
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 

(2016年３月31日) 
当第２四半期連結会計期間 

(2016年９月30日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 72,309 138,077 

受取手形及び売掛金 91,544 90,330 

有価証券 8,536 13,871 

商品及び製品 25,768 24,415 

仕掛品 3,728 4,089 

原材料及び貯蔵品 13,677 13,726 

その他 10,890 11,383 

貸倒引当金 △1,221 △1,653 

流動資産合計 225,232 294,240 

固定資産    

有形固定資産 90,024 85,047 

無形固定資産    

のれん 7,657 11,491 

その他 11,797 11,380 

無形固定資産合計 19,454 22,871 

投資その他の資産    

投資有価証券 69,358 69,791 

その他 28,250 27,273 

貸倒引当金 △2,120 △2,035 

投資その他の資産合計 95,487 95,028 

固定資産合計 204,966 202,947 

資産合計 430,198 497,188 
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    （単位：百万円） 

 
前連結会計年度 

(2016年３月31日) 
当第２四半期連結会計期間 

(2016年９月30日) 

負債の部    

流動負債    

支払手形及び買掛金 53,667 48,560 

電子記録債務 1,342 1,386 

短期借入金 3,907 5,999 

1年内償還予定の社債 15,000 15,000 

未払法人税等 3,631 3,630 

賞与引当金 4,407 4,553 

その他 20,054 19,208 

流動負債合計 102,010 98,339 

固定負債    

転換社債型新株予約権付社債 - 101,912 

退職給付に係る負債 8,503 8,574 

その他 25,781 25,405 

固定負債合計 34,284 135,892 

負債合計 136,294 234,231 

純資産の部    

株主資本    

資本金 25,658 25,658 

資本剰余金 18,896 16,193 

利益剰余金 200,096 208,997 

自己株式 △5,077 △25,082 

株主資本合計 239,574 225,767 

その他の包括利益累計額    

その他有価証券評価差額金 25,424 25,946 

為替換算調整勘定 △10,545 △24,461 

退職給付に係る調整累計額 785 655 

その他の包括利益累計額合計 15,664 2,140 

非支配株主持分 38,665 35,048 

純資産合計 293,903 262,956 

負債純資産合計 430,198 497,188 
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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 2015年４月１日 
 至 2015年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 2016年４月１日 

 至 2016年９月30日) 

売上高 170,841 162,268 

売上原価 115,807 107,528 

売上総利益 55,034 54,739 

販売費及び一般管理費 38,296 36,891 

営業利益 16,737 17,848 

営業外収益    

受取利息 178 379 

受取配当金 918 779 

持分法による投資利益 2,470 2,214 

雑収入 522 479 

営業外収益合計 4,090 3,852 

営業外費用    

支払利息 246 446 

社債利息 42 42 

たな卸資産廃棄損 118 84 

為替差損 380 1,791 

雑支出 351 487 

営業外費用合計 1,138 2,851 

経常利益 19,689 18,849 

特別利益    

固定資産売却益 17 3 

投資有価証券売却益 1 619 

特別利益合計 18 623 

特別損失    

固定資産除売却損 513 69 

投資有価証券評価損 159 10 

特別損失合計 672 80 

税金等調整前四半期純利益 19,034 19,392 

法人税等 6,393 5,911 

四半期純利益 12,641 13,481 

非支配株主に帰属する四半期純利益 2,274 2,041 

親会社株主に帰属する四半期純利益 10,367 11,440 
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（四半期連結包括利益計算書）

（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 2015年４月１日 
 至 2015年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 2016年４月１日 

 至 2016年９月30日) 

四半期純利益 12,641 13,481 

その他の包括利益    

その他有価証券評価差額金 △5,465 549 

為替換算調整勘定 △4,478 △15,182 

退職給付に係る調整額 14 △129 

持分法適用会社に対する持分相当額 △771 △3,023 

その他の包括利益合計 △10,700 △17,786 

四半期包括利益 1,941 △4,304 

（内訳）    

親会社株主に係る四半期包括利益 971 △2,083 

非支配株主に係る四半期包括利益 969 △2,221 
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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 2015年４月１日 
 至 2015年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 2016年４月１日 

 至 2016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 19,034 19,392 

減価償却費 5,228 4,775 

のれん償却額 830 626 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 5 509 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △289 △450 

受取利息及び受取配当金 △1,097 △1,158 

支払利息及び社債利息 288 488 

持分法による投資損益（△は益） △2,470 △2,214 

投資有価証券評価損益（△は益） 159 10 

固定資産除売却損益（△は益） 495 65 

売上債権の増減額（△は増加） △2,752 △2,578 

たな卸資産の増減額（△は増加） △278 △1,918 

仕入債務の増減額（△は減少） △868 △2,336 

その他 1,423 △100 

小計 19,710 15,112 

利息及び配当金の受取額 2,141 2,468 

利息の支払額 △284 △468 

法人税等の支払額 △5,993 △6,835 

営業活動によるキャッシュ・フロー 15,574 10,276 

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 △5,939 △53,233 

定期預金の払戻による収入 7,703 11,233 

有価証券の純増減額（△は増加） - △6,115 

有形固定資産の取得による支出 △5,936 △5,338 

有形固定資産の売却による収入 82 179 

無形固定資産の取得による支出 △1,513 △1,562 

投資有価証券の取得による支出 △63,446 △157 

投資有価証券の売却による収入 60,704 - 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による

支出 
- △6,388 

出資金の払込による支出 △799 - 

貸付けによる支出 △188 △1,346 

貸付金の回収による収入 94 369 

その他 210 △281 

投資活動によるキャッシュ・フロー △9,028 △62,641 
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    （単位：百万円） 

 
前第２四半期連結累計期間 

(自 2015年４月１日 
 至 2015年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 2016年４月１日 

 至 2016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） 951 2,519 

長期借入れによる収入 145 2,137 

長期借入金の返済による支出 △18 △767 

新株予約権付社債の発行による収入 - 102,100 

自己株式の取得による支出 △38 △20,004 

配当金の支払額 △2,004 △2,538 

非支配株主への配当金の支払額 △1,017 △1,476 

非支配株主からの払込みによる収入 38 80 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得に

よる支出 
- △3,182 

その他 0 0 

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,943 78,867 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △294 △2,736 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 4,307 23,766 

現金及び現金同等物の期首残高 60,914 60,861 

現金及び現金同等物の四半期末残高 65,222 84,627 
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（４）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）

 当社は2016年６月１日開催の取締役会決議に基づき、2016年６月２日に自己株式9,013,000株の取得を行いまし

た。この結果、自己株式が19,999百万円増加し、当第２四半期連結会計期間末において自己株式が25,082百万円とな

っております。

 

（セグメント情報等）

Ｉ 前第２四半期連結累計期間（自 2015年４月１日 至 2015年９月30日） 

報告セグメントごとの売上高及び利益または損失の金額に関する情報

                （単位：百万円） 

  報告セグメント 

その他
(注１) 

合計 
調整額
(注２) 

四半期連結 
損益計算書 
計上額 
(注３) 

  日本 インド アジア アフリカ 計 

売上高                  

(1）外部顧客への売上高 76,374 36,408 30,931 17,566 161,280 9,560 170,841 - 170,841 

(2）セグメント間の内部
売上高または振替高 

7,676 6 1,707 63 9,454 20 9,475 △9,475 - 

計 84,051 36,415 32,638 17,630 170,735 9,581 180,316 △9,475 170,841 

セグメント利益または損失

（△） 
9,887 5,262 4,106 △552 18,703 986 19,689 - 19,689 

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、米国・欧州等の現地法人の事

業活動を含んでおります。

２．セグメント利益または損失（△）の調整額は、セグメント間取引消去によるものであります。

３．セグメント利益または損失（△）は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。

４．日本以外の各セグメントに属する主な国または地域

インド……インド、ネパール

アジア……タイ、中国、インドネシア等

アフリカ……南アフリカ、ジンバブエ、ナミビア等

 

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自 2016年４月１日 至 2016年９月30日） 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益または損失の金額に関する情報

                （単位：百万円） 

  報告セグメント 

その他
(注１) 

合計 
調整額
(注２) 

四半期連結 
損益計算書 
計上額 
(注３) 

  日本 インド アジア アフリカ 計 

売上高                  

(1）外部顧客への売上高 73,846 37,313 28,322 13,370 152,852 9,416 162,268 - 162,268 

(2）セグメント間の内部
売上高または振替高 

7,211 6 1,839 64 9,122 25 9,148 △9,148 - 

計 81,057 37,319 30,161 13,435 161,974 9,442 171,416 △9,148 162,268 

セグメント利益または損失

（△） 
9,980 5,909 3,586 △1,767 17,709 1,140 18,849 - 18,849 

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、米国・欧州等の現地法人の事

業活動を含んでおります。

２．セグメント利益または損失（△）の調整額は、セグメント間取引消去によるものであります。

３．セグメント利益または損失（△）は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。
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４．日本以外の各セグメントに属する主な国または地域

インド……インド、ネパール等

アジア……タイ、中国、インドネシア等

アフリカ……南アフリカ、ジンバブエ、ナミビア等

 

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失またはのれん等に関する情報

（固定資産に係る重要な減損損失）

 該当事項はありません。

 

（のれんの金額の重要な変動）

 「その他」セグメントにおいて、当第２四半期連結会計期間にU.S. Paint Corporationの株式を取得し、新たに

連結の範囲に含めたことから、のれんが発生しております。当該事象によるのれんの増加額は、4,749百万円であ

ります。なお、当該金額は暫定的に算定された金額であります。

 

（重要な負ののれん発生益）

 該当事項はありません。
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（重要な後発事象）

（トルコ共和国 Polisan Boya Sanayi ve Ticaret A.S.の株式取得及び第三者割当増資引受）

 当社は、Polisan Boya Sanayi ve Ticaret A.S.（以下、PB社）の株式を、以下のとおり株式取得及び第三者割当

増資引受し、持分法適用関連会社とすることといたしました。

 

１．株式取得及び第三者割当増資引受の理由 

 当社グループは、グローバル化の推進を継続的に展開しており、トルコ市場は、今後大きな成長が期待され、当

社グループの事業拡大に寄与する地域と考えております。 

 当社グループは、同国において、既に自動車用及び工業用塗料での事業展開を行っております。 

 これに加え、同国有数の塗料メーカーであり、特に、建築用塗料で高いプレゼンスを有するPB社を持分法適用関

連会社とすることにより、同国建築塗料市場への参入を果たすとともに、一層の事業拡大を目指すものであり、ひ

いては当社グループの中長期的な業績拡大に加え、当社株主にとっての価値向上に寄与するものと考えておりま

す。 

 

２．株式取得及び第三者割当増資引受の内容 

 当社は、PB社の株式を既存株主であるPolisan Holding A.S.より取得し、合わせて第三者割当増資の引受によ

り、同社発行済株式の50.0%にあたる株式を取得いたします。それに伴い、同社は当社の持分法適用関連会社にな

る予定であります。 

 なお、詳細は次のとおりであります。 

（1）異動前の所有比率   当社 0％、Polisan Holding A.S. 100％ 

（2）取得比率       PB社発行済株式の50.0％ 

（3）取得する株式の数   56,307千株（株式取得 33,986千株、第三者割当増資引受 22,320千株） 

（4）取得価額       約115億円（株式取得 68.5百万米ドル、第三者割当増資引受 45百万米ドル） 

（5）異動後の所有比率   当社 50.0％、Polisan Holding A.S. 50.0％ 

 

３．支払資金の調達方法及び支払方法 

 自己資金により充当 

 

４．PB社の概要 

（1）会社名    Polisan Boya Sanayi ve Ticaret A.S. 

（2）所在地    トルコ共和国Kocaeli県Gebze市 

（3）事業内容   建築用塗料、接着剤、シンナー及び関連製品の製造・販売 

（4）資本金    90,294千トルコリラ（約3,051百万円） 

（5）直近業績   2015年度実績は以下のとおりであります。 

売上高   472百万トルコリラ（約160億円） 

営業利益   54百万トルコリラ（約 18億円） 

 

５．日程 

（1）株式譲渡及び株式引受契約締結日      2016年10月31日（現地時間） 

（2）株式譲渡及び第三者割当増資引受実行日   2016年12月下旬（予定） 

 

６．業績に与える影響について 

 本株式取得及び第三者割当増資引受が、当社グループの連結業績に与える影響は軽微であります。 
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