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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20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 ％

21年3月期第3四半期 62,689 ― △867 ― △1,420 ― △2,062 ―

20年3月期第3四半期 60,403 5.5 1,774 12.6 1,505 6.4 701 △26.7

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

21年3月期第3四半期 △13.89 ―

20年3月期第3四半期 4.72 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

21年3月期第3四半期 82,071 19,517 19.4 107.49
20年3月期 72,136 21,545 27.0 130.95

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  15,961百万円 20年3月期  19,446百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 0.00 ― 2.50 2.50
21年3月期 ― 0.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 2.50 2.50

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
 

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 82,000 ― △700 ― △1,300 ― △2,200 ― △14.81

4.  その他 
(1) 期中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) 簡便な会計処理及び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、３ページ【定性的情報・財務諸表】４．その他をご覧ください。  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表】４．その他をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．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仮定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、３ページ【定性的情報・
財務諸表等】３．連結業績予想に関する定性的情報 をご覧ください。 
２．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第3四半期  148,553,393株 20年3月期  148,553,393株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  56,856株 20年3月期  53,646株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第3四半期  148,497,558株 20年3月期第3四半期  148,504,784株
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定性的情報・財務諸表等 

１．連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、原油価格や原材料価格の高騰による企業収益の悪化に加

え、世界的な金融市場の混乱が実体経済に波及したことから、個人消費の落ち込みが加速し、民間設備投資も急

速に減退いたしました。更には、為替市場が円高基調となり、輸出関連を中心とする製造業の急速な需要減少に

対応する生産調整の動きが広がり、雇用環境の悪化も相俟って景気は急激に悪化しました。 

 このような状況のもと「企業成長路線」を基本戦略とする中期経営計画（３ヵ年計画）の２年目に当たる当社

グループは製品価格の適正化と原価低減、生産効率向上による製造コストの圧縮等、既存事業の収益力維持努力

に加え、顧客志向の徹底と優位性ある商品・サービスの提供に努めるとともに、海外事業、特に中国市場におけ

る戦略テーマを積極的に推進するほか、グループ各社の連携強化に注力してまいりました。 

 当第３四半期連結累計期間の連結業績の売上高につきましては、景気の急減速により塗料・蛍光色材・照明機

器各事業とも伸び悩みましたものの、塗料事業のThai Dnt Paint Mfg.Co.,Ltd.及び照明機器事業のダイア蛍光

㈱が新たに連結子会社となったこともあり、６２６億８千９百万円となりました。 

 一方、利益面につきましては、塗料事業においては原材料価格の上昇を製品価格に十分転嫁できなかったこ

と、照明機器事業が減益となったこと、更には今期の特別要因として、内部統制と連携した基幹システムの切り

替えを当社及び関係会社で実施、これに伴う立ち上げ費用で経費が大幅に増加したこともあり、連結営業損失は

８億６千７百万円、同経常損失は１４億２千万円、同四半期純損失は２０億６千２百万円となりました。 

  

     事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

［塗料事業］ 

 一般塗料分野 

 一般塗料分野では、構造物塗料が指名活動強化による物件獲得により引き続き堅調に推移しましたものの、

マンション・戸建て需要急減速の影響を受けた建築塗料が減少し、総じて販売数量は若干減少、売上高は増加

となりました。 

 工業塗料分野 

 工業塗料分野では、建材用塗料、粉体塗料が伸長しましたものの、自動車業界やエレクトロニクス業界の生

産調整の影響を大きく受けたプラスチック塗料、金属焼付塗料の減少を補いきれず、総じて販売数量、売上高

ともに減少しました。 

  この結果、塗料事業全体の売上高は５１５億２千万円、営業利益は６億８千５百万円となりました。 

 ［蛍光色材事業］ 

 蛍光色材事業では、国内外とも景気悪化による当第３四半期以降の需要の落ち込みで売上を大きく落とし、ま

た原材料価格の高騰を製品価格に十分転嫁できませんでした。 

 この結果、売上高は１０億１千７百万円、営業利益は７千７百万円となりました。 

 ［照明機器事業］ 

 照明機器事業では、主力の店舗照明部門にあっては百貨店等の改装計画・新規出店の先延ばし・凍結、店舗の

閉鎖等の影響があり、また建築化照明部門にあっては、地域開発プロジェクトの遅延、不動産業界の低迷による

テナントビルの着工遅延などの影響により、厳しいマーケット環境で推移しました。 

 この結果、売上高は７１億８千７百万円、営業利益は３億１千８百万円となりました。 

 ［その他事業］ 

  その他事業では、売上高は２９億６千３百万円、営業利益は１億２千３百万円となりました。 
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２．連結財政状態に関する定性的情報 

 当第３四半期連結会計期間末の総資産は８２０億７千１百万円となり、前連結会計年度末と比較して９９億３千４

百万円の増加となりました。流動資産は４２２億４千３百万円で前連結会計年度末と比較して６５億２千４百万円の

増加となりましたが、これは棚卸資産が３５億２千８百万円増加したこと等によるものです。固定資産は３９８億２

千７百万円で前連結会計年度末と比較して３４億１千万円の増加となりましたが、これは基幹システム切替等でリー

ス資産が２０億８千６百万円増加したこと等によるものです。 

 負債は６２５億５千４百万円となり、前連結会計年度末と比較して１１９億６千３百万円の増加となりました。こ

れは長短借入金が５４億３千万円増加したこと等によるものです。純資産は１９５億１千７百万円で前連結会計年度

末と比較して２０億２千８百万円の減少となりましたが、これは当第３四半期連結累計期間の四半期純損失２０億６

千２百万円等によるものです。 

 当第３四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローにつきましては、当第３四半期連結会計期間末における現

金及び現金同等物（以下「資金」という）は３４億３千６百万円となり、前連結会計年度末と比較して１１億７千６

百万円の増加となりました。 

 （営業活動によるキャッシュ・フロー）  

 当第３四半期連結累計期間における営業活動の結果得られた資金は、２億８千５百万円となりました。これは税金

等調整前四半期純損失１３億８千９百万円とたな卸資産の増加２８億９千８百万円、及び法人税等の支払額７億６千

４百万円、減価償却費１６億４千９百万円と仕入債務の増加３４億８千６百万円を主因とするものです。 

 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第３四半期連結累計期間における投資活動の結果支出した資金は、４１億１千８百万円となりました。これは主

に有形固定資産取得による支出１６億７千９百万円と連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出２７億４

千９百万円によるものです。 

 （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第３四半期連結累計期間における財務活動の結果得られた資金は、５０億６千４百万円となりました。これは短

期借入金の増加による収入３０億４千１百万円と長期借入れによる収入３６億５千５百万円、及び長期借入金の返済

による支出１０億９千７百万円を主因とするものです。 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 平成20年11月７日に公表いたしました平成21年３月期の連結業績予想を修正しております。詳細につきましては、

本日発表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

４．その他 

（１）期中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） 

 該当事項はありません。  

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

（簡便な会計処理）  

①たな卸資産の評価方法 

 たな卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積もり、

簿価切下げを行う方法によっております。 

 ②繰延税金資産の回収可能性の判断 

 前連結会計年度末において使用した将来の業績予測やタックス・プランニングに、当第３四半期連結累計期

間の業績の影響を加味したものを使用しております。 

 （四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理） 

 該当事項はありません。 
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（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

 ①「四半期財務諸表に関する会計基準」の適用 

 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に

関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務

諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

 ②たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更 

 通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として総平均法による原価法によっておりまし

たが、第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７

月５日）が適用されたことに伴い、主として総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下

に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。 

 これにより、当第３四半期連結累計期間の営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失は、それぞれ

192百万円増加しております。 

 ③「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用 

 第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」

（実務対応報告第18号 平成18年５月17日）を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。 

 これにより、当第３四半期連結累計期間の営業損失が４百万円増加し、経常損失及び税金等調整前四半期純

損失が、それぞれ14百万円減少しております。 

 ④「リース取引に関する会計基準」の適用 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっ

ておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議

会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））が平

成20年４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができることになった

ことに伴い、第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によ

っております。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法について

は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

 これにより、当第３四半期連結累計期間の営業損失が36百万円、経常損失及び税金等調整前四半期純損失が

49百万円、それぞれ増加しております。 

 また、リース取引開始日が平成20年３月31日以前のリース取引で、所有権移転外ファイナンス・リース取引

と判定されたものについては、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しております。
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５．四半期連結財務諸表 
（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20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20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,992 2,310

受取手形及び売掛金 19,454 18,798

商品 1,244 989

製品 7,067 4,774

半製品 1,645 1,591

原材料 3,620 3,174

仕掛品 2,423 1,943

繰延税金資産 597 672

その他 2,382 1,647

貸倒引当金 △183 △181

流動資産合計 42,243 35,719

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 19,420 18,326

減価償却累計額 △11,396 △10,584

建物及び構築物（純額） 8,023 7,741

機械装置及び運搬具 23,926 22,561

減価償却累計額 △18,290 △17,403

機械装置及び運搬具（純額） 5,636 5,157

土地 12,408 12,183

リース資産 269 －

減価償却累計額 △29 －

リース資産（純額） 240 －

建設仮勘定 44 165

その他 6,056 5,779

減価償却累計額 △5,014 △4,719

その他（純額） 1,042 1,060

有形固定資産合計 27,395 26,309

無形固定資産   

のれん 300 144

リース資産 1,845 －

その他 675 443

無形固定資産合計 2,821 588

投資その他の資産   

投資有価証券 3,514 4,854

長期貸付金 34 34

繰延税金資産 3,845 3,254

その他 2,550 1,702

貸倒引当金 △335 △326

投資その他の資産合計 9,610 9,519

固定資産合計 39,827 36,417

資産合計 82,071 72,136
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20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20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 25,491 21,977

短期借入金 14,163 8,898

未払法人税等 310 346

その他 6,216 5,813

流動負債合計 46,181 37,036

固定負債   

長期借入金 7,432 7,267

繰延税金負債 260 39

再評価に係る繰延税金負債 1,731 1,731

退職給付引当金 4,072 3,987

役員退職慰労引当金 562 503

リース債務 2,089 －

その他 223 24

固定負債合計 16,372 13,554

負債合計 62,554 50,590

純資産の部   

株主資本   

資本金 8,827 8,827

資本剰余金 2,443 2,443

利益剰余金 3,327 5,756

自己株式 △9 △8

株主資本合計 14,589 17,017

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 125 961

土地再評価差額金 1,454 1,454

為替換算調整勘定 △207 11

評価・換算差額等合計 1,372 2,428

少数株主持分 3,555 2,099

純資産合計 19,517 21,545

負債純資産合計 82,071 72,136
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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）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 62,689

売上原価 46,723

売上総利益 15,965

販売費及び一般管理費 16,833

営業損失（△） △867

営業外収益  

受取利息 5

受取配当金 100

不動産賃貸料 26

受取ロイヤリティー 47

その他 171

営業外収益合計 353

営業外費用  

支払利息 380

売上債権売却損 130

為替差損 32

支払補償費 222

持分法による投資損失 31

その他 108

営業外費用合計 905

経常損失（△） △1,420

特別利益  

投資有価証券売却益 73

固定資産売却益 159

特別利益合計 232

特別損失  

投資有価証券評価損 54

固定資産処分損 38

固定資産売却損 1

ゴルフ会員権評価損 14

減損損失 93

特別損失合計 202

税金等調整前四半期純損失（△） △1,389

法人税、住民税及び事業税 462

法人税等調整額 92

法人税等合計 555

少数株主利益 117

四半期純損失（△） △2,062

大日本塗料㈱（4611） 平成21年３月期 第３四半期決算短信

－7－



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20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損失（△） △1,389

減価償却費 1,649

減損損失 93

のれん償却額 21

退職給付引当金の増減額（△は減少） △94

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 12

貸倒引当金の増減額（△は減少） △6

受取利息及び受取配当金 △106

支払利息 380

持分法による投資損益（△は益） 31

固定資産処分損益（△は益） 38

固定資産売却損益（△は益） △158

投資有価証券売却損益（△は益） △73

投資有価証券評価損益（△は益） 54

売上債権の増減額（△は増加） 228

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,898

仕入債務の増減額（△は減少） 3,486

その他 △44

小計 1,224

利息及び配当金の受取額 115

利息の支払額 △346

法人税等の還付額 55

法人税等の支払額 △764

営業活動によるキャッシュ・フロー 285

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出 △8

定期預金の払戻による収入 17

有形固定資産の取得による支出 △1,679

有形固定資産の売却による収入 172

投資有価証券の取得による支出 △64

投資有価証券の売却による収入 100

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△2,749

その他 92

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,118

大日本塗料㈱（4611） 平成21年３月期 第３四半期決算短信

－8－



（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） 3,041

リース債務の返済による支出 △83

長期借入れによる収入 3,655

長期借入金の返済による支出 △1,097

自己株式の取得による支出 △0

配当金の支払額 △371

少数株主への配当金の支払額 △80

財務活動によるキャッシュ・フロー 5,064

現金及び現金同等物に係る換算差額 △55

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,176

現金及び現金同等物の期首残高 2,259

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,436
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 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

（４）継続企業の前提に関する注記 

 該当事項はありません。 

（５）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

 （注）１．事業区分は、製品の種類・性質及び販売の類似性を考慮し、塗料、蛍光色材、照明機器、その他に区分して

おります。 

２．各事業の主要な製品 

(1）塗料事業………………塗料 

(2）蛍光色材事業…………蛍光色材等 

(3）照明機器事業…………店舗用照明機器（主として蛍光ランプ） 

(4）その他事業……………塗装工事、機械器具設置工事、塗装機器、リース等 

３．会計処理方法の変更 

 （棚卸資産の評価に関する会計基準） 

   「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」３．（１）に記載のとおり、第１四

半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日）を

適用しております。 

 この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ、当第３四半期連結累計期間の営業利益が、塗料事業で

186百万円、蛍光色材事業で3百万円、照明機器事業で2百万それぞれ減少しております。 

 （連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い） 

   「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」３．（２）に記載のとおり、第１四

半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務

対応報告第18号 平成18年５月17日）を適用しております。 

 この変更に伴い、従来の方法によった場合と比べ、当第３四半期連結累計期間の営業利益が、塗料事業で

4百万円減少しております。 

 （リース取引に関する会計基準） 

 「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」３．（３）に記載のとおり、第１四

半期連結会計期間より「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会

計審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会

計基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改

正））を適用しております。 

 この変更に伴い、従来の方法によった場合と比べ、当第３四半期連結累計期間の営業利益が、塗料事業で

36百万円減少しております。 

  

  
塗料事業 
（百万円）

蛍光色材
事業 
（百万円）

照明機器
事業 
（百万円）

その他 
事業 
（百万円）

計 
（百万円） 

消去又は
全社 
（百万円） 

連結 
（百万円）

売上高               

(1）外部顧客に対する売上高 51,520 1,017 7,187 2,963 62,689 － 62,689 

(2）セグメント間の内部売上高 133 200 1 493 829 (829) － 

計 51,654 1,217 7,189 3,457 63,518 (829) 62,689 

営業利益（△営業損失） 685 77 318 123 1,204 (2,072) △867 
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〔所在地別セグメント情報〕 

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

 本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計額に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報

の記載を省略しております。 

〔海外売上高〕 

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 該当事項はありません。 
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「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

  

  

 
前第３四半期連結累計期間 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年12月31日） 

区分 金額（百万円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高   60,403 100.0 

Ⅱ 売上原価   44,270 73.3 

売上総利益   16,132 26.7 

Ⅲ 販売費及び一般管理費   14,358 23.8 

営業利益   1,774 2.9 

Ⅳ 営業外収益       

１．受取利息 7     

２．受取配当金 97     

３．持分法による投資利益 115     

３．その他 242 463 0.8 

Ⅴ 営業外費用       

１．支払利息 275     

２．その他 457 732 1.2 

経常利益   1,505 2.5 

Ⅵ 特別利益       

１．固定資産売却益 3     

２．その他 35 38 0.1 

Ⅶ 特別損失       

１．固定資産処分損 39     

２．固定資産売却損 15     

３．その他 24 79 0.1 

税金等調整前中間純利益   1,464 2.4 

法人税、住民税及び事業
税 503     

法人税等調整額 150 654 1.0 

少数株主利益   108 0.2 

四半期純利益   701 1.2 
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