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１. 18年 9月中間期の連結業績（平成 18年 4月 1日 ～ 平成 18年 9月 30日）
(1)連結経営成績 （注）単位未満の端数は切捨てて表示しております。

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％
18年 9月中間期 26,503 12.4 2,855 9.0 3,184 10.8
17年 9月中間期 23,587 7.5 2,618 △ 4.3 2,873 △ 6.4
18年 3月期 50,124 5,780 6,333

百万円 ％ 円 銭 円 銭

18年 9月中間期 1,905 14.0 124 54 －
17年 9月中間期 1,671 △ 9.2 109 18 －
18年 3月期 3,789 244 55 －
(注) ①持分法投資損益    　 18年9月中間期    － 百万円 17年9月中間期    － 百万円 18年3月期    － 百万円

     ②期中平均株式数(連結) 18年9月中間期 15,304,387株 17年9月中間期 15,312,106株 18年3月期 15,309,592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、中間(当期）純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率

(2)連結財政状態

百万円 百万円 ％ 円 銭

18年 9月中間期 57,078 42,311 74.1 2,764 86
17年 9月中間期 51,849 38,766 74.8 2,532 30
18年 3月期 55,512 41,135 74.1 2,684 70
(注)期末発行済株式数（連結） 18年9月中間期 15,303,237株 17年9月中間期 15,308,777株  18年3月期 15,305,487株

(3)連結キャッシュ･フローの状況

百万円 百万円 百万円 百万円

18年 9月中間期 985 △ 665 △ 619 18,035
17年 9月中間期 790 △ 1,457 △ 459 15,702
18年 3月期 3,495 △ 1,639 △ 493 18,371

(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 　 10　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）    － 　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 ）
　

百万円 百万円 百万円

通　　期 53,500 6,600 4,300
（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）   280 円 99 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。
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企業集団の状況 
当社グループは、当社及び在外子会社 9 社と国内子会社１社で構成され、事業は主として建築仕上塗材

と耐火断熱材の製造販売を行っております。 
当社グループの事業内容及び当社と関係会社の当該事業に係る位置付けは次のとおりであります。 

○ 建築仕上塗材事業 
主要な製品は、有機無機水系塗材、合成樹脂塗料、無機質系塗料、無機質建材であり、当社、

SKK(S)PTE.LTD.、SKK CHEMICAL(M)SDN.BHD.及び SIKOKUKAKEN(SHANGHAI)CO.,LTD.が製造しております。 

SKK(S)PTE.LTD.の製品の一部はSK KAKEN(THAILAND)CO.,LTD.並びに当社を通してSKKAKEN(M)SDN.BHD.、

SKK(H’K)CO.,LTD.、SIKOKUKAKEN(SHANGHAI)CO.,LTD.及び SKK KAKEN(KOREA)CO.,LTD.に販売し、各社は

現地で販売しております。 

SKK CHEMICAL(M)SDN.BHD.の製品は SKKAKEN(M)SDN.BHD.が仕入れて現地で販売しております。 

また、原材料の一部を当社からSKK(S)PTE.LTD.、SKK CHEMICAL(M)SDN.BHD.及びSIKOKUKAKEN(SHANGHAI) 

CO.,LTD.に供給しております。 

SKK(S)PTE.LTD.は原材料の一部を当社を通して SKK CHEMICAL(M)SDN.BHD.並びに SIKOKUKAKEN(SHANGH 

AI)CO.,LTD.に供給しております。 

その他に当社、SKK(S)PTE.LTD.、SK COATINGS SDN.BHD.、SKK(H’K)CO.,LTD.、SK KAKEN(THAILAND)CO.,LTD.

及びベック㈱にて建造物の特殊仕上工事を行っております。 

○ 耐火断熱事業 
主要な製品は、断熱材、耐火被覆材、耐火塗料であり、当社において製造・販売及び耐火断熱工事を

行っております。 

○ その他の事業 
洗浄剤・希釈剤等について当社で製造を行い、当社、SKK(S)PTE.LTD.及び SKKAKEN(M)SDN.BHD.で販売

しております。 

事業の系統図は次のとおりであります。  
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経営方針 
(1） 経営の基本方針 

当社グループは、創業精神である「無から有を」という思想のもと、「環境」「快適」「健康」「安全」

「安心」の五つのテーマを柱に、豊かな住文化・建築文化を創造することが努めであると考えており

ます。 
また、全ての面において信頼と誠実の仕事の展開を第一に、一層サービスの充実と、信用を大切に、

「社会に貢献することを最大の使命」とする経営理念を活かした事業活動を進めております。そして

今日、更なる社内組織体制の充実とともに海外事業の拡大を図り、オンリーワン・ナンバーワン企業

としての一大躍進を目指して、グローバルな総合的な建築仕上材料並びに化学建材メーカーとして、

今後ますますハイレベルの技術開発力で、日本とメガロアジアの建築文化の創造に貢献し、大きく国

内外に躍進してまいります。 

(2） 利益配分に関する基本方針 

当社は、株主に対する利益還元が経営における重要課題の一つであることを常に認識するとともに、

将来に備え財務体質と経営基盤の強化を図ることにより、安定的な配当水準を維持することを配当政

策の基本といたしております。 

内部留保金につきましては、企業価値の更なる増大を図るべく、財務体質を強化するとともに、新

たな研究・技術開発、設備投資、海外展開等将来の成長につながる戦略投資に役立ててまいります。 

(3） 投資単位の引下げに関する考え方及び方針等 

当社は、投資家層の拡大及び株式流動の活性化を図ることが重要であると認識しております。 

株式の投資単位につきましては、投資しやすい環境を整えるために株価、株主数、財務状況等を総

合的に判断し、その費用並びに効果等を慎重に検討したうえで対処してまいりたいと考えております。 

(4） 目標とする経営指標 

目標とする経営指標につきましては、株主資本利益率を重要な指標と捉えており、その目標数値と

して中長期的に10％を上回る状態を維持することを目標といたします。 

(5） 中長期的な会社の経営戦略と対処すべき課題 

当社グループは、第 51 期を第二の創業発展期の初年度と位置づけ、一層の社内組織体制の充実を

図り、より一段と新市場の開発に尽力し、以下の経営施策を継続的に実行することにより安定した経

営基盤の拡大に努めてまいります。 

① 経営の監督・監視機能の強化と迅速性、透明性の向上 
内部統制システムの整備、内部監査、リスク管理体制を充実されることにより経営の監督・監視

機能の強化と迅速性、透明性の向上を図ってまいります。 
② 日本国内市場での一層の販売拡大とシェアアップ 

日本国内市場で一層の販売拡大とシェアアップを図るため、事業所の増設と徹底した開発活動に

より、新規取引先の獲得と新製品需要の拡大を推し進め、建築塗材の受注増大、戸建て住宅、ビル、

マンション等のリニューアル需要及び耐火、断熱を中心とした防災関連製品受注の増加等に注力し、

膨大なる建築ストックを有する国内市場の開拓を促進してまいります。 
③ 海外市場での販売拡大 

海外市場での販売拡大を図るため、シンガポール、マレーシア、タイ、中国、香港、韓国におけ

る当社海外事業所及び在外子会社の販売、製造、技術部門の充実を図り、海外市場の拡大を推進し

てまいります。特に中国におきましては、SIKOKUKAKEN（SHANGHAI）CO.,LTD.の工場を生産拠点と

し、各地に販売網を築いてまいります。 

④ 新技術･新製品開発とコストダウンの促進 

新技術・新製品開発とコストダウンの促進のため、研究・技術部門を強化することにより、新技

術の研究開発を推し進め、市場のニーズを先取りした環境・機能性重視の新製品を開発し、また、

製造原価率の低減に取り組んでまいります。 

⑤ 社内外向け情報システムの充実と活用 

社内外に向けて情報システムを充実させ、活用することにより、業務の効率化と顧客サービスの

向上を進めてまいります。社内では情報の共有化を図るためイントラネットシステムを拡充し、ま

た、生産効率や事務効率を高めるため生産管理システム及び経理システムを活用いたします。更に、

受注増大を図るため、それぞれの販売店とは、「ＳＫファインネット」にて、設計事務所とは、「Ｓ

Ｋバーチャルネット」にて、より充実した在庫情報や最新の製品情報等を提供してまいります。 
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(6） 親会社等に関する事項 

該当事項はありません。 
(7） 内部管理体制の整備・運用状況 

有価証券上場規程第８条の３及び適時開示規則第 10 条第３項に規定するコーポレート・ガバナン

スに関する報告書の「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」において記載し

ております。 

(8） その他、会社の経営上の重要な事項 

該当事項はありません。 

 
経営成績及び財政状態 
(1） 経営成績 

① 当中間期の概況 
当中間連結会計期間における日本経済は、企業収益の改善を背景とする設備投資の拡大や雇用情

勢の改善傾向等により景気は緩やかに拡大しているとみられていますが、原油価格や市況商品価格

の高止まりが続き、依然として不透明感が拭えない状況が続きました。 
建築塗料業界におきましても、公共投資は未だ減少基調にあり、住宅投資も、新設住宅着工戸数

は増加傾向にありますが、まだら模様状態の域を脱せず、業界全体の総需要の拡大には至らず厳し

い経営環境のまま推移いたしました。 

一方、当社グループが事業展開を行っておりますアジア経済は、中国では、設備投資活動が拡大

しているものの、政府の金融引締め政策効果により従来景気の減速が予測されており、東南アジア

においても、内需が停滞傾向にあり楽観視できない状況にあります。 

このような環境のもと、国内総合リニューアル市場では、引き続き、特許製品の超低汚染・高耐

久性塗料のセラミックハイブリッド製品が販売拡大に寄与するとともに、新築市場では、高級化と

個性化への要望の高まりから、オリジナルの意匠性塗材や新工法が住宅の差別化製品として市場か

ら高い評価を受けました。更に、当社グループは環境問題に積極的に取り組み、ＶＯＣ１％未満、

非トルエン・キシレンの人に優しい室内用塗料やヒートアイランド対策として遮熱・断熱機能を持

つ省エネ塗料の開発、販売の促進を始め、安全面ではゼロアスベスト、ゼロロックウールの耐火被

覆材や無機断熱材等特殊機能型製品の市場開発を強化してまいりました。 

この結果、建築仕上塗材及び耐火断熱分野がともに好調に推移し、連結売上高は 265 億３百万円

（前年同期比 12.4％増）となりました。 

また、利益面におきましては、厳しい競争に伴う販売価格の低下、原油高による原材料費の上昇

や人員増強による人件費の増加等のマイナス要因がありましたが、差別化された高付加価値製品の

販売拡大や海外売上の増大等により、経常利益は、31 億 84 百万円（同10.8％増)、中間純利益は、

19 億５百万円（同 14.0％増）となりました。 

② 通期の業績 
今後の見通しにつきましては、原油価格の動向やアジア経済の増勢変化等の影響が懸念されてお

り、景気の先行きは依然として不透明なものとなっております。 
このような状況の中にあって、当社グループは、建築仕上塗材の分野では業界一の製品開発力と

品揃え、先進のテクノロジーと環境に配慮した安全設計で顧客の信頼性を一層高めることによりオ

ンリーワン、№１企業としての地位を固め、第二の創業発展期として躍進してまいります。 
通期の連結業績予想につきましては、売上高535 億円、経常利益66 億円、当期純利益43 億円を

見込んでおります。 
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(2） 財政状態 

連結キャッシュ・フローにつきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは、９億 85 百万円

の収入となりました。これは主に税金等調整前中間純利益31億75百万円と売上債権の増加額３億円、

たな卸資産の増加額６億76 百万円、仕入債務の増加額３億72 百万円等が計上されたことと、法人税

等の支払額13 億 72 百万円等によるものであります。 

投資活動によるキャッシュ・フローは６億 65 百万円の支出となりました。収入の主なものは有価

証券・投資有価証券の売却等による収入６億３百万円であります。また支出につきましては、有価証

券・投資有価証券の取得等による支出５億99 百万円、固定資産の取得等による支出５億98 百万円等

によるものであります。 

財務活動によるキャッシュ・フローは６億 19 百万円の支出となりました。これは主に配当金の支

払額６億11 百万円等によるものであります。 

以上の結果、当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ３億 35 百

万円減少し、180 億 35 百万円となりました。 

キャッシュ・フロー指標のトレンド 

 平成 17 年３月期 平成 18 年３月期 平成 19 年３月期 

 中間 期末 中間 期末 中間 

自己資本比率（％） 73.6 73.4 74.8 74.1 74.1 

時価ベースの自己資本比

率（％） 
104.2 108.6 118.1 100.4 98.7 

債務償還年数（年） 0.8 0.7 1.5 0.7 1.2 

インタレスト・カバレッ

ジ・レシオ（倍） 
77.8 87.9 102.6 357.4 158.5 

 （注） 自己資本比率 ： 自己資本／総資産 
 時価ベースの自己資本比率 ： 株式時価総額／総資産 
 債務償還年数 ： 有利子負債／営業キャッシュ・フロー 
（中間期については、営業キャッシュ・フローを年額に換算するため２倍しております。） 
 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 

※ いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 
※ 有利子負債は、連結（中間連結）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。 
※ 営業キャッシュ・フロー及び利払いは、連結（中間連結）キャッシュ・フロー計算書に計上され

ている「営業活動によるキャッシュ・フロー」及び「利息の支払額」を用いております。 
 

(3） 事業等のリスク 

当社グループの経営成績及び財務状況に影響を及ぼす可能性のあるリスクには以下のようなもの

があります。 

なお、文中の将来に関する事項は、当中間連結会計期間末現在において、当社グループが判断した

ものであります。 

① 当社グループは、建築塗料業界に属しておりますが、公共投資、民間設備投資及び住宅投資の

動向が経営に少なからず影響を与える可能性があります。 

② 当社グループは、数多くの特許技術を用いた製品やオリジナル製品で差別化を図っております

が、汎用製品におきましては価格競争が厳しく、その対応によりましては業績に悪影響を及ぼす

可能性があります。 

③ 当社グループは、各種の品質管理基準に従って製品を製造しております。しかし、全ての製品

について将来に亘って欠陥が発生しないという保証はありません。また、製造物責任賠償につい

ては保険に加入しておりますが、賠償額を充分カバーできるとは限りません。大規模な製品の欠

陥が発生した場合は経営に大きな影響を与える可能性があります。 

④ 当社グループは、中国をはじめとしてアジアに進出しておりますが、進出先において、予期し

ない法律または規制の変更、不利な政治または経済要因、テロ・戦争その他の要因による社会的

混乱等の発生により業績と財務状況に悪影響を与える可能性があります。 

⑤ 当中間連結会計期間における当社グループの海外売上高の割合は連結売上高の 13.4％を占め

ており、為替変動の影響を受けています。為替予約等対策も講じておりますが、これにより当該

リスクを回避できる保証はなく、為替が大きく変動した場合には業績と財務状況に重要な影響を

与えることになります。 
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中間連結財務諸表等 

中間連結財務諸表 

１．中間連結貸借対照表 （単位 百万円）

前中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日現在）

当中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日現在） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 

（平成18年３月31日現在） 

期  別 
 
 
 
科  目 金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 構成比 

（資産の部）    ％   ％   ％ 

Ⅰ 流動資産           

１．現金及び預金 ※１  17,217   19,581   19,871  

２．受取手形及び売掛金 ※４  15,063   16,442   15,789  

３．有価証券   610   203   604  

４．たな卸資産   3,912   4,691   4,011  

５．繰延税金資産   520   598   654  

６．その他   389   474   272  

貸倒引当金   △211   △129   △243  

流動資産合計   37,503 72.3  41,862 73.3  40,961 73.8 

Ⅱ 固定資産           

(1）有形固定資産           

１．建物及び構築物  6,209   6,619   6,267   

減価償却累計額  3,321 2,887  3,539 3,080  3,437 2,830  

２．機械装置及び運搬具  4,282   4,268   4,234   

減価償却累計額  3,306 976  3,375 892  3,285 948  

３．土地   6,672   6,670   6,678  

４．建設仮勘定   24   253   165  

５．その他  984   975   961   

減価償却累計額  854 130  855 119  839 122  

有形固定資産合計   10,690 20.6  11,016 19.3  10,745 19.4 

(2）無形固定資産   428 0.8  447 0.8  457 0.8 

(3）投資その他の資産           

１．投資有価証券   1,149   2,002   1,638  

２．繰延税金資産   503   562   531  

３．その他   1,739   1,365   1,359  

貸倒引当金   △166   △178   △182  

投資その他の資産合計   3,226 6.3  3,751 6.6  3,347 6.0 

固定資産合計   14,345 27.7  15,215 26.7  14,550 26.2 

資産合計   51,849 100.0  57,078 100.0  55,512 100.0 
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（単位 百万円）

前中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日現在）

当中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日現在）

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 

（平成18年３月31日現在） 

期  別 
 
 
 
科  目 金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 構成比 

（負債の部）    ％   ％   ％ 

Ⅰ 流動負債           

１．支払手形及び買掛金   4,106   4,628   4,261  

２．短期借入金   2,019   2,002   2,000  

３．未払法人税等   1,162   1,277   1,420  

４．賞与引当金   838   907   1,027  

５．役員賞与引当金   －   22   －  

６．製品保証引当金   80   72   77  

７．債務保証損失引当金   －   100   －  

８．その他   2,480   3,565   3,291  

流動負債合計   10,688 20.6  12,576 22.0  12,077 21.8 

Ⅱ 固定負債           

１．長期未払金   833   546   698  

２．退職給付引当金   392   409   412  

３．役員退職慰労引当金   758   806   771  

４．その他   408   428   417  

固定負債合計   2,393 4.6  2,190 3.9  2,299 4.1 

負債合計   13,082 25.2  14,767 25.9  14,377 25.9 
           

（資本の部）           

Ⅰ 資本金   2,662 5.1  － －  2,662 4.8 

Ⅱ 資本剰余金   3,137 6.1  － －  3,137 5.7 

Ⅲ 利益剰余金   34,525 66.6  － －  36,642 66.0 

Ⅳ その他有価証券評価差
額金 

  22 0.0  － －  9 0.0 

Ⅴ 為替換算調整勘定   △314 △0.6  － －  △36 △0.1 

Ⅵ 自己株式   △1,265 △2.4  － －  △1,278 △2.3 

資本合計   38,766 74.8  － －  41,135 74.1 

負債及び資本合計   51,849 100.0  － －  55,512 100.0 

           
（純資産の部）           

Ⅰ 株主資本           

１．資本金   － －  2,662 4.7  － － 

２．資本剰余金   － －  3,137 5.5  － － 

３．利益剰余金   － －  37,891 66.4  － － 

４．自己株式   － －  △1,286 △2.3  － － 

株主資本合計   － －  42,403 74.3  － － 

Ⅱ 評価・換算差額等           

１．その他有価証券評価差
額金 

  － －  △11 △0.0  － － 

２．為替換算調整勘定   － －  △81 △0.2  － － 

評価・換算差額等合計   － －  △92 △0.2  － － 

純資産合計   － －  42,311 74.1  － － 

負債純資産合計   － －  57,078 100.00  － － 

           



 － ８ －

２．中間連結損益計算書      
（単位 百万円）

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

期  別 
 
 
 
 
科  目 金 額 百分比 金 額 百分比 金 額 百分比 

    ％   ％   ％ 

Ⅰ 売上高   23,587 100.0  26,503 100.0  50,124 100.0 

Ⅱ 売上原価   15,952 67.6  18,308 69.1  34,234 68.3 

売上総利益   7,634 32.4  8,194 30.9  15,890 31.7 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１  5,015 21.3  5,339 20.1  10,110 20.2 

営業利益   2,618 11.1  2,855 10.8  5,780 11.5 

Ⅳ 営業外収益           

１．受取利息  30   50   69   

２．受取配当金  0   5   1   

３．仕入割引  33   34   66   

４．為替差益  61   25   139   

５．匿名組合投資利益  123   152   257   

６．貸倒引当金戻入益  －   111   －   

７．雑収入  56 304 1.3 69 449 1.7 94 629 1.3 

Ⅴ 営業外費用           

１．支払利息  5   5   7   

２．売上割引  15   5   28   

３．固定資産除却損  14   －   18   

４．債務保証損失引当金繰
入額  －   100   －   

５．雑損失  14 49 0.2 8 119 0.5 20 75 0.2 

経常利益   2,873 12.2  3,184 12.0  6,333 12.6 

Ⅵ 特別損失           

１．減損損失 ※２ － － － 8 8 0.0 － － － 

税金等調整前中間(当期) 
純利益 

  2,873 12.2  3,175 12.0  6,333 12.6 

法人税、住民税及び事業税  1,135   1,230   2,631   

法人税等調整額  66 1,201 5.1 39 1,269 4.8 △86 2,544 5.0 

中間（当期）純利益   1,671 7.1  1,905 7.2  3,789 7.6 
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３．中間連結剰余金計算書及び中間連結株主資本等変動計算書 

中間連結剰余金計算書 （単位 百万円）

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結剰余金計算書 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

期  別 
 
 
 
 
科  目 金 額 金 額 

（資本剰余金の部）    

Ⅰ 資本剰余金期首残高  3,137 3,137 

Ⅱ 資本剰余金中間期末(期
末)残高 

 3,137 3,137 

（利益剰余金の部）    

Ⅰ 利益剰余金期首残高  33,359 33,359 

Ⅱ 利益剰余金増加高    

１．中間(当期)純利益  1,671 3,789 

Ⅲ 利益剰余金減少高    

１．配当金  459 459 

２．役員賞与  46 46 

Ⅳ 利益剰余金中間期末(期
末)残高  34,525 36,642 

    

 

中間連結株主資本等変動計算書 

当中間連結会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日） （単位 百万円）

株主資本 評価・換算差額等 

 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 
株主資本合

計 

その他有価
証券評価差

額金 

為替換算調
整勘定 

平成18年３月31日 残高 2,662 3,137 36,642 △1,278 41,162 9 △36 

中間連結会計期間中の変動額        

剰余金の配当（注）   △612  △612   

役員賞与（注）   △45  △45   

中間純利益   1,905  1,905   

自己株式の取得    △7 △7   

株主資本以外の項目の中間連結会
計期間中の変動額（純額）      △20 △44 

中間連結会計期間中の変動額合計 － － 1,248 △7 1,240 △20 △44 

平成18年９月30日 残高 2,662 3,137 37,891 △1,286 42,403 △11 △81 

        

（注） 平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 
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４．中間連結キャッシュ・フロー計算書  
（単位 百万円）

前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日）

当中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度の要約

連結キャッシュ・フ
ロー計算書 
（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日）

期  別 
 
 
 
 
科  目 金 額 金 額 金 額 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー     

税金等調整前中間(当期)純利益  2,873 3,175 6,333 

減価償却費  246 249 509 

減損損失  － 8 － 

賞与引当金の増減額（減少：△）  △141 △120 48 

役員賞与引当金の増加額  － 22 － 

退職給付引当金の増減額（減少：△）  9 △2 28 

役員退職慰労引当金の増加額  12 35 24 

貸倒引当金の増減額（減少：△）  2 △113 33 

製品保証引当金の減少額  △10 △4 △15 

債務保証損失引当金の増加額  － 100 － 

受取利息及び受取配当金  △30 △55 △71 

支払利息  5 5 7 

為替差益  △67 △23 △165 

固定資産除却損、売却損  16 9 24 

役員賞与の支払額  △46 △45 △46 

売上債権の増加額  △284 △300 △927 

たな卸資産の増加額  △170 △676 △204 

仕入債務の増減額（減少：△）  △110 372 △20 

その他資産負債の増減額  △348 △328 287 

小計  1,954 2,310 5,846 

利息及び配当金の受取額  31 54 74 

利息の支払額  △7 △6 △9 

法人税等の支払額  △1,188 △1,372 △2,415 

営業活動によるキャッシュ・フロー  790 985 3,495 

Ⅱ 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  △100 △143 △1,500 

定期預金の払戻による収入  163 100 1,580 

有価証券･投資有価証券の取得等による支出  △501 △599 △1,001 

有価証券･投資有価証券の売却等による収入  16 603 26 

固定資産の取得等による支出  △1,023 △598 △1,153 

固定資産の売却等による収入  － 0 0 

投資その他の資産の取得等による支出  △31 △51 △110 

投資その他の資産の売却等による収入  18 23 517 

貸付による支出  △14 － △31 

貸付金の回収による収入  14 0 31 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △1,457 △665 △1,639 

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  219 200 2,419 

短期借入金の返済による支出  △200 △200 △2,419 

自己株式の取得による支出  △21 △7 △34 

配当金の支払額  △457 △611 △458 

財務活動によるキャッシュ・フロー  △459 △619 △493 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  107 △36 286 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額（減少：△）  △1,019 △335 1,649 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  16,721 18,371 16,721 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高  15,702 18,035 18,371 
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中間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 

 連結子会社の数 10 社 

SKK(S)PTE.LTD. SKK(H’K)CO.,LTD. 

SKKAKEN(M)SDN.BHD. SKK CHEMICAL(M)SDN.BHD. 

SK COATINGS SDN.BHD. SIKOKUKAKEN(SHANGHAI)CO.,LTD. 

H.K.SHIKOKU.CO.,LTD. SK KAKEN(THAILAND)CO.,LTD. 

SKK KAKEN(KOREA)CO.,LTD. ベック株式会社 

２．持分法の適用に関する事項 

 子会社はすべて連結しており、また、関連会社もないため、該当事項はありません。 

３．連結子会社の中間決算日等に関する事項 

 子会社のうち、在外子会社の中間決算日は６月30 日となっております。 

 中間連結財務諸表の作成にあたっては各社の中間決算日の中間財務諸表を使用し、中間連結決算

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。 

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 

① 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 
中間決算日の市場価格等に基づく時価法を採用しております。（評価差額は全部純資産直

入法により処理し、売却原価は総平均法により算定しております。） 
時価のないもの 

総平均法による原価法を採用しております。 
② たな卸資産 

商品･製品･原材料･仕掛品･貯蔵品 

 当社は総平均法による原価法、また、在外子会社は主として移動平均法による低価法を採用

しております。 

未成工事支出金 

 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方法 

① 有形固定資産 

 当社及び国内子会社は定率法（ただし、平成 10 年４月１日以降に取得した建物（附属設備を

除く）は定額法）を採用し、在外子会社は定額法を採用しております。 

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 

建物及び構築物    31～38 年 

機械装置及び運搬具  ９～12 年 

② 無形固定資産 

 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）に基づいてお

ります。 

(3) 重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

 売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については主として貸倒実績率により、

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。 

② 賞与引当金 

 従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当中間連結会計期間に帰属する部分を計

上しております。 
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③ 役員賞与引当金 

 当社は役員賞与の支出に備えて、当連結会計年度における支給見込額の当中間連結会計期間負

担額を計上しております。 
（会計方針の変更） 
当中間連結会計期間より、「役員賞与に関する会計基準」（企業会計基準第４号 平成17 年11
月 29 日）を適用しております。これにより営業利益、経常利益及び税金等調整前中間純利益
は、それぞれ 22 百万円減少しております。なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所
に記載しております。 

④ 製品保証引当金 
 製品のアフターサービス又はクレームに備えるため､過去の実績比率に基づき当中間連結会計

期間の必要見込額を計上しております。 
⑤ 債務保証損失引当金 
 債務保証に係る損失に備えるため、被保証先の財政状態等を勘案し、必要見込額を計上してお

ります。 
⑥ 退職給付引当金 

 当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及び年金資産

の見込額に基づき、当中間連結会計期間末において発生していると認められる額を計上しており

ます。 

 数理計算上の差異は、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ます。 

⑦ 役員退職慰労引当金 

 当社は役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規による当中間連結会計期間末必要額を計上

しております。 

(4) 重要なリース取引の処理方法 

 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ます。 

(5) その他中間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．中間連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 
 中間連結キャッシュ・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

引日から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。 
 

中間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 

（貸借対照表の純資産の部の表示関する会計基準） 

当中間連結会計期間より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５
号 平成 17 年 12 月９日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企

業会計基準適用指針第８号 平成 17 年 12 月９日）を適用しております。 

これまでの資本の部の合計に相当する金額は42,311 百万円であります。 
なお、当中間連結会計期間における中間連結貸借対照表の純資産の部については、中間連結財務諸

表規則の改正に伴い、改正後の中間連結財務諸表規則により作成しております。 

表示方法の変更 

（中間連結損益計算書） 

 前中間連結会計期間において区分掲記しておりました「固定資産除却損」（当中間連結会計期間３

百万円）は営業外費用の100 分の 10 以下となったため、当中間連結会計期間より「雑損失」に含め

て表示しております。 
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注記事項 
（中間連結貸借対照表関係） （単位 百万円） 

前中間連結会計期間末 

（平成17年９月30日現在） 

当中間連結会計期間末 

（平成18年９月30日現在） 

前連結会計年度末 

（平成18年３月31日現在） 

※１ 工事保証の担保として供し

ている資産 

  定期預金      15 

（Ｓ＄222,500、Ｍ＄20,000） 

１   ─────── ※１ 工事保証の担保として供し

ている資産 

  定期預金      47 

（Ｓ＄659,613、Ｍ＄20,673） 

 ２ 受取手形割引高     56  ２ 受取手形割引高     48  ２ 受取手形割引高     77 

３   ─────── ３ 偶発債務 

 債務保証 

 当社の得意先の三井物産ソル

ベントコーティング㈱に対し、当

社特約店債権の回収不能につい

て、債務保証を行っております。 

 相手先及び金額は次のとおり

であります。 

 大和塗料㈱他     234 

３   ─────── 

※４   ─────── ※４ 中間連結会計期間末満期手

形 

 中間連結会計期間末満期手形

の会計処理については、当中間連

結会計期間の末日は金融機関の

休日でしたが、満期日に決済が行

われたものとして処理しており

ます。当中間連結会計期間末日満

期手形の金額は次のとおりであ

ります。 

  受取手形        878 

※４   ─────── 
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（中間連結損益計算書関係） （単位 百万円） 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※１ 販売費及び一般管理費のう

ち主要な費目及び金額は次の

とおりであります。 

※１ 販売費及び一般管理費のう

ち主要な費目及び金額は次の

とおりであります。 

※１ 販売費及び一般管理費のう

ち主要な費目及び金額は次の

とおりであります。 

運賃 795 運賃 813 運賃 1,618 

給与手当 1,395 給与手当 1,520 給与手当 3,185 

賞与引当金繰入額 497 賞与引当金繰入額 551 賞与引当金繰入額 614 

退職給付引当金繰入額 60 退職給付引当金繰入額 58 退職給付引当金繰入額 125 

役員退職慰労引当金繰入額 12 役員退職慰労引当金繰入額 36 役員退職慰労引当金繰入額 24 

貸倒引当金繰入額 19 役員賞与引当金繰入額 22 貸倒引当金繰入額 56 

※２   ───── ※２ 減損損失 

当中間連結会計期間におい
て、事業の用に直接供してい
ない遊休資産等について個別
に判断し、以下の遊休資産に
ついて減損損失を計上しまし
た。 

※２   ───── 

  
場所 用途 種類 その他 

福島市 
他１ヶ所 

遊休地 土地 － 

  

   

  当社は、時価の下落した将来の

使用が見込まれていない遊休資

産について、帳簿価額を回収可能

価額まで減額し、減損損失（８百

万円）として特別損失に計上して

おります。 

 なお、回収可能価額は、正味売

却価額により測定し、公示価格等

により評価しております。 
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（中間連結株主資本等変動計算書関係） 
当中間連結会計期間（自 平成 18 年４月１日 至 平成 18 年９月30 日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 （千株） 

 前連結会計年度末
株式数 

当中間連結会計期
間増加株式数 

当中間連結会計期
間減少株式数 

当中間連結会計期
間末株式数 

発行済株式     

  普通株式 15,673 － － 15,673 

合計 15,673 － － 15,673 

自己株式     

  普通株式（注） 368 2 － 370 

合計 368 2 － 370 

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加２千株は、単元未満株式の買取により増加であります。 
 

２．配当に関する事項  

 配当金支払額  

（決議） 

株式の種類 
配当金の
総額 

（百万円） 

１株当た
り配当額 
（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年６月29日

定時株主総会 
普通株式 612 40 平成18年３月31日 平成18年６月29日 

 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） （単位 百万円） 

前中間連結会計期間末 

（平成17年９月30日現在） 

当中間連結会計期間末 

（平成18年９月30日現在） 

前連結会計年度末 

（平成18年３月31日現在） 

現金及び現金同等物の中間期末

残高と中間連結貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係 

現金及び現金同等物の中間期末

残高と中間連結貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係 

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 

 現金及び預金勘定 17,217   現金及び預金勘定 19,581   現金及び預金勘定 19,871  

 有価証券勘定 610   有価証券勘定 203   有価証券勘定 604  

 
預入期間が３ヵ月を 

超える定期預金 
△1,515   

預入期間が３ヵ月を 

超える定期預金 
△1,543   

預入期間が３ヵ月を 

超える定期預金 
△1,500  

 国債・地方債等 △602   当座借越 △2   国債・地方債等 △601  

 
投資事業組合に対す

る投資額 
△7   社債 △199   

投資事業組合に対す

る投資額 
△2  

 現金及び現金同等物 15,702   
投資事業組合に対す

る投資額 
△3   現金及び現金同等物 18,371  

     現金及び現金同等物 18,035      
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（セグメント情報） 

１．事業の種類別セグメント情報 

前中間連結会計期間（自平成 17年４月１日 至平成17年９月30日） （単位 百万円）

 
建築仕上 

塗 材 
耐火断熱 

その他の 

事 業 
計 

消 去 

又は全社 
連 結 

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 21,611 996 978 23,587 － 23,587 

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
－ － 10 10 (10) － 

計 21,611 996 989 23,598 (10) 23,587 

営業費用 18,197 939 1,010 20,148 819 20,968 

営業利益（損失：△） 3,413 56 △20 3,449 (830) 2,618 

       
 

当中間連結会計期間（自平成 18年４月１日 至平成18年９月30日） （単位 百万円）

 
建築仕上 

塗 材 
耐火断熱 

その他の 

事 業 
計 

消 去 

又は全社 
連 結 

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 23,815 1,588 1,100 26,503 － 26,503 

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
－ － 13 13 (13) － 

計 23,815 1,588 1,113 26,516 (13) 26,503 

営業費用 20,181 1,456 1,120 22,759 888 23,648 

営業利益（損失：△） 3,633 131 △7 3,757 (901) 2,855 

       
 
前連結会計年度（自平成 17 年４月１日 至平成 18 年３月 31 日） （単位 百万円）

 
建築仕上 

塗 材 
耐火断熱 

その他の 

事 業 
計 

消 去 

又は全社 
連 結 

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 45,362 2,705 2,056 50,124 － 50,124 

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
－ － 29 29 (29) － 

計 45,362 2,705 2,085 50,154 (29) 50,124 

営業費用 38,139 2,496 2,134 42,771 1,573 44,344 

営業利益（損失：△） 7,222 209 △49 7,382 (1,602) 5,780 
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（注）１．事業区分は、製品の種類・性質・用途の類似性を考慮して区分しております。 

   ２．各事業の主要な製品等 

事業区分 主要製品 

建築仕上塗材事業 有機無機水系塗材、合成樹脂塗料、無機質系塗料、無機質建材及び特殊
仕上工事 

耐火断熱事業 断熱材、耐火被覆材、耐火塗料及び耐火断熱工事 

その他の事業 各種化成品、洗浄剤等 

   ３．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 

 
前中間連結
会計期間 

当中間連結
会計期間 

前連結会計
年度 

主な内容 

消去又は全社の項目に
含めた配賦不能営業費
用の金額（百万円） 

832 903 1,628 
親会社の本社管理部門及
び埼玉工場に係る費用等 

   ４．会計方針の変更（当中間連結会計期間） 

「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４．(3）③に記載のとおり、当中間

連結会計期間より「役員賞与に関する会計基準」（企業会計基準第４号 平成17年 11 月29日）

を適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、「消去又は全社」の

営業費用は 22 百万円増加し、営業利益が同額減少しております。 

 

２．所在地別セグメント情報 

前中間連結会計期間（自平成17年４月１日 至平成17年９月30日） （単位 百万円）

 日本 アジア 計 消去又は全社 連結 

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 21,475 2,111 23,587 － 23,587 

(2）セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
706 307 1,013 (1,013) － 

計 22,182 2,418 24,600 (1,013) 23,587 

営業費用 18,709 2,436 21,146 (177) 20,968 

営業利益（損失：△） 3,472 △17 3,454 (835) 2,618 

      
 

当中間連結会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日） （単位 百万円）

 日本 アジア 計 消去又は全社 連結 

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 23,167 3,335 26,503 － 26,503 

(2）セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
917 278 1,196 (1,196) － 

計 24,085 3,614 27,699 (1,196) 26,503 

営業費用 20,467 3,440 23,908 (260) 23,648 

営業利益 3,617 173 3,790 (935) 2,855 
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前連結会計年度（自平成17年４月１日 至平成18年３月31日） （単位 百万円）

 日本 アジア 計 消去又は全社 連結 

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 44,495 5,629 50,124 － 50,124 

(2）セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
1,536 687 2,224 (2,224) － 

計 46,032 6,317 52,349 (2,224) 50,124 

営業費用 38,825 6,105 44,930 (586) 44,344 

営業利益 7,206 211 7,418 (1,638) 5,780 

      
（注）１．地域は、地理的近接度により区分しております。 

   ２．アジアに属する地域はシンガポール、マレーシア、香港、中国及びタイ及び韓国であります。 

   ３．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 

 
前中間連結
会計期間 

当中間連結
会計期間 

前連結会計
年度 

主な内容 

消去又は全社の項目に
含めた配賦不能営業費
用の金額（百万円） 

832 903 1,628 
親会社の本社管理部門及
び埼玉工場に係る費用等 

   ４．会計方針の変更（当中間連結会計期間） 

「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４．(3）③に記載のとおり、当中間

連結会計期間より「役員賞与に関する会計基準」（企業会計基準第４号 平成17年 11 月29日）

を適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、「日本」の営業費用

は 22百万円増加し、営業利益が同額減少しております。 

 

３．海外売上高 

    （単位 百万円）

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日）  

アジア 計 アジア 計 アジア 計 

Ⅰ 海外売上高 2,346 2,346 3,540 3,540 6,104 6,104 

Ⅱ 連結売上高 － 23,587 － 26,503 － 50,124 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売

上高の割合 
9.9％ 9.9％ 13.4％ 13.4％ 12.2％ 12.2％ 

（注）１．地域は、地理的近接度により区分しております。 

   ２．アジアに属する主な地域は東アジア、東南アジア及び中東諸国であります。 

   ３．海外売上高は当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 
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（リース取引関係） 
ＥＤＩＮＥＴによる開示を行うため記載を省略しております。 
 

（有価証券関係） 
 
前中間連結会計期間末 （平成17 年９月30 日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの （単位 百万円）

 取得原価 中間連結貸借対照表計上額 差額 

(1)株式 12 47 35 

(2)債券    

 ①国債･地方債等 600 602 2 

 ②社債 348 380 32 

(3)その他 764 726 △  37 

合計 1,724 1,757 32 

 

２．時価評価されていない主な有価証券 （単位 百万円）

 中間連結貸借対照表計上額 

その他有価証券  

非上場株式 2 

（注）時価の下落率が 30％以上の場合には、回復する見込があると認められる場合を除き、減損処理しており

ます。なお、当中間連結会計期間において、該当事項はありません。 

 
当中間連結会計期間末 （平成18 年９月30 日現在） 

１．その他有価証券で時価のあるもの （単位 百万円）

 取得原価 中間連結貸借対照表計上額 差額 

(1)株式 12 45 33 

(2)債券    

  社債 947 981 34 

(3)その他 1,253 1,175 △  77 

合計 2,212 2,202 △   9 

 

２．時価評価されていない主な有価証券 （単位 百万円）

 中間連結貸借対照表計上額 

その他有価証券  

非上場株式 2 

（注）時価の下落率が 30％以上の場合には、回復する見込があると認められる場合を除き、減損処理しており

ます。なお、当中間連結会計期間において、該当事項はありません。 
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前連結会計年度末 （平成 18 年３月 31 日現在） 
１．その他有価証券で時価のあるもの （単位 百万円）

  取得原価 
連結貸借対照表計

上額 
差額 

(1)株式 12 58 46 

(2)債券    

 ①国債･地方債等 600 601 1 

 ②社債 347 382 35 

(3)その他 － － － 

連結貸借対照表計

上額が取得価格を

超えるもの 

小計 959 1,042 82 

(1)株式 0 0 － 

(2)債券    

 ①国債･地方債等 － － － 

 ②社債 － － － 

(3)その他 1,256 1,197 △58 

連結貸借対照表計

上額が取得価格を

超えないもの 

小計 1,256 1,197 △58 

合計  2,216 2,240 24 

（注）時価の下落率が 30％以上の場合には、回復する見込があると認められる場合を除き、減損処理しており

ます。なお、当連結会計年度末において、該当事項はありません。 

 

２．時価評価されていない主な有価証券 （単位 百万円）

 連結貸借対照表計上額 

その他有価証券  

非上場株式 2 

 
（デリバティブ取引関係） 

ＥＤＩＮＥＴによる開示を行うため記載を省略しております。 
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生産、受注及び販売の状況 
 

(1）生産実績 

当中間連結会計期間の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 百万円） 

事業の種類別セグメントの名称 
当中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前年同期比 

建築仕上塗材事業 24,109 110.1 ％ 

耐火断熱事業 1,992 186.7 

その他の事業 1,026 115.2 

合計 27,127 113.7 

（注）１．金額は販売価格によっております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

３．上記の金額には、特殊仕上工事及び耐火断熱工事の施工実績を含めております。 

 

(2）受注状況 

 当社グループの製品は受注から納品までの期間が非常に短いため、受注残高はほとんどなく、

受注高も販売実績と大きな差異はないので、受注高ならびに受注残高については記載を省略して

おります。 

 

(3）販売実績 

当中間連結会計期間の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 百万円） 

事業の種類別セグメントの名称 
当中間連結会計期間 

（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前年同期比 

建築仕上塗材事業 23,815 110.2 ％ 

耐火断熱事業 1,588 159.4 

その他の事業 1,100 112.4 

合計 26,503 112.4 

（注）１．セグメント間の取引については相殺消去しております。 

２．総売上の10％以上を占める販売先はありません。 

３．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 


