
四半期報告書 

 

大阪市此花区西九条六丁目１番124号 

E00891 

（第128期第２四半期） 

自 平成22年７月１日 

至 平成22年９月30日 

2013/03/22 14:06:5510686151_第２四半期報告書_20130322140632



目       次 

  頁  

表 紙 

    

第一部 企業情報 ………………………………………………………………………………………………………………  1

第１ 企業の概況 ……………………………………………………………………………………………………………  1

１ 主要な経営指標等の推移 …………………………………………………………………………………………  1

２ 事業の内容 …………………………………………………………………………………………………………  2

３ 関係会社の状況 ……………………………………………………………………………………………………  2

４ 従業員の状況 ………………………………………………………………………………………………………  2

第２ 事業の状況 ……………………………………………………………………………………………………………  3

１ 生産、受注及び販売の状況 ………………………………………………………………………………………  3

２ 事業等のリスク ……………………………………………………………………………………………………  4

３ 経営上の重要な契約等 ……………………………………………………………………………………………  4

４ 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 …………………………………………………  5

第３ 設備の状況 ……………………………………………………………………………………………………………  9

第４ 提出会社の状況 ………………………………………………………………………………………………………  10

１ 株式等の状況 ………………………………………………………………………………………………………  10

(1）株式の総数等 ……………………………………………………………………………………………………  10

(2）新株予約権等の状況 ……………………………………………………………………………………………  10

(3）行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等 …………………………………………………  10

(4）ライツプランの内容 ……………………………………………………………………………………………  10

(5）発行済株式総数、資本金等の推移 ……………………………………………………………………………  10

(6）大株主の状況 ……………………………………………………………………………………………………  11

(7）議決権の状況 ……………………………………………………………………………………………………  12

２ 株価の推移 …………………………………………………………………………………………………………  12

３ 役員の状況 …………………………………………………………………………………………………………  13

第５ 経理の状況 ……………………………………………………………………………………………………………  14

１ 四半期連結財務諸表 ………………………………………………………………………………………………  15

(1）四半期連結貸借対照表 …………………………………………………………………………………………  15

(2）四半期連結損益計算書 …………………………………………………………………………………………  17

(3）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 ………………………………………………………………………  19

２ その他 ………………………………………………………………………………………………………………  31

第二部 提出会社の保証会社等の情報 ………………………………………………………………………………………  32

    

［四半期レビュー報告書］      

2013/03/22 14:06:5510686151_第２四半期報告書_20130322140632



【表紙】

【提出書類】 四半期報告書 

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の７第１項 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成22年11月12日 

【四半期会計期間】 第128期第２四半期（自 平成22年７月１日 至 平成22年９月30日） 

【会社名】 大日本塗料株式会社 

【英訳名】 Dai Nippon Toryo Company,Limited 

【代表者の役職氏名】 取締役社長  岩淺 壽二郎 

【本店の所在の場所】 大阪市此花区西九条六丁目１番124号 

【電話番号】 大阪（０６）６４６６－６６６３ 

【事務連絡者氏名】 執行役員管理本部財務部長  間嶋 則博 

【 寄りの連絡場所】 東京都大田区蒲田五丁目13番23号 

【電話番号】 東京（０３）５７１０－４５０９ 

【事務連絡者氏名】 管理本部人事部人事課  荒木 悦男 

【縦覧に供する場所】 株式会社大阪証券取引所 

（大阪市中央区北浜一丁目８番16号） 

株式会社東京証券取引所 

（東京都中央区日本橋兜町２番１号） 

2013/03/22 14:06:5510686151_第２四半期報告書_20130322140632



 （注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。 

２．売上高には、消費税等は含んでおりません。 

３．第127期第２四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、１株当たり四

半期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

第128期第２四半期連結累計期間、第127期第２四半期連結会計期間及び第128期第２四半期連結会計期間の

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

第127期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、１株当たり当期純損失であり、また、潜

在株式が存在しないため記載しておりません。 

  

第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次 
第127期

第２四半期連結
累計期間 

第128期
第２四半期連結

累計期間 

第127期
第２四半期連結

会計期間 

第128期 
第２四半期連結 

会計期間 
第127期

会計期間 

自平成21年
４月１日 

至平成21年 
９月30日 

自平成22年
４月１日 

至平成22年 
９月30日 

自平成21年
７月１日 

至平成21年 
９月30日 

自平成22年 
７月１日 

至平成22年 
９月30日 

自平成21年
４月１日 

至平成22年 
３月31日 

売上高（百万円）  33,869  34,592  18,167  18,417  68,892

経常利益又は経常損失（△） 

（百万円） 
 △1,007  858  225  731  352

四半期純利益又は四半期（当期）

純損失（△）（百万円） 
 △952  217  444  416  △519

純資産額（百万円） － －  17,071  17,846  17,870

総資産額（百万円） － －  71,239  70,605  71,616

１株当たり純資産額（円） － －  92.53  97.09  97.60

１株当たり四半期純利益又は１株

当たり四半期（当期）純損失金額

（△）（円） 

 △6.42  1.46  3.00  2.81  △3.50

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円） 
 －  －  －  －  －

自己資本比率（％） － －  19.3  20.4  20.2

営業活動による 

キャッシュ・フロー（百万円） 
 △680  1,414 － －  1,834

投資活動による 

キャッシュ・フロー（百万円） 
 △257  405 － －  △1,561

財務活動による 

キャッシュ・フロー（百万円） 
 1,350  △936 － －  △607

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（百万円） 
－ －  3,464  3,587  2,710

従業員数（人） － －  2,505  2,312  2,295
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 当第２四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。なお、主要な関係会社の異動もありません。 

   

 当第２四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

  

(1）連結会社の状況 

 （注） 従業員数は就業人員（当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出向

者を含む。）であり、臨時雇用者数（パートタイマー、人材会社からの派遣社員、季節工を含む。）は、当第

２四半期連結会計期間の平均人員を（ ）外数で記載しております。 

(2）提出会社の状況 

 （注） 従業員数は就業人員(当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。）であり臨時雇用者

（パートタイマー、人材会社からの派遣社員、季節工を含む。）は、当第２四半期会計期間の平均人員を

（ ）外数で記載しております。 

２【事業の内容】

３【関係会社の状況】

４【従業員の状況】

  平成22年９月30日現在

従業員数（人） 2,312  (366)

  平成22年９月30日現在

従業員数（人）                       497  (100)

2013/03/22 14:06:5510686151_第２四半期報告書_20130322140632

- 2 -



(1）生産実績 

 当第２四半期連結会計期間の生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．金額は、販売価格によっており、内部振替前の数値によっております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

３．「その他」の事業は、塗装工事事業、物流事業、不動産管理事業、経理業務サービス事業等であり提供する

サービスの性格上、生産実績を定義することが困難であるため、記載しておりません。 

(2）受注状況 

 当社グループ（当社及び連結子会社）は一部特需関係等を除き主として見込生産によっておりますので、受注な

らびに受注残等について特に記載すべき事項はありません。 

(3）販売実績 

 当第２四半期連結会計期間の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．セグメント間の取引については相殺消去しております。 

２．前第２四半期連結会計期間及び当第２四半期連結会計期間における主な相手先別の販売実績及び当該販売実

績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。 

３．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

第２【事業の状況】

１【生産、受注及び販売の状況】

セグメントの名称 
当第２四半期連結会計期間
（自 平成22年７月１日 

  至 平成22年９月30日） 
前年同四半期比（％）

国内塗料事業（百万円）  12,404  －

海外塗料事業（百万円）  1,392  －

照明機器事業（百万円）  2,594  －

蛍光色材事業（百万円）  298  －

合  計（百万円）  16,689  －

セグメントの名称 
当第２四半期連結会計期間
（自 平成22年７月１日 

  至 平成22年９月30日）  
前年同四半期比（％）

国内塗料事業（百万円）  13,692  －

海外塗料事業（百万円）  1,392  －

照明機器事業（百万円）  2,510  －

蛍光色材事業（百万円）  314  －

報告セグメント計（百万円）  17,909  －

その他（百万円）  507  －

合  計（百万円）  18,417  －

相 手 先 

前第２四半期連結会計期間
（自 平成21年７月１日 

  至 平成21年９月30日） 

当第２四半期連結会計期間
（自 平成22年７月１日 

  至 平成22年９月30日） 

金額（百万円） 割合（％） 金額（百万円） 割合（％）

三菱商事㈱  3,544  19.5  3,624  19.7
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 当第２四半期連結会計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。 

 また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。 

 なお、重要事象等は存在しておりません。 

    

 当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。 

   

２【事業等のリスク】

３【経営上の重要な契約等】

2013/03/22 14:06:5510686151_第２四半期報告書_20130322140632

- 4 -



 文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判断し

たものであります。 

 （１）業績の状況 

当第２四半期連結会計期間における世界経済は、主要国政府による景気刺激策が奏功し、回復基調にはあり

ますが、信用収縮や高い失業率を背景に、その傾向は徐々に緩やかになりつつあります。 

一方、わが国経済は、個人消費の持ち直しや設備投資の緩やかな伸びに下支えされて景気は着実に回復し、

自律的回復への基盤が整いつつありますが、厳しい雇用情勢や円高による輸出の鈍化など、依然として不安定

な状況にあります。 

このような経済状況のもと、当社グループは、当連結会計年度を「将来の企業成長を図るための基礎固めの

年」と位置づけ、コア事業であります塗料事業の高付加価値化を図ってまいりました。マーケット全体が緩や

かな回復を見せつつある中で、公共投資の先送りや凍結の影響はありましたものの、住宅産業の復調、産業機

器の需要増加等の好材料も多く、売上高は徐々に回復傾向にあります。 

また、拠点や組織の再編により、品質・サービスの一層の向上を図るとともに、コスト構造の改革に取り組

みました。 

この結果、当第２四半期連結会計期間の売上高につきましては、184億１千７百万円（前年同期比1.4％

増）、利益面につきましては、営業利益は９億２千２百万円（前年同期は営業利益３億６千６百万円）、経常

利益は７億３千１百万円（前年同期は経常利益２億２千５百万円）、四半期純利益は４億１千６百万円（前年

同期は四半期純利益４億４千４百万円）となりました。 

  

セグメントごとの業績は次のとおりであります。 

  

[国内塗料事業] 

一般塗料分野は、重車輌・産業機器塗料分野が第１四半期に引き続き好調を維持しましたものの、構造物塗

料分野の官公需先送りや凍結の影響もあり、利益水準は低調なまま推移いたしました。 

工業塗料分野は、住宅産業の復調により主力の建材塗料分野が堅調に推移いたしました。 

この結果、国内塗料事業全体の売上高は136億９千２百万円、セグメント利益は５億９千９百万円となりまし

た。 

  

[海外塗料事業] 

海外塗料事業は、タイ、メキシコ等の自動車を中心とした輸出産業の急回復により需要が拡大し、引き続き

好調に推移しております。また、ベトナムに合弁販売会社を設立し、重防食塗料を中心とした販売戦略を展開

しつつあります。 

この結果、海外塗料事業全体の売上高は13億９千２百万円、セグメント利益は１億１千４百万円となりまし

た。 

  

[照明機器事業] 

照明機器事業は、流通・建築関連業界においては依然として厳しい状況が続いておりますが、予定されてい

た新規・改装物件が一部着工されるなど上向きの兆候があります。また、蛍光灯からＬＥＤ照明機器へとシフ

トする動きが見られ、ＬＥＤ照明機器の販売数が順調に伸びております。 

この結果、照明機器事業全体の売上高は25億１千百万円、セグメント利益は２億２千２百万円となりまし

た。 

  

[蛍光色材事業] 

蛍光色材事業は、国内販売が伸び悩みましたものの、海外需要が円高の煽りを受けながらも堅調に推移しま

した。 

この結果、蛍光色材事業全体の売上高は３億１千４百万円、セグメント利益は３千２百万円となりました。 

  

[その他事業] 

その他事業全体の売上高は５億７百万円、セグメント損失は８千万円となりました。 

  

４【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
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 （２）キャッシュ・フローの状況 

キャッシュ・フローにつきましては、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）は35億８千７百万円となり、前連結会計年度末と比較して８億７千６百万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２四半期連結会計期間における営業活動の結果得られた資金は、19億１千６百万円（前年同四半期は14

億２千万円）となりました。これは税金等調整前四半期純利益、退職給付引当金の増加、売上債権の減少等の

増加要因と、たな卸資産の増加、仕入債務の減少等の減少要因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２四半期連結会計期間における投資活動の結果得られた資金は、１億７千２百万円（前年同四半期は２

億５百万円）となりました。これは定期預金の払戻と預入に伴う収支の増加等と、有形固定資産の取得による

支出等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２四半期連結会計期間における財務活動の結果支出した資金は、16億９千２百万円（前年同四半期は11

億４百万円）となりました。これは短期借入金の減少による支出等を主因とするものです。 

  

 （３）事業上及び財務上の対処すべき課題 

  当第２四半期連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。 

 なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等

は次のとおりであります。 

１．当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針 

当社は、金融商品取引所に株式を上場している者として、市場における当社株式の自由な取引を尊重し、特

定の者による当社株式の大規模買付行為であっても、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益の確

保・向上に資するものである限り、これを一概に否定するものではありません。また、 終的には株式の大規

模買付提案に応じるかどうかは株主の皆様の決定に委ねられるべきだと考えています。 

ただし、株式の大規模買付提案の中には、たとえばステークホルダーとの良好な関係を保ち続けることがで

きない可能性があるなど、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益を損なうおそれのあるものや、当

社グループの価値を十分に反映しているとは言えないもの、あるいは株主の皆様が 終的な決定をされるため

に必要な情報が十分に提供されないものもありえます。 

そのような提案に対して、当社取締役会は、株主の皆様から負託された者の責務として、株主の皆様のため

に、必要な時間や情報の確保、株式の大規模買付提案者との交渉などを行う必要があると考えています。 

２．基本方針の実現に資する取組み 

当社は、昭和４年に島津、三菱、大倉の共同出資により設立された企業であり、今日まで塗料製造を基軸と

した事業活動を営んでまいりました。 

現在、当社及び当社グループは、塗料、蛍光色材及び照明機器の製造販売を主な事業領域としております

が、当社グループの企業価値の主な源泉は、「国家社会の繁栄に奉仕し得る将来性ある企業足るべし」という

創業精神のもとに、永年に亘ってお届けしている各種製品の品質・性能とサービスが築いたブランド力、顧客

との信頼関係にあると考えております。特にコア事業である塗料事業におきましては、起業の礎となった錆止

め塗料「ズボイド」をはじめ、市場から絶大な支持を得てまいりました防食塗料、その他の独創的な塗料技術

は、地球環境や資源を護り、広く社会の繁栄、豊かな暮らしの実現に貢献し得たものと自負いたしておりま

す。このような創業以来の当社及び当社グループの取組みの積み重ねが企業文化、あるいは「ＤＮＴ」ブラン

ドとして結実し、現在の企業価値の源泉になっており、今後も企業文化の継続発展を通して当社の社会的存在

意義を高めることが、結果として企業価値及び株主共同利益の 大化につながるものと考えております。 

当社グループの経営戦略の基本命題は、コアビジネスである塗料事業の継続的成長を図り、市場の好・不調

に影響されることの少ない高収益事業とすることにあります。しかしながら、近年のデフレ型の景気動向のも

とでの国内市場の構造変化、海外市場の急速な変貌、更には原油、ナフサ価格急騰に伴う塗料用原材料価格高

騰の影響等により、企業価値・株主共同の利益の確保・向上は容易ではありません。 
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前連結会計年度は、リーマン・ショック以降の急激な需要減少と原材料価格の高騰によって生じた赤字決算

からの脱却のために、生産構造の変革や経費削減活動に努め黒字体質への転換を図ってまいりました。当連結

会計年度は、更なる安定的収益体質構築と企業成長を目指すべく「将来の企業成長をはかるための基礎固めの

年」と位置付け、国内塗料事業の高付加価値化、海外塗料事業の拡大、照明機器事業におけるＬＥＤ需要の取

り込み、新規事業の開発・育成を基本施策として実行したいと考えております。具体的には、 

① 国内塗料事業の高収益化、即ち、経営資源のシフト、品種構成の是正等きめ細かい対応による収益基盤の

拡大 

② 中国・東南アジア市場を中心とした海外塗料事業の積極展開 

③ 伸張を続けるＬＥＤ市場へのアプローチ、新規需要開拓による照明機器事業の復調及び強化 

④ 新しい収益源となる事業の育成・開発、即ち、商品開発・研究体制の強化による新しい塗料、ファインケ

ミカル及び顔料等の事業開発・育成 

⑤ 組織・人員・立地の合理化によるコスト競争力強化による安定的な低コスト体質の構築 

⑥ 内部統制システム、基幹業務システムの整備による企業倫理の徹底と業務執行の適正性強化 

を必達目標として掲げ、経営基盤の整備とともに地球環境保全活動、適切な情報開示、社会貢献活動など企業

の社会的責任を誠実に果たしてまいります。 

当社グループは、広く社会にとって有用な商品・サービスを提供し、消費者・顧客の満足と信頼を獲得する

ことが、歴史と伝統ある島津系・三菱系企業の一員としての使命であると認識し、今後とも様々なステークホ

ルダーと良好な関係を維持・発展させて経営基盤を強化し、企業価値・株主共同の利益の確保・向上を図って

まいります。 

  

３．基本方針にかかる取組みの具体的内容 

当社は、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益を毀損するおそれのある当社株券等の大規模買付

を防止し、もって当社グループの企業価値・株主共同の利益を確保し、向上させるために、平成20年３月19日

開催の取締役会決議を経て「当社株券等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）」（以下「本プラ

ン」という）を導入いたしましたが、その有効期限を平成20年６月27日開催の第125期定時株主総会終結の時ま

でとし、あらためてその導入について、同総会において株主の皆様にご承認いただきました。 

本プランは、当社が発行者である株券等について、保有者の株券等保有割合が20％以上となる買付け、また

は公開買付けに係る株券等の株券等所有割合及びその特別関係者の株券等所有割合の合計が20％以上となる公

開買付けを行う者を対象者として、当社株券等の大規模買付行為を行おうとする者が遵守すべきルールを明確

にし、株主の皆様が適切な判断をするために必要かつ十分な情報及び時間、並びに大規模買付行為を行おうと

する者との交渉の機会を確保するためのものであります。 

大規模買付者があらかじめ定めるルールを遵守しない場合、または当該大規模買付等が当社の企業価値・株

主共同の利益を著しく損なうものであると認められる場合、当社取締役会の決議に基づき発動する対抗措置と

しては、原則として新株予約権の無償割当てを行うこととします。ただし、かかる判断に当たっては、当社取

締役会から独立した独立委員会の勧告を 大限に尊重します。 

なお、本プランの詳細につきましては、インターネット上の当社ホームページ「当社株券等の大規模買付行

為に関する対応策（買収防衛策）」（http://www.dnt.co.jp/japanese/imagepdf/bouei20080627.pdf）をご参

照ください。 

４．基本方針にかかる取組みについての当社取締役会の判断及びその判断にかかる理由 

本プランは、大規模買付者が基本方針に沿う者であるか否かを株主の皆様及び当社取締役会が適切な判断を

するにあたり、十分な情報及び時間を確保する為に定めるものであり、特定の者による大規模買付行為を一概

に拒絶するものではありません。 

本プランの有効期間は３年間としていますが、有効期間満了前であっても株主総会で変更または廃止できる

こととし、株主の皆様の意思が反映される仕組みになっております。 

また、対抗措置の発動は、当該大規模買付等が当社の企業価値・株主共同の利益を著しく損なうものである

と判断される場合など、あらかじめ定められた合理的且つ客観的要件を充足する場合に限定されるとともに、

その発動にあたっては、独立委員会の中立的な判断を重視することとしており、当社取締役会の恣意的判断を

排除しております。さらに、発動する対抗措置については、あらかじめその内容を株主の皆様に適時に情報開

示を行うこととしております。 

したがって、当社取締役会は、上記３．基本方針にかかる取組みの具体的内容は基本方針に沿うものであ

り、企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、事前開示・株主意思の原則、必要性・相当性確保の原則

を充足しており、当社役員の地位の維持を目的とするものでないと判断しております。 
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 （４）研究開発活動 

当第２四半期連結会計期間におけるグループ全体の研究開発費の金額は３億５千５百万円であります。ま

た、当第２四半期連結会計期間において研究開発活動の状況に重要な変更はありません。 

 （５）経営成績に重要な影響を与える要因及び経営戦略の現状と見通し 

経営成績に重要な影響を与える要因及び経営戦略の現状と見通しにつきましては（１）業績の状況に記載の

とおりであります。 

 （６）資本の財源及び資金の流動性についての分析 

当第２四半期連結会計期間末の総資産は706億５百万円となり、前連結会計年度末と比較して10億１千万円の

減少となりました。流動資産は337億５千６百万円で前連結会計年度末と比較して４億２千７百万円の増加とな

りましたが、これは現金及び預金の増加１億３千７百万円、受取手形及び売掛金の増加２億７千９百万円が主

因であります。固定資産は368億４千９百万円で前連結会計年度末と比較して14億３千７百万円の減少となりま

したが、これは有形固定資産の減少５億８千２百万円、無形固定資産の減少３億３百万円、投資その他の資産

の減少５億５千１百万円が主因であります。 

負債は527億５千９百万円となり、前連結会計年度末と比較して９億８千６百万円の減少となりました。これ

は支払手形及び買掛金の増加２億７千５百万円、短期借入金の減少12億円、長期借入金の増加５億８千８百万

円、役員退職慰労引当金の減少２億６千８百万円、リース債務の減少２億８千８百万円が主因であります。純

資産は178億４千６百万円で前連結会計年度末と比較して２千３百万円減少しました。これは利益剰余金の増加

２億１千７百万円、その他有価証券評価差額金の減少２億５千７百万円が主因であります。 

 （７）経営者の問題認識と今後の方針について 

当第２四半期連結会計期間において、当社グループの経営者の問題意識と今後の方針について重要な変更は

ありません。  
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(1）主要な設備の状況 

当第２四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

  

(2）設備の新設、除却等の計画 

当第２四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画は

ありません。  

第３【設備の状況】
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①【株式の総数】 

  

②【発行済株式】 

   該当事項はありません。 

   該当事項はありません。 

   該当事項はありません。  

第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

種  類 発行可能株式総数（株） 

普通株式  466,406,000

計  466,406,000

種  類 
第２四半期会計期間末現
在発行数（株） 
（平成22年９月30日） 

提出日現在発行数（株）
（平成22年11月12日） 

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名 

内容

普通株式  148,553,393  148,553,393

大阪証券取引所 

（市場第一部） 

東京証券取引所 

（市場第一部） 

完全議決権株式

であり、権利内

容に何ら限定の

ない当社におけ

る標準となる株

式であり、単元

株式数は1,000

株であります。

計  148,553,393  148,553,393 － － 

（２）【新株予約権等の状況】

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

（４）【ライツプランの内容】

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年 月 日 
発行済株式総
数増減数(株) 

発行済株式総
数残高（株） 

資本金増減額
（百万円） 

資本金残高
（百万円） 

資本準備金増
減額(百万円) 

資本準備金残
高（百万円） 

平成22年７月１日～ 

 平成22年９月30日 
 －  148,553,393  －  8,827  －  2,443
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（６）【大株主の状況】

  平成22年９月30日現在

氏名又は名称 住    所
所有株式数 
（千株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

三菱商事株式会社 東京都千代田区丸の内２丁目３－１  7,419  4.99

明治安田生命保険相互会社 

（常任代理人 資産管理サービス

信託銀行株式会社） 

東京都千代田区丸の内２丁目１－１ 

（東京都中央区晴海１丁目８－12晴海ア

イランドトリトンスクエアオフィスタワ

ーＺ棟） 

 7,000  4.71

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内２丁目７－１  6,141  4.13

東京海上日動火災保険株式会社 東京都千代田区丸の内１丁目２－１  5,962  4.01

田邊 康秀 大阪市鶴見区  5,137  3.45

富国生命保険相互会社 

（常任代理人 資産管理サービス

信託銀行株式会社） 

東京都千代田区内幸町２丁目２－２ 

（東京都中央区晴海１丁目８－12晴海ア

イランドトリトンスクエアオフィスタワ

ーＺ棟） 

 5,002  3.36

ＤＮＴ取引関係持株会 
大阪市此花区西九条６丁目１－124 

（大日本塗料株式会社総務部内） 
 4,839  3.25

田辺興産有限会社 大阪市鶴見区今津中５丁目９－17  4,440  2.98

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 

（常任代理人 日本マスタートラ

スト信託銀行株式会社） 

東京都千代田区丸の内１丁目４－５ 

（東京都港区浜松町２丁目11番３号） 
 3,184  2.14

株式会社島津製作所 京都市中京区西ノ京桑原町１番地  3,001  2.02

計 －  52,128  35.09
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①【発行済株式】 

  

②【自己株式等】 

  

【当該四半期累計期間における月別 高・ 低株価】 

 （注） 株価は、東京証券取引所市場第一部における市場相場であります。 

  

（７）【議決権の状況】

  平成22年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － － 

議決権制限株式（自己株式等） － － － 

議決権制限株式（その他） － － － 

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式      67,000 － 

権利内容に何ら限定の

ない当社における標準

となる株式 

完全議決権株式（その他） 普通株式 148,270,000  148,270 同上 

単元未満株式 普通株式     216,393 － 同上 

発行済株式総数  148,553,393 － － 

総株主の議決権 －  148,270 － 

  平成22年９月30日現在

所有者の氏名又
は名称 

所有者の住所 
自己名義所有
株式数（株） 

他人名義所有株
式数（株） 

所有株式数の合
計（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

大日本塗料株式会

社 

大阪市此花区西九条

６丁目１番124号 
 58,000  －  58,000  0.03

塗料販売株式会社 
東京都千代田区神田

司町２丁目９－１ 
 5,000  －  5,000  0.00

株式会社ケンコク 
大阪市西淀川区姫島

５丁目15－25 
 4,000  －  4,000  0.00

計 －  67,000  －  67,000  0.04

２【株価の推移】

月 別 
平成22年 
４月 

５月 ６月 ７月 ８月 ９月

高（円）  111  107  101  97  97  89

低（円）  100  89  91  87  83  83

2013/03/22 14:06:5510686151_第２四半期報告書_20130322140632

- 12 -



 前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。

  （１）新任役員 

     該当事項はありません。 

  （２）退任役員 

     該当事項はありません。 

  （３）役職の異動 

  

３【役員の状況】

新役名及び職名 旧役名及び職名 氏名 異動年月日

取締役 

（執行役員 

塗料事業企画室担当） 

  

取締役 

（執行役員 

塗料事業企画室長兼受注センター

所長） 

芦田 哲郎  平成22年10月１日

取締役 

（執行役員 

一般塗料部門長） 

  

取締役 

（執行役員 

一般塗料部門長兼車輌産機塗料事

業部長） 

廣谷 良則  平成22年10月１日
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１．四半期連結財務諸表の作成方法について 

当社の四半期連結財務諸表は、「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」（平成19年内閣府

令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。 

なお、前第２四半期連結会計期間（平成21年７月１日から平成21年９月30日まで）及び前第２四半期連結累計期間

（平成21年４月１日から平成21年９月30日まで）は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当第２四半期連結

会計期間（平成22年７月１日から平成22年９月30日まで）及び当第２四半期連結累計期間（平成22年４月１日から平

成22年９月30日まで）は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 

２．監査証明について 

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第２四半期連結会計期間（平成21年７月１日から

平成21年９月30日まで）及び前第２四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年９月30日まで）に係る四半

期連結財務諸表についてはあずさ監査法人による四半期レビューを受け、また、当第２四半期連結会計期間（平成22

年７月１日から平成22年９月30日まで）及び当第２四半期連結累計期間（平成22年４月１日から平成22年９月30日ま

で）に係る四半期連結財務諸表については有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。 

なお、あずさ監査法人は、監査法人の種類の変更により、平成22年７月１日をもって有限責任 あずさ監査法人と

なっております。 

  

第５【経理の状況】
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１【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22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,022 3,885

受取手形及び売掛金 16,262 15,982

商品及び製品 7,237 7,424

仕掛品 1,220 1,036

原材料及び貯蔵品 2,842 2,834

繰延税金資産 658 595

その他 1,632 1,716

貸倒引当金 △119 △146

流動資産合計 33,756 33,329

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 19,171 19,292

減価償却累計額 △12,030 △11,955

建物及び構築物（純額） 7,140 7,337

機械装置及び運搬具 23,584 23,527

減価償却累計額 △19,127 △18,796

機械装置及び運搬具（純額） 4,457 4,731

土地 12,400 12,385

リース資産 481 469

減価償却累計額 △171 △127

リース資産（純額） 309 342

建設仮勘定 3 9

その他 6,068 6,097

減価償却累計額 △5,277 △5,219

その他（純額） 790 878

有形固定資産合計 25,102 25,684

無形固定資産   

のれん 204 238

リース資産 1,600 1,864

その他 402 407

無形固定資産合計 2,207 2,510

投資その他の資産   

投資有価証券 3,762 4,354

繰延税金資産 3,741 3,639

その他 2,419 2,468

貸倒引当金 △382 △370

投資その他の資産合計 9,540 10,091

固定資産合計 36,849 38,287

資産合計 70,605 71,616
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 16,853 16,577

短期借入金 ※3  13,148 ※3  14,349

未払法人税等 380 534

製品補償引当金 308 295

その他 4,790 4,856

流動負債合計 35,480 36,612

固定負債   

長期借入金 ※3  9,874 ※3  9,286

リース債務 1,835 2,123

繰延税金負債 149 174

再評価に係る繰延税金負債 1,731 1,731

退職給付引当金 3,177 3,221

役員退職慰労引当金 125 394

環境対策引当金 44 46

その他 340 155

固定負債合計 17,278 17,133

負債合計 52,759 53,746

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 1,736 1,519

自己株式 △9 △9

株主資本合計 12,997 12,780

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 377 635

土地再評価差額金 1,454 1,454

為替換算調整勘定 △413 △377

評価・換算差額等合計 1,419 1,712

少数株主持分 3,429 3,377

純資産合計 17,846 17,870

負債純資産合計 70,605 71,616
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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21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 33,869 34,592

売上原価 24,787 24,373

売上総利益 9,082 10,218

販売費及び一般管理費 ※  9,832 ※  9,002

営業利益又は営業損失（△） △750 1,216

営業外収益   

受取利息 3 2

受取配当金 41 40

不動産賃貸料 16 －

受取ロイヤリティー 17 －

その他 205 166

営業外収益合計 284 209

営業外費用   

支払利息 300 291

支払補償費 97 －

その他 143 276

営業外費用合計 541 568

経常利益又は経常損失（△） △1,007 858

特別利益   

固定資産売却益 － 3

投資有価証券売却益 101 －

退職給付制度終了益 266 －

環境対策引当金戻入益 － 1

その他 37 －

特別利益合計 405 4

特別損失   

投資有価証券評価損 － 162

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 40

特別損失合計 364 202

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△966 660

法人税、住民税及び事業税 229 359

法人税等調整額 △172 △15

法人税等合計 56 344

少数株主損益調整前四半期純利益 － 316

少数株主利益又は少数株主損失（△） △70 99

四半期純利益又は四半期純損失（△） △952 217
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【第２四半期連結会計期間】 

（単位：百万円）

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 

 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 18,167 18,417

売上原価 13,044 12,982

売上総利益 5,123 5,434

販売費及び一般管理費 ※  4,756 ※  4,511

営業利益 366 922

営業外収益   

受取利息 2 1

受取配当金 5 7

不動産賃貸料 13 －

受取ロイヤリティー 6 －

その他 107 99

営業外収益合計 135 108

営業外費用   

支払利息 151 146

支払補償費 15 －

その他 108 152

営業外費用合計 276 298

経常利益 225 731

特別利益   

固定資産売却益 － 3

投資有価証券売却益 101 －

退職給付制度終了益 266 －

環境対策引当金戻入益 － 1

その他 36 －

特別利益合計 404 4

特別損失   

投資有価証券評価損 － 157

事業構造改善費用 37 －

製品補償引当金繰入額 47 －

環境対策引当金繰入額 47 －

その他 30 15

特別損失合計 162 173

税金等調整前四半期純利益 467 562

法人税、住民税及び事業税 198 280

法人税等調整額 △165 △223

法人税等合計 32 57

少数株主損益調整前四半期純利益 － 505

少数株主利益又は少数株主損失（△） △10 88

四半期純利益 444 416
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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21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成22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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△966 660

減価償却費 1,244 1,194

のれん償却額 32 34

退職給付引当金の増減額（△は減少） △414 △44

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △287 △268

製品補償引当金の増減額（△は減少） 144 13

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） 46 △14

受取利息及び受取配当金 △45 △43

支払利息 300 291

持分法による投資損益（△は益） 0 19

固定資産処分損益（△は益） 4 7

固定資産売却損益（△は益） 3 △3

投資有価証券評価損益（△は益） － 162

事業構造改善費用 138 －

売上債権の増減額（△は増加） 117 △358

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,043 △35

仕入債務の増減額（△は減少） △2,787 305

その他 253 42

小計 △123 1,964

利息及び配当金の受取額 46 44

利息の支払額 △300 △285

事業構造改善費用の支払額 △79 －

法人税等の還付額 142 200

法人税等の支払額 △365 △508

営業活動によるキャッシュ・フロー △680 1,414

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 △207 △722

定期預金の払戻による収入 452 1,462

有形固定資産の取得による支出 △524 △314

有形固定資産の売却による収入 13 4

投資有価証券の取得による支出 △13 △38

投資有価証券の売却による収入 118 14

子会社株式の取得による支出 △29 －

その他 △68 △0

投資活動によるキャッシュ・フロー △257 405
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（単位：百万円）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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） △511 △1,795

長期借入れによる収入 5,300 3,010

長期借入金の返済による支出 △3,121 △1,803

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 △308

少数株主への配当金の支払額 △76 △39

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,350 △936

現金及び現金同等物に係る換算差額 20 △6

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 432 876

現金及び現金同等物の期首残高 3,032 2,710

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  3,464 ※  3,587
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【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】

  
当第２四半期連結累計期間 
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年９月30日） 

１．連結の範囲に関する事項の変更 （１）連結の範囲の変更 

 第１四半期連結会計期間においてニッポエンジニアリング株式会社

は、清算結了したため、連結の範囲から除外しております。 

（２）変更後の連結子会社の数 

 37社 

２．持分法の適用に関する事項の変更 （１）持分法適用関連会社の変更 

①持分法適用関連会社 

 当第２四半期連結会計期間より、平成22年７月14日に新たに設立し

たLILAMA3-DAI NIPPON TORYO CO., LTD.を、持分法適用の範囲に含め

ております。 

 当第２四半期連結会計期間に持分法適用会社となったLILAMA3-DAI 

NIPPON TORYO CO., LTD.の決算日は、12月31日であります。連結財務

諸表作成にあたっては、設立時の出資額によっております。なお、連

結決算日との間に生じた重要な取引はありません。 

②変更後の持分法適用関連会社の数 

 ８社  

（２）持分法非適用関連会社の変更 

①持分法非適用関連会社 

当第２四半期連結会計期間より、琉球ペイント株式会社の保有株式

を一部売却したことに伴い、当第２四半期連結会計期間において関連

会社より外れております。 

②変更後の持分法非適用関連会社の数 

   ３社 

３．会計処理基準に関する事項の変更 資産除去債務に関する会計基準の適用 

 第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」

（企業会計基準第18号 平成20年３月31日）及び「資産除去債務に関

する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年

３月31日）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の営業利益、経常利益が０

百万円減少し、税金等調整前四半期純利益は３百万円減少しておりま

す。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は５

百万円であります。 
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【表示方法の変更】

当第２四半期連結累計期間
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年９月30日） 

（四半期連結損益計算書関係） 

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用

語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の適

用により、当第２四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しております。 

前第２四半期連結累計期間において、営業外収益のうち区分掲記していた「不動産賃貸料」は、重要性が乏し

いため、「その他」に含めて記載しております。なお、当第２四半期連結累計期間の「不動産賃貸料」は22百万

円であります。 

前第２四半期連結累計期間において、営業外収益のうち区分掲記していた「受取ロイヤリティー」は、重要性

が乏しいため、「その他」に含めて記載しております。なお、当第２四半期連結累計期間の「受取ロイヤリティ

ー」は５百万円であります。 

前第２四半期連結累計期間において、営業外費用のうち区分掲記していた「支払補償費」は、重要性が乏しい

ため、「その他」に含めて記載しております。なお、当第２四半期連結累計期間の「支払補償費」は49百万円で

あります。 

前第２四半期連結累計期間において、特別利益の「その他」に含めて記載していた「固定資産売却益」は、特

別利益総額の100分の20を超えたため、当第２四半期連結累計期間より区分掲記しています。なお、前第２四半期

連結累計期間は特別利益の「その他」に０百万円含まれております。 

前第２四半期連結累計期間において、特別損失の「その他」に含めて記載していた「投資有価証券評価損」

は、特別損失総額の100分の20を超えたため、当第２四半期連結累計期間より区分掲記しています。なお、前第２

四半期連結累計期間は特別損失の「その他」に０百万円含まれております。 

前第２四半期連結累計期間において、特別損失のうち区分掲記していた「事業構造改善費用」は、当第２四半

期連結累計期間において特別損失総額の100分の20以下となったため、「その他」に含めて記載しております。な

お、当第２四半期連結累計期間の「事業構造改善費用」は１百万円であります。 

  

当第２四半期連結会計期間
（自 平成22年７月１日  
至 平成22年９月30日）  

（四半期連結損益計算書関係） 

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用

語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の適

用により、当第２四半期連結会計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しております。 

前第２四半期連結会計期間において、営業外収益のうち区分掲記していた「不動産賃貸料」は、重要性が乏し

いため、「その他」に含めて記載しております。なお、当第２四半期連結会計期間の「不動産賃貸料」は16百万

円であります。 

前第２四半期連結会計期間において、営業外収益のうち区分掲記していた「受取ロイヤリティー」は、重要性

が乏しいため、「その他」に含めて記載しております。なお、当第２四半期連結会計期間の「受取ロイヤリティ

ー」は２百万円であります。 

前第２四半期連結会計期間において、営業外費用のうち区分掲記していた「支払補償費」は、重要性が乏しい

ため、「その他」に含めて記載しております。なお、当第２四半期連結会計期間の「支払補償費」は13百万円で

あります。 

前第２四半期連結会計期間において、特別利益の「その他」に含めて記載していた「固定資産売却益」は、特

別利益総額の100分の20を超えたため、当第２四半期連結会計期間より区分掲記しています。なお、前第２四半期

連結会計期間は特別利益の「その他」に０百万円含まれております。 

前第２四半期連結会計期間において、特別損失の「その他」に含めて記載していた「投資有価証券評価損」

は、特別損失総額の100分の20を超えたため、当第２四半期連結会計期間より区分掲記しています。なお、前第２

四半期連結会計期間は特別損失の「その他」に０百万円含まれております。 
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 該当事項はありません。  

  

【簡便な会計処理】

  
当第２四半期連結累計期間 
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年９月30日） 

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。  

３．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、当四半期連結会計期間末における工

事原価総額が、前連結会計年度末又は直前の四半期連結会計期間末に見積

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、前連結会計年度末又は直前の四半期連結会計期間末に見積もった工

事原価総額を、当四半期連結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】
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第２四半期連結会計期間末 
（平成22年９月30日） 

前連結会計年度末 
（平成22年３月31日） 

 １ 保証債務  １ 保証債務  

（特約店からの売上債権回収に関する保証） 

三菱商事（株） 4,047百万円

（その他）   

工事保証等 7百万円

（特約店からの売上債権回収に関する保証） 

三菱商事（株） 3,970百万円

（その他）   

工事保証等 47百万円

 ２ 受取手形割引高は 942百万円であります。  ２ 受取手形割引高は 1,234百万円であります。 

※３ 当社のシンジケートローン契約（当第２四半期連結

会計期間末残高 9,875百万円）には財務制限条項が

あり、当社はこの財務制限条項に従っています。 

※３ 当社のシンジケートローン契約（当連結会計年度末

残高 8,670百万円）には財務制限条項があり、当社

はこの財務制限条項に従っています。 

（四半期連結損益計算書関係）

前第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） 

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年９月30日） 

※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次

のとおりであります。 

※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次

のとおりであります。 

減価償却費  432 百万円

貸倒引当金繰入額  48   

給与及び諸手当  4,134   

退職給付費用  469   

役員退職慰労引当金繰入額  64   

減価償却費  479 百万円

貸倒引当金繰入額  2   

給与及び諸手当  3,912   

退職給付費用  438   

役員退職慰労引当金繰入額  16   

前第２四半期連結会計期間 
（自 平成21年７月１日 
至 平成21年９月30日） 

当第２四半期連結会計期間 
（自 平成22年７月１日 
至 平成22年９月30日） 

※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次

のとおりであります。 

※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次

のとおりであります。 

減価償却費  207 百万円

貸倒引当金繰入額  58   

給与及び諸手当  1,981   

退職給付費用  211   

役員退職慰労引当金繰入額  20   

減価償却費  260 百万円

貸倒引当金繰入額  38   

給与及び諸手当  1,965   

退職給付費用  213   

役員退職慰労引当金繰入額  8   
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当第２四半期連結会計期間末（平成22年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至

平成22年９月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数 

 普通株式              148,553千株 

２．自己株式の種類及び株式数 

 普通株式                   61千株 

  

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前第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） 

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年９月30日） 

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借

対照表に記載されている科目の金額との関係 

              （平成21年9月30日現在） 

                     （百万円）

現金及び預金勘定  3,779

預入期間が３か月を超える定期預金   △314

現金及び現金同等物  3,464

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借

対照表に記載されている科目の金額との関係 

              （平成22年9月30日現在） 

                     （百万円）

現金及び預金勘定  4,022

預入期間が３か月を超える定期預金   △435

現金及び現金同等物  3,587

（株主資本等関係）
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前第２四半期連結会計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日） 

前第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 

（工事契約に関する会計基準） 

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。   

  

（セグメント情報等）

【事業の種類別セグメント情報】

  
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  14,166  289  2,493  1,218  18,167  －  18,167

(2）セグメント間の内部売上高  47  53  0  130  231 (231)  －

計  14,213  343  2,494  1,348  18,399 (231)  18,167

営業利益又は営業損失（△）  883  △7  58  85  1,018 (652)  366

  
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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前第２四半期連結会計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日）及び前第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。 

  

前第２四半期連結会計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日）及び前第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。  

  

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】
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１．報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経

営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 

当社は、本社に国内塗料に関する事業部門と国際本部とを置き、それぞれ国内塗料事業会社並びに海外塗

料事業会社における製品・サービスについて包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。また国

内連結子会社において照明機器事業並びに蛍光色材事業を展開しております。 

したがって当社グループの報告セグメントは、「国内塗料事業」、「海外塗料事業」、「照明機器事

業」、「蛍光色材事業」の４つとしております。 

「国内塗料事業」は、国内における塗料の製造販売を行なっております。「海外塗料事業」は、主にアジ

ア、北中米地域において塗料の製造販売を行なっております。「照明機器事業」は、各種照明機器事業の製

造販売並びに店舗工事等を行なっております。「蛍光色材事業」は、蛍光顔料及び特殊コーティング材の製

造販売を行なっております。 

  

２．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 

当第２四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年９月30日） 

  

当第２四半期連結会計期間（自平成22年７月１日 至平成22年９月30日） 

（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、塗装工事事業、物流事業、

不動産管理事業、経理業務サービス事業等を含んでおります。 

【セグメント情報】

  （単位：百万円）

  

報告セグメント
その他 

（注１） 
調整額 

（注２） 

四半期連結
損益計算書
計上額 

国内塗料 
事業 

海外塗料
事業 

照明機器
事業 

蛍光色材
事業 

計

売上高                 

外部顧客への売上高  25,826  2,711  4,482  650  33,670  921  －  34,592

セグメント間の内部
売上高又は振替高  586  6  －  103  696  1,454  △2,151  －

計  26,413  2,717  4,482  754  34,367  2,376  △2,151  34,592

セグメント利益又は 

損失(△) 
 679  232  262  66  1,240  △69  45  1,216

  （単位：百万円）

  

報告セグメント
その他 

（注１） 
調整額 

（注２） 

四半期連結
損益計算書
計上額 

国内塗料 
事業 

海外塗料
事業 

照明機器
事業 

蛍光色材
事業 

計

売上高                 

外部顧客への売上高  13,692  1,392  2,510  314  17,909  507  －  18,417

セグメント間の内部
売上高又は振替高  291  3  －  51  346  704  △1,051  －

計  13,983  1,395  2,510  366  18,256  1,211  △1,051  18,417

セグメント利益又は 

損失(△) 
 599  114  222  32  969  △80  33  922
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（注２）報告セグメント合計額と四半期連結損益計算書計上額の差異の調整は以下のとおりであります。 

当第２四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年９月30日） 

  

当第２四半期連結会計期間（自平成22年７月１日 至平成22年９月30日） 

  

３．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 

当第２四半期連結会計期間（自平成22年７月１日 至平成22年９月30日） 

該当事項はありません。 

  

（追加情報） 

第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成

21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号

平成20年３月21日）を適用しております。 

  

 当第２四半期連結会計期間末（平成22年９月30日） 

 その他有価証券で時価のあるものが、事業の運営において重要なものとなっており、かつ前連結会計年度の末日

に比べて著しい変動が認められます。  

  

  

  （単位：百万円）

利益 金額

報告セグメント計  1,240

「その他」の区分の利益  △69

セグメント間取引消去  79

のれんの償却額  △34

四半期連結損益計算書の営業利益  1,216

  （単位：百万円）

利益 金額

報告セグメント計  969

「その他」の区分の利益  △80

セグメント間取引消去  50

のれんの償却額  △17

四半期連結損益計算書の営業利益  922

（有価証券関係）

種類 
取得原価 
（百万円） 

四半期連結貸借対照表 
計上額（百万円） 

差額 
（百万円） 

(1)株式  2,260  2,935  674

(2)債券  －  －  －

(3)その他  －  －  －

合計  2,260  2,935  674
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１．１株当たり純資産額 

２．１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額等 

 （注） １株当たり四半期純利益又は１株当たり四半期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 （注） １株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 該当事項はありません。 

  

（１株当たり情報）

当第２四半期連結会計期間末 
（平成22年９月30日） 

前連結会計年度末 
（平成22年３月31日） 

 １株当たり純資産額 97.09円 １株当たり純資産額 97.60円

前第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） 

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年９月30日） 

 なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ

いては、１株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式

が存在しないため記載しておりません。 

１株当たり四半期純損失金額  6.42円

 なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ

いては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

１株当たり四半期純利益金額  1.46円

  
前第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） 

当第２四半期連結累計期間
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年９月30日） 

１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期

純損失金額 
    

四半期純利益又は四半期純損失（△）（百万円）  △952  217

普通株主に帰属しない金額（百万円）  －  －

普通株式に係る四半期純利益又は四半期純損失

（△）（百万円） 
 △952  217

期中平均株式数（千株）  148,493  148,491

前第２四半期連結会計期間 
（自 平成21年７月１日 
至 平成21年９月30日） 

当第２四半期連結会計期間 
（自 平成22年７月１日 
至 平成22年９月30日） 

なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ

いては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

１株当たり四半期純利益金額  3.00円

なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ

いては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

１株当たり四半期純利益金額  2.81円

  
前第２四半期連結会計期間
（自 平成21年７月１日 
至 平成21年９月30日） 

当第２四半期連結会計期間
（自 平成22年７月１日 
至 平成22年９月30日） 

１株当たり四半期純利益金額     

四半期純利益（百万円）  444  416

普通株主に帰属しない金額（百万円）  －  －

普通株式に係る四半期純利益（百万円）  444  416

期中平均株式数（千株）  148,493  148,491

（重要な後発事象）
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 該当事項はありません。 

  

  

  

  

２【その他】
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 該当事項はありません。 

第二部【提出会社の保証会社等の情報】
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  独立監査人の四半期レビュー報告書   

平成21年11月９日

大日本塗料株式会社 

取締役会 御中 

あずさ監査法人 

  
指 定 社 員
業務執行社員  公認会計士 竹 内   毅  印 

  
指 定 社 員
業務執行社員  公認会計士 山 口 義 敬  印 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている大日本塗料株

式会社の平成21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成21年７月１日

から平成21年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年９月30日まで）に係る四

半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計

算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独

立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行

った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査

の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。 

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、大日本塗料株式会社及び連結子会社の平成21年９月30日現在の財

政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間の経営成績並びに第２四半期連結

累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められ

なかった。 

  

  

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

 （注）１．上記はレビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告書提

出会社）が別途保管しております。 

２．四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれておりません。 
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  独立監査人の四半期レビュー報告書   

平成22年11月８日

大日本塗料株式会社 

取締役会 御中 

有 限 責 任  あ ず さ 監 査 法 人 

  
 指定有限責任社員

 業 務 執 行 社 員
  公認会計士 竹 内   毅  印 

  
 指定有限責任社員

 業 務 執 行 社 員
  公認会計士 山 口 義 敬  印 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている大日本塗料株

式会社の平成22年４月１日から平成23年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成22年７月１日

から平成22年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成22年４月１日から平成22年９月30日まで）に係る四

半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計

算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独

立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行

った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査

の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。 

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と

認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、大日本塗料株式会社及び連結子会社の平成22年９月30日現在

の財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間の経営成績並びに第２四半

期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において

認められなかった。 

  

  

 会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 

 （注）１．上記はレビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告書提

出会社）が別途保管しております。 

２．四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれておりません。 
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