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(百万円未満切捨て)

1．2019年12月期第2四半期の連結業績（2019年1月1日～2019年6月30日）

(1) 連結経営成績(累計) (％表示は、対前年同四半期増減率)

売上収益 営業利益 税引前利益 四半期利益
親会社の所有者に

帰属する四半期利益

四半期包括利益

合計額

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2019年12月期第2四半期 312,424 △0.3 41,945 △6.5 42,409 △7.2 30,744 △8.5 20,939△12.1 △3,628 －

2018年12月期第2四半期 313,217 － 44,871 － 45,691 － 33,613 － 23,814 － 13,762 －
　

基本的1株当たり
四半期利益

希薄化後1株当たり
四半期利益

円 銭 円 銭

2019年12月期第2四半期 65.29 65.27

2018年12月期第2四半期 74.26 74.24
　

　当社グループは2018年12月期からIFRSを適用しております。そのため、2018年12月期第2四半期の対前年同四半期増減率は
記載しておりません。

　

(2) 連結財政状態

資産合計 資本合計
親会社の所有者に
帰属する持分

親会社所有者
帰属持分比率

百万円 百万円 百万円 ％

2019年12月期第2四半期 991,029 626,110 502,495 50.7

2018年12月期 953,988 647,618 520,047 54.5
　

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

2018年12月期 － 22.00 － 23.00 45.00

2019年12月期 － 22.00

2019年12月期(予想) － 23.00 45.00
(注)直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ：無

　

3．2019年12月期の連結業績予想（2019年1月1日～2019年12月31日）

(％表示は、対前期増減率)

売上収益 営業利益 税引前利益
親会社の所有者に
帰属する当期利益

基本的1株当たり
当期利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 640,000 2.0 77,000 △11.0 78,000 △12.4 39,000 △14.0 121.60
(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 ： 無

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 －社、除外 －社
　　

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更

① IFRSにより要求される会計方針の変更 ： 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
　　

(3) 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) 2019年12月期2Q 325,402,443株 2018年12月期 325,402,443株

② 期末自己株式数 2019年12月期2Q 4,672,550株 2018年12月期 4,689,703株

③ 期中平均株式数(四半期累計) 2019年12月期2Q 320,717,506株 2018年12月期2Q 320,701,749株

　

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
（将来に関する記述等についてのご注意）
　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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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。
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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２四半期連結累計期間の対象期間は、2019年１月から６月までの６ヶ月間であります。

当社グループの当第２四半期連結累計期間の業績につきましては、為替変動による減効果があり、連結売上収益

は3,124億24百万円（前年同期比0.3％減）となりました。連結営業利益は、前年同期に中国で環境規制に伴う工場

退去の補助金収入などがあった一方、当期は当該収入が少なかったことから419億45百万円（前年同期比6.5％減）

となりました。連結税引前四半期利益は424億９百万円（前年同期比7.2％減）、親会社の所有者に帰属する四半期

利益は209億39百万円（前年同期比12.1％減）となりました。

セグメントの状況は次のとおりであります。

≪日本≫

当地域では、自動車用塗料については、自動車生産台数が前年同期を上回ったことに加えて、高意匠・高付加価

値塗料の出荷が好調に推移したことなどから、売上高は前年同期を上回りました。工業用塗料の売上高について

は、新設住宅着工件数が前年並みだった一方で、前年に発生した自然災害からの復旧に伴う需要増が継続したこと

などから、前年同期を上回りました。汎用塗料の売上高については、市況が堅調に推移するなか、リテール領域で

の拡販に努めたことなどから前年同期を上回りました。

これらにより、当地域セグメントの連結売上収益は901億36百万円（前年同期比1.4％増）となりました。また、

連結営業利益は原材料価格の上昇に加えて、2019年４月に公表した企業買収に関連し株式取得関連費用を計上した

ことなどから274億23百万円（前年同期比7.2％減）となりました。この連結営業利益には海外グループ会社からの

受取配当金134億９百万円(前年同期は135億23百万円)が含まれております。なお、この受取配当金は内部取引とし

て全額「セグメント間取引消去その他の調整額」として消去されます。

≪アジア≫

当地域では、自動車用塗料の売上高については前年同期を大きく下回りました。中国において自動車生産台数が

前年同期を大きく下回るなど、市況が低調に推移しました。一方で、タイでは自動車生産台数が前年同期を上回り

ました。事業構成比がもっとも大きい汎用塗料の売上高については、シンガポールなどにおいて市況が低調に推移

した一方で、中国において主力である住宅内装用塗料の販売促進活動に注力したことや、建築外装用塗料の売上が

好調に推移したことから、前年同期を上回りました。

これらに加えて為替変動による減効果があり、当地域セグメントの連結売上収益は1,777億７百万円（前年同期

比0.9％減）、連結営業利益は原材料価格が下落した一方で、前年同期に中国で環境規制に伴う工場退去の補助金

収入などがあったことから256億78百万円（前年同期比0.1％増）となりました。

≪米州≫

当地域では、自動車用塗料の売上高については、中核地域であるアメリカにおいて自動車生産台数が低調に推移

したことなどから前年同期を下回りました。汎用塗料の売上高については、高付加価値商品の拡販や店舗数の拡大

により前年同期を上回りました。

これらにより、当地域セグメントの連結売上収益は377億86百万円（前年同期比0.1％増）、連結営業利益は人員

増などにより販管費が増加したため26億85百万円（前年同期比8.9％減）となりました。

≪その他≫

当地域では、自動車用塗料について、域内の自動車生産台数が低調に推移したことに加えて為替の影響があり、

連結売上収益は67億94百万円（前年同期比7.0％減）、連結営業利益は４億30百万円の損失（前年同期は２億９百

万円の利益）となりました。
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（２）財政状態に関する説明

当第２四半期連結会計期間末の総資産は前連結会計年度末と比較して370億40百万円増加し、9,910億29百万円と

なりました。流動資産につきましては、前連結会計年度末と比較して188億66百万円増加しておりますが、主な要

因は、現金及び現金同等物が減少した一方で、営業債権及びその他の債権が増加したことなどによるものです。ま

た、非流動資産につきましては、前連結会計年度末と比較して181億74百万円増加しております。主な要因は、

IFRS第16号の適用に伴う有形固定資産の増加などによるものです。

負債につきましては、前連結会計年度末と比較して585億48百万円増加し、3,649億19百万円となりましたが、主

な要因は、IFRS第16号の適用や為替予約に伴うその他の金融負債の増加などによるものです。

資本につきましては、前連結会計年度末と比較して215億８百万円減少し、6,261億10百万円となりました。主な

要因は、親会社の所有者に帰属する四半期利益の計上により利益剰余金が増加した一方で、為替換算調整勘定の減

少や為替予約に伴うキャッシュ・フロー・ヘッジ剰余金の計上による減少などによるものです。

以上の結果、親会社所有者帰属持分比率は前連結会計年度末の54.5％から50.7％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

2019年２月13日の決算短信で公表いたしました通期の連結業績予想に変更はありません。
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２．要約四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）要約四半期連結損益計算書及び要約四半期連結包括利益計算書

要約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 2018年１月１日
至 2018年６月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自 2019年１月１日
至 2019年６月30日）

売上収益 313,217 312,424

売上原価 △190,266 △188,837

売上総利売上総利売上総利売上総利売上総利益益益益益 122,951 123,587

販売費及び一般管理費 △82,718 △84,479

その他の収益 5,752 3,716

その他の費用 △1,114 △879

営業利営業利営業利営業利営業利益益益益益 44,871 41,945

金融収益 1,640 2,349

金融費用 △1,396 △2,342

持分法による投資利益 576 456

税引前四半期利税引前四半期利税引前四半期利税引前四半期利税引前四半期利益益益益益 45,691 42,409

法人所得税 △12,078 △11,664

四半期利四半期利四半期利四半期利四半期利益益益益益 33,613 30,744

四半期利益の帰四半期利益の帰四半期利益の帰四半期利益の帰四半期利益の帰属属属属属

親会社の所有者 23,814 20,939

非支配持分 9,799 9,805

四半期利四半期利四半期利四半期利四半期利益益益益益 33,613 30,744

１１１１１株当たり四半期利株当たり四半期利株当たり四半期利株当たり四半期利株当たり四半期利益益益益益

基本的１株当たり四半期利益（円） 74.26 65.29

希薄化後１株当たり四半期利益（円） 74.24 65.27
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第２四半期連結会計期間

（単位：百万円）

前第２四半期連結会計期間
（自 2018年４月１日
至 2018年６月30日）

当第２四半期連結会計期間
（自 2019年４月１日
至 2019年６月30日）

売上収益 164,047 165,065

売上原価 △99,655 △99,376

売上総利売上総利売上総利売上総利売上総利益益益益益 64,392 65,688

販売費及び一般管理費 △42,124 △44,471

その他の収益 1,284 1,127

その他の費用 △608 △529

営業利営業利営業利営業利営業利益益益益益 22,944 21,815

金融収益 1,025 1,403

金融費用 △461 △1,365

持分法による投資利益 329 178

税引前四半期利税引前四半期利税引前四半期利税引前四半期利税引前四半期利益益益益益 23,838 22,031

法人所得税 △6,320 △6,366

四半期利四半期利四半期利四半期利四半期利益益益益益 17,517 15,665

四半期利益の帰四半期利益の帰四半期利益の帰四半期利益の帰四半期利益の帰属属属属属

親会社の所有者 12,134 10,290

非支配持分 5,382 5,375

四半期利四半期利四半期利四半期利四半期利益益益益益 17,517 15,665

１１１１１株当たり四半期利株当たり四半期利株当たり四半期利株当たり四半期利株当たり四半期利益益益益益

基本的１株当たり四半期利益（円） 37.84 32.08

希薄化後１株当たり四半期利益（円） 37.83 32.07
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要約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 2018年１月１日
至 2018年６月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自 2019年１月１日
至 2019年６月30日）

四半期利四半期利四半期利四半期利四半期利益益益益益 33,613 30,744

その他の包括利益

純損益に振り替えられることのない項目

その他の包括利益を通じて公正価値で測
定する金融資産

△1,764 291

確定給付制度の再測定 23 △12

純損益に振り替えられることのない項目
合計

△1,740 279

純損益に振り替えられる可能性のある項目

在外営業活動体の換算差額 △17,242 △13,966

キャッシュ・フロー・ヘッジ － △20,311

持分法適用会社におけるその他の包括利
益に対する持分

△867 △374

純損益に振り替えられる可能性のある項
目合計

△18,109 △34,651

その他の包括利益合その他の包括利益合その他の包括利益合その他の包括利益合その他の包括利益合計計計計計 △19,850 △34,372

四半期包括利四半期包括利四半期包括利四半期包括利四半期包括利益益益益益 13,762 △3,628

四半期包括利益の帰四半期包括利益の帰四半期包括利益の帰四半期包括利益の帰四半期包括利益の帰属属属属属

親会社の所有者 8,622 △10,147

非支配持分 5,140 6,519

四半期包括利四半期包括利四半期包括利四半期包括利四半期包括利益益益益益 13,762 △3,628
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第２四半期連結会計期間

（単位：百万円）

前第２四半期連結会計期間
（自 2018年４月１日
至 2018年６月30日）

当第２四半期連結会計期間
（自 2019年４月１日
至 2019年６月30日）

四半期利四半期利四半期利四半期利四半期利益益益益益 17,517 15,665

その他の包括利益

純損益に振り替えられることのない項目

その他の包括利益を通じて公正価値で測
定する金融資産

△108 △200

確定給付制度の再測定 14 △15

純損益に振り替えられることのない項目
合計

△94 △216

純損益に振り替えられる可能性のある項目

在外営業活動体の換算差額 3,776 △19,483

キャッシュ・フロー・ヘッジ － △20,311

持分法適用会社におけるその他の包括利
益に対する持分

△172 △384

純損益に振り替えられる可能性のある項
目合計

3,604 △40,178

その他の包括利益合その他の包括利益合その他の包括利益合その他の包括利益合その他の包括利益合計計計計計 3,510 △40,394

四半期包括利四半期包括利四半期包括利四半期包括利四半期包括利益益益益益 21,027 △24,729

四半期包括利益の帰四半期包括利益の帰四半期包括利益の帰四半期包括利益の帰四半期包括利益の帰属属属属属

親会社の所有者 16,702 △24,654

非支配持分 4,324 △74

四半期包括利四半期包括利四半期包括利四半期包括利四半期包括利益益益益益 21,027 △24,729
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（２）要約四半期連結財政状態計算書

（単位：百万円）

前連結会計年度
（2018年12月31日）

当第２四半期連結会計期間
（2019年６月30日）

資資資資資産産産産産

流動資流動資流動資流動資流動資産産産産産

現金及び現金同等物 129,633 119,214

棚卸資産 65,807 65,531

営業債権及びその他の債権 179,269 195,491

その他の金融資産 59,775 72,917

その他の流動資産 9,456 9,663

小小小小小計計計計計 443,941 462,817

売却目的で保有する資産 272 263

流動資産合流動資産合流動資産合流動資産合流動資産合計計計計計 444,214 463,081

非流動資非流動資非流動資非流動資非流動資産産産産産

有形固定資産 140,550 176,356

のれん 203,722 200,478

その他の無形資産 95,496 90,530

持分法で会計処理されている投資 11,612 10,943

その他の金融資産 40,942 44,600

その他の非流動資産 14,374 1,856

繰延税金資産 3,075 3,182

非流動資産合非流動資産合非流動資産合非流動資産合非流動資産合計計計計計 509,774 527,948

資産合資産合資産合資産合資産合計計計計計 953,988 991,029
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（単位：百万円）

前連結会計年度
（2018年12月31日）

当第２四半期連結会計期間
（2019年６月30日）

負債及び資負債及び資負債及び資負債及び資負債及び資本本本本本

負負負負負債債債債債

流動負流動負流動負流動負流動負債債債債債

営業債務及びその他の債務 121,999 129,389

社債及び借入金 51,583 56,050

その他の金融負債 5,050 37,658

未払法人所得税 4,735 10,510

引当金 992 1,041

その他の流動負債 31,415 32,847

流動負債合流動負債合流動負債合流動負債合流動負債合計計計計計 215,776 267,497

非流動負非流動負非流動負非流動負非流動負債債債債債

社債及び借入金 37,881 29,785

その他の金融負債 5,558 23,069

退職給付に係る負債 19,572 19,166

引当金 385 338

その他の非流動負債 1,209 1,227

繰延税金負債 25,986 23,833

非流動負債合非流動負債合非流動負債合非流動負債合非流動負債合計計計計計 90,593 97,421

負債合負債合負債合負債合負債合計計計計計 306,370 364,919

資資資資資本本本本本

資本金 78,862 78,862

資本剰余金 63,247 63,189

自己株式 △6,444 △6,423

利益剰余金 390,287 403,844

その他の資本の構成要素 △5,905 △36,977

親会社の所有者に帰属す親会社の所有者に帰属す親会社の所有者に帰属す親会社の所有者に帰属す親会社の所有者に帰属する持分合る持分合る持分合る持分合る持分合計計計計計 520,047 502,495

非支配持非支配持非支配持非支配持非支配持分分分分分 127,570 123,614

資本合資本合資本合資本合資本合計計計計計 647,618 626,110

負債及び資本合負債及び資本合負債及び資本合負債及び資本合負債及び資本合計計計計計 953,988 991,029
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（３）要約四半期連結持分変動計算書

前第２四半期連結累計期間(自 2018年１月１日 至 2018年６月30日)

（単位：百万円）

親会社の所有者に帰属する持分

非支配

持分
資本合計

資本金
資本
剰余金

自己株式
利益
剰余金

その他の
資本の
構成要素

合計

2018年１月１日残高 78,862 63,262 △6,454 360,249 15,471 511,392 125,549 636,941

四半期利益 － － － 23,814 － 23,814 9,799 33,613

その他の包括利益 － － － － △15,191 △15,191 △4,658 △19,850

四半期包括利益 － － － 23,814 △15,191 8,622 5,140 13,762

自己株式の取得 － － △3 － － △3 － △3

自己株式の処分 － 0 0 － － 0 － 0

配当金 － － － △7,055 － △7,055 △12,297 △19,352

株式報酬取引 － － － － 17 17 － 17

支配継続子会社に対する持分
変動

－ △33 － － － △33 △202 △236

連結範囲の変動 － － － － － － － －

その他の資本の構成要素から
利益剰余金への振替

－ － － 81 △81 － － －

子会社の増資による持分の増
減

－ － － － － － － －

その他 － － － － － － △120 △120

所有者との取引額等合計 － △33 △3 △6,973 △63 △7,075 △12,620 △19,695

2018年６月30日残高 78,862 63,228 △6,458 377,090 216 512,939 118,069 631,009

当第２四半期連結累計期間(自 2019年１月１日 至 2019年６月30日)

（単位：百万円）

親会社の所有者に帰属する持分

非支配

持分
資本合計

資本金
資本
剰余金

自己株式
利益
剰余金

その他の
資本の
構成要素

合計

2019年１月１日残高 78,862 63,247 △6,444 390,287 △5,905 520,047 127,570 647,618

四半期利益 － － － 20,939 － 20,939 9,805 30,744

その他の包括利益 － － － － △31,086 △31,086 △3,285 △34,372

四半期包括利益 － － － 20,939 △31,086 △10,147 6,519 △3,628

自己株式の取得 － － △3 － － △3 － △3

自己株式の処分 － 52 24 － － 76 － 76

配当金 － － － △7,376 － △7,376 △12,047 △19,424

株式報酬取引 － － － － 8 8 － 8

支配継続子会社に対する持分
変動

－ △109 － － － △109 51 △57

連結範囲の変動 － － － － － － 24 24

その他の資本の構成要素から
利益剰余金への振替

－ － － △6 6 － － －

子会社の増資による持分の増
減

－ － － － － － 1,600 1,600

その他 － － － － － － △104 △104

所有者との取引額等合計 － △57 21 △7,382 14 △7,404 △10,475 △17,880

2019年６月30日残高 78,862 63,189 △6,423 403,844 △36,977 502,495 123,614 626,110
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（４）要約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 2018年１月１日
至 2018年６月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自 2019年１月１日
至 2019年６月30日）

営業活動によるキャッシ営業活動によるキャッシ営業活動によるキャッシ営業活動によるキャッシ営業活動によるキャッシュュュュュ・・・・・フロフロフロフロフローーーーー

税引前四半期利益 45,691 42,409

減価償却費及び償却費 9,376 11,347

受取利息及び受取配当金 △1,048 △1,837

支払利息 580 1,615

持分法による投資損益(△は益) △576 △456

有形固定資産及び無形資産除売却損益(△は益) △1,921 153

棚卸資産の増減額(△は増加) 454 △892

営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) △18,676 △20,855

営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) 1,166 9,207

退職給付に係る負債の増減額(△は減少) 46 △351

引当金の増減額 △1,913 27

その他 △5,335 1,289

小小小小小計計計計計 27,844 41,657

利息の受取額 534 1,312

配当金の受取額 998 1,293

利息の支払額 △633 △1,356

法人所得税の支払額 △6,359 △7,431

営業活動によるキャッシ営業活動によるキャッシ営業活動によるキャッシ営業活動によるキャッシ営業活動によるキャッシュュュュュ・・・・・フロフロフロフロフローーーーー 22,384 35,474

投資活動によるキャッシ投資活動によるキャッシ投資活動によるキャッシ投資活動によるキャッシ投資活動によるキャッシュュュュュ・・・・・フロフロフロフロフローーーーー

定期預金の純増減額(△は増加) 258 △4,082

有価証券の純増減額(△は増加) 1,976 △8,832

有形固定資産の取得による支出 △10,003 △9,910

有形固定資産の売却による収入 2,431 320

無形資産の取得による支出 △761 △1,059

投資有価証券の取得による支出 △42 △92

投資有価証券の売却による収入 158 －

子会社株式の売却による支出 － △57

貸付けによる支出 △316 △5,751

その他 △2,090 △4,788

投資活動によるキャッシ投資活動によるキャッシ投資活動によるキャッシ投資活動によるキャッシ投資活動によるキャッシュュュュュ・・・・・フロフロフロフロフローーーーー △8,389 △34,254

財務活動によるキャッシ財務活動によるキャッシ財務活動によるキャッシ財務活動によるキャッシ財務活動によるキャッシュュュュュ・・・・・フロフロフロフロフローーーーー

短期借入金の純増減額(△は減少) 79 10,014

長期借入れによる収入 327 －

長期借入金の返済による支出 △7,053 △11,488

株式の発行による収入 － 1,600

配当金の支払額 △7,055 △7,376

非支配持分への配当金の支払額 △533 △1,005

その他 △559 △2,067

財務活動によるキャッシ財務活動によるキャッシ財務活動によるキャッシ財務活動によるキャッシ財務活動によるキャッシュュュュュ・・・・・フロフロフロフロフローーーーー △14,793 △10,323

現金及び現金同等物に係現金及び現金同等物に係現金及び現金同等物に係現金及び現金同等物に係現金及び現金同等物に係る為替変動による影る為替変動による影る為替変動による影る為替変動による影る為替変動による影響響響響響 △1,917 △1,315

現金及び現金同等物の増現金及び現金同等物の増現金及び現金同等物の増現金及び現金同等物の増現金及び現金同等物の増減額減額減額減額減額(((((△△△△△は減少は減少は減少は減少は減少))))) △2,716 △10,419

現金及び現金同等物の期現金及び現金同等物の期現金及び現金同等物の期現金及び現金同等物の期現金及び現金同等物の期首残首残首残首残首残高高高高高 101,876 129,633

現金及び現金同等物の四現金及び現金同等物の四現金及び現金同等物の四現金及び現金同等物の四現金及び現金同等物の四半期末残半期末残半期末残半期末残半期末残高高高高高 99,159 119,214
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（５）要約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。

（会計方針の変更）

当社グループが、第１四半期連結会計期間より適用している主な基準書は、次のとおりであります。

IFRS 新設・改訂内容

IFRS第16号 「リース」
全ての借手のリースについて、原則としてその資産の使用権と支払いに伴う債務が
連結財務諸表に反映されることになります。

IFRS第16号の適用にあたっては、C５項(b)の経過措置を適用し、適用開始の累積的影響額を適用開始日(2019年１月

１日)に認識しております。IFRS第16号への移行により、使用権資産が32,985百万円増加、リース負債が20,860百万円

増加、その他の非流動資産が12,429百万円減少しております。なお、使用権資産は有形固定資産に、リース負債はそ

の他の金融負債（流動及び非流動）に含めて表示しております。

過去にIAS第17号のもとでオペレーティング・リースに分類していたリースにIFRS第16号を適用する際に、IFRS第16

号C10項(a)‐(e)の実務上の便法を使用しております。

（セグメント情報）

(1) 報告セグメントの概要

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、最高

経営意思決定機関である取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象

となっているものであります。当社グループは、自動車用、汎用、工業用、その他塗料及びファインケミカルの製

造・販売を主な事業としており、国内においては当社及び独立した法人が、海外においてはアジア、北米、その他

の地域を独立した現地法人がそれぞれ担当しております。各法人はそれぞれ独立した経営単位であり、取り扱う製

品について各地域の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。

従って、当社グループは製造・販売体制を基礎とした地域別のセグメントから構成されており、「日本」、「ア

ジア」及び「米州」の３つを報告セグメントとしております。

「その他」の区分は、欧州等の現地法人の事業活動を含んでおります。当該事業活動は個別に管理されているも

のの、当社グループにとって、独立したセグメントとして区分開示するほどの重要性はありません。

(2) 報告セグメントごとの実績

前第２四半期連結累計期間(自 2018年１月１日 至 2018年６月30日)

(単位：百万円)

報告セグメント
その他 合計

調整額
(注)

要約四半期
連結財務
諸表計上額日本 アジア 米州 小計

売上収益

外部顧客への売上収益 88,878 179,299 37,733 305,910 7,307 313,217 － 313,217

セグメント間売上収益 24,435 1,784 106 26,326 382 26,708 △26,708 －

合 計 113,313 181,083 37,839 332,236 7,689 339,926 △26,708 313,217

セグメント利益 29,560 25,641 2,949 58,151 209 58,360 △13,489 44,871

金融収益 1,640

金融費用 △1,396

持分法による投資利益 576

税引前四半期利益 45,691

(注) セグメント間売上収益及びセグメント利益の調整額は、主にセグメント間取引消去によるものであります。
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当第２四半期連結累計期間(自 2019年１月１日 至 2019年６月30日)

(単位：百万円)

報告セグメント
その他 合計

調整額
(注)

要約四半期
連結財務
諸表計上額日本 アジア 米州 小計

売上収益

外部顧客への売上収益 90,136 177,707 37,786 305,630 6,794 312,424 － 312,424

セグメント間売上収益 23,409 1,769 68 25,247 441 25,688 △25,688 －

合 計 113,546 179,476 37,855 330,878 7,235 338,113 △25,688 312,424

セグメント利益又は損失
(△)

27,423 25,678 2,685 55,787 △430 55,357 △13,412 41,945

金融収益 2,349

金融費用 △2,342

持分法による投資利益 456

税引前四半期利益 42,409

(注) セグメント間売上収益及びセグメント利益の調整額は、主にセグメント間取引消去によるものであります。

(3) 製品及びサービスに関する情報

前第２四半期連結累計期間(自 2018年１月１日 至 2018年６月30日)

(単位：百万円)

日本 アジア 米州 その他 合計

塗料事業 84,436 175,911 36,217 6,932 303,498

自動車用塗料事業 22,594 38,085 14,108 6,772 81,560

汎用塗料事業 22,587 116,859 22,023 － 161,470

工業用塗料事業 19,493 14,022 － 155 33,671

その他塗料事業 19,762 6,944 84 4 26,795

ファインケミカル事業 4,441 3,387 1,515 374 9,719

合 計 88,878 179,299 37,733 7,307 313,217

当第２四半期連結累計期間(自 2019年１月１日 至 2019年６月30日)

(単位：百万円)

日本 アジア 米州 その他 合計

塗料事業 85,739 174,677 36,198 6,303 302,919

自動車用塗料事業 23,340 33,736 13,476 6,225 76,779

汎用塗料事業 23,810 119,912 22,634 － 166,358

工業用塗料事業 20,196 13,357 － 74 33,629

その他塗料事業 18,391 7,670 87 3 26,152

ファインケミカル事業 4,397 3,029 1,587 490 9,505

合 計 90,136 177,707 37,786 6,794 312,424

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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