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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65期

第３四半期連結
累計期間

第66期
第３四半期連結
累計期間

第65期

会計期間

自平成22年
11月１日
至平成23年
７月31日

自平成23年
11月１日
至平成24年
７月31日

自平成22年
11月１日
至平成23年
10月31日

売上高（千円） 9,525,18110,078,19613,049,077

経常利益（千円） 870,757 751,0711,160,071

四半期（当期）純利益（千円） 370,873 347,016 518,780

四半期包括利益又は包括利益

（千円）
481,639 468,702 654,752

純資産額（千円） 12,489,83513,013,82312,662,949

総資産額（千円） 16,479,66917,002,89516,965,873

１株当たり四半期（当期）純利益

金額（円）
50.64 47.38 70.83

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（％） 71.5 71.5 70.3

　

回次
第65期

第３四半期連結
会計期間

第66期
第３四半期連結
会計期間

会計期間

自平成23年
５月１日
至平成23年
７月31日

自平成24年
５月１日
至平成24年
７月31日

１株当たり四半期純利益金額

（円）
15.67 18.77

　（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65期第３四半期連結累計期間の四半期包括利益の算定にあたり、「包括利益の表示に関する会計基準」

（企業会計基準第25号　平成22年６月30日）を適用し、遡及処理しております。

４．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）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。 

 

２【事業の内容】

当第３四半期連結累計期間において、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、第２四半期連結累計期間において、耐?可精細化工（青?）有限公司を新たに設立し、連結

の範囲に含めております。この結果、連結子会社は３社となりました。

　

EDINET提出書類

ナトコ株式会社(E00915)

四半期報告書

 2/16



第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第３四半期連結累計期間において、当連結会社の事業等のリスクに新たに発生した重要事項等はありません。また

は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。

　

２【経営上の重要な契約等】

当第３四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。

 

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末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10,078百万円（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720百万円（前年同期比13.8％減）、経常利益751百万円（前年同期比13.7％減）、四半期純利益347百万円（前

年同期比6.4％減）となりました。

 

セグメントの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8,868百万円（前年同期比11.4％増）、セ

グメント利益は972百万円（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1,041百万円（前年同期比

27.5％減）、セグメント利益は131百万円（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168百万円（前年同

期比32.8％増）、セグメント利益は29百万円（前年同期比3.2％増）となりました。

 

 (2) 事業上及び財務上の対処すべき課題

 当第３四半期連結累計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新

たに生じた課題はありません。

 

 (3) 研究開発活動

 当第３四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は732百万円であります。

 なお、当第３四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 26,299,000

計 26,299,000

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成24年７月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成24年９月14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 7,324,800 7,324,800

大阪証券取引所

ＪＡＳＤＡＱ

（スタンダード）　

単元株式数

100株

計 7,324,800 7,324,800 － －

 

（２）【新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。　

　

（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】

該当事項はありません。

　

（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。  

 

（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
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成24年５月１日

 ～

平成24年７月31日

－ 7,324,800－ 1,626,340－ 2,288,760

 

（６）【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（７）【議決権の状況】

当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記

載することができないことから、直前の基準日（平成24年４月30日）に基づく株主名簿による記載をしておりま

す。

①【発行済株式】

　 平成24年７月31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　　　　 　800 －  －

 完全議決権株式（その他） 普通株式　   7,323,200　 73,232  －

 単元未満株式 普通株式　 　　　　800 － １単元（100株）未満の株式

 発行済株式総数 7,324,800 －  －

 総株主の議決権 － 73,232  －

  （注）１．「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が1,000株含まれておりま

　　　　　　　　　　　　　　　　す。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数

10個が含まれております。

 ２．「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式が47株含まれております。 

 

②【自己株式等】

　 平成24年７月31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（％）

 ナトコ株式会社
愛知県みよし市打越町

生賀山18番地
800  － 800 0.01

 計  － 800  － 800 0.01

 

２【役員の状況】

　該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

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）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、第３四半期連結会計期間（平成24年５月１日から平成

24年７月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成23年11月１日から平成24年７月31日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、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。
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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：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
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（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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【継続企業の前提に関する事項】

当第３四半期連結会計期間（自　平成24年５月１日　至　平成24年７月31日）

該当事項はありません。

　

【連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更】

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）

（連結の範囲の重要な変更）　

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

この結果、連結子会社は３社となりました。

　

【会計方針の変更等】

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）

該当事項はありません。　

　

【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】

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）

該当事項はありません。

  

【追加情報】

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）

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用）

  第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬

の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号  平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号  平成21年12月４日）を適用しております。
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

  保証債務　

次の関係会社について、リース債務及び土地賃貸借契約に係る契約残存期間の賃料に対し債務保証を行ってお

ります。

  
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）

㈲豊川シーエムシー 77,093千円 73,168千円

　 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び前第３四半期連結累計期間に係る四

半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半期連結累計期間に係る減価償却費（無

形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

  
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）

減価償却費 388,365千円 393,186千円

　

（株主資本等関係）

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）

１．配当に関する事項

(1）配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額

（千円）

１株当たり

配当額

（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成23年１月27日

定時株主総会
普通株式 58,592 8 平成22年10月31日平成23年１月28日利益剰余金

平成23年６月６日

取締役会
普通株式 58,592 8 平成23年４月30日平成23年７月11日利益剰余金

 

(2）基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期

間末後となるもの

該当事項はありません。

　

２．株主資本の著しい変動に関する事項

該当事項はありません。

　

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）

１．配当に関する事項

(1）配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額

（千円）

１株当たり

配当額

（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年１月26日

定時株主総会
普通株式 58,592 8 平成23年10月31日平成24年１月27日利益剰余金

平成24年６月８日

取締役会
普通株式 58,591 8 平成24年４月30日平成24年７月９日利益剰余金

 

(2）基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期

間末後となるもの

該当事項はありません。

　

２．株主資本の著しい変動に関する事項

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】
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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）

　 　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 7,962,5391,435,695126,9469,525,181 － 9,525,181

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
－ － － － (－) －

計 7,962,5391,435,695126,9469,525,181(－) 9,525,181

セグメント利益 981,152271,49128,9771,281,621(445,374)836,247

（注）１．セグメント利益の調整額445,374千円は、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）

　 　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 8,868,0801,041,496168,61910,078,196 － 10,078,196

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
－ － － － (－) －

計 8,868,0801,041,496168,61910,078,196(－) 10,078,196

セグメント利益 972,538131,76629,9071,134,213(413,622)720,590

（注）１．セグメント利益の調整額413,622千円は、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。
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（金融商品関係）

　金融商品の当第３四半期連結会計期間末の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末

日と比較して著しい変動がありません。

　

（有価証券関係）

有価証券の当第３四半期連結会計期間末の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末

日と比較して著しい変動がありません。

 

（デリバティブ取引関係）

該当事項はありません。

 

（企業結合等関係）

　該当事項はありません。

　

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
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）

１株当たり四半期純利益金額 50円64銭 47円38銭

（算定上の基礎） 　  

四半期純利益金額（千円） 370,873 347,016

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益金額（千円） 370,873 347,016

普通株式の期中平均株式数（株） 7,324,018 7,323,981

（注）　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。

　

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

 

２【その他】

　平成24年６月８日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

　（イ）配当金の総額‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥58,591千円

　（ロ）１株当たりの金額‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥８円00銭

　（ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日‥‥‥‥平成24年７月９日

（注）平成24年４月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行います。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成24年９月14日

ナトコ株式会社

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 井上　嗣平　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 鈴木　賢次　　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」に掲げられているナトコ株式会社の

平成23年11月１日から平成24年10月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成24年５月１日から平成24

年７月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成23年11月１日から平成24年７月31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、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レ

ビューを行った。

　

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、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四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、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。

　四半期レビューにおいては、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が実施される。四半期レビュー手続は、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て限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　

監査人の結論

　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、ナトコ株式会社及び連結子会社の平成24年７月31日現在の財政状態及び

同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績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。

　

利害関係

　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、四半期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いません。　
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