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１．平成20年３月期の連結業績（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

(1）連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年３月期 24,684 △1.6 170 △55.9 506 △33.1 △244 －

19年３月期 25,077 △1.3 385 △15.0 756 △2.7 323 △39.9

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

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

20年３月期 △11 72 －  △0.8 1.4 0.7

19年３月期 16 76 －  1.1 2.1 1.5

（参考）持分法投資損益 20年３月期 4百万円 19年３月期 10百万円

(2）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

20年３月期 36,321 29,621 80.7 1,518 79

19年３月期 35,401 30,679 85.8 1,573 39

（参考）自己資本 20年３月期 29,294百万円 19年３月期 30,365百万円

(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

百万円 百万円 百万円 百万円

20年３月期 3,590 △25 △337 6,157

19年３月期 △270 △1,303 △384 2,930

２．配当の状況

１株当たり配当金 配当金
総額
(年間)

配当性向
（連結）

純資産
配当率
（連結）（基準日）

第１
四半期末

中間期末
第３

四半期末
期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

19年３月期 －  10 00 －  10 00 20 00 387 119.3 1.3

20年３月期 －  7 50 －  7 50 15 00 290 － 1.0

21年３月期（予想） －  7 50 －  7 50 15 00 － 80.4 －

３．平成21年３月期の連結業績予想（平成20年４月１日～平成21年３月31日）

（％表示は、通期は対前期、第２四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第２四半期連結
累計期間

13,700 5.6 250 110.1 460 65.5 280 － 13 40

通期 26,000 5.3 420 147.0 755 49.2 390 － 18 66
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４．その他

(1）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）　無

(2）連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本となる重要な

事項の変更に記載されるもの）

①　会計基準等の改正に伴う変更　有

②　①以外の変更　　　　　　　　無

（注）詳細は、19ページ「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」をご覧ください。

(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） 20年３月期 22,000,000株 19年３月期 22,000,000株

②　期末自己株式数 20年３月期 2,711,730株 19年３月期 2,700,351株

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、29ページ「１株当たり情報」をご覧

ください。

（参考）個別業績の概要

１．平成20年３月期の個別業績（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

(1）個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年３月期 22,573 △1.8 10 △94.7 421 △34.6 △244 －

19年３月期 22,994 △1.4 199 △17.0 644 △4.9 305 △61.9

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

円 銭 円 銭

20年３月期 △12 61 －  

19年３月期 15 76 －  

(2）個別財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

20年３月期 34,768 28,700 82.5 1,480 53

19年３月期 33,751 29,770 88.2 1,535 59

（参考）自己資本 20年３月期 28,700百万円 19年３月期 29,770百万円

２．平成21年３月期の個別業績予想（平成20年４月１日～平成21年３月31日）

（％表示は、通期は対前期、第２四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第２四半期累計
期間

12,600 5.9 150 240.9 400 63.3 250 － 12 90

通期 24,000 6.3 260 － 670 59.1 340 － 17 54

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

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、不確定要素が内在して

おります。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結果となる可能性があります。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

  当連結会計年度におけるわが国の経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発した世界同時株安進行と、国際

金融市場の混乱、米欧の景気暗転に加えて、原油、穀物価格の高騰を受け、景況悪化が顕著となりました。特に、２

年半振りの円高による自動車、電気機械産業等の海外展開型企業の苦戦、内需依存型企業の原材料コスト増の価格転

嫁難を原因とする業績悪化が目立ってきております。加えて耐震偽装問題を受けて施行された改正建築基準法の制度

的混乱による住宅着工戸数の大幅減少、国内新車販売台数（軽自動車を除く）の５年連続での減少等、個人消費も停

滞傾向となり、景気下振れ、先行き不透明感が強まっております。

  塗料業界においては、建築・外装、自動車補修、金属製品、木工製品等の需要は低調に推移する一方、自動車、船

舶・構造物等の分野における需要が比較的好調で、総出荷量は横ばいながら、出荷金額ベースでは前年を若干上回り

ました。

このような状況下、当社グループは、人、技術、設備、資金等の経営資源を活用し、変動する市場に対応する製品

の開発、販売を進める等、売上増進に努めましたが、当連結会計年度の売上は、遺憾ながら246億84百万円（前年同期

比1.6％減）となりました。

  一方収益面では、原材料高騰に対応して生産効率の向上、社内コストの削減を進めるとともに、一部の製品価格の

修正を行いましたが、原料値上り分を十分に吸収できず、また、税制改正に伴う減価償却費の増加等の要因で経常利

益は５億６百万円（前年同期比33.1％減）となりました。さらに役員退職金支払い等の要因によって当期純損失２億

44百万円を計上するに至りました。

  製品分野別の売上につきましては、車両用塗料分野においては、2010年の2000年比ＶＯＣ排出削減30％という数値

目標の達成を見据え、ＰＲＴＲ対応型のエコシンナーを使用し、ＶＯＣ排出50％削減が可能な「プロタッチハイソリッ

ド仕様」、ＰＲＴＲ対応型のハイソリッドクリヤー「マルチトップハイクリヤー」等の環境対応商品の拡販を図りま

した。また、工業用塗料分野では、Ｖ.Ｏ.Ｃ.フリーの粉体塗料「タフロック」、ドライラミネート用接着剤「アド

ロック」等の需要が増加しました。一方、建築用塗料分野及び家庭用塗料分野では、鉛・クロムフリー化に対応した

変性エポキシサビ止メ「サビカット」、弱溶剤二液型ＮＡＤシリコンウレタン樹脂塗料「ユメロック」、ヒートアイ

ランド現象に対応した高反射塗料「シャネツロック」、新しく上市した高性能を保持したままで作業性の優れた、弱

溶剤一液架橋型ＮＡＤウレタン樹脂塗料「ダイナロックⅢ」等の需要が増加しました。

 このように、各製品分野で売上増加に努め、来期にもつながる成果をみましたが、遺憾ながら売上高全体では減少

となりました。

次期の見通しにつきましては、連結売上高260億円、連結営業利益４億20百万円、 連結経常利益７億55百万円、連

結当期純利益３億90百万円を見込んでおります。
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(2）財政状態に関する分析

 ①　資産、負債及び純資産の状況

 　当連結会計年度末の総資産は前連結会計年度末に比べ９億20百万円（2.6％増）増加し、363億21百万円となりま

した。

 流動資産は、前連結会計年度末に比べ23億78百万円（15.7％増）増加し、175億42百万円となりました。主な増加

要因は、現金及び預金が32億27百万円増加したこと等によるものです。

 固定資産は、前連結会計年度末に比べ14億58百万円（7.2％減）減少し、187億79百万円となりました。主な減少

要因は、投資有価証券が時価評価に伴い8億30百万円減少したこと等によるものです。

当連結会計年度末の負債の合計は、前連結会計年度末に比べ19億78百万円（41.9％増）増加し、67億円となりま

した。主な増加要因は、買掛金が18億95百万円増加したこと等によるものです。

当連結会計年度末の純資産の合計は、前連結会計年度末に比べ10億58百万円（3.5％減）減少し、296億21百万円

となりました。主な減少要因は、連結剰余金が5億77百万円減少したこと等によるものです。

 この結果、自己資本比率は、前連結会計年度末の85.8％から80.7％となり5.1％低下しました。

 ②　キャッシュ・フローの状況

 当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比べ32億27百万

円増加し、当連結会計年度末には61億57百万円となりました。

 当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりです。

　　 （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、前連結会計年度に比べ38億61百万円増加し、35億90百万円となりました。こ

れは主に、税金等調整前当期純損失が2億19百万円計上されたものの、役員退職慰労引当金の増加が1億７百万円、

仕入債務の増加が18億95百万円、売上債権の減少が11億74百万円あったこと等によるものです。

（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、前連結会計年度に比べ12億77百万円減少し、25百万円となりました。これは

主に、有形固定資産の取得による支出が1億19百万円、貸付による支出が74百万円、有形固定資産の売却による収

入が52百万円あったこと等によるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果使用した資金は、前連結会計年度に比べ47百万円減少し、3億37百万円となりました。これは主

に、配当金の支払によるものです。

 

 

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

平成16年３月期 平成17年３月期 平成18年３月期 平成19年３月期 平成20年３月期

自己資本比率（％） 84.2 84.3 85.2 85.8 80.7

時価ベースの自己資本比率

（％）
45.6 48.3 57.6 49.6 27.3

キャッシュ・フロー対有利子

負債比率（年）
－ － － － －

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍）
－ － － － －

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

 キャッシュ・フロー対有利子負債比率：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 

（注１）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。

（注２）株式時価総額は、自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。

 （注３）有利子負債及び利払いはありませんので、キャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレスト・カバレッ

ジ・レシオについては記載しておりません。
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(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

 当社は、株主への利益還元を最重要政策のひとつと考えており、昭和27年会社設立以来、普通配当金１株当たり年間

15円を安定配当として実施、平成18年３月期より年間20円としてまいりました。

 しかしながら、当期においては売上の停滞、原材料の高騰及び役員退職慰労引当金の計上等により損失を計上したた

め、当初予定しておりました利益配分の達成は難しいと判断するに至りました。

 そのため遺憾ながら、当期の期末配当は、１株当たり７円50銭とさせていただく予定です。

 また、次期の配当につきましては、財政状態、経営成績及び内部留保を総合的に勘案したうえで決定いたしますが、

できる限り上記基本方針を堅持したく考えております。

(4）事業等のリスク

当社グループの経営成績、株価及び財務状況等に影響を及ぼす可能性のあるリスクには以下のものがあります。

なお、文中における将来に関する事項は本決算発表日（平成20年５月15日）現在において判断したものであります。

（原材料価格の変動） 

当社グループにおいて主要な原材料は、石油化学製品であり、産油国の政治経済情勢や主要消費国の景気動向が

原材料価格に大きな影響を与えており、購入価格の変動をすぐに製品価格に転嫁できるとは限らないため、当社グ

ループの業績及び財務状況等に影響を及ぼす可能性があります。

（公的規制） 

 製品の性質上、Ｖ.Ｏ.Ｃ.排出規制やホルムアルデヒド規制、産業廃棄物規制等の環境・化学物質関連の法規制の

適用を受けており、これらの法規制の遵守を怠った場合は、当社グループの活動が制限される可能性があります。

（災害の発生） 

当社グループの工場は、危険物を取扱っており、大きな災害事故の発生は社会的信用失墜ばかりでなく、保険で

填補できない補償費用や操業停止による損失等が発生し、当社グループの業績及び財務状況等に影響を及ぼす可能

性があります。 

（ＩＴリスク） 

当社グループでは、コンピュータによる多くの情報システムを運用しており、情報の消失や漏洩、システム障害、

回線障害等の影響を受ける可能性があります。

（債権管理） 

当社グループにおいては、製品・商品を取引先に供給するに際して、顧客の財務内容等に注意しておりますが、

状況によっては債権が貸倒れになる可能性があります。

（法令違反） 

社員の行動や誤った判断により信用失墜を招く危険性があります。コンプライアンス規程により行動規範を定め、

日常業務の中で法令順守の徹底、指導及び注意を喚起しております。
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２．企業集団の状況
 

 
得 意 先 

◎  ロ ッ ク 商 事 ㈱ 
[  当  社  ] 

ロ ッ ク ペ イ ン ト ㈱ 
◆バルスパーロック㈱ 

販売 

販売 

提出会社 
塗料及び 
塗装関連商品販売会社 

販売 販売 販売 

食品缶用塗料販売 

販売 

◎関東ロックペイント㈱ 
◎九州ロックペイント㈱ 

販売 製造加工 

加工委託 

塗料製造・加工会社 

★その他塗料販売会社 ２社 

販売 

塗料販売会社 

▼ 辻 不動産㈱ 

不動産賃貸管理会社 

★ロックペイント 
タイランド（株） 

目下休眠中 

◎ 連結子会社 
◆ 持分法適用関連会社 
★ 持分法非適用非連結子会社 
▼ その他の関係会社 

販売 

社宅等の賃貸 

 

３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

 　当社は、創業以来「高品質の塗料を適正価格で提供する」ことを基本に、たゆみない技術開発と着実な営業努力を

積み重ね、常に無借金体制を基本とした堅実で安定した経営を行ってまいりました。

 　そうした経営基盤の背景には「機械に出来ることは機械に任せ、社員には人間本来の能力、創造力を大いに発揮し

てもらう」との経営理念に基づいた省力化、合理化さらには効率化の徹底した追求があります。

 　そのために、常に最新の設備の導入や、生産性を高めるシステム化を実施し、事務関係におけるコンピューター化、

オンライン化も率先して進めてきました。

 　こうしたチャレンジ精神のもとに、市場における情報力を高め、「車両用塗料」、「建築用塗料」、「工業用塗料」、

「家庭用塗料」の４本柱を中心に、常にマーケットニーズに合致した製品開発を推し進めております。

 地球環境問題は、年々その重要性を増しており、今後も、人と環境にやさしい塗料づくりを目指して、ハード、ソ

フトの両面から一層の充実を図り、色彩提供産業の一員としての役割を果たしてまいりたいと考えております。
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(2）中長期的な会社の経営戦略

 当社は，健全な財務体質の維持，向上を図りつつ，企業の永続的な発展を目指しております。　　　

日々、技術革新が進む中、新たな製品づくりの研究、開発に傾注すると共に、更なる生産性、効率化を求めて、各

部門でコンピューター化、自動化を導入し、更に改善してまいります。

 対外的には、電子商取引の普遍化に伴い、ＩＴ情報化による諸情報の提供システムを完成させましたが、中味の更

なる充実を行い、取引先各位への便宜性向上に努める所存です。

 また、製造・研究開発分野においては、環境保全に取り組む姿勢を確固たるものにし、資源・エネルギーの保存と

有効利用を積極的に行い、環境リスクを軽減させるために、水系化、ハイソリッド化、粉体化に向けた製品開発及び

製造、拡販を進めつつ、自然保護と景観の維持、創出に邁進いたします。

 営業面では、販売拠点拡充に努めるとともに、従来からのユーザーはもちろん、新規ユーザーとの繋がりを強める

べく塗装セミナー室の増設を進め、製品の性能や品質、機能に関する要望をいち早く掴み、新しい製品やサービスの

開発、提供に結び付けて更なる販路の拡大に努めてまいります。

(3）会社の対処すべき課題

今後の見通しとしましては、改正建築基準法施行の影響が収束して行く中で建築関連分野の売上高増加・業績改善

が見込まれます。また、ＢＲＩＣＳ、産油国、資源輸出国等の活況が続くと見られ、年央あたりから国内景気も緩や

かながらも回復が期待されますが、サブプライム問題を背景とするアメリカの景気後退、株式・為替市場の変動、円

高、原油価格の動向等から、景気の下振れリスクが高まっていることに留意する必要があります。

 このような状況の中で当社グループは、内部統制制度スタート元年として経営計画を従前以上に明確に定めるとと

もに、全社員参加の目標管理体制を定着させ、製品分野別の事業部制を強化し、分野別に、顧客満足度の高い新商品

の開発上市、国内の営業拡大に努めるとともに、グローバル戦略の強化に努め、経営全般にわたる効率化を推進し業

績の向上に取り組んでまいります。また、環境対策、コンプライアンス体制を一層強化し、企業の社会的責任（ＣＳ

Ｒ）を果たしていく所存であります。

 ①　車両塗料事業部

 環境問題に対応する、新タイプの水性ベースコート「ネオウォーターベース」の上市に加え下地類を含めた水性

シリーズの充実を図り、環境対応型の次世代型クリヤー「ハイパークリヤー」を上市するとともに、無鉛化を推進

し、更なる環境対応と生産性の向上に努めていきます。また、全国７ケ所の研修センターを活用し、環境塗料対応

セミナー等開催し、積極的に拡販に取り組んでいきます。

②　建築塗料事業部

地球温暖化及び大気汚染等の環境問題に配慮した環境負荷の少ない塗料の開発を積極的に進めてまいります。水

性塗料では、超低臭低ＶＯＣ、低汚染、低温造膜性を向上させた「Ｖ．Ｏ－Ⅱシリーズ」、高性能外装上塗「ビル

ロック」、「ビニロックウレタン」を引き続き拡販してまいります。弱溶剤系塗料については、低臭気で芳香族有

機溶剤が少ない弱溶剤二液型ウレタン塗料「ユメロックシリーズ」に加え、高耐候・超低汚染を達成する弱溶剤二

液型シリコン塗料「ハイパーユメロック」を新発売致します。また、昨秋の上市以来、高い評価を得ている弱溶剤

一液型ウレタン塗料「ダイナロックⅢ」も引き続き積極販売してまいります。

 ③　工業塗料事業部

ＶＯＣ固定排出源として工業塗料ユーザーは、2010年度対応策を加速すると見られ、粉体塗料、水性塗料、ハイ

ソリッド塗料等の品揃えを強化し、一段と販売強化を進めるとともに、顧客のトータルコスト削減に資する提案を

行い、販売シェアー拡大に努めます。

④　家庭塗料事業部 

高耐候性塗料「水性シリコン建物用」、「水性ウレタン建物用」、「油性ウレタン建物用」、サビ止め塗料とし

て高性能エポキシ系サビ止め「強力サビ止め」の更なる販売促進を行い、昨年度、上市した環境にやさしい低ＶＯ

Ｃ塗料「水性多用途」を全国各地の小売店に設置販売を促進し、積極的に拡販に取り組んでいきます。

 

 前期より準備を進めた内部統制制度を全社に定着化させる一方、全工場へのＩＳＯ9001導入を促進し、品質管理

体制を確立し、経営効率、生産性向上、経営資源配分の適正化に努め、企業グループとしての社会的責任の推進、

法令順守、品質管理の徹底を図ります。

また、収益を重視した事業展開を進め経営基盤の充実に努めてまいります。
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４．連結財務諸表
(1）連結貸借対照表

  
前連結会計年度

（平成19年３月31日）
当連結会計年度

（平成20年３月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

（資産の部）         

Ⅰ　流動資産         

１．現金及び預金   3,010   6,237   

２．受取手形及び売掛金 ※２  6,294   5,118   

３．たな卸資産   5,181   5,484   

４．未収還付法人税等   69   61   

５．繰延税金資産   102   131   

６．その他   520   520   

貸倒引当金   △13   △11   

流動資産合計   15,163 42.8  17,542 48.3 2,378

Ⅱ　固定資産         

１．有形固定資産         

(1)建物及び構築物  15,476   15,408    

減価償却累計額  9,713 5,763  10,019 5,388   

(2)機械装置及び運搬具  13,777   13,442    

減価償却累計額  11,756 2,021  11,811 1,630   

(3)土地   7,598   7,596   

(4)建設仮勘定   17   21   

(5)その他  2,219   1,996    

減価償却累計額  1,805 414  1,680 316   

有形固定資産合計   15,814 44.7  14,953 41.2 △861

２．無形固定資産         

(1)ソフトウェア   53   31   

(2)その他   90   86   

無形固定資産合計   143 0.4  117 0.3 △26

３．投資その他の資産         

(1)投資有価証券 ※１  3,056   2,226   

(2)長期貸付金   233   211   

(3)繰延税金資産   57   383   

(4)その他   964   917   

貸倒引当金   △33   △29   

投資その他の資産合計   4,279 12.1  3,708 10.2 △570

固定資産合計   20,237 57.2  18,779 51.7 △1,458

資産合計   35,401 100.0  36,321 100.0 920
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前連結会計年度

（平成19年３月31日）
当連結会計年度

（平成20年３月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１．買掛金   1,882   3,778   

２．未払法人税等   －   19   

３．賞与引当金   233   234   

４．その他   1,029   954   

流動負債合計   3,145 8.9  4,986 13.7 1,841

Ⅱ　固定負債         

１．退職給付引当金   1,528   1,527   

２．役員退職慰労引当金   －   107   

３．繰延税金負債   47   －   

４．その他   －   78   

固定負債合計   1,576 4.4  1,713 4.7 137

負債合計   4,721 13.3  6,700 18.4 1,978

         

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１．資本金   1,100 3.1  1,100 3.0 －

２．資本剰余金   530 1.5  530 1.5 －

３．利益剰余金   29,982 84.7  29,404 81.0 △577

４．自己株式   △2,128 △6.0  △2,137 △5.9 8

　　株主資本合計   29,483 83.3  28,897 79.6 △585

Ⅱ　評価・換算差額等         

１．その他有価証券評価差
額金

  882 2.5  397 1.1 △484

　　評価・換算差額等合計   882 2.5  397 1.1 △484

Ⅲ　少数株主持分   314 0.9  326 0.9 12

純資産合計   30,679 86.7  29,621 81.6 △1,058

負債純資産合計   35,401 100.0  36,321 100.0 920
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(2）連結損益計算書

  
前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減
(百万円)

Ⅰ　売上高   25,077 100.0  24,684 100.0 △392

Ⅱ　売上原価 ※２  20,686 82.5  20,485 83.0 △200

売上総利益   4,391 17.5  4,199 17.0 △191

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※1,2  4,005 16.0  4,029 16.3 23

営業利益   385 1.5  170 0.7 △215

Ⅳ　営業外収益         

１．受取利息  8   12    

２．受取配当金  48   32    

３．受取賃貸料  186   182    

４．受取人件費  106   107    

５．持分法による投資利益  10   5    

６．その他  86 446 1.8 54 393 1.6 △52

Ⅴ　営業外費用         

１．売上割引  31   30    

２．その他  43 75 0.3 27 57 0.2 △17

経常利益   756 3.0  506 2.1  

Ⅵ　特別利益         

１．投資有価証券売却益  14   14    

２．固定資産売却益 ※３ 42   50    

３．役員退職慰労引当金戻
入益

 －   96    

４．貸倒引当金戻入額  0 57 0.2 0 162 0.7 105
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前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減
(百万円)

Ⅶ　特別損失         

１．固定資産売却損 ※４ 0   8    

２. たな卸資産廃棄損  －   102    

３．固定資産除却損 ※５ 5   26    

４．役員退職慰労金  143   9    

５．役員退職慰労引当金繰
入額

 －   724    

６．貸倒損失  4   －    

７．その他  0 154 0.6 16 888 3.6 733

税金等調整前当期純利益又
は税金等調整前当期純損失
（△）

  658 2.6  △219 △0.9 △878

法人税、住民税及び事業税  204   59    

法人税等調整額  88 292 1.2 △70 △11 △0.0 △303

少数株主利益（控除）   42 0.2  36 0.2 △6

当期純利益又は当期純損失
（△）

  323 1.3  △244 △1.0 △568
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(3）連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日　残高
（百万円）

1,100 530 30,063 △2,126 29,567

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当（注）   △190  △190

剰余金の配当   △190  △190

利益処分による役員賞与（注）   △24  △24

当期純利益   323  323

自己株式の取得    △2 △2

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

     

連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

－ － △81 △2 △83

平成19年３月31日　残高
（百万円）

1,100 530 29,982 △2,128 29,483

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
その他有価証券評価

差額金

平成18年３月31日　残高
（百万円）

991 283 30,841

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当（注）   △190

剰余金の配当   △190

利益処分による役員賞与（注）   △24

当期純利益   323

自己株式の取得   △2

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

△109 30 △78

連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

△109 30 △161

平成19年３月31日　残高
（百万円）

882 314 30,679

 （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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当連結会計年度（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成19年３月31日　残高
（百万円）

1,100 530 29,982 △2,128 29,483

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当   △332  △332

当期純利益   △244  △244

自己株式の取得    △8 △8

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

     

連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

－ － △577 △8 △585

平成20年３月31日　残高
（百万円）

1,100 530 29,404 △2,137 28,897

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
その他有価証券評価

差額金

平成19年３月31日　残高
（百万円）

882 314 30,679

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当   △332

当期純利益   △244

自己株式の取得   △8

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

△484 12 △472

連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

△484 12 △1,058

平成20年３月31日　残高
（百万円）

397 326 29,621
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(4）連結キャッシュ・フロー計算書

  
前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）
増減

(百万円)

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（△損失）  658 △219  

減価償却費  913 982  

退職給付引当金の増減額（減少：△）  △129 △1  

役員退職慰労引当金の増減額（減少：
△）

 － 107  

貸倒引当金の増減額（減少：△）  △8 △5  

賞与引当金の増減額（減少：△）  △3 0  

受取利息及び受取配当金  △57 △44  

持分法による投資損益（利益：△）  △10 △5  

その他流動資産の増減額（増加：△）  △39 15  

投資有価証券評価損  0 1  

投資有価証券売却益  △14 △14  

有形固定資産売却益  △42 △50  

有形固定資産売却損  0 8  

有形固定資産除却損  5 26  

役員賞与の支払額  △27 －  

売上債権の増減額（増加：△）  △913 1,174  

たな卸資産の増減額（増加：△）  △318 △303  

仕入債務の増減額（減少：△）  110 1,895  

未払消費税等の増減額（減少：△）  5 80  

その他流動負債の増減額（減少：△）  2 △96  

その他  34 26  

小計  165 3,580 3,415

利息及び配当金の受取額  57 49  

法人税等の支払額  △493 △39  

営業活動によるキャッシュ・フロー  △270 3,590 3,861
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前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円） 金額（百万円）
増減

(百万円)

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  △0 △0  

定期預金の払出による収入  20 －  

有形固定資産の取得による支出  △1,494 △119  

有形固定資産の売却による収入  43 52  

投資有価証券の取得による支出  △25 △26  

投資有価証券の売却による収入  121 25  

貸付による支出  △6 △74  

貸付金の回収による収入  27 88  

その他の投資による支出  △5 △4  

その他の投資による収入  16 32  

投資活動によるキャッシュ・フロー  △1,303 △25 1,277

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー     

自己株式の取得による支出  △0 △1  

配当金の支払額  △380 △332  

少数株主への配当金の支払額  △3 △3  

財務活動によるキャッシュ・フロー  △384 △337 47

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額  － －  

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額（減少：△）  △1,958 3,227 5,185

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  4,889 2,930 △1,958

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 ※ 2,930 6,157 3,227
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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

 前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１．連結の範囲に関する事項 (1）連結子会社の数　　　　３社

連結子会社の名称

　ロック商事㈱

　関東ロックペイント㈱

　九州ロックペイント㈱

(1）連結子会社の数　　　　３社

連結子会社の名称

同左

　

　

 (2）主要な非連結子会社の名称等

主要な非連結子会社

　ロックペイントタイランド㈱

　他２社

(2）主要な非連結子会社の名称等

　主要な非連結子会社

同左

 

 （連結の範囲から除いた理由）

　非連結子会社は、いずれも小規模であり、

合計の総資産、売上高、当期純損益（持分

に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合

う額）等は、いずれも連結財務諸表に重要

な影響を及ぼしていないためであります。

また、ロックペイントタイランド(株)につ

きましては、休眠中の会社であります。

（連結の範囲から除いた理由）

同左

 

２．持分法の適用に関する事

項

(1）持分法適用の関連会社数　　１社

持分法適用会社の名称

　バルスパーロック㈱

(1）持分法適用の関連会社数　　１社

持分法適用会社の名称

同左

 (2）持分法を適用していない非連結子会社

（ロックペイントタイランド㈱及び他２

社）は、当期純損益（持分に見合う額）

及び利益剰余金（持分に見合う額）等か

らみて、持分法の対象から除いても連結

財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、か

つ、全体としても重要性がないため持分

法の適用範囲から除外しております。

(2）            同左

 (3）持分法適用会社の決算日は、連結決算

日と異なっておりますが、これにつきま

しては、持分法適用会社の事業年度に係

る財務諸表を使用しております。

(3）　　　　　　同左

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項

　全ての連結子会社の事業年度の末日は、

連結決算日と一致しております。

同左

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

(イ）その他有価証券

時価のあるもの

　決算期末日の市場価格等に基づく

時価法（評価差額は全部純資産直入

法により計算し、売却原価は移動平

均法により算定）を採用しておりま

す。

イ　有価証券

(イ）その他有価証券

時価のあるもの

同左

 時価のないもの

　移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

 ロ　たな卸資産

製品・商品・仕掛品・原材料・貯蔵品

　総平均法による原価法

ロ　たな卸資産

製品・商品・仕掛品・原材料・貯蔵品

同左
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 前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

(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

　定率法を採用しております。

　ただし、平成10年４月１日以降に取得

した建物（付属設備を除く）は定額法に

よっております。

　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　　　　　７～40年

機械装置及び車両運搬具　４～15年

イ　有形固定資産

建物（建物附属設備は除く）

(イ)平成10年３月31日以前に取得した

もの

旧定率法によっております。

(ロ)平成10年４月１日から平成19年３

月31日までに取得したもの

旧定額法によっております。

(ハ)平成19年４月１日以後に取得した

もの

定額法によっております。

建物以外

(イ)平成19年３月31日以前に取得した

もの

旧定率法によっております。

(ロ)平成19年４月１日以後に取得した

もの

定率法によっております。

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　　　　　７～40年

機械装置及び車両運搬具　４～15年

（会計方針の変更）

法人税法の改正に伴い、当連結会

計年度より、平成19年４月１日以降

に取得した有形固定資産について、

改正後の法人税法に基づく減価償却

の方法に変更しております。

これにより前連結会計年度と同一の

方法によった場合と比べ、営業利益

が４百万円減少し、税金等調整前当

期純損失が４百万円増加しておりま

す。

（追加情報）

なお、平成19年３月31日以前に取

得したものについては、償却可能限

度額まで償却が終了した翌年から５

年間で均等償却する方法によってお

ります。

　当該変更に伴い、営業利益が96百

万円減少し、税金等調整前当期純損

失が98百万円増加しております。

 ロ　無形固定資産

　定額法を採用しています。

　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。

ロ　無形固定資産

同左
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 前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

(3）重要な引当金の計上基

準

イ　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検討し、回収

不能見込額を計上しております。

イ　貸倒引当金

同左

 ロ　賞与引当金

　従業員に対して支給する賞与の支出に

充てるため、支給見込額に基づき計上し

ております。

ロ　賞与引当金

同左

 ハ　退職給付引当金

　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計上しておりま

す。

　過去勤務債務は、その発生時の従業員

の平均残存勤務期間以内の一定の年数

（５年）による定額法により翌連結会計

年度から費用処理することとしておりま

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

期間以内の一定の年数（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

しております。

ハ　退職給付引当金

同左

(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。

同左

(5）その他連結財務諸表作

成のための重要な事項

消費税等の会計処理

　消費税及び地方消費税の会計処理は、

税抜方式によっております。

消費税等の会計処理

同左

５．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範囲

　手許現金及び要求払い預金のほか、取得

日から３か月以内に満期の到来する定期預

金を計上しております。

同左
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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

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）  ――――――

　当連結会計年度より、「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30,365百万

円であります。

　なお、当連結会計年度における連結貸借対照表の純資産

の部については、連結財務諸表規則の改正に伴い、改正後

の連結財務諸表規則により作成しております。　

 

（役員賞与に関する会計基準） ――――――

　当連結会計年度より、「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当期純

利益は30百万円減少しております。

　

―――――― （役員退職慰労引当金）

 「租税特別措置法上の準備金及び特別法上の引当金または

準備金ならびに役員退職慰労引当金等に関する監査上の取

扱い」（日本公認会計士協会　監査・保証実務委員会報告

第42号）の改正に伴い、当連結会計年度より、役員の退職

慰労金の支出に備えるため、内規による期末要支給額に基

づき役員退職慰労引当金を計上しております。これにより、

当連結会計年度の期首に計上すべき過年度分724百万円につ

いては特別損失に、また当連結会計期間における発生額26

百万円は販売費及び一般管理費に計上しております。
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成19年３月31日）

当連結会計年度
（平成20年３月31日）

※１　非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のと

おりであります。

※１　非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のと

おりであります。

投資有価証券（株式）       247百万円 投資有価証券（株式）        248百万円

※２　連結会計年度末日満期手形の会計処理については、

手形交換日をもって決済処理をしております。　なお、

当連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、

次の連結会計年度末日満期手形が連結会計年度末残高

に含まれております。

受取手形       952百万円

※２　　　　　　　　 ―――――

  

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20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。

給与・賞与・手当      1,322百万円

荷造運搬費 338　〃

広告宣伝費 　 279　〃

賞与引当金繰入額 　 106　〃

退職給付費用 　50　〃

給与・賞与・手当 1,465百万円

荷造運搬費 347　〃

広告宣伝費 　234　〃

賞与引当金繰入額 　 　119　〃

退職給付費用 　　46　〃

※２　一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 ※２　一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

      493百万円         474百万円

※３　固定資産売却益の明細は次のとおりです。 ※３　固定資産売却益の明細は次のとおりです。

土地   42百万円

※４　固定資産売却損の明細は次のとおりです。

車両運搬具   0百万円

土地    50百万円

※４　固定資産売却損の明細は次のとおりです。

機械装置

車両運搬具

工具器具備品

  6百万円

0　〃

2　〃

計 　8  〃

※５　固定資産除却損の明細は次のとおりであります。 ※５　固定資産除却損の明細は次のとおりであります。

建物及び構築物   0百万円

機械装置及び車両運搬具 　1　〃

工具器具備品  3　〃

計 5  〃

建物及び構築物    4百万円

機械装置及び車両運搬具 　　12　〃

工具器具備品  　9　〃

計 　26  〃

ロックペイント㈱　（4621）平成 20 年３月期　決算短信

－ 20 －



（連結株主資本等変動計算書関係）

前連結会計年度（自  平成18年４月１日　至  平成19年３月31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

前連結会計年度末
株式数
（千株）

当連結会計年度
増加株式数
（千株）

当連結会計年度
減少株式数
（千株）

当連結会計年度末
株式数
（千株）

発行済株式

普通株式 22,000 － － 22,000

合計 22,000 － － 22,000

自己株式

普通株式（注） 2,698 2 － 2,700

合計 2,698 2 － 2,700

（注）普通株式の自己株式の増加２千株は、単元未満株式の買取りによる増加０千株及び連結子会社が取得した自己株

式（当社株式）の当社帰属分１千株であります。

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

３．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
（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 190 10 平成18年３月31日 平成18年６月29日

平成18年11月７日

取締役会
普通株式 190 10 平成18年９月30日 平成18年12月８日

（2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成19年６月28日

定時株主総会
普通株式 190 利益剰余金 10 平成19年３月31日 平成19年６月29日
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当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31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

前連結会計年度末
株式数
（千株）

当連結会計年度
増加株式数
（千株）

当連結会計年度
減少株式数
（千株）

当連結会計年度末
株式数
（千株）

発行済株式

普通株式 22,000 － － 22,000

合計 22,000 － － 22,000

自己株式

普通株式（注） 2,700 11 － 2,711

合計 2,700 11 － 2,711

（注）普通株式の自己株式の増加11千株は、単元未満株式の買取りによる増加１千株及び連結子会社が取得した自己株

式（当社株式）の当社帰属分９千株であります。

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

３．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
（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成19年６月28日

定時株主総会
普通株式 190 10 平成19年３月31日 平成19年６月29日

平成19年11月９日

取締役会
普通株式 142 7.5 平成19年９月30日 平成19年12月10日

（2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議
株式の種類

配当金の総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成20年６月27日

定時株主総会
普通株式 142 利益剰余金 7.5 平成20年３月31日 平成20年６月30日

（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18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20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19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20年３月31日現在）

 （百万円）

現金及び預金勘定 3,010

預入期間が３か月を超える

定期預金
△80

現金及び現金同等物 2,930

 （百万円）

現金及び預金勘定 6,237

預入期間が３か月を超える

定期預金
△80

現金及び現金同等物 6,157
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（リース取引関係）

　決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。

（有価証券関係）

前連結会計年度（平成19年３月31日）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 種類 取得原価（百万円）
連結貸借対照表計上
額（百万円）

差額（百万円）

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの

(1）株式 1,136 2,622 1,485

(2）債券 － － －

(3）その他 － － －

小計 1,136 2,622 1,485

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの

(1）株式 － － －

(2）債券 － － －

(3）その他 － － －

小計 － － －

合計 1,136 2,622 1,485

２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

売却額（百万円） 売却益の合計額（百万円） 売却損の合計額（百万円）

121 14 －

３．時価評価されていない主な有価証券の内容

 連結貸借対照表計上額（百万円）

(1）その他有価証券  

非上場株式 186

４．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額

　該当するものはありません。

　（注）　当社グループは、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、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うこととしております。なお、当連結会計年度においては、該当するその他有価

証券はありませんでしたので、投資有価証券の評価損は、計上しておりません。
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当連結会計年度（平成20年３月31日）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 種類
取得原価
（百万円）

連結貸借対照表計上
額（百万円）

差額
（百万円）

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの

(1）株式 819 1,529 709

(2）債券 － － －

(3）その他 － － －

小計 819 1,529 709

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの

(1）株式 305 265 △40

(2）債券 － － －

(3）その他 － － －

小計 305 265 △40

合計 1,125 1,794 669

２．当連結会計年度に売却したその他有価証券

売却額（百万円） 売却益の合計額（百万円） 売却損の合計額（百万円）

25 14 －

３．時価評価されていない主な有価証券の内容

 連結貸借対照表計上額（百万円）

(1）その他有価証券  

非上場株式 183

４．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額

　該当するものはありません。

　（注）　当社グループは、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、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うこととしております。なお、当連結会計年度においては、その他有価証

券で時価評価されていない非上場株式について１百万円減損処理を行っております。

（デリバティブ取引関係）

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

当社グループは、デリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。

当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

当社グループは、デリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。
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（退職給付関係）

１．採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として適格退職年金制度及び退職一時金制度を設けております。また、連結子会社に

ついては、退職一時金制度のみ設けております。なお、適格退職年金制度は、昭和39年５月から設けております。

２．退職給付債務に関する事項

  前連結会計年度
（平成19年３月31日）

当連結会計年度
（平成20年３月31日）

 (1）退職給付債務（百万円） △1,638 △1,629  

 (2）年金資産（百万円） 98 82  

 (3）未積立退職給付債務(1）＋(2）（百万円） △1,540 △1,547  

 (4）会計基準変更時差異の未処理額（百万円） － －  

 (5）未認識数理計算上の差異（百万円） 86 58  

  (6）未認識過去勤務債務（債務の減額）（百万円） △75 △37  

 (7）連結貸借対照表計上額純額(3）＋(4）+(5）＋(6）（百万円） △1,528 △1,527  

 (8）前払年金費用（百万円） － －

 (9）退職給付引当金(7）－(8）（百万円） △1,528 △1,527  

（注）全ての連結子会社は、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。

３．退職給付費用に関する事項

 
前連結会計年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

退職給付費用（百万円） 123 105  

(1）勤務費用（百万円）（注） 114 98  

(2）利息費用（百万円） 31 28  

(3）期待運用収益（百万円） △2 △2  

(4）会計基準変更時差異の費用処理額（百万円） － －  

(5）数理計算上の差異の費用処理額（百万円） 18 18  

(6）過去勤務債務の費用処理額（百万円） △37 △37  

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

ロックペイント㈱　（4621）平成 20 年３月期　決算短信

－ 25 －



４．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19年３月31日）
当連結会計年度

（平成20年３月31日）

(1）退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 期間定額基準

(2）割引率（％） 2.0 2.0

(3）期待運用収益率（％） 3.0 3.0

(4）過去勤務債務の処理年数（年）  ５  ５

(5）数理計算上の差異の処理年数（年）  ５

定額法により翌連結会計年度か

ら費用処理

 ５

定額法により翌連結会計年度か

ら費用処理

(6）会計基準変更時差異の処理年数 －  －

（ストック・オプション等関係）

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

ストック・オプションは全く行っていないので該当事項はありません。

当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

ストック・オプションは全く行っていないので該当事項はありません。
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（税効果会計関係）

前連結会計年度
（平成19年３月31日）

当連結会計年度
（平成20年３月31日）

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

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：百万円)

繰延税金資産

貸倒引当金損金算入限度超過

額

2

未払役員賞与 12

賞与引当金 91

未払事業税否認 △5

退職給付引当金 614

その他 7

繰延税金資産小計 721

 評価性引当額 △4

繰延税金資産合計 717

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 603

繰延税金負債合計 603

繰延税金資産の純額 113

   

繰延税金資産(流動)   

未払役員賞与 11百万円

賞与引当金 92

未払社会保険料否認 17

その他 11

 計 131

繰延税金資産(固定)   

退職給付引当金 611

役員退職慰労引当金 43

貸倒引当金 2

その他 2

評価性引当額 △4

計 655

 繰延税金負債(固定)  

 その他有価証券評価差額金 271

計 271

繰延税金資産の純額 515

（注）　繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の

項目に含まれております。

 

流動資産－繰延税金資産 102

固定資産－繰延税金資産 57

固定負債－繰延税金負債 47

 

 

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

なった主要な項目別の内訳

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

との差異については、税金等調整前当期純損失を計上し

ているため記載しておりません。

(単位：％)

法定実効税率 40.6

（調整）

連結消去による影響額 △0.6

交際費等永久に損金算入され

ない項目

4.5

受取配当金等永久に益金算入

されない項目

△1.8

住民税均等割等 3.1

その他 △1.3

税効果会計適用後の法人税等の負

担率
44.5
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（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

　当連結グループは、主に塗料の製造・販売並びにこれらの付随業務を行っており、塗料の製造販売事業の売上

高、営業利益及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計、営業利益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、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

　当連結グループは、主に塗料の製造・販売並びにこれらの付随業務を行っており、塗料の製造販売事業の売上

高、営業利益及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計、営業利益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、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

ｂ．所在地別セグメント情報

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

　本邦の売上高及び資産の合計は、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。

当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

　本邦の売上高及び資産の合計は、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。

ｃ．海外売上高

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

　海外売上高が、いずれも連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。

当連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

　海外売上高が、いずれも連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。
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（関連当事者との取引）

　決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。

（１株当たり情報）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１株当たり純資産額 1,573.39円

１株当たり当期純利益金額      16.76円

１株当たり純資産額     1,518.79円

１株当たり当期純利益金額     △ 11.72円

　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。

同左

　（注）１株当たり当期純利益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18年４月１日
至　平成19年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

１株当たり当期純利益金額   

当期純利益（百万円）  323 △ 244 

普通株主に帰属しない金額（百万円）  － － 

普通株式に係る当期純利益（百万円）  323  △ 244 

期中平均株式数（千株）             19,301                   20,900
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（重要な後発事象）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

　当社及び連結子会社の関東ロックペイント㈱は、平成19

年６月15日大阪府警生活経済課より、工業標準化法及び不

正競争防止法違反の疑いで大阪地方検察庁に書類送検され

ました。

　平成18年３月から、家庭用塗料製品の性能検査のため経

済産業省より立ち入り検査を受けましたが、その結果、JIS

認定を受けた工場と異なる工場において製造し、JIS表示

を行っていたとの指摘を受けました。その後、建築用塗料

の一部製品群においても同法令に定める規定に違反してい

たことが判明いたしました。

　当社及び関東ロックペイント㈱は、指摘を受けた家庭用

塗料について日刊紙等に事実を公表し、該当製品の自主回

収を行うとともに、他の製品群についても、不当表示を根

絶し、JISを返上する等、再発防止に向けた全社取り組み

を行ってまいりました。この間９か月間大阪府警察本部の

捜査にも誠実に対応させていただき、今日に至りました。

　当社グループは、再発防止のために、グループ全体のコ

ンプライアンスの徹底・強化を図り、製造・品質管理体制

を再構築し、皆様からの信頼回復に全社を挙げて取り組ん

でまいります。

　なお、これによる翌連結会計年度の損益に与える影響額

については、処分等が未確定であるため、現時点で見積も

ることは困難であります。

　該当事項はありません。
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５．個別財務諸表
(1）貸借対照表

  
前事業年度

（平成19年３月31日）
当事業年度

（平成20年３月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

（資産の部）         

Ⅰ　流動資産         

１．現金及び預金   2,298   5,542   

２．受取手形   3,184   2,269   

３．売掛金   2,735   2,543   

４．製品   2,218   2,366   

５．商品   207   198   

６．仕掛品   809   812   

７．原材料   1,481   1,475   

８．貯蔵品   373   553   

９．短期貸付金   24   32   

10．前渡金   5   8   

11．前払費用   49   48   

12．未収還付法人税等   74   60   

13．未収入金   20   22   

14．繰延税金資産   89   116   

15．その他   1   0   

貸倒引当金   △12   △11   

流動資産合計   13,563 40.2  16,040 46.1 2,476

Ⅱ　固定資産         

１．有形固定資産         

(１)建物  12,911   12,867    

減価償却累計額  7,693 5,218  7,954 4,913   

(２)構築物  2,565   2,540    

減価償却累計額  2,019 545  2,065 475   

(３)機械装置  13,395   13,068    

減価償却累計額  11,422 1,972  11,475 1,593   

(４)車両運搬具  374   364    

減価償却累計額  329 45  330 34   
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前事業年度

（平成19年３月31日）
当事業年度

（平成20年３月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

(５)工具器具備品  2,214   1,990    

減価償却累計額  1,800 413  1,674 315   

(６)土地   7,593   7,591   

(７)建設仮勘定   17   21   

有形固定資産合計   15,805 46.8  14,945 43.0 △860

２．無形固定資産         

(１)施設利用権   30   26   

(２)電話加入権   19   19   

(３)借地権   39   39   

(４)ソフトウェア   53   31   

無形固定資産合計   141 0.4  115 0.3 △26

３．投資その他の資産         

(１)投資有価証券   2,807   1,981   

(２)関係会社株式   280   280   

(３)出資金   4   4   

(４)長期貸付金   229   208   

(５)従業員に対する長
期貸付金

  3   3   

(６)長期前払費用   0   0   

(７)差入保証金   203   195   

(８)投資不動産  668   668    

減価償却累計額  336 331  341 327   

(９)破産債権等   35   27   

(10)保険積立金   186   159   

(11)繰延税金資産   －   319   

(12)その他   191   191   

貸倒引当金   △33   △29   

投資その他の資産合計   4,240 12.6  3,668 10.6 △572

固定資産合計   20,188 59.8  18,728 53.9 △1,460

資産合計   33,751 100.0  34,768 100.0 1,016
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前事業年度

（平成19年３月31日）
当事業年度

（平成20年３月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１．買掛金   1,404   3,451   

２．未払金   821   685   

３．未払費用   38   96   

４．未払消費税等   －   81   

５．預り金   95   13   

６．賞与引当金   199   200   

７．その他   6   8   

流動負債合計   2,564 7.6  4,535 13.0 1,970

Ⅱ　固定負債         

１．退職給付引当金   1,369   1,353   

２．役員退職慰労引当金   －   101   

３．繰延税金負債   47   －   

４．その他   －   78   

固定負債合計   1,416 4.2  1,532 4.4 116

負債合計   3,981 11.8  6,068 17.4 2,086

ロックペイント㈱　（4621）平成 20 年３月期　決算短信

－ 33 －



  
前事業年度

（平成19年３月31日）
当事業年度

（平成20年３月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
(百万円)

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１．資本金   1,100 3.3  1,100 3.2 －

２．資本剰余金         

(1）資本準備金  530   530    

資本剰余金合計   530 1.6  530 1.5 －

３．利益剰余金         

(1）利益準備金  275   275    

(2）その他利益剰余金         

退職給与積立金  1,557   1,557    

別途積立金  26,100   26,100    

繰越利益剰余金  1,411   827    

利益剰余金合計   29,343 86.9  28,759 82.7 △583

４．自己株式   △2,085 △6.2  △2,086 △6.0 1

株主資本合計   28,888 85.6  28,303 81.4 △584

Ⅱ　評価・換算差額等         

１．その他有価証券評価差
額金

  882 2.6  397 1.1 △484

評価・換算差額等合計   882 2.6  397 1.1 △484

純資産合計   29,770 88.2  28,700 82.6 △1,069

負債純資産合計   33,751 100.0  34,768 100.0 1,016
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(2）損益計算書

  
前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減
(百万円)

Ⅰ　売上高   22,994 100.0  22,573 100.0 △421

Ⅱ　売上原価         

１．期首製品商品たな卸高  2,255   2,425    

２．当期製品製造原価  17,031   17,179    

３．当期商品仕入高  2,550   2,156    

合計  21,837   21,761    

４．他勘定振替高  259   280    

５．期末製品商品たな卸高  2,425 19,151 83.3 2,564 18,917 83.8 △234

売上総利益   3,842 16.7  3,656 16.2 △186

Ⅲ　販売費及び一般管理費   3,643 15.8  3,646 16.1 2

営業利益   199 0.9  10 0.1 △189

Ⅳ　営業外収益         

１．受取利息  4   7    

２．受取配当金  46   34    

３．受取賃貸料  201   196    

４．受取人件費  182   175    

５．雑収入  85 520 2.3 53 468 2.1 △52

Ⅴ　営業外費用         

１．減価償却費  2   4    

２．為替差損  0   －    

３．売上割引  31   30    

４．雑損失  40 75 0.3 22 57 0.3 △18

経常利益   644 2.8  421 1.9 △223

Ⅵ　特別利益         

１．投資有価証券売却益  14   14    

２．固定資産売却益  42   50    

３．役員退職慰労引当金戻
入益

 － 57 0.3 96 162 0.7 105
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前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減
(百万円)

Ⅶ　特別損失         

１．固定資産売却損  0   8    

２．たな卸資産廃棄損  －   114    

３．固定資産除却損  5   26    

４．役員退職慰労金  142   0    

５．役員退職慰労引当金繰
入額

 －   719    

６．貸倒損失  4   －    

７．その他  0 154 0.7 3 873 3.9 718

税引前当期純利益又は
当期純損失（△）

  547 2.4  △289 △1.3 △837

法人税、住民税及び事
業税

 156   16    

法人税等調整額  84 241 1.1 △62 △45 △0.2 △287

当期純利益又は当期純
損失（△）

  305 1.3  △244 △1.1 △550
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(3）株主資本等変動計算書

前事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本合
計

資本準備金 利益準備金

その他利益剰余金
 

利益剰余金
合計

退職給与積
立金

別途積立金
繰越利益剰
余金

平成18年３月31日  残高
（百万円）

1,100 530 275 1,700 25,600 1,873 29,448 △2,084 28,994

事業年度中の変動額

別途積立金への繰入(注)     500 △500 －  －

退職給与積立金の取崩し    △142  142 －  －

剰余金の配当(注)      △193 △193  △193

剰余金の配当      △193 △193  △193

利益処分による役員賞与
(注)

     △23 △23  △23

当期純利益      305 305  305

自己株式の取得        △0 △0

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額(純額)

         

事業年度中の変動額合計
（百万円）

－ － － △142 500 △462 △105 △0 △106

平成19年３月31日　残高
（百万円）

1,100 530 275 1,557 26,100 1,411 29,343 △2,085 28,888

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評
価差額金

平成18年３月31日　残高
（百万円）

991 29,985

事業年度中の変動額

別途積立金への繰入(注)  －

退職給与積立金の取崩し  －

剰余金の配当(注)  △193

剰余金の配当  △193

利益処分による役員賞与
(注)

 △23

当期純利益  305

自己株式の取得  △0

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

△109 △109

事業年度中の変動額合計
（百万円）

△109 △215

平成19年３月31日　残高
（百万円）

882 29,770

 （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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当事業年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計資本準備

金
利益準備
金

その他利益剰余金
 

利益剰余
金合計

退職給与
積立金

別途
積立金

繰越利益
剰余金

平成19年３月31日  残高
（百万円）

1,100 530 275 1,557 26,100 1,411 29,343 △2,085 28,888

事業年度中の変動額

剰余金の配当      △339 △339  △339

当期純利益      △244 △244  △244

自己株式の取得        △1 △1

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額(純額)

         

事業年度中の変動額合計
（百万円）

－ － － － － △583 △583 △1 △584

平成20年３月31日　残高
（百万円）

1,100 530 275 1,557 26,100 827 28,759 △2,086 28,303

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評
価差額金

平成19年３月31日　残高
（百万円）

882 29,770

事業年度中の変動額

剰余金の配当  △339

当期純利益  △244

自己株式の取得  △1

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

△484 △484

事業年度中の変動額合計
（百万円）

△484 △1,069

平成20年３月31日　残高
（百万円）

397 28,700
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６．その他
(1）役員の異動

 

①　代表取締役の異動

該当事項はありません。

②　その他の役員の異動（平成20年６月27日付予定）

・新任取締役候補

取締役    高野橋 義則（現  技術部長）

 

・退任予定取締役

取締役    宇野 壽一
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