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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第2四半期 33,869 △18.0 △750 ― △1,007 ― △952 ―

21年3月期第2四半期 41,319 ― △129 ― △571 ― △893 ―

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2四半期 △6.42 ―

21年3月期第2四半期 △6.02 ―

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2四半期 71,239 17,071 19.3 92.53
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2四半期  13,739百万円 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月期の配当金額（予想）は、現時点では未定とさせていただいております。 

1株当たり配当金

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

21年3月期 ― 0.00 ― ― ―

22年3月期 ― 0.00

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  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 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、５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、５ページ【定性的情報・財務諸表等】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の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。業績の予想に関する事項については、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2四半期 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2四半期  59,687株 21年3月期  57,487株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 148,493,757株 21年3月期第2四半期 148,498,026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２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、期半ばから輸出が中国等を中心とするアジア市場の好転と

ともにやや持ち直し、国内消費も政府の景気対策による需要の増加に後押しされ自動車、家電業界を中心に回復

の兆しをみせておりますが、未だ低位の水準で不透明な状態にあります。 

塗料業界におきましても、政府の景気対策による需要の増加に後押しされ、住宅投資や凍結されていた設備投

資等も再開されるなど、回復の兆しはあるものの、未だ予断を許さない状態にあります。 

このような経済状況の下、当社は「選択と集中」をキーワードに事業構造、供給構造の改革を行い、従来の収

益構造を抜本的にあらため、業績改善を図るべくグループを挙げて注力してまいりました。 

創立８０周年という節目の日を迎えた当社は、顧客志向をより徹底し、「環境時代をサポートする技術革新」

をテーマに技術と品質の向上を図り、環境対応面で優位性ある商品の拡販に努めてまいりました。一方で、「聖

域なき経費削減」を掲げ、拠点や人員の見直しを行い、人件費、物流費を中心に経費削減に取り組んでまいりま

した。 

この結果、当第２四半期累計期間の連結業績の売上高につきましては、338億６千９百万円（前年同期比 18.0%

減）、利益面につきましては、経費削減に努めましたものの、営業損失は７億５千万円（前年同期は１億２千９

百万円)、経常損失は10億７百万円(前年同期は５億７千１百万円）、四半期純損失は９億５千２百万円（前年同

期は８億９千３百万円）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、民間建築需要の低迷や多くの産業分野における工場建設の減少・先送りの影響を受けた建築

塗料、官公需先送りによる影響の大きい構造物塗料、建設機械・工作機械の低迷の影響の大きい重車輌・産業機

器と、各分野で販売数量、売上高ともに減少となりました。 

工業塗料分野は、取引先の在庫調整や減産の影響を大きく受け、総じて低迷いたしました。当社の得意とする

住宅用建材塗料が民間住宅建築建材の低迷の影響を受けたほか、取引先の工場操業度低迷の影響が大きい金属焼

付、自動車、プラスチック塗料各分野では販売数量、売上高ともに減少となりました。 

塗料事業全体としては、経費削減に取り組みましたものの売上の減少にともなう売上総利益の減少を補うに至

らず、減益となりました。 

この結果、塗料事業全体の売上高は266億６千５百万円（前年同期比 23.0%減）、営業利益は５億２百万円（前

年同期は８億９千４百万円）となりました。 

［蛍光色材事業］ 

蛍光色材事業は、主力の蛍光顔料が需要回復傾向にありますものの、海外の低価格品との競合が激化した影響

により売上が低迷、国内市場を主とする加工品においても需要低迷が続き、経費削減に努めましたものの減収減

益となりました。 

この結果、蛍光色材事業の売上高は５億４千６百万円（前年同期比 26.2%減）、営業損失は１千７百万円（前

年同期は営業利益６千８百万円）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おいて百貨店等の店舗統廃合や設備投資の抑制、建築化照明部門に

おいては地域開発プロジェクトや商業施設等の建設計画の見直し等により、受注が減少し、紫外線部門において

も設備投資の抑制が影響、受注が減少しました。 

前第２四半期連結会計期間末にダイア蛍光株式会社を連結子会社としたことにより、照明機器事業全体の当第

２四半期連結累計期間の売上高は増加したものの、各社売上高の減少にともなう売上総利益の減少により減益と

なりました。 

この結果、照明機器事業全体の売上高は46億５百万円（前年同期比 8.4%増）、営業損失は４千７百万円（前年

同期は営業利益1億３千３百万円）となりました。 

［その他事業］ 

その他事業の売上高は20億５千３百万円（前年同期比 20.8%増）、営業利益は１億４千９百万円（前年同期は

８千８百万円）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２四半期連結会計期間末の総資産は７１２億３千９百万円となり、前連結会計年度末と比較して２９億２

千８百万円の減少となりました。流動資産は３２４億６千８百万円で前連結会計年度末と比較して２３億６千万

円の減少となりましたが、これはたな卸資産の減少１９億５千４百万円が主因であります。固定資産は３８７億

７千１百万円で前連結会計年度末と比較して５億６千７百万円の減少となりましたが、これは有形固定資産の減

少５億４千４百万円が主因であります。 

負債は５４１億６千８百万円となり、前連結会計年度末と比較して２２億２千２百万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２７億６百万円、短期借入金の減少１３億２千４百万円、長期借入金の増加３

０億７千万円、退職給付引当金の減少４億１千４百万円、役員退職慰労引当金の減少２億８千７百万円が主因で

あります。純資産は１７０億７千１百万円で前連結会計年度末と比較して７億６百万円減少しました。これは利

益剰余金の減少９億５千２百万円、その他有価証券評価差額金の増加２億９千６百万円が主因であります。  

当第２四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）の残高は、前連結会計年度

末に比べ４億３千２百万円増加し、３４億６千４百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は以下のと

おりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果支出した資金は、６億８千万円（前年同期は３億７千９百万円の収入）となりました。 

これは税金等調整前四半期純損失４億５千万円、減価償却費１億９千４百万円、事業構造改善費用１億３千８百万

円、売上債権の増加額３億３千７百万円、たな卸資産の増加額４１億円及び仕入債務の減少４９億８百万円を主因

とするものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果支出した資金は、２億５千７百万円（前年同期は３８億７千９百万円の支出）となりました。こ

れは有形固定資産の取得による支出７億６千万円、連結範囲変更を伴う子会社株式取得による支出２７億４千５百

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） 

財務活動の結果得られた資金は、１３億５千万円（前年同期は４０億８千１百万円の収入）となりました。これ

は短期借入金の借入による収入の減少２３億５千３百万円、長期借入による収入１６億５千万円、長期借入金の返

済による支出２１億６千１百万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 

今期の予想としましては、米国経済の動向や円高による影響、原油及び原材料価格の動向などの不透明な要素

もあり、また各種経済対策効果の息切れや公共投資予算実行の遅れなども予想され、当社グループにとりまして

は、引き続き予断を許さない経営環境が続くものと予想されます。 

当社グループといたしましては、経営資源を大胆にシフトして収益力の向上を図るほか、生産効率化によるコ

ストダウンや環境対応商品の拡販などを推進し、第３四半期以降の業績向上に向けて全力を尽くし、通期業績の

回復に努める所存であります。 

本日（平成21年11月12日）、「業績予想との差異に関するお知らせ」により、平成21年５月13日開示の個別業

績予想と実績との差異を別途開示いたしましたが、通期(平成21年４月１日～平成22年３月31日)につきましては

現在取り組んでおります経営改善策が功を奏しつつあり、現時点では修正の要はないと考えております。 

以上から通期の連結業績予想につきましては、平成21年８月11日開示の「業績予想の修正に関するお知らせ」の

通りとさせていただきます。 
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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） 

 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２四半期連結累

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。  

（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２四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266百万円増加し、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15百万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２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 3,779 3,592

受取手形及び売掛金 15,415 15,512

商品及び製品 7,701 9,142

仕掛品 1,068 1,492

原材料及び貯蔵品 2,863 2,952

繰延税金資産 897 608

その他 893 1,699

貸倒引当金 △151 △171

流動資産合計 32,468 34,828

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 19,191 19,154

減価償却累計額 △11,697 △11,450

建物及び構築物（純額） 7,493 7,703

機械装置及び運搬具 23,538 23,569

減価償却累計額 △18,461 △18,187

機械装置及び運搬具（純額） 5,076 5,381

土地 12,389 12,370

リース資産 393 327

減価償却累計額 △77 △44

リース資産（純額） 315 283

建設仮勘定 14 36

その他 6,109 6,046

減価償却累計額 △5,143 △5,021

その他（純額） 965 1,025

有形固定資産合計 26,255 26,799

無形固定資産   

のれん 273 287

リース資産 2,104 1,831

その他 359 819

無形固定資産合計 2,736 2,939

投資その他の資産   

投資有価証券 3,788 3,305

繰延税金資産 3,715 4,034

その他 2,663 2,581

貸倒引当金 △387 △321

投資その他の資産合計 9,779 9,599

固定資産合計 38,771 39,339

資産合計 71,239 74,167
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 15,005 17,712

短期借入金 13,986 15,311

未払法人税等 248 378

製品補償引当金 144 －

その他 5,164 5,752

流動負債合計 34,550 39,155

固定負債   

長期借入金 11,324 8,254

リース債務 2,361 2,128

繰延税金負債 196 196

再評価に係る繰延税金負債 1,731 1,731

退職給付引当金 3,465 3,880

役員退職慰労引当金 347 635

環境対策引当金 47 －

その他 143 409

固定負債合計 19,618 17,235

負債合計 54,168 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 1,000 1,952

自己株式 △9 △9

株主資本合計 12,261 13,214

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 367 70

土地再評価差額金 1,454 1,454

為替換算調整勘定 △344 △424

評価・換算差額等合計 1,478 1,100

少数株主持分 3,331 3,461

純資産合計 17,071 17,777

負債純資産合計 71,239 74,167
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（２）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20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 41,319 33,869

売上原価 30,469 24,787

売上総利益 10,850 9,082

販売費及び一般管理費 10,979 9,832

営業損失（△） △129 △750

営業外収益   

受取利息 4 3

受取配当金 61 41

不動産賃貸料 13 16

受取ロイヤリティー 38 17

その他 102 205

営業外収益合計 220 284

営業外費用   

支払利息 243 300

売上債権売却損 87 －

為替差損 10 －

支払補償費 197 97

持分法による投資損失 33 －

その他 90 143

営業外費用合計 662 541

経常損失（△） △571 △1,007

特別利益   

固定資産売却益 158 －

投資有価証券売却益 － 101

退職給付制度終了益 － 266

その他 － 37

特別利益合計 158 405

特別損失   

固定資産処分損 8 －

固定資産売却損 0 －

減損損失 93 －

事業構造改善費用 － 138

製品補償引当金繰入額 － 144

環境対策引当金繰入額 － 47

その他 － 33

特別損失合計 103 364

税金等調整前四半期純損失（△） △516 △966

法人税、住民税及び事業税 352 229

法人税等調整額 △34 △172

法人税等合計 317 56

少数株主利益又は少数株主損失（△） 59 △70

四半期純損失（△） △893 △952
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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20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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損失（△） △516 △966

減価償却費 1,050 1,244

減損損失 93 －

のれん償却額 8 32

退職給付引当金の増減額（△は減少） △125 △414

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △10 △287

製品補償引当金の増減額（△は減少） － 144

環境対策引当金の増減額（△は減少） － 47

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1 46

受取利息及び受取配当金 △65 △45

支払利息 243 300

持分法による投資損益（△は益） 33 0

固定資産処分損益（△は益） 8 4

固定資産売却損益（△は益） △158 3

事業構造改善費用 － 138

売上債権の増減額（△は増加） 454 117

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,057 2,043

仕入債務の増減額（△は減少） 2,121 △2,787

その他 △266 253

小計 811 △123

利息及び配当金の受取額 75 46

利息の支払額 △232 △300

事業構造改善費用の支払額 － △79

法人税等の還付額 54 142

法人税等の支払額 △328 △365

営業活動によるキャッシュ・フロー 379 △680

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 △4 △207

定期預金の払戻による収入 9 452

有形固定資産の取得による支出 △1,285 △524

有形固定資産の売却による収入 171 13

投資有価証券の取得による支出 △52 △13

投資有価証券の売却による収入 － 118

子会社株式の取得による支出 － △29

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△2,745 －

その他 26 △68

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,879 △257
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（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30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） 1,841 △511

長期借入れによる収入 3,650 5,300

長期借入金の返済による支出 △960 △3,121

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 － △238

配当金の支払額 △371 －

少数株主への配当金の支払額 △78 △76

財務活動によるキャッシュ・フロー 4,081 1,350

現金及び現金同等物に係る換算差額 △26 20

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 554 432

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 2,814 3,464
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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２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９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２四半期連結累計期間 

（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、当第２四半期連結累計期間の営業利益が、塗料事業

で45百万円、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、当第２四半期連結累計期間の営業利益が、塗料事業

で２百万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、当第２四半期連結累計期間の営業利益が、塗料事業

で40百万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 34,629 740 4,250 1,699 41,319 － 41,319 

(2）セグメント間の内部売上高 93 130 1 317 542 (542) － 

計 34,722 871 4,251 2,017 41,862 (542) 41,319 

営業利益又は営業損失（△） 894 68 133 88 1,184 (1,313) △129 

  
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 26,665 546 4,605 2,053 33,869 － 33,869 

(2）セグメント間の内部売上高 115 109 1 254 481 (481) － 

計 26,780 655 4,606 2,308 34,350 (481) 33,869 

営業利益又は営業損失（△） 502 △17 △47 149 586 (1,336) △750 
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当第２四半期連結累計期間 

（工事契約に関する会計基準） 

「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」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）を第１四半期連結会計期間より適用し、第１四半期連結会計

期間に着手した工事契約から、当第２四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、当第２四半期連結

累計期間の売上高がその他事業で266百万円増加し、営業利益が、その他事業で15百万円増加しておりま

す。 

〔所在地別セグメント情報〕 

  前第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９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２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９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２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９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２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９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。 
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６．その他の情報 

役員退職慰労引当金 

当社は、平成21年６月26日開催の定時株主総会終結の日をもって役員退職慰労金制度を廃止し、制度廃止日まで

の在任期間を対象とする退職慰労金を打ち切り支給すること、並びに打ち切り支給の時期については各取締役及び

各監査役の退任時とすることとしました。これに伴い、制度廃止日までに計上していた役員退職慰労引当金127百万

円は、「長期未払金」として固定負債の「その他」に含めて表示しております。 

また、会社法上の役員に対する役員退職慰労金制度の廃止に伴い、役員退職慰労引当金に含めて表示しておりま

した当社及び一部の国内連結子会社の執行役員に対する退職慰労引当金31百万円については、固定負債の「退職給

付引当金」に含めて表示しております。  

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し、「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）を適用しております。 

これにより、当第２四半期連結累計期間において特別利益として266百万円計上されております。   
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