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1.  平成24年10月期第3四半期の連結業績（平成23年11月1日～平成24年7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 ％

24年10月期第3四半期 10,078 5.8 720 △13.8 751 △13.7 347 △6.4
23年10月期第3四半期 9,525 7.4 836 △2.1 870 △0.3 370 △12.2

（注）包括利益 24年10月期第3四半期 468百万円 （△2.7％） 23年10月期第3四半期 481百万円 （―％）

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

24年10月期第3四半期 47.38 ―
23年10月期第3四半期 50.64 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年10月期第3四半期 17,002 13,013 71.5
23年10月期 16,965 12,662 70.3
（参考） 自己資本   24年10月期第3四半期  12,165百万円 23年10月期  11,925百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
 

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

23年10月期 ― 8.00 ― 8.00 16.00
24年10月期 ― 8.00 ―
24年10月期（予想） 8.00 16.00

3. 平成24年10月期の連結業績予想（平成23年11月 1日～平成24年10月31日）  
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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 14,000 7.3 1,150 3.5 1,180 1.7 570 9.9 77.83



(1) 当四半期連結累計期間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）  ：  有  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※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、金融商品取引法に基づく
四半期財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。 

※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条件等については、四半期決算短信［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）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

※  注記事項

新規 1社 （社名） 耐塗可精細化工（青島）有限公司 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年10月期3Q 7,324,800 株 23年10月期 7,324,800 株
② 期末自己株式数 24年10月期3Q 847 株 23年10月期 782 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年10月期3Q 7,323,981 株 23年10月期3Q 7,324,018 株
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（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、東日本大震災からの復興需要等を背景に景気は緩やかに持ち

直しの動きが見られたものの、欧州の債務危機や中国などの新興国の成長鈍化、円高の長期化等により依然として

予断を許さない状況で推移いたしました。  

 このような経済状況のもとで、当社グループは新規顧客の獲得に向けた営業活動を積極的に展開するとともに、

顧客ニーズに即した環境対応型製品や高機能製品の開発に注力いたしました。その結果、当第３四半期連結累計期

間の業績は、売上高 百万円（前年同期比5.8％増）となりました。 

 一方、利益面におきましては、経費削減に努めたものの、依然高止まりを続ける原材料価格の影響により、営業

利益 百万円（前年同期比13.8％減）、経常利益 百万円（前年同期比13.7％減）、四半期純利益 百万円

（前年同期比6.4％減）となりました。 

 セグメント業績は、次のとおりであります。 

 ①塗料事業 

 金属用塗料分野では、工作機械を中心に需要が堅調に推移したことに加え、環境対応型塗料の拡販により、

売上高は前年同期に比べ増加いたしました。木工建材用塗料分野では、塗装レス製品の需要割合が増加した影

響を受け、売上高は前年同期に比べ減少いたしました。無機建材用塗料分野では、大手ユーザーの需要が堅調

に推移したことにより、売上高は前年同期に比べ増加いたしました。その他の分野では、樹脂素材分野におい

ては、スマートフォン向けの需要が好調に推移し、また、シンナーにおいては、前連結会計年度で見直した販

売体制のもと、新規ユーザーの取引が増加し、売上高は前年同期に比べ大きく増加いたしました。 

 その結果、塗料事業における当第３四半期連結累計期間の売上高は 百万円（前年同期比11.4％増）、セ

グメント利益は 百万円（前年同期比0.9％減）となりました。   

 ②ファインケミカル事業 

 ＬＣＤ用微粒子及び化成品における光学材料向けコーティング材やシリコン系表面機能材料は、海外メーカ

ーの在庫調整の影響を受け、需要が著しく減少したため、売上高は前年同期に比べ大幅に減少いたしました。 

 その結果、ファインケミカル事業における当第３四半期連結累計期間の売上高は 百万円（前年同期比

27.5％減）、セグメント利益は 百万円（前年同期比51.5％減）となりました。  

 ③産業廃棄物収集運搬・処分事業 

 産業廃棄物収集運搬・処分におきましては、積極的な営業活動による新規ユーザーの獲得で、廃棄物の取扱

量が増加し、売上高は前年同期に比べ増加いたしました。 

 その結果、産業廃棄物収集運搬・処分事業における当第３四半期連結累計期間の売上高は 百万円（前年同

期比32.8％増）、セグメント利益は 百万円（前年同期比3.2％増）となりました。 

  

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

 当第３四半期連結会計期間末における流動資産は 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 百万円増加

いたしました。これは主に有価証券が 百万円減少したものの、現金及び預金が 百万円、商品及び製品が 百

万円、原材料及び貯蔵品が 百万円増加したことによるものであります。固定資産は 百万円となり、前連結

会計年度末に比べ 百万円減少いたしました。これは主に無形固定資産が 百万円増加したものの、有形固定資

産が 百万円、投資有価証券が 百万円減少したことによるものであります。 

 この結果、資産合計は 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 百万円増加いたしました。 

（負債） 

 当第３四半期連結会計期間末における流動負債は 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 百万円減少い

たしました。これは主に未払法人税等が 百万円、賞与引当金が 百万円減少したことによるものであります。

固定負債は 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 百万円増加いたしました。 

 この結果、負債合計は 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 百万円減少いたしました。 

（純資産）   

  当第３四半期連結会計期間末における純資産の合計は 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 百万円

増加いたしました。これは主に利益剰余金が 百万円、少数株主持分が 百万円増加したことによるものであり

ます。 

 この結果、自己資本比率は71.5％（前連結会計年度末は70.3％）となりました。 

   

   

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成24年10月期の連結業績予想につきましては、平成23年12月12日に公表いたしました「平成23年10月期 決算

短信〔日本基準〕（連結）」に記載の業績予想から変更はありません。 

   

   

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 第２四半期連結会計期間において、耐涂可精細化工（青岛）有限公司を新たに設立し、連結の範囲に含めており

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 

  該当事項はありません。 

   

   

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  該当事項はありません。 

   

   

  該当事項はありません。 

   

   

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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４．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年10月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年７月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,344,065 5,476,683

受取手形及び売掛金 4,356,549 4,333,081

有価証券 199,800 100,000

商品及び製品 744,554 869,100

仕掛品 39,225 46,694

原材料及び貯蔵品 328,324 400,010

繰延税金資産 120,450 62,124

その他 551,950 658,517

貸倒引当金 △4,296 △6,206

流動資産合計 11,680,622 11,940,006

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,114,108 2,023,390

機械装置及び運搬具（純額） 759,667 607,823

土地 1,713,470 1,713,470

その他（純額） 130,736 117,076

有形固定資産合計 4,717,982 4,461,760

無形固定資産 134,797 206,750

投資その他の資産   

投資有価証券 271,118 238,826

繰延税金資産 9,896 9,025

その他 231,670 207,175

貸倒引当金 △80,213 △60,649

投資その他の資産合計 432,471 394,378

固定資産合計 5,285,250 5,062,889

資産合計 16,965,873 17,002,895

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,737,549 2,721,576

未払法人税等 206,589 30,009

賞与引当金 212,339 108,926

役員賞与引当金 29,950 24,299

その他 650,096 618,150

流動負債合計 3,836,524 3,502,961

固定負債   

繰延税金負債 32,087 37,362

退職給付引当金 79,424 75,776

役員退職慰労引当金 210,604 225,927

その他 144,283 147,044

固定負債合計 466,399 486,111

負債合計 4,302,923 3,989,072

ナトコ㈱（4627）　平成24年10月期 第３四半期決算短信

- 4 -



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年10月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年７月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,626,340 1,626,340

資本剰余金 2,288,760 2,288,760

利益剰余金 8,007,621 8,237,454

自己株式 △2,537 △2,582

株主資本合計 11,920,184 12,149,971

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △1,537 32,383

為替換算調整勘定 6,646 △17,157

その他の包括利益累計額合計 5,109 15,226

少数株主持分 737,655 848,624

純資産合計 12,662,949 13,013,823

負債純資産合計 16,965,873 17,002,895
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（四半期連結損益計算書） 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年11月１日 
 至 平成23年７月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年11月１日 
 至 平成24年７月31日) 

売上高 9,525,181 10,078,196

売上原価 6,989,796 7,637,770

売上総利益 2,535,384 2,440,425

販売費及び一般管理費 1,699,137 1,719,835

営業利益 836,247 720,590

営業外収益   

受取利息 7,973 6,173

受取配当金 5,270 7,805

有価証券評価益 11,875 －

貸倒引当金戻入額 － 17,654

その他 22,380 16,176

営業外収益合計 47,499 47,810

営業外費用   

支払利息 1,023 29

売上割引 7,538 6,944

為替差損 3,602 10,350

その他 824 4

営業外費用合計 12,989 17,329

経常利益 870,757 751,071

特別利益   

固定資産売却益 346 4,555

貸倒引当金戻入額 10,199 －

投資有価証券売却益 － 1,575

特別利益合計 10,546 6,130

特別損失   

固定資産処分損 5,598 5,564

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 15,617 －

特別損失合計 21,215 5,564

税金等調整前四半期純利益 860,088 751,637

法人税、住民税及び事業税 287,699 237,062

法人税等調整額 99,542 55,885

法人税等合計 387,241 292,947

少数株主損益調整前四半期純利益 472,846 458,689

少数株主利益 101,973 111,673

四半期純利益 370,873 347,016
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年11月１日 
 至 平成23年７月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年11月１日 
 至 平成24年７月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 472,846 458,689

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 9,363 33,816

為替換算調整勘定 △570 △23,804

その他の包括利益合計 8,792 10,012

四半期包括利益 481,639 468,702

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 379,671 357,133

少数株主に係る四半期包括利益 101,967 111,568
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  該当事項はありません。 

   

   

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間（自平成22年11月１日 至平成23年７月31日） 

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：千円）

（注）１．セグメント利益の調整額 千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全

社費用は、報告セグメントに帰属しない本社の管理部門における一般管理費であります。 

   ２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自平成23年11月１日 至平成24年７月31日） 

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：千円）

（注）１．セグメント利益の調整額 千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全

社費用は、主に報告セグメントに帰属しない本社の管理部門における一般管理費であります。 

   ２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

   

  該当事項はありません。 

   

   

  該当事項はありません。 

   

   

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

   報告セグメント  

調整額 
（注）1 

四半期連結
損益計算書
計上額 
（注）２   塗料事業  

ファインケ
ミカル事業

産業廃棄物
収集運搬・
処分事業  

計 

売上高              

(1）外部顧客への売上高  7,962,539  1,435,695  126,946  9,525,181  －  9,525,181

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 －  －  －  － ( ) －  －

計  7,962,539  1,435,695  126,946  9,525,181 ( ) －  9,525,181

セグメント利益  981,152  271,491  28,977  1,281,621  (445,374)  836,247

445,374

   報告セグメント  

調整額 
（注）1 

四半期連結
損益計算書
計上額 
（注）２   塗料事業  

ファインケ
ミカル事業

産業廃棄物
収集運搬・
処分事業  

計 

売上高              

(1）外部顧客への売上高  8,868,080  1,041,496  168,619  10,078,196  －  10,078,196

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 －  －  －  － ( ) －  －

計  8,868,080  1,041,496  168,619  10,078,196 ( ) －  10,078,196

セグメント利益  972,538  131,766  29,907  1,134,213  (413,622)  720,590

413,622

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）重要な後発事象
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