010 △1,016,573

その他の包括利益累計額合計 505,675 △337,122

新株予約権 61,519 －

少数株主持分 462,276 508,889

純資産合計 18,064,004 17,772,197

負債純資産合計 36,345,443 37,132,463
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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：千円)

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 24,102,957 23,412,757

売上原価 19,144,089 18,937,720

売上総利益 4,958,868 4,475,036

販売費及び一般管理費 4,251,268 4,052,251

営業利益 707,600 422,785

営業外収益

受取利息 3,256 7,148

受取配当金 73,674 61,416

持分法による投資利益 722,767 434,905

その他 50,528 96,566

営業外収益合計 850,227 600,036

営業外費用

支払利息 98,618 82,309

為替差損 124,357 58,693

その他 28,017 6,253

営業外費用合計 250,994 147,256

経常利益 1,306,832 875,564

特別利益

固定資産売却益 397 995

投資有価証券売却益 526,298 －

新株予約権戻入益 － 61,519

受取保険金 － 108,437

受取補償金 4,500 －

特別利益合計 531,195 170,952

特別損失

固定資産処分損 90,732 11,888

投資有価証券評価損 2,032 2,255

災害による損失 51,790 －

特別損失合計 144,555 14,143

税金等調整前四半期純利益 1,693,473 1,032,373

法人税等 308,897 190,672

少数株主損益調整前四半期純利益 1,384,576 841,700

少数株主利益 54,074 53,613

四半期純利益 1,330,501 788,087
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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：千円)

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 1,384,576 841,700

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 11,411 △702,830

為替換算調整勘定 △240,722 △143,562

持分法適用会社に対する持分相当額 1,322 3,594

その他の包括利益合計 △227,988 △842,798

四半期包括利益 1,156,587 △1,097

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,102,513 △54,710

少数株主に係る四半期包括利益 54,074 53,613
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該当事項はありません。 

  

（セグメント情報） 

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 

 
（注）１ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、保険代理業であります。 

２ 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営業利益と調整を行っております。 

  

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

 該当事項はありません。 

  

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） 

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ない事業セグメントであり、保険代理業であります。 

２ 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営業利益と調整を行っております。 

  

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

 該当事項はありません。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

(単位：千円)

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塗料関連

自動車
製品関連

計

売上高

 外部顧客への売上高 9,399,633 14,694,296 24,093,929 9,028 24,102,957 - 24,102,957

 セグメント間の内部 
 売上高又は振替高

10,150 - 10,150 - 10,150 △10,150 -

計 9,409,783 14,694,296 24,104,079 9,028 24,113,107 △10,150 24,102,957

セグメント利益 180,570 527,330 707,900 118 708,019 △418 707,600

(単位：千円)

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塗料関連
自動車
製品関連

計

売上高

 外部顧客への売上高 9,442,465 13,960,750 23,403,216 9,541 23,412,757 － 23,412,757

 セグメント間の内部 
 売上高又は振替高

2,700 － 2,700 － 2,700 △2,700 －

計 9,445,165 13,960,750 23,405,916 9,541 23,415,457 △2,700 23,412,757

セグメント利益 218,589 200,267 418,857 3,928 422,785 － 422,785
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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） 

 該当事項はありません。  

  

 該当事項はありません。 

  

  

  

  

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）重要な後発事象
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