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代  表  者     役  職  名 代表取締役社長 

          氏    名 小 林 和 幸                   

問い合わせ先    責任者役職名 取締役管理統括部長 

          氏    名 喜 多 幸 一  ＴＥＬ（03）5297-1801     
決算取締役会開催日 平成 18 年５月 25 日 

親会社等の名称     西川不動産株式会社            親会社等における当社の議決権所有比率 37.65％ 

米国会計基準採用の有無    無 

 

１．18 年３月期の連結業績（平成 17 年４月 1日～平成 18 年３月 31 日） 

（１）連結経営成績                                                      （百万円未満切捨） 

 売  上  高 営 業 利 益 経 常 利 益 

 

18 年３月期 

17 年３月期 

百万円   ％

       11,655（ △3.0）

12,014（ △2.3）

百万円   ％

         176 (△53.4) 

          377 (△39.6) 

百万円   ％

         234 (△39.9) 

          389 (△36.3) 
 

 
当 期 純 利 益 

1 株当たり

当期純利益

潜在株式調整後

1株当たり当期純利益

株主資本 

当期純利益率 

総 資 本 

経常利益率 

売 上 高

経常利益率

 

18 年３月期 

17 年３月期 

       百万円     ％ 

           1（△99.2）

         244（△31.8）

円 銭

△1 55

26 62

円 銭

－

－

％ 

0.0 

2.5 

％ 

1.6 

2.6 

％

2.0

3.2

(注) 1．持分法投資損益     18 年３月期   －  百万円    17 年３月期   －  百万円 

   2．期中平均株式数（連結） 18 年３月期 8,442,853 株   17 年３月期 8,619,936 株 

   3．会計処理の方法の変更   無 

   4．売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率 

 

（２）連結財政状態 

 総 資 産 株 主 資 本 株主資本比率 1 株当たり株主資本

 

18 年３月期 

17 年３月期 

百万円 

     14,503 

     15,033 

百万円

9,724

9,692

％ 

67.0 

64.5 

円  銭

1,150  00

1,146  28

（注）期末発行済株式数（連結）  18 年３月期 8,442,853  株  17 年３月期 8,442,853 株 

  

（３）連結キャッシュ・フローの状況 

 営 業 活 動 に よ る 

キャッシュ・フロー 

投 資 活 動 に よ る

キャッシュ・フロー

財 務 活 動 に よ る 

キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物

期 末 残 高

 

18 年３月期 

17 年３月期 

百万円 

   56 

  476 

百万円

△409 

△491 

百万円 

  △493 

   68 

百万円

  1,815 

  2,392 
 

（４）連結範囲及び持分法の適用に関する事項 

   連結子会社数  ６社  持分法適用非連結子会社数 － 社  持分法適用関連会社数   － 社 

 

（５）連結範囲及び持分法の適用の異動状況 

   連結(新規)  １  社   (除外)  － 社  持分法(新規) － 社    (除外)  － 社 

 

２．19 年３月期の連結業績予想（平成 18 年４月１日～平成 19 年３月 31 日） 

 売  上  高 経 常 利 益 当期純利益 

 

中 間 期 

通 期 

百万円

5,200 

11,250 

百万円

              △22 

               230 

百万円

              △80 

                20 
(参考) 1 株当たり予想当期純利益（通期）   ２ 円  37 銭    

※ 上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因に

よって予想数値と異なる場合があります。上記業績予想に関する事項は６ページの次期の見通しをご参照ください。 
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１．企業集団の状況 

（１）事業の内容 

当社グループ（当社及び当社の関係会社、以下同じ）は、当社及び国内子会社４社と海外子会社２

社より構成され、塗料販売事業と施工事業を行っております。    

塗料販売事業では主に床・屋根・防水などの用途別専門塗料や家庭用塗料とその関連製品の製造及

び販売、コンクリート構造物の保護・補修用塗料、道路用塗料とその施工機械の製造及び販売を行っ

ております。さらに、交通安全施設の維持管理に係るソフトウェアの開発と販売を行っております。   

また、施工事業ではこれらの製品と施工機械を用いた請負工事を行っております。 

国内子会社は、それぞれ製品の販売及び請負工事や施工機械の製造、製品の保管・仕分配送などの

事業を営んでおります。海外子会社は、阿童木（廊坊）塗料有限公司が道路用塗料とその施工機械の

製造及び販売、阿童木（無錫）塗料有限公司が床用塗料の製造と販売を行っております。 
 
当社グループについて事業系統図を示すと次の通りであります。 

 
                 製品の製造販売、施工機械の販売及び工事請負 

            

家庭塗料と関連製品                              ※１ 

            の販売及び工事請負                     製品の販売 

               

                                                                      

                              物流委託    ※１ 

              物流委託                        物流委託 

                 

            保管･仕分･配送ｻｰﾋﾞｽ  

                                                                        ※１ 

              工事請負                        製品の販売 

 

                          

                                                            
事業所の賃貸 ※２                                                         

                     
 

                                                            ※１   

                                        施工機械の製造販売 

                                        

                      

                 

製品及び施工機械の  （中国）         ※１  原材料及び部品販売                   

            製造販売、工事請負                     

                                          原材料販売 

                                      

            製品の製造販売及び  （中国）         ※１    原材料販売 

             工事請負    

                              原材料及び製品販売 
     

    

 
 (注) 1． ※１ 連結子会社 

      2． ※２ その他の関係会社 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

海
外
得
意
先  

  
 
 

国 

内 

得 

意 

先 

アトムサポート株式会社  

株式会社 アブス 

アトムテクノス株式会社

アトム機械サービス株式会社 

阿童木（廊坊）塗料有限公司 

阿童木（無錫）塗料有限公司

  
             

当 
            

社 
 西 川 不 動 産 株式会社 
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（２）関係会社の状況 

  名    称 住   所 資 本 金 
 

主要な事業の内容 

 

議決権の

所有割合

( 被 所 有

割合) 

 

関 係 内 容 

(業務上の取引) 

アトムサポート株式会社 
埼玉県南埼玉郡

菖蒲町 
3 億 80 万円

塗料販売事業 

施工事業 
１００％ 

 

当社から塗料及び関連

製品を販売 

株式会社 アブス 
埼玉県南埼玉郡

菖蒲町 
３０百万円 塗料販売事業 １００％ 

 

主にｱﾄﾑｻﾎﾟｰﾄ(株)から

物流業務を受託 

アトム機械サービス株式会社 東京都板橋区 ２５百万円 塗料販売事業 １００％ 

 

当社へ道路用塗料の施

工機械を販売 

アトムテクノス株式会社 東京都千代田区 ５０百万円 施工事業 １００％ 
 

当社から製品を販売 

阿童木（廊坊）塗料有限公司 中国 河北省 235 万米ﾄﾞﾙ
塗料販売事業 

施工事業 
１００％ 

 

当社から原材料及び施

工機械の部品を販売、

当社へ原材料販売 

阿童木（無錫）塗料有限公司 中国 江蘇省 630 万米ﾄﾞﾙ
塗料販売事業 

施工事業 
１００％ 

 

当社から原材料の販

売、当社へ原材料及び

製品販売 

西川不動産株式会社 東京都千代田区 １０百万円     － (３７％) 

 

当社及びｱﾄﾑﾃｸﾉｽ(株)

への事業所の賃貸 

   （注） 議決権の所有割合(被所有割合)は小数点以下を切り捨てて表示しております。 
 

２．経営方針 

（１）会社の経営の基本方針  

当社グループは、塗料・コーティング材・道路の安全表示の領域において独創的な製品と関連

するサービスを提供することで「安全で快適な住環境・屋外環境」を実現し、生活者との信頼関

係を築くことを基本方針としております。具体的には、設備関連市場で床用・屋根用・防水用塗

料に、家庭用市場で家庭用塗料とホームケア商品に、交通安全施設市場では道路用塗料とその施

工機械に絞り込み、それぞれの分野でナンバーワン・オンリーワンとなる製品とサービスを提供

することを目指しております。 

 

（２）会社の利益配分に関する基本方針  

当社の配当政策は、将来に備えて経営基盤や財務体質を強化することによって、継続的で安定

的な配当を行うこと、また、利益の一部を内部留保資金とすることで将来の事業展開や研究開発、

設備投資など、戦略上必要な投資に備えることを基本方針としております。今後につきましては

株主の皆様への利益還元が重要課題であることを認識し、新たな配当政策を研究して参ります。 
 

（３）投資単位の引き下げに関する考え方及び方針等 

   投資単位の引き下げにつきましては、株式の流動化や株主数の拡大につながるものとして、今

後の株価動向などを勘案し、慎重に検討して参ります。 

    

（４）目標とする経営指標 

第８次三ヵ年計画（2006 年 3 月期～2008 年 3 月期）の 終年度において、売上高 14,500 百万

円、営業利益 750 百万円、当期純利益 400 百万円を目標としております。 
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（５）中長期的な会社の経営戦略 

 

  [新製品開発、市場深耕と開拓] 

環境問題の先取りと交通安全への貢献をテーマとして新製品開発を進めるとともに、現在ま

で培ってきた技術・ノウハウをフルに活かし、現市場の深耕と新市場の開拓を推進する。 

[顧客満足を具現化] 

お客様（株主、取引先、官公庁、一般消費者）に喜んでいただくために何をすべきかを念頭

においた計画を策定し、実行する。 

[ＶＯＣ、産業廃棄物の削減] 

２００８年度のＶＯＣ排出５０％削減とゼロエミッション達成。 

[中国事業] 

阿童木（無錫）塗料有限公司を支援、育成し、中国の塗り床市場制覇を目指す。また、中国

の道路用塗料の市場開拓については、リスク低減と収益性を重視した地域戦略を展開する。    

[加須工場リニュアル] 

事業構造の変化、機動的な生産に対応すべく主力工場である加須工場のリニュアルを行う。 

[人材の育成] 

企業の成長は社員の成長なくしては考えられない。社内、社外での教育研修を充実させ能力

向上を図る。 

  

（６）会社の対処すべき課題  

① 新規事業部門発足の準備 

② 食品工場床開拓 

③ 現行市場の周辺市場、関連市場の開拓 

④ アトムサポート㈱の支援 

⑤ 中国市場開拓  

⑥ 環境対応課題（ＶＯＣ削減、ゼロエミッション）の達成 

 

（７）親会社等に関する事項 

①親会社の商号等                     （平成 18 年３月 31 日現在） 

親会社等 属 性 
親会社等の議決

権所有割合(％)

親会社等が発行する株券が上

場されている証券取引所等 
 

 

西川不動産株式会社 

 

上場会社が他の会社の関

連会社である場合におけ

る当該他の会社 

 

  37.65  

 

      － 

 

  ②親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係 

 〔 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付け、親会社等やそのグループ企業との取引

関係や人的・資本的関係 〕 

a.親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付け 

当社は当社議決権の 37.65%を所有する西川不動産株式会社の関連会社に当たります。 

b.親会社等やそのグループ企業との取引関係 

当社と西川不動産株式会社との取引内容については「関連当事者との取引」に関する注記に記

載しております。 

c.親会社等やそのグループ企業との人的関係 

西川不動産株式会社の取締役である西川正洋氏が当社の代表取締役会長に就任しております。 

 

   〔 親会社等の企業グループに属することによる事業上の制約、リスク及びメリット、親会社等や

そのグループ企業との取引関係や人的・資本的関係などの面から受ける経営・事業活動への影

響等親会社等の企業グループに属することによる事業上の制約、リスク及びメリット〕 

   西川不動産株式会社は当社議決権の 37.65%を所有しておりますが事業上の制約は受けており 

ません。           
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〔 親会社等やそのグループ企業との取引関係や人的・資本的関係などの面から受ける経営・ 事

業活動への影響等 〕 

       西川不動産株式会社は当社議決権の 37.65%を所有する筆頭株主・安定株主として重要な位置

づけにあり、取締役１名を迎え入れていますが出向者の受入れはありません。また、事業所

の賃貸等の取引がありますが、事業の棲み分けがなされており当社の事業活動に対する重要

な影響はありません。 

 

    〔 親会社等の企業グループに属することによる事業上の制約､リスク及びメリット､親会社等やそ 

のグループ企業との取引関係や人的・資本的関係などの面から受ける経営・事業活動への影響

等がある中における､親会社等からの一定の独立性の確保に関する考え方及びそのための施

策 〕 

西川不動産株式会社は当社議決権の 37.65%を所有しておりますが、迎え入れている兼任取締 

役は当社取締役 6 名の内 1 名のみで、当社独自の経営判断が下せる状況にあり、経営の独立

性は確保できていると判断しております。また、事業所の賃貸等の取引につきましても取引

条件等は近隣の相場価格を参考に双方協議のうえ合理的に決定しております。 

 

   〔 親会社等からの一定の独立性の確保の状況 〕 

       迎え入れている兼任取締役は当社取締役 6名の内 1名のみで当社独自の経営判断が下せる状況に

あります。また、事業所の賃貸等の取引がありますが、当社の事業活動に対して重要な影響を与

えるものではありません。よって、当社の独立性は確保できていると判断しております。 

 

（役員の兼務状況）               （平成 18 年３月 31 日現在） 

役員 氏 名 
親会社等又はその

グループ企業での

役職 

就任理由 

 

代表取締役会長 

 

 

西川 正洋

 

西川不動産株式会社 

取締役 

当社議決権の 37.65%を所有する筆頭

株主であり、安定株主として位置づけ

るため、取締役１名を迎え入れている

        (注) 当社の取締役 6名、監査役３名のうち西川不動産株式会社との兼人役員は、当該 1名のみ。出向者の

受入れはありません。 

 

③親会社等との取引に関する事項 

西川不動産株式会社との取引関係については、注記事項「関連当事者との取引」に記載しております。 

 

（８）内部管理統制の整備・運用状況 

    当社は(ｱ)業務の有効性と効率性をはかり、(ｲ)財務報告の信頼性を向上させ、(ｳ)関連法規の遵 

守をはかるため、2006 年 5 月１日付けで新たな内部統制システムを設置いたしました。これを

運営・管理することにより、社会調和（環境、周辺住民）と、株主・会社（従業員と取引先）・

お客様（消費者）の利益に貢献して参ります。 

当社の内部統制システムはＲＭ委員会とＲＭ委員会からの指示のもと実務作業を行うＲＭプ

ロジェクトを中核とし、取締役会（取締役）、監査役会（監査役）、内部監査室、当社及び子会

社の主な経営会議体と現業部門がそれぞれ有機的に結びつくことで、継続的な（ＰＤＣＡサイ

クル）リスクマネジメントを行うものです。 
詳細についてはコーポレート・ガバナンスに関する報告書「内部統制システムに関する基本的

な考え方及びその整備状況」をご参照ください。 
 

（９）その他、会社の経営上の重要な事項（役員との間の重要な取引等） 

   社外監査役 楠本弘二氏は原材料の仕入取引の関係にあります楠本化成株式会社の代表取締 
役会長であります。原材料の購入につきましては市場価格を勘案し、交渉のうえ一般的取引条

件と同様に決定しております。また、社外監査役 上原左多男氏は当社の関係会社である西川

不動産株式会社の顧問税理士に就任しておりますが当社と特別な利害関係はありません。その

他の役員との取引につきましては、注記事項「関連当事者との取引」をご参照ください。 
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３．経営成績および財政状態 

（１）経営成績 

      当連結会計年度におけるわが国経済は、設備投資の増加や雇用情勢の改善も顕著となり、景気

の回復が伺えるようになりました。しかし、高止まりしていた原油価格が下半期以降さらに高騰

したことで、石油関連の素材価格は一段と上昇する傾向にあり、関係する製造業の景況感は不安

定なものとなっています。 

塗料業界では原材料の高騰は合理化などのコストダウン対策で吸収できる範囲を超え、価格改

定を検討するものの需要が低調で価格競争が続くなか、計画通り進まない状況が続いております。     

このような状況のもと、当社グループは環境対応型塗料の研究開発とこれらの製品の市場拡大

を中心とした塗料販売事業および関連する施工事業を行って参りました。 

   この結果、当連結会計年度における売上高は 116 億 55 百万円（前期比 3.0％減）、営業利益１

億 76 百万円（前期比 53.4％減）、経常利益２億 34 百万円（前期比 39.9％減）となりました。な

お、投資有価証券評価損と役員退職慰労金など特別損失を 42 百万円計上いたしました結果、当

期純利益は１百万円（前期比 99.2％減）となりました。 

 

    事業の種類別セグメントの業績は次の通りであります。 

    ① 塗料販売事業  

製造業の設備投資の増加により、工場向けの床用塗料の販売は当期も順調に推移いたしまし

た。また、前期に引き続き、遮熱タイプを中心とした屋根用塗料の拡販や水性防水材の投入

による顧客拡大をはかって参りました。家庭用塗料ではＤＩＹ市場の競合により価格改定が

遅れ、道路用分野では、コンクリート剥落防止材や落書き防止材など景観製品の受注が増加

したものの、競争による施工価格の低下に引きずられ、製品の販売価格も低下いたしました。

主力の道路用塗料については公共事業の予算縮小に対し、シェア拡大策を進めて参りました

が、原材料高騰の影響を受け厳しい状況が続きました。これらの結果、当連結会計年度の塗

料販売事業の売上高は 105 億 74 百万円（前期比 3.0％減）となりました。 

②施工事業   

アトムテクノス株式会社により交通安全・景観分野で受注増となりましたが、工場の床塗装

工事などが減少した結果、当連結会計年度の施工事業の売上高は10億80百万円（前期比2.4％

減）となりました。 

         

 （次期の見通し） 
原油の高騰に伴う度重なる原材料の値上げにより、今後も収益が圧迫される厳しい状況が続

くものと予想しております。このような状況のもと当社グループは、家庭用市場における販

売政策の見直しと土木、建築、道路標示以外の領域に向けた製品開発と新市場の開拓を進め

て参ります。これらにより、平成 19 年 3 月期の連結業績は売上高 112 億 50 百万円、経常利

益２億 30 百万円、当期純利益 20 百万円を予想しております。 
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（２）財政状態 

①当期の概況 

   （資産、負債および資本の状況）          （単位：百万円、百万円未満切捨て表示） 

   前 期   当 期 増 減 

総    資    産    15,033    14,503   △530 

  負         債     5,341     4,779   △561 

株    主    資   本  9,692  9,724      31 

株 主 資 本 比 率 （％）      64.5    67.0 2.5 

1 株当たり株主資本（円） 1,146.28 1,150.00 3.72 

・当連結会計年度末の総資産は前連結会計年度末に比べて５億 30 百万円減少しました。 

これは主に現金預金、受取手形がそれぞれ５億 76 百万円、80 百万円減少したことによるものです。 

・当連結会計年度末の負債は前連結会計年度末に比べて５億 61 百万円減少しました。 

   これは主に、支払手形、短期借入金（１年以内返済予定の長期借入金を含む）、長期借入金がそれぞ 

れ１億 93 百万円、３億 16 百万円、93百万円減少したことによるものです。 

・当連結会計年度末の株主資本は前連結会計年度末に比べて 31 百万円増加しました。 

これは当期未処分利益の減少により利益剰余金が１億 18 百万円減少したものの、その他有価証券評

価差額金と為替換算調整勘定でそれぞれ 57 百万円、92 百万円増加したためです。 

なお、株主資本比率は 67.0％（前期比 2.5%減）、当連結会計年度末の１株当たり株主資本は 1,150 円

00 銭（前期比 3円 72 銭増）となりました。 

 

（ キャッシュ・フローの状況 ）           （単位：百万円、百万円未満切捨て表示） 

   前 期   当 期 増 減 

営業活動によるキャッシュ・フロー       476        56     △419 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △491   △409  82 

財務活動によるキャッシュ・フロー      68   △493 △561 

現金及び現金同等物に係る換算差額      5      64       59 

現金及び現金同等物の増減額      57     △781   △839 

現金及び現金同等物の期首残高   2,283   2,392      109 

新規連結子会社の現金及び現金同等物の

期首残高 

 

    51 

 

   204 

 

      152 

現金及び現金同等物の期末残高   2,392   1,815   △576 

 

当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況は、以下の通りです。 

営業活動によるキャッシュ・フロー 

営業活動の結果、得られた資金は前期に比べて４億 19 百万円減少し、56 百万円（前期比

88.1％減）となりました。これは賞与引当金、退職給付引当金、たな卸資産および投資有価

証券売却益の影響によりキャッシュ・フローが前期に比べて２億 52 百万円増加したものの、

税金等調整前当期純利益の減少と売上債権、仕入債務と為替差益の影響により合計６億 75 百

万円減少したためです。 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

投資活動の結果、使用した資金は前期に比べて 82 百万円減少し、４億 09 百万円（前期比

16.8％減）となりました。これは投資有価証券の売却と貸付金の回収によって得られる資金

の減少（１億 64 百万円）と、有形固定資産と無形固定資産の取得に使用した資金の増加（２

億円）により、前期に比べて資金が合計３億 64 百万円減少しましたが新たな出資と貸付に

よる支出が減少（４億 51 百万円）したことによるものです。 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

当期の財務活動によるキャッシュ・フローは前期に比べて５億 61 百万円減少し、４億 93

百万円（前期比 － ）となりました。これは、当期において自己株式の取得はなかったもの

の、新たな資金調達を行わずに長期と短期の借入金の返済を実施したことによるものです。 

 また、当期から阿童木（無錫）塗料有限公司を連結子会社としたことにより、現金及び現

金同等物が前連結会計年度末に比べ２億４百万円増加しております。これらの結果、当連結

会計年度末の現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末に比べ５億 76 百万円減少

し、18 億 15 百万円（前期比 24.1％減）となりました。 
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（ キャッシュ・フロー指標のトレンド ） 

   平成14年3月期 平成15年3月期 平成16年3月期 平成17年3月期 平成18年3月期

自己資本比率（％）   63.8    66.1    65.7    64.5    67.0 

時価ベースの自己資本比率（％）   18.4   18.1   24.2   30.9   34.1 

債務償還年数（年）            0.7      0.8      1.3      2.2     11.3 

インタレスト･カバレッジ･レシオ    39.1   48.0   34.1   33.2    4.6 
  注 1. 自己資本比率            ：    株主資本／総資産   ×100 

       時価ベースの自己資本比率       ：    株式時価総額／総資産 ×100        

債務償還年数           ：    有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

       インタレスト・カバレッジ・レシオ ：    営業キャッシュ・フロー／利払い 

     2.  各指標はいずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 

     3. 株式時価総額は期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。 

4. 営業キャッシュ・フローはキャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用してお 

ります。       

5. 有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としてお 

ります。また、利払いについては連結キャッシュ・フロー計算書の利息支払額を使用しております。 

        

（３）事業等のリスク 

   ① 事業等の変動要因について 

     当社グループの経営成績は、設備投資や個人消費の動向及び政府・自治体の交通安全対策の

実施状況並びに石油系を主とする原材料価格や為替変動、株式市況等の影響を受ける可能性が

あります。 

    ② 法的規制について 

      塗料販売事業では有機溶剤を取り扱っております関係から、環境関連の法律による規制強化      

    の進捗の影響を受ける可能性があります。 

    ③ 製品の安定供給について 

     当社グループが製造する塗料のうち、溶融型塗料は久喜、岡山、廊坊(中国河北省)の３ヶ所    

    で製造し、久喜と岡山は補完能力を有しておりますが、その他塗料は全て加須工場で製造して

いるため、災害等が発生した場合は製品供給に影響が出る可能性があります。これにつきまし

ては、当期に稼動しました阿童木（無錫）塗料有限公司(中国江蘇省)に補完能力を持たせるこ

とを検討しております。 
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４．連結財務諸表等 
（１）連結貸借対照表                                 （単位：千円） 

前連結会計年度 
(平成 17 年３月 31 日現在)

当連結会計年度 
(平成 18 年３月 31 日現在) 

増 減 

(△印減) 

       連結会計年度 
 

 

区  分  金  額 構成比  金  額 構成比 金  額

（資産の部） ％ ％ 

Ⅰ 流動資産  

 1.現金及び預金 2,392,464 1,815,514  △576,949

 2.受取手形及び売掛金 5,021,585 4,953,109  △68,475

 3.たな卸資産 1,750,610 1,888,504  137,893

 4.繰延税金資産 111,353 101,608  △9,745

 5.その他 36,632 45,609  8,977

  貸倒引当金 △26,216 △31,933  △5,717

 流動資産合計 9,286,429 61.8 8,772,412 60.5 △514,017

Ⅱ 固定資産  

1.有形固定資産 ※2,3  

  (1)建物及び構築物 977,239 1,174,038  196,798

  (2)機械装置及び運搬具 435,471 744,695  309,223

  (3)土地 2,590,792 2,590,792  0

  (4)その他 118,193 157,087  38,893

  有形固定資産合計 4,121,697 27.4 4,666,613 32.2 544,916

2.無形固定資産 148,197 1.0 224,525 1.5 76,328

3.投資その他の資産  

  (1)投資有価証券 497,093 595,076  97,982

(2)長期貸付金 325,400 －  △325,400

(3)繰延税金資産 130,453 68,115  △62,338

  (4)出資金 ※1 363,845 2,045  △361,800

  (5)その他 296,145 304,889  8,743

   貸倒引当金 △135,388 △130,058  5,330

投資その他の資産合計 1,477,550 9.8 840,069 5.8 △637,481

  固定資産合計 5,747,445 38.2 5,731,208 39.5 △16,236

  資産合計 15,033,875 100.0 14,503,621 100.0 △530,253

  
 

 

 

 

 

 

 

 



 １０

                                         

（単位：千円） 

前連結会計年度 
(平成 17 年３月 31 日現在)

当連結会計年度 
(平成 18 年３月 31 日現在) 

増 減 

(△印減) 

       連結会計年度 

 

区  分   金  額 構成比   金  額 構成比 金  額

（負債の部） ％  ％ 

Ⅰ 流動負債   

 1.支払手形及び買掛金 3,187,430 3,027,463  △159,966

 2.短期借入金 ※3 609,351 292,741  △316,610

 3.未払法人税等 165,409 156,176  △9,233

 4.賞与引当金 184,377 173,506  △10,871

 5.その他 471,200 503,043  31,843

  流動負債合計 4,617,768 30.7 4,152,930 28.7 △464,838

Ⅱ 固定負債   

1.長期借入金 ※3 442,934 349,817  △93,117

 2.退職給付引当金 274,527 272,381  △2,145

  3.その他 5,772 4,201  △1,571

  固定負債合計 723,234 4.8 626,400 4.3 △96,834

  負債合計 5,341,003 35.5 4,779,331 33.0 △561,672

（資本の部）   

Ⅰ 資本金 ※4 1,040,000 6.9 1,040,000 7.2 ―

Ⅱ 資本剰余金 680,400 4.5 680,400 4.7 ―

Ⅲ 利益剰余金 8,289,532 55.1 8,170,801 56.3 △118,731

Ⅳ その他有価証券評価差額金 98,003 0.7 155,430 1.0 57,426

Ⅴ 為替換算調整勘定 △35,083 △0.2 57,640 0.4 92,723

Ⅵ 自己株式 ※5 △379,981 △2.5 △379,981 △2.6 0

  資本合計 9,692,871 64.5 9,724,290 67.0 31,418

  負債及び資本合計 15,033,875 100.0 14,503,621 100.0 △530,253
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 （２） 連結損益計算書                              （単位：千円） 

   前連結会計年度 
（自 平成 16 年４月１日 

  至 平成 17年３月 31日）

   当連結会計年度 
 （自 平成 17 年４月１日 

至 平成 18年３月 31日） 

増 減 

(△印減) 

       連結会計年度 
 

 

区  分 金  額 百分比 金  額 百分比 金  額

 ％  ％ 

Ⅰ 売上高 12,014,516 100.0 11,655,423 100.0 △359,092

Ⅱ 売上原価 8,197,345 68.2 8,103,996 69.5 △93,349

  売上総利益 3,817,170 31.8 3,551,427 30.5 △265,743

Ⅲ 販売費及び一般管理費   

 1.運賃 713,384 704,286  △9,098

 2.貸倒引当金繰入額 56,427 11,065  △45,361

 3.給与手当 1,048,129 1,055,231  7,102

 4.退職給付費用 73,957 80,025  6,068

 5.賞与引当金繰入額 93,620 87,124  △6,495

 6.減価償却費 91,567 102,225  10,657

 7.その他 1,362,471 1,335,345  △27,125

  販売費及び一般管理費合計 3,439,558 28.7 3,375,304 29.0 △64,253

  営業利益 377,612 3.1 176,122 1.5 △201,490

Ⅳ 営業外収益   

 1.受取利息 3,844 1,255  △2,589

 2.受取配当金 5,654 5,080  △573

3.為替差益 － 55,011  55,011

 4.受取家賃 3,065 3,032  △33

 5.その他 16,633 11,953  △4,679

  営業外収益合計 29,197 0.2 76,333 0.7 47,136

Ⅴ 営業外費用   

 1.支払利息 16,282 12,117  △4,165

 2.為替差損 562 －  △562

 3.保険積立金解約損 － 6,163  6,163

 4.その他 417 16  △401

  営業外費用合計 17,263 0.1 18,297 0.2 1,034

  経常利益 389,546 3.2 234,158 2.0 △155,387
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（単位：千円） 

   前連結会計年度 
（自 平成 16 年４月１日 

 至 平成 17年３月 31日）

  当連結会計年度 
（自 平成 17 年４月１日 

 至 平成 18 年３月 31 日） 

増 減 

(△印減) 

       連結会計年度 

 
 

区  分 金  額 百分比 金  額 百分比 金  額

 ％  ％ 

Ⅵ 特別利益   

 1.固定資産売却益 ※2 － 29  29

 2.投資有価証券売却益 88,626 84  △88,541

 3.貸倒引当金戻入益 4,962 －  △4,962

  4.退職給付制度変更益 12,335 －  △12,335

  特別利益合計 105,923 0.9 113 0.0 △105,810

Ⅶ 特別損失   

1.固定資産売却損 ※3 2,098 92  △2,006

2.固定資産除却損 ※4 5,729 726  △5,003

3.投資有価証券売却損 1,176 －  △1,176

4.投資有価証券評価損 2,889 4,990  2,101

5.損害賠償金 20,118 －  △20,118

6.役員退職慰労金 3,942 36,555  32,613

 特別損失合計 35,954 0.3 42,363 0.4 6,409

税金等調整前当期純利益 459,516 3.8 191,908 1.6 △267,607

法人税、住民税及び事業税 170,992 1.4 156,176 1.3 △14,815

法人税等調整額 44,024 0.4 33,797 0.2 △10,226

当期純利益 244,499 2.0 1,934 0.1 △242,565

 

 （３）連結剰余金計算書                            （単位：千円） 

   前連結会計年度 
（自 平成 16 年４月１日 

  至 平成 17 年３月 31 日） 

    当連結会計年度 
（自 平成 17 年４月１日 

   至 平成 18 年３月 31 日） 

          連結会計年度 

 
 

区  分     金      額     金      額

（資本剰余金の部）  

Ⅰ 資本剰余金期首残高 680,040  680,400

Ⅱ 資本剰余金期末残高 680,040  680,400

（利益剰余金の部）  

Ⅰ 利益剰余金期首残高 8,164,236  8,289,532

Ⅱ 利益剰余金増加高  

  当期純利益 244,499 244,499 1,934 1,934

Ⅲ 利益剰余金減少高  

 1.配当金 88,678 84,428 

 2.取締役賞与 15,000 15,000 

  3.連結子会社増加に伴う減少高 15,525 119,204 21,237 120,665

Ⅳ 利益剰余金期末残高 8,289,532  8,170,801
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書                      （単位：千円） 

  前連結会計年度 
（自 平成 16 年４月１日 

 至 平成 17年３月 31日）

  当連結会計年度 
（自 平成 17 年４月１日 

至 平成 18年３月 31日） 

増 減 

(△印減) 

         連結会計年度 
 

 

区  分      金  額      金  額 金  額

Ⅰ営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前当期純利益 459,516 191,908 △267,608

減価償却費 274,017 287,386 13,369

賞与引当金増減額(減少：△) △66,761 △10,871 55,890

退職給付引当金増減額(減少：△) △83,683 △2,145 81,538

貸倒引当金増減額(減少：△) 16,760 △29 △16,789

受取利息及び受取配当金 △9,499 △6,336 3,163

支払利息 16,282 12,117 △4,165

為替差損益（差益：△） 9 △51,176 △51,185

固定資産売却益 － △29 △29

固定資産売却損 2,098 92 △2,006

固定資産除却損 5,729 726 △5,003

投資有価証券売却益 △88,626 △84 88,542

投資有価証券売却損 1,176 － △1,176

投資有価証券評価損 2,889 4,990 2,101

売上債権の増減額(増加：△) 312,418 85,889 △226,529

たな卸資産の増減額(増加：△) △153,405 △127,171 26,234

仕入債務の増減額(減少：△) △37,640 △167,586 △129,946

取締役賞与支払額 △15,000 △15,000 0

その他 27,550 26,844 △706

小計 663,830 229,525 △434,305

利息及び配当金受取額 6,612 6,334 △278

利息支払額 △14,334 △12,455 1,879

法人税等支払額 △180,052 △166,556 13,496

 営業活動によるキャッシュ・フロー 476,056 56,848 △419,208
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（単位：千円） 

  前連結会計年度 
（自 平成 16 年４月１日 

至 平成 17 年３月 31 日）

  当連結会計年度 
（自 平成 17 年４月１日 

至 平成 18年３月 31日） 

増 減 

(△印減) 

       連結会計年度 

 

 

区  分   金  額   金  額 金  額

Ⅱ投資活動によるキャッシュ・フロー   

投資有価証券の取得による支出 △8,291 △7,419 872

投資有価証券の売却による収入 133,045 210 △132,835

有形固定資産の取得による支出 △156,367 △331,527 △175,160

有形固定資産の売却による収入 61 591 530

無形固定資産の取得による支出 △24,500 △50,160 △25,660

無形固定資産の売却による収入 265 5 △260

出資金の払込による支出 △122,299 － 122,299

貸付けによる支出 △330,440 △1,700 328,740

貸付金の回収による収入 32,238 226 △32,012

その他投資の増加額 △64,843 △41,525 23,318

その他投資の減少額 49,226 22,069 △27,157

 投資活動によるキャッシュ・フロー △491,905 △409,230 82,675

Ⅲ財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 195,000 － △195,000

短期借入金の返済による支出 △200,000 △245,000 △45,000

長期借入れによる収入 500,000 － △500,000

長期借入金の返済による支出 △138,352 △164,356 △26,004

  自己株式の取得による支出 △199,750 － 199,750

配当金の支払額 △88,722 △84,410 4,312

 財務活動によるキャッシュ・フロー 68,176 △493,766 △561,942

Ⅳ現金及び現金同等物に係る換算差額 5,600 64,879 59,279

Ⅴ現金及び現金同等物の増減額 57,927 △781,269 △839,196

Ⅵ現金及び現金同等物の期首残高 2,283,187 2,392,464 109,277

Ⅶ新規連結子会社の現金及び現金同 
等物の期首残高 51,350 204,319 152,969

Ⅷ現金及び現金同等物の期末残高 2,392,464 1,815,514 △576,950
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 
１．連結の範囲に関する事項 

   (1)連結子会社 ６社  
アトムサポート株式会社 

      株式会社 アブス 
      アトム機械サービス株式会社 
      アトムテクノス株式会社 

阿童木（廊坊）塗料有限公司 
阿童木（無錫）塗料有限公司 
上記のうち阿童木（無錫）塗料有限公司は、重要性が増したことにより当連結会計 
年度から連結の範囲に含めております。 

   (2)非連結子会社の名称 
     該当事項はありません。 
    

２．持分法の適用に関する事項 
   該当事項はありません。 
 
３．連結子会社の事業年度等に関する事項 

     連結子会社のうち、阿童木（廊坊）塗料有限公司及び阿童木（無錫）塗料有限公司の決算 
日は 12 月 31 日であります。 
連結財務諸表の作成に当たっては、決算日現在の財務諸表を使用しております。ただし､ 
連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。 

     その他の連結子会社の決算日は、親会社と同一であります。 
 
４．会計処理基準に関する事項 
(1)重要な資産の評価基準及び評価方法 

(ｲ)有価証券 

       その他有価証券 

時価のあるもの  決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部資本直入 

法により処理し、売却原価は総平均法により算定） 

時価のないもの 総平均法による原価法 

  (ﾛ)たな卸資産 

当社及び国内連結子会社は主として総平均法による原価法を採用し、阿童木（廊坊）

塗料有限公司及び阿童木（無錫）塗料有限公司は、総平均法による低価法を採用し

ております。 

ただし、施工関係（未成工事支出金）については個別法による原価法を採用してお

ります。 

(2)重要な減価償却資産の減価償却の方法 

(ｲ)有形固定資産 

 当社及び国内連結子会社は定率法を採用し、阿童木（廊坊）塗料有限公司及び阿童

木（無錫）塗料有限公司は、所在国の会計基準に基づく定額法を採用しております。 
ただし、当社及び国内連結子会社は平成 10 年４月１日以降に取得した建物（建物附

属設備を除く）については、定額法を採用しております。 

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 

建物及び構築物    ３年～50 年 

機械装置及び運搬具  ２年～10 年 
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(ﾛ)無形固定資産 

      当社及び国内連結子会社は定額法を採用しております。 

 なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に

基づく定額法を採用しております。 

また、阿童木（廊坊）塗料有限公司及び阿童木（無錫）塗料有限公司は所在国の会

計基準に基づく定額法を採用しております。 

(3)重要な引当金の計上基準  

(ｲ)貸倒引当金 

当社及び国内連結子会社は、売掛債権等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債

権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収

可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。 

また、阿童木（廊坊）塗料有限公司及び阿童木（無錫）塗料有限公司は主として特

定の債権について回収不能見込額を計上しております。 

(ﾛ)賞与引当金 

従業員に対して支給する賞与の支払いに充てるため、当連結会計年度が負担すべき

支給見込額を計上しております。 

(ﾊ)退職給付引当金 

当社及び国内連結子会社は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末に

おける退職給付債務の見込額に基づき、計上しております。 

数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間

内の一定の年数（５年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会

計年度から費用処理することとしており、過去勤務債務は、発生時に全額費用処理 

をしております。 

 

 (4)重要なリース取引の処理方法 

当社及び国内連結子会社は、リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計

処理によっており、阿童木（廊坊）塗料有限公司及び阿童木（無錫）塗料有限公司につ

いては、主として通常の売買取引に準じた会計処理によっております。 

(5)その他連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。 

   

５．連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

      連結子会社の資産及び負債の評価については、全面時価評価法を採用しております。 

   

６．連結調整勘定の償却に関する事項 

      該当事項はありません。 

   

７．利益処分項目等の取扱いに関する事項 

      連結剰余金計算書は、連結会社の利益処分について連結会計年度中に確定した利益処分に基

づいて作成しております。 

８．連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 
連結キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び現金同等物）は、手許現金、随時引

き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか

負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。 
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

当連結会計年度より、固定資産の減損に係る会計基準（「固定資産の減損に係る会計基準の設

定に関する意見書」（企業会計審議会平成 14 年８月 9 日））及び「固定資産の減損に係る会計

基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第６号 平成 15年 10 年 31日)を適用しております。

これによる損益に与える影響はありません。 

 

注 記 事 項 

（連結貸借対照表関係） 
前連結会計年度 

(平成 17 年３月 31 日現在) 

当連結会計年度 

(平成 18 年３月 31 日現在) 

※1.非連結子会社に対するものは次の通りであり

ます。 

  出資金         361,780 千円 

  なお、前連結会計年度は関係会社出資金とし

  て表示しております。 

※1. ――――― 

※2.有形固定資産の減価償却累計額 

             5,453,065 千円 

※2.有形固定資産の減価償却累計額 

             5,689,989 千円 

※3.担保に提供している資産と、これに対応する

債務は、次のとおりであります。 

※3.担保に提供している資産と、これに対応する

債務は、次のとおりであります。 

（単位：千円） （単位：千円） 

 担保提供資産 対応する債務 担保提供資産 対応する債務 

 種類 金額 
(うち工場財団) 

種類 金額 種類 金額 種類 金額 

  

建 物 及 び 

構 築 物 

 

270,732 

(183,899) 

 

 

長期借入金 

(うち、一年以内

返済予定額) 

97,956

(79,956)

 

建 物 及 び 

構 築 物 

59,124

 

長期借入金 

(うち、一年以内

返済予定額) 

18,000

(18,000)

 機械装置 180,830 

(180,830) 
  

土地 236,960
 

  

土地 

355,180 

(112,821) 
   

 計 806,742 

(477,551) 
計 97,956

(79,956)
計 296,085 計 18,000

(18,000)

（注）一年以内返済予定額 79,956 千円は連結貸

借対照表上、短期借入金に含めて表示して

おります。 

（注）一年以内返済予定額 18,000 千円は連結貸

借対照表上、短期借入金に含めて表示し

ております。 

※4.当社の発行済株式総数は、普通株式 

9,440,000 株であります。 

※4.当社の発行済株式総数は、普通株式

9,440,000 株であります。 

※5.当社が保有する自己株式の数は、普通株式 

997,147 株であります。 

※5.当社が保有する自己株式の数は、普通株式 

997,147 株であります。 
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（連結損益計算書関係） 

         前連結会計年度 
      （自 平成 16 年４月１日 

       至 平成 17 年３月 31 日） 

         当連結会計年度 
         （自 平成 17 年４月１日 

          至 平成 18 年３月 31 日） 

1.研究開発費の総額 

一般管理費に含まれている研究開発費の総額

は 232,727 千円であります。 

1.研究開発費の総額 

一般管理費に含まれている研究開発費の総額

は 222,219 千円であります。 

※2.  ――――― ※2. 固定資産売却益の内訳は、次のとおりであり

ます。 

   機械装置及び運搬具  29 千円 

※3. 固定資産売却損の内訳は、次のとおりであり

ます。 

無形固定資産      1,828千円  

機械装置及び運搬具    270千円  

合 計         2,098千円   

※3. 固定資産売却損の内訳は、次のとおりであり

ます。 

無形固定資産       67 千円  

機械装置及び運搬具   25 千円  

合 計         92 千円   

※4.固定資産除却損の内訳は、次のとおりであり

ます。 

※4.固定資産除却損の内訳は、次のとおりであり

ます。 

 機械装置及び運搬具    3,076 千円  機械装置及び運搬具   140 千円  

 建物及び構築物     2,106 千円  什器備品        585 千円  

  その他           546 千円            

 合  計           5,729 千円  合  計          726 千円  

  

 

 

 

（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

       前連結会計年度 
      （自 平成 16 年４月 １日 

       至 平成 17 年３月 31 日） 

        当連結会計年度 
       （自 平成 17 年４月 １日 

        至 平成 18 年３月 31 日） 

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係 

（平成 17 年３月 31 日現在）

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係 

（平成 18 年３月 31 日現在）

現金及び預金勘定         2,392,464千円 現金及び預金勘定       1,815,514 千円 

預入期間が３か月を超える定期預金    － 預入期間が３か月を超える定期預金   － 

現金及び現金同等物       2,392,464千円 現金及び現金同等物      1,815,514 千円 
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① リース取引関係 
       前連結会計年度 
      （自 平成 16 年４月１日 

       至 平成 17 年３月 31 日） 

       当連結会計年度 
      （自 平成 17 年４月１日 

       至 平成 18 年３月 31 日） 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められ

るもの以外のファイナンス・リース取引 
1. リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額

  相当額及び期末残高相当額 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められ

るもの以外のファイナンス・リース取引 
1. リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額

  相当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相

当額 

 
取得価額 
相 当 額 

減価償却 
累 計 額 
相 当 額 

期末残高

相 当 額  
取得価額

相 当 額

減価償却 
累 計 額 
相 当 額 

期末残高

相 当 額

機械装置及び 

運搬具 

千円 

64,479 

千円 

30,237 

千円

34,242

機械装置及び

運搬具 

千円 

55,629 

千円 

25,953 

千円

29,676

その他 

(工具器具備品) 
186,765 100,770 85,995

その他 

(工具器具備品) 
197,597 126,137 71,460

無形固定資産 51,671 29,218 22,453 無形固定資産 27,683 12,047 15,635

合 計 302,916 160,225 142,690 合 計 280,910 164,137 116,772

（注） 取得価額相当額は、未経過リース料期末残

高が、有形固定資産の期末残高等に占める割

合が低いため、支払利子込み法により算定し

ております。 

（注）  同  左 

2. 未経過リース料期末残高相当額 2. 未経過リース料期末残高相当額等 

   未経過リース料期末残高相当額 

    一年内    52,416  千円     一年内      44,165 千円 

    一年超    90,274  千円     一年超      72,607 千円 

      合計   142,690  千円       合計     116,772 千円 

（注） 未経過リース料期末残高相当額は、未経過

リース料期末残高が、有形固定資産の期末残

高等に占める割合が低いため、支払利子込み

法によって算定しております。 

（注）  同  左 

3. 支払リース料及び減価償却費相当額 

   

支払リース料     59,050 千円 

  減価償却費相当額   59,050 千円 

3. 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、

減価償却費相当額及び減損損失 

   支払リース料     55,659 千円 

   減価償却費相当額   55,659 千円 

4. 減価償却費相当額の算定方法 

  リース期間を耐用年数とし残存価額を零とす 

る定額法によっております。 

4.  減価償却費相当額の算定方法 

同  左 

 （減損損失について） 

 リース資産に配分された減損損失はありませ

ん。 
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② 有価証券関係 
(1)その他有価証券で時価のあるもの                    （単位：千円） 

前連結会計年度 

（平成 17 年３月 31 日現在） 
当連結会計年度 

（平成 18 年３月 31 日現在） 
 

種 類 

取得原価 
連結貸借 

対照表 

計上額 
差 額 取得原価 

連結貸借 

対照表 

計上額 
差 額 

株 式 202,141 382,017 179,876 294,184 554,828 260,643

債 券 － － － － － －

その他 － － － － － －

連結貸借対照

表計上額が取

得原価を超え

るもの 小 計 202,141 382,017 179,876 294,184 554,828 260,643

株 式 88,913 72,376 △16,536 4,131 2,538 △1,593

債 券 － － － － － －

その他 － － － － － －

連結貸借対照

表計上額が取

得原価を超え

ないもの 小 計 88,913 72,376 △16,536 4,131 2,538 △1,593

合計 291,054 454,393 163,339 298,315 557,366 259,050

（注）1.減損の実施状況 

（前連結会計年度） 

当連結会計年度において、その他有価証券で時価のある株式について 2,889 千円減損処理

を行っております。 

（当連結会計年度） 

該当事項はありません。 

2.減損の基準 

減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ 50％以上下落した場合には全

て減損処理を行い、30％～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等

を考慮して必要と認められた額について減損処理を行なうこととしております。 

 

(2)前連結会計年度及び当連結会計年度中に売却したその他有価証券       （単位：千円） 

前連結会計年度 

(平成 17 年３月 3１日現在) 
当連結会計年度 

(平成 18 年３月 3１日現在) 
  売却額 売却益の合計額 売却損の合計額   売却額 売却益の合計額 売却損の合計額

133,045 88,626 1,176 210 84 ―

 

(3)時価評価されていない主な有価証券の内容                （単位：千円） 

前連結会計年度 

(平成 17 年３月 3１日現在)

当連結会計年度 

(平成 18 年３月 3１日現在)

 

連結貸借対照表計上額 連結貸借対照表計上額 

摘要

その他有価証券    

非上場株式        42,700        37,710  

（注）減損の実施状況 

（前連結会計年度） 

該当事項はありません。 

（当連結会計年度） 

当連結会計年度において、その他有価証券（非上場）の減損処理（4,990 千円）を行って

おります。 

 

③ デリバティブ取引 

   （前連結会計年度及び当連結会計年度） 

    原則的にデリバティブ取引は行っておりません。ただし、例外的に海外子会社に対する資金手

当ての目的で為替予約を行う場合がありますが、実需に即した直物取引に限定しております。 
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④ 退職給付関係 

(1) 採用している退職給付制度の概要 

提出会社（当社）は、確定給付型の制度として、厚生年金基金制度、適格退職年金制度及び

退職一時金制度を設けておりましたが、平成 17 年２月 1 日に適格退職年金制度を廃止し、

確定拠出年金制度に移行しました。また、アトムサポート株式会社も同日に、退職一時金制

度の一部を確定拠出年金制度に移行しております。 

当連結会計年度末現在、確定拠出年金制度を当社及び連結子会社１社が保有しており、退職

一時金制度については当社及び国内連結子会社すべてが有しており、厚生年金基金制度は当

社及び連結子会社 2社のみが有しております。 

厚生年金基金制度は、総合設立の基金であります。 

 

(2) 退職給付債務に関する事項                     （単位：千円） 

 前連結会計年度 

(平成17年 3月 31日)

当連結会計年度 

(平成18年 3月 31日)

(1)退職給付債務 △282,115 △279,233

(2)年金資産 － －

(3)未積立退職給付債務 (1)+(2) △282,115 △279,233

(4)未認識数理計算上の差異 7,588 6,851

(5)未認識過去勤務債務 － －

(6)連結貸借対照表計上額純額 (3)+(4)+(5) △274,527 △272,381

(7)前払年金費用 － －

  退職給付引当金 (6)－(7) △274,527 △272,381

（注）1.連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。 

2.上記金額には、厚生年金基金（総合設立）は含まれておりません。 

なお、前連結会計年度及び当連結会計年度における厚生年金基金の給与総額等の割合により計 

算される当社グループの年金資産の額は、それぞれ 1,575,682 千円及び 1,898,323 千円であり 

ます。 

 

(3) 退職給付費用に関する事項                     （単位：千円） 

   前連結会計年度 
（自 平成 16 年４月１日 

 至 平成 17年３月 31日）

  当連結会計年度 
（自 平成 17 年４月１日 

 至 平成 18年３月 31日）

退職給付費用 

(1) 勤務費用 （注）1,2 107,648 130,329

(2) 利息費用 13,554 4,614

(3) 期待運用収益 △7,101 －

(4) 会計処理基準変更時差異の費用処理額 － －

(5) 数理計算上の差異の費用処理額 13,635 2,448

(6) 過去勤務債務の費用処理額 － －

   退職給付費用 127,737 137,392

（注）1.簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は、勤務費用に含めて計上しております。 

2.厚生年金基金（総合設立）への拠出金（従業員拠出分を除く）及び確定拠出年金への拠出金 

は勤務費用に含めて記載しております。 
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(4) 制度変更に伴う影響額                                            （単位：千円） 

   前連結会計年度 
（自 平成 16 年４月１日 

 至 平成 17年３月 31日）

  当連結会計年度 
（自 平成 17 年４月１日 

 至 平成 18年３月 31日）

(1) 退職給付債務の減少 43,533 －

(2) 過去勤務債務一括費用 △7,239 －

(3) 数理計算上の差異の 

制度変更に伴う費用処理 
△23,957 －

   退職給付引当金の減少 12,335 －

 (注) 上記の制度変更に伴う影響額を、特別利益に計上しております。 

 

(5) 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

 前連結会計年度 

(平成 17 年 3 月 31 日) 

当連結会計年度 

(平成 18 年 3 月 31 日) 

退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 同  左 

割引率 2.0%  2.0% 

 

期待運用収益率 2.0% 2.0% 

過去勤務債務の額の処理年数 当連結会計年度において一括

費用処理しております。 

同  左 

数理計算上の差異の処理年数 ５年 （各連結会計年度の発生

時における従業員の平均残存

勤務期間内の一定の年数によ

る定額法により按分した額を

それぞれ発生の翌連結会計年

度から費用処理することとし

ております。） 

同  左 
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⑤ 税効果会計関係 
(1) 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳          （単位：千円） 
 前連結会計年度 

(平成 17 年３月 31 日現在)

当連結会計年度 
(平成 18 年３月 31 日現在)

繰延税金資産  

 賞与引当金否認 73,863  69,542

 未払事業税否認 13,842  14,045

 退職給付引当金超過額 102,396  106,424

 貸倒引当金損金算入限度超過額 50,713  53,486

 投資有価証券評価損否認 11,972  13,968

繰越欠損金 42,997  98,408

たな卸資産内部利益消去額 11,384  12,295

 その他 49,335  63,732

繰延税金資産小計 356,505  431,904

評価性引当額 △49,361  △158,560

繰延税金資産合計 307,143  273,343

繰延税金負債  

 その他有価証券評価差額金 △65,335  △103,620

繰延税金負債合計 △65,335  △103,620

繰延税金資産の純額 241,807  169,723

 

  繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。    （単位：千円） 

  前連結会計年度 
(平成 17年３月 31日現在)

当連結会計年度 
(平成 18 年３月 31 日現在)

繰延税金資産    
 流動資産－繰延税金資産  111,353 101,608

 固定資産－繰延税金資産  130,453 68,115

 流動負債－繰延税金負債  － －

 固定負債－繰延税金負債  － －

 

(2) 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該 

差異の原因となった主な項目別の内訳                   （単位：％） 
 前連結会計年度 

(平成 17年３月 31日現在)

当連結会計年度 
(平成 18 年３月 31 日現在)

法定実効税率 40.0％  40.0％

 （調整）  

  

 交際費等永久に損金に算入されない項目 4.8  8.9

 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △0.2  △0.2

 住民税均等割等 4.5  10.8

 税額控除 △5.2  △12.9

 評価性引当額 4.1  51.7

 その他 △1.2 0.7

 税効果会計適用後の法人税等の負担率 46.8

 

 99.0
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⑥ セグメント情報 
（1）事業の種類別セグメント情報 

前連結会計年度 （自 平成 16 年４月１日 至 平成 17 年３月 31 日）          （単位：千円） 

 塗料販売 

事業 

施工 

事業 

    計 消去又は 

全社 

連 結 

  

Ⅰ.売上高及び営業損益  

 （1）外部顧客に対する売上高 10,906,488 1,108,027 12,104,516         － 12,014,516

 （2）セグメント間の内部売上高 

又は振替高 61,068 － 61,068

 

(61,068) －

    計 10,967,557 1,108,027 12,075,585 (61,068) 12,014,516

 営業費用 10,171,993 1,082,317 11,254,310 382,593 11,636,903

 営業利益 795,563 25,710 821,274 (443,662) 377,612

Ⅱ.資産,減価償却費及び資本的支出  

 資産 8,870,198 570,087 9,440,286 5,593,589 15,033,875

 減価償却費 253,155 1,681 254,836 18,796 273,633

 資本的支出 134,702 － 134,702 21,950 156,652

  

 

当連結会計年度 （自 平成 17 年４月１日 至 平成 18 年３月 31 日）         （単位：千円） 

 塗料販売 

事業 

施工 

事業 

計 消去又は 

全社 

連 結 

Ⅰ.売上高及び営業損益  

 （1）外部顧客に対する売上高 10,574,529 1,080,893 11,655,423     － 11,655,423

 （2）セグメント間の内部売上高 

又は振替高 68,783 － 68,783

 

（68,783） －

    計 10,643,313 1,080,893 11,724,206 （68,783） 11,655,423

 営業費用 10,122,569 1,043,600 11,166,169 313,131 11,479,301

 営業利益 520,744 37,292 558,036 （381,914） 176,122

Ⅱ.資産,減価償却費及び資本的支出  

 資産 10,274,805 617,407 10,892,212 3,611,408 14,503,621

 減価償却費 259,792 1,105 260,897 26,462 287,360

 資本的支出 360,502 4 360,507 31,169 391,676

  

（注）1. 事業区分の方法 

      事業は塗料の販売事業とそれに付帯する施工事業に区分しております。 

   2. 各区分に属する主要な製品 

事業区分 主 要 製 品 

塗料販売事業 合成樹脂溶剤系塗料、粉体塗料 

合成樹脂水系塗料、シンナー 

施工事業 路面標示工事、床塗装工事 

コンクリート構造物の補強・補修工事 

   3. 前連結会計年度及び当連結会計年度における営業費用のうち、消去又は全社の項目に含

めた配賦不能営業費用の金額は 443,662千円及び 381,914千円であり、その主なものは、

親会社の総務・経理部門等の管理部門に係る費用であります。 

4. 前連結会計年度及び当連結会計年度における資産のうち、消去又は全社の項目に含めた

全社資産の金額は 5,593,589 千円及び 3,611,408 千円であり、その主なものは、親会社

での余資運用資金（現金及び有価証券）長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門に

係る資産等であります。 
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（2）所在地別セグメント情報 

前連結会計年度及び当連結会計年度 

本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額

の合計額に占める割合がいずれも 90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略し

ております。 

 

（3）海外売上高 

前連結会計年度及び当連結会計年度 

海外売上高は、いずれも連結売上高の 10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しており

ます。 

 

⑦ 関係当事者との取引 
前連結会計年度 （自 平成 16 年４月１日 至 平成 17 年３月 31 日） 

   役員及び個人主要株主等                                  （単位：千円） 

関係内容 

属性 
会社等の

名称 
住所 

資本金又

は出資金 

（千円） 

事業の

内容又

は職業

議決権の所

有（被所有）

割合（％）

役員

の兼

任等

事業上

の関係

取引の内容 
取引 

金額 
科目 

期 末 残

高 

土地建物の

賃貸（注 1） 
1,908 ―― ――

建物の賃 

借（注 1） 
1,842 ―― ――

役員 西川正洋 ―― ―― 

当社取

締役会

長 

（被所有）

直接 3.28 

間接 37.65

―― ――

賃借不動産

の保証金 
―― 

差入保証

金 

（注 2・5）

207

賃借料の支

払（注 3） 
4,305 ―― ――

西川不動

産（株） 

東京都

千代田

区 

10,000 
不動産

賃貸業

（被所有）

直接 37.65

兼任

1 人

事業所

の賃借 賃借不動産

の保証金 
―― 

差入保証

金（注 2）
1,500

支払手形 248,592

 

買掛金 
68,079

役員及びその

近親者が議決

権の過半数を

所有している

会社等（当該

会社の子会社

を含む） 

楠本化成

（株） 

東京都

千代田

区 

450,000 

化学製

品卸売

業 

（被所有）

直接 0.1 

兼任

1 人

原材料

の購入

原材料の購

入（注 4） 
660,677 

 

未払金 
98

1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれており 

ます。 

2.取引条件及び取引条件の決定方針 

（注１）土地・建物の賃貸借については、近隣の賃貸料に基づき交渉の上賃貸料金を決定しております。 

（注２）差入保証金は、不動産の保証金で解約後無利息で必要経費を除き返還されるものです。 

（注３）事務所の賃借については、他の賃借者と同様の条件で賃借料金を決定しております。 

（注４）原材料の購入については、市場価格を勘案し、交渉の上一般的取引条件と同様に決定しており 

ます。 

（注５）取引金額及び期末残高の通貨は中国元（ＲＭＢ）であります。 
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当連結会計年度 （自 平成 17 年４月１日 至 平成 18 年３月 31 日） 

  役員及び個人主要株主等                                   （単位：千円） 

関係内容

属性 
会社等の

名称 
住所 

資本金又

は出資金 

（千円） 

事業の

内容又

は職業

議決権の所

有（被所有）

割合（％）

役員

の兼

任等

事業

上の

関係

取引の内

容 

取引 

金額 
科目 期末残高

土地建物

の 賃 貸

（注 1） 

1,908 ―― ――

建物の賃

借 （ 注

1,5） 

2,885 ―― ――役員 西川正洋 ―― ―― 

当社代

表取締

役会長

（被所有）

直接 3.29 

間接 37.65 

―― ――

賃借不動

産の保証

金 

―― 

差入保証

金 （ 注

2,5） 

497

賃借料の

支払（注

3） 

12,706 ―― ――

西川不動

産（株） 

東京都

千代田

区 

10,000 
不動産

賃貸業

（被所有）

直接 37.65 

兼任

1 人

事業

所の

賃借
賃借不動

産の保証

金 

―― 
差入保証

金(注 2) 
10,060

支払手形 248,026

役員及びその

近親者が議決

権の過半数を

所有している

会社等（当該会

社の子会社を

含む） 
楠本化成

（株） 

東京都

千代田

区 

450,000 

化学製

品卸売

業 

（被所有）

直接 0.0 

兼任

1 人

原材

料の

購入

原材料の

購入（注

4） 

727,943 

買掛金 86,340

1.上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれており

ます。 

2.取引条件及び取引条件の決定方針 

（注１）土地・建物の賃貸借については、近隣の賃貸料に基づき交渉の上賃貸料金を決定しております。 

（注２）差入保証金は、不動産の保証金で解約後無利息で必要経費を除き返還されるものです。 

（注３）事務所の賃借については、他の賃借者と同様の条件で賃借料金を決定しております。 

（注４）原材料の購入については、市場価格を勘案し、交渉の上一般的取引条件と同様に決定しており 

ます。 

（注５）取引金額及び期末残高の通貨は中国元（RMB）であります。 

 

（１株当たり情報） 

      前連結会計年度 
     （自 平成 16 年４月１日 

      至 平成 17 年３月 31 日） 

       当連結会計年度 
      （自 平成 17 年４月１日 

       至 平成 18 年３月 31 日） 

１株当たり純資産額     1,146円28銭 １株当たり純資産額    1,150 円00銭 

１株当たり当期純利益金額   26円62銭 １株当たり当期純損失金額  1 円55銭 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益

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。 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益

金額については、１株当たり純損失であり、ま

た、潜在株式が存在しないため記載しておりま

せん。 

（注）１株当たり当期純利益金額又は 1株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおり 

であります。 

 
 

 

  前連結会計年度 
（自 平成 16 年４月１日 

 至 平成 17 年３月 31 日）

  当連結会計年度 
（自 平成 17 年４月１日 

 至 平成 18 年３月 31 日）

 当期純利益（千円） 244,499 1,934

 普通株主に帰属しない金額（千円） 15,000 15,000

 （うち利益処分による取締役賞与金） (15,000) (15,000)

 普通株主に係る当期純利益又は 

当期純損失（△） （千円） 
229,499 △13,065

 期中平均株式数（千株） 8,619 8,442
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（重要な後発事項） 

該当事項はありません。 

 

5．生産、受注及び販売の状況 
（1） 生産実績 

前連結会計年度及び当連結会計年度における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、

次のとおりであります。 

                              （単位：千円） 

  前連結会計年度 
（自 平成 16 年４月１日 

 至 平成 17 年３月 31 日）

  当連結会計年度 
（自 平成 17 年４月１日 

 至 平成 18 年３月 31 日）

        連結会計年度 
 

 

 
事業の種類別セグメント名称 金  額 金  額

塗料販売事業 8,679,637 8,525,255

施工事業 1,134,971 1,103,550

合計 9,814,608 9,628,806

   （注）1. セグメント間取引については、相殺消去しております。 

      2. 生産実績は、販売価格で表示しております。 

      3. 金額には、消費税等は含まれておりません。 

      4. 上記生産実績のほかに、次のとおり製品の仕入を行っております。 

        なお、金額は仕入価額によっており、消費税等は含まれておりません。 

（単位：千円） 

  前連結会計年度 
（自 平成 16 年４月１日 

 至 平成 17 年３月 31 日） 

当連結会計年度 
（自 平成 17 年４月１日 

  至 平成 18 年３月 31 日）

       連結会計年度 
 

 

 

事業の種類別セグメント名称 金  額 金  額 

塗料販売事業 1,610,618 1,389,348

合計 1,610,618 1,389,348

 

（2） 受注状況 

当社グループの製品は、主として見込生産を行っております。 

なお、前連結会計年度及び当連結会計年度における施工事業の受注状況を示すと次の 

とおりであります。                      （単位：千円） 

  前連結会計年度 
（自 平成 16 年４月１日 

 至 平成 17 年３月 31 日）

  当連結会計年度 
（自 平成 17 年４月１日 

 至 平成 18 年３月 31 日）

        連結会計年度 
 

 

 

区  分 金  額 金  額 

 受注高 979,226 1,139,927

受注残高 27,761 86,796

  （注）1. セグメント間取引については、相殺消去しております。 

2. 金額には、消費税等は含まれておりません。 
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（3） 販売実績 

前連結会計年度及び当連結会計年度における販売実績を事業の種類別セグメントごとに 

示すと、次のとおりであります。                  （単位：千円） 

  前連結会計年度 
（自 平成 16 年４月１日 

 至 平成 17 年３月 31 日）

  当連結会計年度 
（自 平成 17 年４月１日 

 至 平成 18 年３月 31 日）

        連結会計年度 
 

 

 

事業の種類別セグメント名称 金  額 金  額

塗料販売事業 10,906,488 10,574,529

施工事業 1,108,027 1,080,893

合計 12,014,516 11,655,423

   （注）1. セグメント間取引については、相殺消去しております。 

2. 金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

 


