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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66期

第３四半期連結
累計期間

第67期
第３四半期連結
累計期間

第66期

会計期間

自平成23年
11月１日
至平成24年
７月31日

自平成24年
11月１日
至平成25年
７月31日

自平成23年
11月１日
至平成24年
10月31日

売上高（千円） 10,078,19611,488,36913,680,484

経常利益（千円） 751,0711,844,7551,075,229

四半期（当期）純利益（千円） 347,0161,000,927495,264

四半期包括利益又は包括利益

（千円）
468,7021,562,465676,003

純資産額（千円） 13,013,82314,665,77013,221,124

総資産額（千円） 17,002,89519,784,35117,369,796

１株当たり四半期（当期）純利益

金額（円）
47.38 136.67 67.62

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 69.0 71.0

　

回次
第66期

第３四半期連結
会計期間

第67期
第３四半期連結
会計期間

会計期間

自平成24年
５月１日
至平成24年
７月31日

自平成25年
５月１日
至平成25年
７月31日

１株当たり四半期純利益金額

（円）
18.77 96.08

　（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．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、当第３四半期連結累計期間において、持分法非適用の関連会社であった有限会社豊川シー

エムシーの株式を追加取得し、連結子会社といたしました。この結果、連結子会社は４社となりました。
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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世界経済は、中国を中心とするアジア諸国の経済成長の鈍化や債務問題の長

期化による欧州諸国の景気低迷が続いているものの、米国経済は消費が堅調に推移するなど緩やかな回復傾向を

示しました。

　わが国経済においては、新政権の各種経済政策への期待感から円高の是正や株価の回復が進み、企業収益や消費

動向にも改善が見られましたが、円安に伴って原材料価格の上昇もあり、先行き不透明な状況で推移しました。

　このような経済状況のもとで、当社グループは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

し、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、業務全般の効率化や生産性向上によるトータ

ルコストの削減に努めてまいりました。

　その結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高11,488百万円（前年同期比14.0％増）、営業利益1,719百

万円（前年同期比138.6％増）、経常利益1,844百万円（前年同期比145.6％増）、四半期純利益1,000百万円（前年

同期比188.4％増）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、鋼製家具、道路資材関連のユーザーの需要拡大や環境対応型塗料の拡販に向けた積極的

な営業活動を展開した結果、売上高は前年同期に比べ増加いたしました。内装建材用塗料分野では、無塗装のフ

ローリング製品の割合が増加した影響により需要が減少したことで、売上高は前年同期に比べ減少いたしまし

た。外装建材用塗料分野では、住宅着工件数の増加により窯業建材向けの需要が順調に推移し、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スマートフォン向けの受注が好調で

あったことや、シンナーにおいて新規顧客獲得に向けた積極的な営業活動を展開した結果、売上高は前年同期

に比べ大幅に増加いたしました。

　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10,428百万円（前年同期比17.6％増）、セ

グメント利益は1,975百万円（前年同期比103.1％増）となりました。　　　

 ②ファインケミカル事業 

　化成品におけるフィルム向けのシリコン系表面機能材料は、アジア向けの需要が堅調であったものの、光学材

料向けの機能性コーティング材は液晶業界の市場低迷の影響を受け、需要が低調であったことにより、売上高

は前年同期に比べ減少いたしました。

　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899百万円（前年同期比

13.6％減）、セグメント利益は130百万円（前年同期比0.8％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、国内産業の生産拠点の海外移転が進み、廃棄物の取扱量が減少し

たことや廃棄物の有価物化が進んだことで、売上高は前年同期に比べ減少いたしました。

　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160百万円（前年同

期比4.8％減）、セグメント利益は31百万円（前年同期比4.6％増）となりました。
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 (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703百万円であります。

 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25年７月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成25年９月13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

東京証券取引所

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25年５月１日

 ～

平成25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25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25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　   7,323,400　 73,234  －

 単元未満株式 普通株式　 　　　　600 － 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 － 73,234  －

  （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25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25年５月１日から平成

25年７月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成24年11月１日から平成25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24年10月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成25年７月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 5,797,409 5,610,993

受取手形及び売掛金 4,450,849 5,722,825

有価証券 100,000 100,000

商品及び製品 850,678 1,056,256

仕掛品 31,176 53,865

原材料及び貯蔵品 382,974 429,548

繰延税金資産 119,387 122,903

その他 666,195 514,948

貸倒引当金 △5,809 △5,439

流動資産合計 12,392,861 13,605,902

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,987,633 1,966,475

機械装置及び運搬具（純額） 562,221 515,798

土地 1,713,470 1,713,470

その他（純額） 130,101 1,347,283

有形固定資産合計 4,393,426 5,543,028

無形固定資産 201,245 211,657

投資その他の資産

投資有価証券 227,039 318,840

繰延税金資産 9,676 12,918

その他 198,533 96,204

貸倒引当金 △52,987 △4,200

投資その他の資産合計 382,261 423,762

固定資産合計 4,976,934 6,178,449

資産合計 17,369,796 19,784,351

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,664,800 3,096,093

未払法人税等 199,994 508,110

賞与引当金 208,114 120,668

役員賞与引当金 31,100 27,900

その他 558,226 816,232

流動負債合計 3,662,235 4,569,005

固定負債

繰延税金負債 33,561 60,114

退職給付引当金 72,697 81,467

役員退職慰労引当金 231,035 247,042

その他 149,142 160,950

固定負債合計 486,436 549,574

負債合計 4,148,671 5,118,580
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成24年10月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成25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 8,385,702 9,269,446

自己株式 △2,582 △2,618

株主資本合計 12,298,219 13,181,928

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 26,555 90,160

為替換算調整勘定 6,628 387,065

その他の包括利益累計額合計 33,183 477,226

少数株主持分 889,720 1,006,615

純資産合計 13,221,124 14,665,770

負債純資産合計 17,369,796 19,784,351
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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23年11月１日
　至　平成24年７月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成24年11月１日
　至　平成25年７月31日)

売上高 10,078,196 11,488,369

売上原価 7,637,770 7,889,962

売上総利益 2,440,425 3,598,407

販売費及び一般管理費 1,719,835 1,878,800

営業利益 720,590 1,719,607

営業外収益

受取利息 6,173 11,784

受取配当金 7,805 6,983

貸倒引当金戻入額 17,654 －

為替差益 － 95,953

その他 16,176 19,008

営業外収益合計 47,810 133,729

営業外費用

支払利息 29 25

売上割引 6,944 6,783

為替差損 10,350 －

その他 4 1,771

営業外費用合計 17,329 8,581

経常利益 751,071 1,844,755

特別利益

固定資産売却益 4,555 186

投資有価証券売却益 1,575 －

特別利益合計 6,130 186

特別損失

固定資産処分損 5,564 973

特別損失合計 5,564 973

税金等調整前四半期純利益 751,637 1,843,969

法人税、住民税及び事業税 237,062 732,714

法人税等調整額 55,885 △6,395

法人税等合計 292,947 726,318

少数株主損益調整前四半期純利益 458,689 1,117,650

少数株主利益 111,673 116,722

四半期純利益 347,016 1,000,927

EDINET提出書類

ナトコ株式会社(E00915)

四半期報告書

10/17



【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23年11月１日
　至　平成24年７月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成24年11月１日
　至　平成25年７月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 458,689 1,117,650

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 33,816 64,378

為替換算調整勘定 △23,804 380,436

その他の包括利益合計 10,012 444,814

四半期包括利益 468,702 1,562,465

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 357,133 1,444,970

少数株主に係る四半期包括利益 111,568 117,495
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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25年５月１日　至　平成25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24年11月１日
至　平成25年７月31日）

（連結の範囲の変更）　

　第１四半期連結会計期間より、有限会社豊川シーエムシーは株式の追加取得のため、連結の範囲に含めております。

 

　

【会計方針の変更等】

当第３四半期連結累計期間（自　平成24年11月１日　至　平成25年７月31日） 

該当事項はありません。

 

 

【会計上の見積りの変更】

当第３四半期連結累計期間（自　平成24年11月１日　至　平成25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24年11月１日　至　平成25年７月31日）

該当事項はありません。

　

  

【注記事項】

（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（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれんの償却額は、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23年11月１日
至  平成24年７月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自  平成24年11月１日
至  平成25年７月31日）

減価償却費 393,186千円 324,060千円

のれんの償却額 －千円 6,315千円
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（株主資本等関係）

Ⅰ　前第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。

　

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　平成24年11月１日　至　平成25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25年１月29日

定時株主総会
普通株式 58,591 8 平成24年10月31日平成25年１月30日利益剰余金

平成25年６月10日

取締役会
普通株式 58,591 8 平成25年４月30日平成25年７月８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。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第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、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。

　

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自平成24年11月１日　至平成25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 10,428,203899,711160,45411,488,369 － 11,488,369

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
－ － － － (－) －

計 10,428,203899,711160,45411,488,369(－) 11,488,369

セグメント利益 1,975,236130,71931,2912,137,247(417,640)1,719,607

（注）１．セグメント利益の調整額417,640千円は、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。
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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23年11月１日
至　平成24年７月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成24年11月１日
至　平成25年７月31日）

１株当たり四半期純利益金額 47円38銭 136円67銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額（千円） 347,016 1,000,927

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） 347,016 1,000,927

普通株式の期中平均株式数（株） 7,323,981 7,323,942

（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25年６月10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25年７月８日

（注）平成25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25年９月13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24年11月１日から平成25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25年５月１日から平成25

年７月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成24年11月１日から平成25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25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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