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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第1四半期 15,701 △19.7 △1,126 ― △1,243 ― △1,397 ―

21年3月期第1四半期 19,551 ― △65 ― △239 ― △297 ―

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

22年3月期第1四半期 △9.41 ―

21年3月期第1四半期 △2.00 ―

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

22年3月期第1四半期 71,473 16,759 18.8 90.35
21年3月期 74,167 17,777 19.3 96.40

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  13,416百万円 21年3月期  14,315百万円

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  

平成22年３月期の第２四半期末配当、期末配当及び年間配当予想については未定であります。 

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

21年3月期 ― ― ― ― ―

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

― ― ― ―

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期 
連結累計期間

34,000 △17.7 △800 ― △900 ― △750 ― △5.05

通期 72,000 △10.3 800 ― 800 ― 400 ― 2.69
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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、４ページ【定性的情報・財務諸表等】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、４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 

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当たっての注意事項等について
は、４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。 

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） 22年3月期第1四半期 148,553,393株 21年3月期  148,553,393株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  59,687株 21年3月期  58,846株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 148,493,810株 21年3月期第1四半期 148,498,825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１四半期連結会計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）におけるわが国経済は、一部の業種で

輸出や生産の回復及び景気対策の効果により持ち直しの兆しが見られるものの、企業収益の悪化傾向は依然として継

続しており、設備投資の大幅な減少や雇用情勢の悪化が続くなど、引き続き厳しい状況で推移しました。 

 このような状況のもと、当社は「企業成長路線」を基本戦略とする新中期経営計画（３ヵ年計画）の 終年度であ

りますが、昨今の経営環境が激変していることを考慮いたしまして、本年度は特に『選択と集中』をキーワードに事

業構造、供給構造の改革により、従来の収益体制を抜本的に変革し、業績改善にグループを挙げて注力しておりま

す。 

 しかしながら、厳しい経済環境のため各事業における販売数量が減少したことにより、当第１四半期連結会計期間

の業績につきましては、売上高は１５７億１百万円（前年同四半期比 19.7%減）、営業損失は１１億２千６百万円

（前年同四半期は営業損失６千５百万円）、経常損失は１２億４千３百万円（前年同四半期は経常損失２億３千９百

万円）、四半期純損失は１３億９千７百万円（前年同四半期は四半期純損失２億９千７百万円）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］ 

 一般塗料分野は、構造物塗料が指名活動強化による物件獲得により販売金額は前年同四半期と同水準で推移いたし

ましたものの、重車両・産業機械用塗料は需要急減の影響を受け販売数量・金額とも落ち込みました。この結果、一

般塗料全体では前年同四半期に比べ販売数量・金額とも減少となりました。 

 工業塗料分野は、世界的な経済不況によるユーザー生産調整による減産などの影響を受け、建材塗料、金属焼付塗

料、プラスチック塗料及び自動車用塗料が前年同四半期に比べ販売数量・金額とも落ち込みました。この結果、工業

塗料全体では前年同四半期に比べ販売数量・金額とも減少となりました。 

 この結果、塗料事業全体の売上高は１２４億９千８百万円（前年同四半期比 24.1%減）となり、営業損失は３億８

千５百万円（前年同四半期は営業利益５億２千９百万円）となりました。 

［蛍光色材事業］ 

 蛍光色材事業は、国内にあっては蛍光塗料、テープ等は、わずかに安全標識用途に明るさが見られたものの、全般

に需要は低水準で、海外にあっては東南アジア向け繊維用水性顔料は比較的堅調に推移しましたが、主力の粉末顔料

は低調な結果に終わりました。 

この結果、売上高は２億５千６百万円（前年同四半期比 32.2%減）となり、営業損失は９百万円（前年同四半期は

営業利益２千９百万円）となりました。 

［照明機器事業］ 

 照明機器事業は、前第２四半期連結会計期間にダイア蛍光株式会社を連結子会社としたことにより売上高は増加し

ましたものの、主力の店舗照明部門にあっては百貨店等は第１四半期が改装工事の端境期にあたることや新規出店・

改装計画の繰延べ等により、また建築化照明部門におきましては、建設業界の低迷もあり、連結各社の売上高、利益

は減少いたしました。 

 この結果、照明機器事業全体の売上高は２１億１千１百万円（前年同四半期比 14.9%増）となり、営業損失は売上

高減少に伴う影響が大きく１億１千万円（前年同四半期は営業損失３千８百万円）となりました。 

［その他事業］ 

その他事業の売上高は８億３千５百万円（前年同四半期比 3.2%減）となり、営業利益は６千４百万円（前年同四

半期は４千１百万円）となりました。 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間末の総資産は７１４億７千３百万円となり、前連結会計年度末と比較して２６億９千４

百万円の減少となりました。流動資産は３１９億６千５百万円で前連結会計年度末と比較して２８億６千３百万円の

減少となりましたが、これは受取手形及び売掛金の減少１４億２千７百万円、たな卸資産の減少７億５千２百万円が

主因であります。固定資産は３９５億７百万円で前連結会計年度末と比較して１億６千８百万円の増加となりました

が、これは有形固定資産の減少２億２千４百万円、投資その他の資産の増加４億８千７百万円が主因であります。 

 負債は５４７億１千４百万円となり、前連結会計年度末と比較して１６億７千６百万円の減少となりました。これ

は支払手形及び買掛金の減少３９億３千９百万円、短期借入金の増加２８億４千４百万円、未払法人税等の減少３億

４千３百万円が主因であります。純資産は１６７億５千９百万円で前連結会計年度末と比較して１０億１千７百万円

減少しました。これは利益剰余金の減少１３億９千７百万円その他有価証券評価差額金の増加４億３千１百万円が主

因であります。 
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 当第１四半期連結会計期間におけるキャッシュ・フローにつきましては、当第１四半期連結会計年度末における現

金及び現金同等物（以下「資金」という）は２９億４千２百万円となり、前連結会計年度末と比較して９千万円の減

少となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）  

 当第１四半期連結会計期間における営業活動の結果支出した資金は、２１億１百万円（前年同四半期は１４億５千

６百万円の支出）となりました。これは税金等調整前当期純損失１４億３千４百万円、減価償却費６億４千万円、売

上債権の減少額１４億４千４百万円、仕入債務の減少額３９億９千９百万円及びたな卸資産の減少（為替調整を含

む）８億２千２百万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１四半期連結会計期間における投資活動の結果支出した資金は、４億６千３百万円（前年同四半期は４億７千

１百万円の支出）となりました。これは主に定期預金の預入による支出１億７千９百万円、有形固定資産の取得によ

る支出２億８千５百万円を主因とするものです。  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当第１四半期連結会計期間における財務活動の結果得られた資金は、２４億５千５百万円（前年同四半期は１６億

４千５百万円の収入）となりました。これは主に長期借入金の返済による支出１億１千６百万円、リース債務の返済

による支出１億３千６百万円及び短期借入金の増加による収入２７億８千５百万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21年５月13日に公表いたしました業績予想を本日別途開示の「業績予想の修正に関するお知らせ」に記載の通

り業績予想の修正を行います。 

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 

（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。 

（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１四半期連結会計期間

の業績の影響を加味したものを使用しております。  

（工事原価総額の見積方法） 

 工事原価総額の見積りに当たって、当四半期会計期間末における工事原価総額が、前事業年度末又は直前の四

半期会計期間末に見積もった工事原価総額から著しく変動しているものと認められる工事契約を除き、直前事業

年度末又は直前の四半期会計期間末に見積もった工事原価総額を、当四半期会計期間末における工事原価総額の

見積り額としております。 

四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理はありません。 

（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 

（完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更） 

 請負工事に係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適用しておりましたが、「工事契約に関す

る会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」（企業

会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を当第１四半期連結会計期間より適用し、当第１四半期連結会計

期間に着手した工事契約から、当第１四半期連結会計期間末までの進捗部分について成果の確実性が認められる

工事については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の工事については工事完成基準

を適用しております。 

 これにより、売上高は34百万円増加し、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３百

万円減少しております。 

 なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 
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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１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,656 3,592

受取手形及び売掛金 14,084 15,512

商品及び製品 8,609 9,142

仕掛品 1,413 1,492

原材料及び貯蔵品 2,812 2,952

繰延税金資産 552 608

その他 972 1,699

貸倒引当金 △135 △171

流動資産合計 31,965 34,828

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 19,210 19,154

減価償却累計額 △11,588 △11,450

建物及び構築物（純額） 7,621 7,703

機械装置及び運搬具 23,606 23,569

減価償却累計額 △18,388 △18,187

機械装置及び運搬具（純額） 5,218 5,381

土地 12,387 12,370

リース資産 350 327

減価償却累計額 △59 △44

リース資産（純額） 290 283

建設仮勘定 62 36

その他 6,084 6,046

減価償却累計額 △5,089 △5,021

その他（純額） 995 1,025

有形固定資産合計 26,575 26,799

無形固定資産   

のれん 271 287

リース資産 2,197 1,831

その他 375 819

無形固定資産合計 2,844 2,939

投資その他の資産   

投資有価証券 4,023 3,305

繰延税金資産 3,799 4,034

その他 2,606 2,581

貸倒引当金 △341 △321

投資その他の資産合計 10,087 9,599

固定資産合計 39,507 39,339

資産合計 71,473 74,167
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 13,773 17,712

短期借入金 18,155 15,311

未払法人税等 35 378

製品補償引当金 96 －

その他 5,625 5,752

流動負債合計 37,686 39,155

固定負債   

長期借入金 8,131 8,254

繰延税金負債 194 196

再評価に係る繰延税金負債 1,731 1,731

退職給付引当金 3,958 3,880

役員退職慰労引当金 440 635

リース債務 2,425 2,128

その他 145 409

固定負債合計 17,027 17,235

負債合計 54,714 56,390

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 555 1,952

自己株式 △9 △9

株主資本合計 11,816 13,214

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 502 70

土地再評価差額金 1,454 1,454

為替換算調整勘定 △357 △424

評価・換算差額等合計 1,599 1,100

少数株主持分 3,343 3,461

純資産合計 16,759 17,777

負債純資産合計 71,473 74,167
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（２）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20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 19,551 15,701

売上原価 14,111 11,743

売上総利益 5,439 3,958

販売費及び一般管理費 5,505 5,085

営業損失（△） △65 △1,126

営業外収益   

受取利息 1 1

受取配当金 54 36

為替差益 － 44

不動産賃貸料 11 3

受取ロイヤリティー 22 10

その他 40 74

営業外収益合計 131 170

営業外費用   

支払利息 118 148

売上債権売却損 39 25

為替差損 3 －

支払補償費 85 81

持分法による投資損失 26 6

その他 30 25

営業外費用合計 305 287

経常損失（△） △239 △1,243

特別利益   

固定資産売却益 154 0

貸倒引当金戻入額 － 9

特別利益合計 154 10

特別損失   

固定資産処分損 6 2

固定資産売却損 0 0

事業構造改善費用 － 101

減損損失 93 －

製品補償引当金繰入額 － 96

特別損失合計 100 201

税金等調整前四半期純損失（△） △185 △1,434

法人税、住民税及び事業税 76 30

法人税等調整額 30 △7

法人税等合計 107 23

少数株主利益又は少数株主損失（△） 3 △60

四半期純損失（△） △297 △1,397
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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１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６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損失（△） △185 △1,434

減価償却費 519 640

減損損失 93 －

のれん償却額 4 15

退職給付引当金の増減額（△は減少） △44 78

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 22 △67

事業構造改善費用 － 101

製品補償引当金の増減額(△は減少) － 96

貸倒引当金の増減額（△は減少） △0 △15

貸倒損失 0 6

受取利息及び受取配当金 △56 △37

支払利息 118 148

持分法による投資損益（△は益） 26 6

固定資産処分損益（△は益） 6 2

固定資産売却損益（△は益） △154 0

売上債権の増減額（△は増加） 280 1,444

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,523 822

仕入債務の増減額（△は減少） △50 △3,999

その他 △177 476

小計 △1,120 △1,714

利息及び配当金の受取額 65 38

利息の支払額 △85 △76

法人税等の還付額 21 14

法人税等の支払額 △337 △363

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,456 △2,101

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 △1 △179

定期預金の払戻による収入 4 25

有形固定資産の取得による支出 △638 △285

有形固定資産の売却による収入 162 1

投資有価証券の取得による支出 △6 △6

投資有価証券の売却による収入 － 2

その他 7 △20

投資活動によるキャッシュ・フロー △471 △463

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） 2,289 2,785

長期借入れによる収入 50 －

長期借入金の返済による支出 △246 △116

自己株式の取得による支出 △0 △0

リース債務の返済による支出 － △136

配当金の支払額 △371 －

少数株主への配当金の支払額 △76 △76

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,645 2,455

現金及び現金同等物に係る換算差額 △54 18

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △337 △90

現金及び現金同等物の期首残高 2,259 3,032

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,922 2,942
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（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〕 

前第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30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 

 前第１四半期連結累計期間 

（棚卸資産の評価に関する会計基準） 

当第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、営業利益が、塗料事業で12百

万円、蛍光色材事業で 1百万円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） 

当第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、営業利益が、塗料事業で１百万円減少しております。 

（リース取引に関する会計基準） 

当第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、営業利益が、塗料事業

で20百万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 16,470 378 1,838 863 19,551 － 19,551 

(2）セグメント間の内部売上高 37 57 0 148 243 (243) － 

計 16,508 435 1,839 1,011 19,795 (243) 19,551 

営業利益（△営業損失） 529 29 △38 41 561 (627) △65 

  
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 12,498 256 2,111 835 15,701 － 15,701 

(2）セグメント間の内部売上高 68 55 0 124 249 (249) － 

計 12,566 312 2,112 959 15,951 (249) 15,701 

営業利益（△営業損失） △385 △9 △110 64 △441 (684) △1,126 
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当第１四半期連結累計期間 

（工事契約に関する会計基準） 

４．その他（４）（四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更に記載のと

おり、請負工事に係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適用しておりましたが、「工事契

約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適用

指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を当第１四半期連結会計期間より適用し、当第

１四半期連結会計期間に着手した工事契約から、当第１四半期連結会計期間末までの進捗部分について成果

の確実性が認められる工事については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の工

事については工事完成基準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売上高が

照明機器事業で7百万円、その他事業で26百万円それぞれ増加し、営業損失は、照明機器事業で0百万円減少

し、その他事業の営業利益は、2百万円増加しております。  

〔所在地別セグメント情報〕 

  前第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30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。 

  当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30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〕 

  前第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30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。 

  当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30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。 

６．その他の情報 

適格退職年金制度の廃止 

当社及び一部の国内連結子会社は従来、適格退職年金制度を設けておりましたが、平成21年７月１日に加入員部分を

廃止し、既年金受給権者については閉鎖型適格退職年金制度へ移行いたしました。この移行に伴う会計処理について

は、「退職給付制度間の移行等に関する会計処理」（企業会計基準適用指針第１号）を適用する予定であります。 

これにより、当連結会計年度において特別利益として266百万円計上する見込みであります。 

－ 10 －

大日本塗料（株） （4611） 平成22年３月期 第１四半期決算短信




