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(百万円未満切捨て)
１．平成27年３月期第３四半期の連結業績（平成26年４月１日～平成26年12月31日）

（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 ％

27年３月期第３四半期 17,982 0.1 563 △14.1 701 △14.6 481 15.0

26年３月期第３四半期 17,959 1.8 655 △37.1 820 △32.1 418 △42.0
(注) 包括利益 27年３月期第３四半期 662百万円( 7.1％) 26年３月期第３四半期 618百万円(△24.6％)
　

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

27年３月期第３四半期 15.54 －

26年３月期第３四半期 13.51 －
　
　

（２）連結財政状態

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

27年３月期第３四半期 36,800 15,214 39.8 472.73

26年３月期 36,334 14,736 39.2 459.47
(参考) 自己資本 27年３月期第３四半期 14,647百万円 26年３月期 14,236百万円
　　
　

２．配当の状況

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

26年３月期 － 0.00 － 5.00 5.00

27年３月期 － 0.00 －

27年３月期(予想) 5.00 5.00
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
　
　

　

３．平成27年３月期の連結業績予想（平成26年４月１日～平成27年３月31日）
(％表示は、対前期増減率)

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 24,500 △1.0 930 23.8 1,100 11.6 600 72.0 19.36
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
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※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 有

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 －社（社名） － 、除外 ２社（社名） PT. Shinto Paint Indonesia
神之東塗料貿易（上海）有限公司

　

（注）詳細は、添付資料３ページ「２．サマリー情報（注記事項）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」をご覧ください。

　

（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
　

（注）詳細は、添付資料３ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 （２）四半期連結財務諸表の作成
　 に特有の会計処理の適用」をご覧ください。

　

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 有

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
　

（注）詳細は、添付資料３ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 （３）会計方針の変更・会計上の見積
りの変更・修正再表示」をご覧ください。

　

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 27年３月期３Ｑ 31,000,000株 26年３月期 31,000,000株

② 期末自己株式数 27年３月期３Ｑ 16,061株 26年３月期 15,242株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 27年３月期３Ｑ 30,984,303株 26年３月期３Ｑ 30,985,300株

　　
※ 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きの対象外であり、この四半期決算短信の
開示時点において、四半期連結財務諸表に対する四半期レビューが手続き中です。

※ 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「１．当四半期決算に関する
定性的情報 （３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧下さい。
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業収益や雇用情勢に改善が見られたものの、消費税増税

による駆け込み需要の反動による影響もあり、依然として先行き不透明な状況で推移いたしました。

当社グループにおきましてはこうした経済状況の中で新製品の開発による積極的な販売活動及びアジア市場で

の海外事業のさらなる展開とともに、コスト競争力の一層の向上を目指して取り組んでまいりました。

この結果、当第３四半期連結累計期間における売上高は17,982百万円（前年同四半期比0.1％増）となりまし

た。損益面では、営業利益は563百万円（前年同四半期比14.1％減）、経常利益は701百万円（前年同四半期比

14.6％減）、四半期純利益は481百万円（前年同四半期比15.0％増）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。

（塗料事業）

アルミ電着塗料は、国内サッシ市場は消費税増税の駆け込み需要の反動から主力ユ-ザ-の減産が長期化してお

り、住宅関連でもリフォ－ム市場において振るわなかったものの、新規ライン獲得もあり、売上は増加いたしま

した。

工業用電着塗料は自動車部品、鋼製家具及び住宅部材向けなどは消費税増税の駆け込み需要の反動から減産傾

向が続いていましたが、首都圏などを中心とした土木関連向けが堅調に推移するとともに、またオフィスビルや

ホテル物件の建設から電設資材向けなどが好調に推移し、売上はほぼ前年並みとなりました。

粉体塗料は４月に消費税増税前の駆け込み需要の反動で大きく落ち込みましたが、その後は鋼製家具、電機製

品及び建材ユ－ザ－向けなどは概ね順調に推移し、新規ユ－ザ－獲得による出荷量の増加もあり、売上は増加い

たしました。

工業用塗料は、消費税増税の駆け込み需要の反動の影響を受け、建材関係は大きく減少しましたが主力分野の

工作機械・鋳鉄管・ブラインド向けが概ね順調に推移し、また形鋼及び建設機械及びゴルフボ－ル向けも前年並

みとなり、さらには新規ユ－ザ－の獲得による出荷量の増加もあり、売上は前年並みとなりました。

建築塗料は、消費税増税による反動が大きく響き、戸建改修を中心に需要が大きく冷え込んでおり集合住宅改

修においても西日本で落ち込みが顕著となり、売上は減少いたしました。

防食塗料は既に獲得済みの公共工事物件の出荷や民間構造物物件の獲得がありましたが、全国的に公共需要向

けの販売量が低調となり、民間需要も小規模工事が多かったため、売上は減少いたしました。

道路施設用塗料は、主力のカラ－舗装材及びすべり止め材が低調であったため、売上は減少いたしました。

軌道材料製品については、前年は主力ユ－ザ－の工事物件にともなう出荷がありましたが、道床安定剤市場の

需要減及びスラブ軌道のメンテ市場の需要減の影響を受け、売上は大幅に減少いたしました。

自動車用塗料分野では主力ユーザー向けの出荷が前年に引き続き好調だったため、売上はほぼ前年並みとなり

ました。

　この結果、塗料事業の売上高は16,718百万円（前年同四半期比0.2％増）、経常利益は688百万円(前年同四半期

比16.9％減）となりました。

（化成品事業）

受託生産している化成品事業の売上高は1,263百万円（前年同四半期比1.3％減）、経常利益は12百万円（前年

同四半期は７百万円の経常損失）となりました。

（２）財政状態に関する説明

（総資産）

　当第３四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ長期貸付金が560百万円、投資有価

証券が163百万円増加し、現金及び預金が189百万円減少したこと等により36,800百万円（前連結会計年度末比

465百万円増）となりました。

（負債）

　当第３四半期連結会計期間末における負債は、前連結会計年度末に比べ支払手形及び買掛金が606百万円増加

し、短期借入金が324百万円、長期借入金が213百万円、賞与引当金が124百万円減少したこと等により21,585百

万円（前連結会計年度末比11百万円減）となりました。
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（純資産）

当第３四半期連結会計期間末における純資産は、前連結会計年度末に比べ利益剰余金が326百万円、少数株主

持分が67百万円、退職給付に係る調整累計額が50百万円、その他有価証券評価差額金が19百万円、為替換算調整

勘定が14百万円増加したこと等により15,214百万円（前連結会計年度末比477百万円増）となりました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成27年3月期(平成26年4月1日～平成27年3月31日)の連結業績予想につきましては、平成26年5月14日に公表

しました業績予想に変更はございません。

２．サマリー情報(注記事項)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

　当社の連結子会社でありました、PT. Shinto Paint Indonesia及び神之東塗料貿易(上海)有限公司は、第三

者割当増資により持分比率が低下したため、連結子会社から持分法適用関連会社に異動しております。

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

　 税金費用の計算

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する方法を採用しております。

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

　 会計方針の変更

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」という）

及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号平成24年５月17日。以下「退職給

付適用指針」という）を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めに

ついて第１四半期連結会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額

の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更、割引率の決定方法を、割引率決定の基礎となる債

券の期間について従業員の平均残存勤務期間に近似した年数とする方法から退職給付の支払見込期間及び支払

見込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更いたしました。

　退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当第３

四半期連結累計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金

に加減しています。

　この結果、当第３四半期連結累計期間の期首の退職給付に係る負債及び利益剰余金、並びに、当第３四半期

連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微であります。
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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：百万円)

前連結会計年度
(平成26年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成26年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,057 1,867

受取手形及び売掛金 8,197 8,244

商品及び製品 1,717 1,829

原材料及び貯蔵品 650 596

その他 355 337

貸倒引当金 △26 △26

流動資産合計 12,950 12,849

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,464 2,449

機械装置及び運搬具（純額） 904 880

土地 15,961 15,961

その他（純額） 363 311

有形固定資産合計 19,694 19,602

無形固定資産 337 302

投資その他の資産

投資有価証券 2,243 2,407

その他 1,162 1,666

貸倒引当金 △54 △28

投資その他の資産合計 3,351 4,045

固定資産合計 23,383 23,951

資産合計 36,334 36,800

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 7,219 7,825

短期借入金 4,170 3,846

未払法人税等 120 103

賞与引当金 231 106

役員賞与引当金 15 9

その他 841 893

流動負債合計 12,598 12,784

固定負債

長期借入金 2,507 2,293

再評価に係る繰延税金負債 4,557 4,557

役員退職慰労引当金 9 7

退職給付に係る負債 1,290 1,251

その他 635 691

固定負債合計 8,998 8,801

負債合計 21,597 21,585
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成26年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成26年12月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 2,255 2,255

資本剰余金 585 585

利益剰余金 4,018 4,345

自己株式 △2 △2

株主資本合計 6,856 7,182

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 64 83

土地再評価差額金 7,282 7,282

為替換算調整勘定 62 76

退職給付に係る調整累計額 △29 21

その他の包括利益累計額合計 7,380 7,464

少数株主持分 500 567

純資産合計 14,736 15,214

負債純資産合計 36,334 36,800
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（２）四半期連結損益及び包括利益計算書

第３四半期連結累計期間

(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年12月31日)

売上高 17,959 17,982

売上原価 14,280 14,505

売上総利益 3,678 3,476

販売費及び一般管理費

発送費 461 457

広告宣伝費及び販売促進費 119 75

従業員給料及び手当 865 853

賞与引当金繰入額 47 49

退職給付費用 92 96

減価償却費 116 132

試験研究費 142 150

その他 1,178 1,097

販売費及び一般管理費合計 3,022 2,913

営業利益 655 563

営業外収益

受取利息 0 2

受取配当金 12 13

受取賃貸料 16 16

持分法による投資利益 160 110

その他 17 19

営業外収益合計 208 163

営業外費用

支払利息 18 15

投資有価証券評価損 0 －

為替差損 23 －

その他 0 10

営業外費用合計 42 25

経常利益 820 701

特別利益

持分変動利益 － 121

特別利益合計 － 121

特別損失

固定資産除却損 14 2

支払補償費 38 －

特別損失合計 52 2

税金等調整前四半期純利益 768 820

法人税等 280 255

少数株主損益調整前四半期純利益 487 564

少数株主利益 68 83

四半期純利益 418 481
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(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年12月31日)

少数株主利益 68 83

少数株主損益調整前四半期純利益 487 564

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 51 29

為替換算調整勘定 17 △1

退職給付に係る調整額 － 50

持分法適用会社に対する持分相当額 61 18

その他の包括利益合計 131 97

四半期包括利益 618 662

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 544 565

少数株主に係る四半期包括利益 74 96
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（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

　 該当事項はありません。

　

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

　 当第３四半期連結累計期間（自 平成26年４月１日 至 平成26年12月31日）

　 該当事項はありません。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

前第３四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25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

（単位：百万円）

報告セグメント
合計

塗料事業 化成品事業 計

売上高 16,679 1,279 17,959 17,959

セグメント利益又は損失（△） 828 △7 820 820

２ 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益及び包括利益計算書計上額との差額及び当該差額

の主な内容（差異調整に関する事項）

（単位：百万円）

利 益 金 額

報告セグメント計 820

四半期連結損益及び包括利益計算書の経常利益 820

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

　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26年４月１日 至 平成26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

（単位：百万円）

報告セグメント
合計

塗料事業 化成品事業 計

売上高 16,718 1,263 17,982 17,982

セグメント利益 688 12 701 701

２ 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益及び包括利益計算書計上額との差額及び当該差額

の主な内容（差異調整に関する事項）

（単位：百万円）

利 益 金 額

報告セグメント計 701

四半期連結損益及び包括利益計算書の経常利益 701

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

　該当事項はありません。
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