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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第1四半期 25,057 ― 1,968 ― 1,925 ― 1,498 ―

20年3月期第1四半期 24,620 39.5 1,787 144.4 1,911 126.3 1,630 215.5

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益

円 銭 円 銭

21年3月期第1四半期 21.77 ―

20年3月期第1四半期 23.68 ―

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

21年3月期第1四半期 100,648 41,460 39.0 570.90
20年3月期 98,550 41,105 39.4 564.08

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  39,284百万円 20年3月期  38,818百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 6.00 ― 7.00 13.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 6.00 ― 7.00 13.00

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）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

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 52,000 ― 3,900 ― 3,600 ― 2,450 ― 35.60
通期 107,000 2.1 8,300 2.1 7,800 4.8 5,300 3.6 77.01

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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

(注) 詳細は、3ページ 【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧下さい。  

(3) 四半期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（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

(注) 詳細は、3ページ 【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧下さい。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他の特記事項 
・当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14
号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 
・本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の条件に基づいており、実際の業績等
は様々な要因により大きく異なる可能性があります。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  69,068,822株 20年3月期  69,068,822株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  256,614株 20年3月期  252,059株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  68,814,891株 20年3月期第1四半期  68,851,157株
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・定性的情報・財務諸表等

1. 連結経営成績に関する定性的情報
当第１四半期における世界経済は、アジアでは中国を中心に緩やかな景気拡大が続いたものの米国ではサ

ブプライム問題の影響や資源高の進行により、景気後退の懸念が強まりました。また、日本経済は、為替変
動や原材料、原油価格の高騰などが企業収益を圧迫し景気は減速傾向を示しております。
当社グループを取巻く環境としましては、船舶分野では国内、海外ともに、新造船建造量は引き続き高水

準を維持し、また、修繕船の入渠も堅調に推移しました。一方、コンテナ分野は鋼材価格の上昇に伴い生産
調整が続いております。工業分野は海外では底堅い需要があるものの、国内は住宅着工件数の減少など、依
然として厳しい市場環境にあります。
このような状況のもと、当第１四半期の当社グループの売上高は前年同四半期に比べ1.8％増加の25,057百

万円となりました。営業利益は前年同四半期に比べ10.1％増加の1,968百万円、経常利益は前年同四半期に比
べ0.7％増加の1,925百万円、四半期純利益は前年同四半期に比べ8.1％減少の1,498百万円となりました。

2. 連結財政状態に関する定性的情報
当第１四半期末の総資産は前連結会計年度末に比べ2,097百万円増加の100,648百万円となりました。ま

た、自己資本は前連結会計年度末に比べ466百万円増加の39,284百万円となり、１株当たり純資産額は前連
結会計年度末に比べ6.82円増加の570.90円となりました。

(1) 資産
流動資産は前連結会計年度末に比べ1,597百万円増加の65,164百万円となりました。主な要因は、現金及

び預金の増加（253百万円）や受取手形及び売掛金の増加（980百万円）であります。
固定資産は前連結会計年度末に比べ500百万円増加の35,483百万円となりました。主な要因は、無形固定

資産の増加（233百万円）や投資有価証券の増加（258百万円）であります。
(2) 負債

流動負債は前連結会計年度末に比べ1,670百万円増加の51,392百万円となりました。主な増減要因は、支
払手形及び買掛金の増加（1,502百万円）や短期借入金の増加（1,871百万円）、未払金の減少（675百万円）
や未払法人税等の減少（958百万円）であります。
固定負債は前連結会計年度末に比べ72百万円増加の7,795百万円となりました。主な増減要因は、繰延税

金負債の増加（94百万円）や長期借入金の減少（32百万円）であります。
(3) 純資産

純資産は前連結会計年度末に比べ355百万円増加の41,460百万円となりました。主な増減要因は、当四半
期純利益の計上などによる利益剰余金の増加（1,016百万円）や為替換算調整勘定の減少（706百万円）で
あります。

3. 連結業績予想に関する定性的情報

現時点では第２四半期連結累計期間及び通期の業績につきましては、当初予想（平成20年５月９日）に変
更はありません。
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4. その他
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結の範囲の変更を伴う特定子会社の異動）
　 該当事項はありません。

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用
①棚卸資産の評価方法

当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実
地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。

②固定資産の減価償却費の算定方法
定率法を採用している有形固定資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して

算定する方法によっております。

(3) 四半期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
①当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成19年３月14日 企
業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 平成19
年３月14日 企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に
従い四半期連結財務諸表を作成しております。

②棚卸資産の評価に関する会計基準の適用
通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として移動平均法による原価法によって

おりましたが、当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員
会 平成18年７月５日 企業会計基準第９号）が適用されたことに伴い、主として移動平均法による原
価法（貸借対照表価額については収益性の低下による簿価切下げの方法）により算定しております。
これに伴い、従来の方法によった場合に比べ、売上総利益、営業利益、経常利益及び税金等調整前四

半期純利益は、それぞれ26百万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。

③連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱いの適用
「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（企業会計基準委員会 平

成18年５月17日 実務対応報告第18号）を当第１四半期連結会計期間から適用し、連結決算上必要な修
正を行っております。
なお、これによる損益への影響は軽微であります。

④リース取引に関する会計基準等の適用
「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成５年６月17日 最終改正平成19年３月30

日 企業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 平成
６年１月18日 最終改正平成19年３月30日 企業会計基準適用指針第16号）を当第１四半期連結会計期
間から適用し、所有権移転外ファイナンス・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
じた会計処理から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更し、リース資産として計上してお
ります。
また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法に

よっております。
これに伴い、従来の方法によった場合に比べ、リース資産が有形固定資産に115百万円計上されてお

り、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響はありません。

決算短信 2008年07月31日 09時29分 04107xe01_in 2ページ （Tess 1.10 20080626_01）

－ 3 －



中国塗料㈱(4617) 平成21年３月期 第１四半期決算短信

5. 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

当第1四半期連結会計期間末

(平成20年６月30日)

前連結会計年度末に係る

要約連結貸借対照表

(平成20年３月31日)

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 8,229 7,975

受取手形及び売掛金 37,519 36,538

有価証券 2 2

製品 10,787 10,604

半製品 362 314

原材料 6,157 6,102

仕掛品 430 632

貯蔵品 97 64

繰延税金資産 823 735

その他 1,429 1,295

貸倒引当金 △676 △700

流動資産合計 65,164 63,567

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 6,715 6,886

機械装置及び運搬具（純額） 3,009 3,161

土地 14,531 14,538

その他（純額） 1,342 984

有形固定資産合計 25,598 25,571

無形固定資産 684 450

投資その他の資産

投資有価証券 7,549 7,290

繰延税金資産 372 370

その他 1,303 1,342

貸倒引当金 △23 △41

投資その他の資産合計 9,201 8,961

固定資産合計 35,483 34,983

資産合計 100,648 98,550
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（単位：百万円）

当第1四半期連結会計期間末

(平成20年６月30日)

前連結会計年度末に係る

要約連結貸借対照表

(平成20年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金  17,368 15,866

短期借入金 27,756 25,885

1年内返済予定の長期借入金 630 630

未払金 2,612 3,288

未払法人税等 521 1,479

賞与引当金 176 84

製品保証引当金 233 239

その他 2,093 2,248

流動負債合計 51,392 49,722

固定負債

長期借入金 2,522 2,555

長期未払金 327 349

繰延税金負債 888 793

再評価に係る繰延税金負債 3,043 3,044

退職給付引当金 718 691

負ののれん － 9

その他 294 279

固定負債合計 7,795 7,723

負債合計 59,188 57,445

純資産の部

株主資本

資本金 11,626 11,626

資本剰余金 7,785 7,785

利益剰余金 18,780 17,764

自己株式 △159 △156

株主資本合計 38,032 37,020

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 1,657 1,497

土地再評価差額金 2,526 2,526

為替換算調整勘定 △2,931 △2,224

評価・換算差額等合計 1,252 1,798

少数株主持分 2,175 2,286

純資産合計 41,460 41,105

負債純資産合計 100,648 98,550
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(2) 【四半期連結損益計算書】

　 【第１四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

当第1四半期連結累計期間

(自 平成20年４月１日

　至 平成20年６月30日)

売上高 25,057

売上原価 17,977

売上総利益  7,080

販売費及び一般管理費 5,112

営業利益 1,968

営業外収益

受取利息 24

受取配当金 116

受取ロイヤリティー 18

技術指導料 23

その他 209

営業外収益合計 391

営業外費用

支払利息 218

為替差損 114

その他 102

営業外費用合計 435

経常利益 1,925

特別利益

貸倒引当金戻入額 21

その他 2

特別利益合計 24

特別損失

固定資産売却損 2

特別損失合計 2

税金等調整前四半期純利益 1,946

法人税、住民税及び事業税 378

法人税等調整額 △95

法人税等合計 283

少数株主利益 164

四半期純利益 1,498
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(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

（単位：百万円）

当第1四半期連結累計期間

(自 平成20年４月１日

　至 平成20年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益  1,946

減価償却費 354

のれん償却額 5

貸倒引当金の増減額（△は減少） △25

退職給付引当金の増減額（△は減少） 30

その他の引当金の増減額（△は減少） 105

受取利息及び受取配当金 △140

支払利息 218

為替差損益（△は益） △17

固定資産売却損益（△は益） 2

売上債権の増減額（△は増加） △321

たな卸資産の増減額（△は増加） △387

仕入債務の増減額（△は減少） 1,880

長期未払金の増減額（△は減少） △21

その他 △2,517

小計 1,113

利息及び配当金の受取額 139

利息の支払額 △215

法人税等の支払額 △1,261

営業活動によるキャッシュ・フロー △223

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 △7

固定資産の取得による支出 △539

固定資産の売却による収入 14

投資有価証券の取得による支出 △3

子会社株式の取得による支出 △286

その他 △5

投資活動によるキャッシュ・フロー △827

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 1,948

長期借入金の返済による支出 △32

自己株式の売却による収入 0

自己株式の取得による支出 △4

配当金の支払額 △422

少数株主への配当金の支払額 △94

その他 △9

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,385

現金及び現金同等物に係る換算差額 △90

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 243

現金及び現金同等物の期首残高 7,858

現金及び現金同等物の四半期末残高 8,102
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中国塗料㈱(4617) 平成21年３月期 第１四半期決算短信

当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に
関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸
表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

(4) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日)

塗料関連事業
（百万円）

その他の事業
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

 売上高

(1)外部顧客に対する
　 売上高

24,924 132 25,057 ―  25,057

(2)セグメント間の内部
　 売上高又は振替高

― 65 65 ( 65) ―

計 24,924 198 25,123 ( 65) 25,057

営業利益 2,300 78 2,379 ( 411) 1,968

(注) １ 事業区分の方法

提出会社の事業区分の方法は、製品の種類・性質及び販売方法等の類似性を考慮し、塗料販売及び塗装請負・塗

装技術サービスの塗料関連事業と、その他の事業に区分しております。

２ 各事業区分の主要製品

事業区分 主要製品

塗料関連事業
船底塗料、合成樹脂塗料、シンナー及びその他の塗料、塗装請負、塗装技術
サービス

その他の事業 不動産賃貸及び管理、電算機ソフトウェア開発、資金運用融資、警備等

３ 会計処理の変更

（棚卸資産の評価に関する会計基準）

「四半期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」に記載のとおり、当第１四半期連

結会計期間から「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第

９号）を適用しております。これに伴い、従来の方法によった場合と比べ、営業利益が塗料関連事業で26百万円減

少しております。
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中国塗料㈱(4617) 平成21年３月期 第１四半期決算短信

【所在地別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日)

日本
（百万円）

アジア
（百万円）

その他の地域
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

 売上高

(1)外部顧客に対する
　 売上高

10,334 12,394 2,329 25,057 ―  25,057

(2)セグメント間の内部
　 売上高又は振替高

1,888 1,588 152 3,629 (3,629) ―

計 12,222 13,982 2,481 28,686 (3,629) 25,057

営業利益又は
営業損失(△)

714 1,148 △80 1,782 185  1,968

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２ 各区分に属する主な国又は地域

　(1) アジア ：中国、シンガポール、香港、韓国、台湾、タイ、マレーシア、インドネシア

　(2) その他の地域：オランダ、アメリカ、イギリス

３ 会計処理の変更

（棚卸資産の評価に関する会計基準）

「四半期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」に記載のとおり、当第１四半期連

結会計期間から「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第

９号）を適用しております。これに伴い、従来の方法によった場合と比べ、営業利益が日本で26百万円減少してお

ります。

【海外売上高】

当第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日)

アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（百万円） 12,392 2,341 14,734

Ⅱ 連結売上高（百万円） 25,057

Ⅲ 連結売上高に占める
　 海外売上高の割合(％)

49.5 9.3 58.8

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２ 各区分に属する主な国又は地域

　(1) アジア ：中国、シンガポール、香港、韓国、台湾、タイ、マレーシア、インドネシア、オセアニア

　(2) その他の地域：オランダ、アメリカ、イギリス、アフリカ

３ 海外売上高は、提出会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。

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

該当事項はありません。
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中国塗料㈱(4617) 平成21年３月期 第１四半期決算短信

「参考」

　前第１四半期に係る財務諸表等

　(1)（要約）前四半期連結損益計算書

（単位：百万円）

科 目

前第１四半期連結累計期間
(自 平成19年４月１日
　至 平成19年６月30日)

金額

Ⅰ 売上高 24,620

Ⅱ 売上原価 17,991

　 売上総利益 6,629

Ⅲ 販売費及び一般管理費 4,841

　 営業利益 1,787

Ⅳ 営業外収益

　１ 受取利息 31

　２ 受取配当金 119

　３ 技術権利料 11

　４ 技術指導収入 53

　５ 為替差益 98

　６ その他 106

　 営業外収益合計 420

Ⅴ 営業外費用

　１ 支払利息 243

　２ その他 52

　 営業外費用合計 296

　 経常利益 1,911

Ⅵ 特別利益

　１ 固定資産売却益 0

　２ 投資有価証券売却益 47

　３ 移転補償収入 306

　 特別利益合計 354

Ⅶ 特別損失

　 その他 0

　 特別損失合計 0

　 税金等調整前四半期純利益 2,265

　 法人税住民税及び事業税 344

　 法人税等調整額 159

　 少数株主利益 131

　 四半期純利益 1,630
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中国塗料㈱(4617) 平成21年３月期 第１四半期決算短信

　(2)（要約）前四半期連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成19年４月１日
　至 平成19年６月30日)

区分 金額

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

　１ 税金等調整前四半期純利益 2,265

　２ 減価償却費 339

　３ 負ののれん償却額 △0

　４ 貸倒引当金の増減額(減少：△) 3

　５ 退職給付引当金の増減額(減少：△) △5

　６ その他引当金の増減額(減少：△) 76

　７ 受取利息及び受取配当金 △150

　８ 支払利息 243

　９ 為替差損益(差益：△) △6

　10 投資有価証券売却損益(益：△) △47

　11 会員権評価損 0

　12 固定資産売却損益等(益：△) 0

　13 移転補償収入 △306

　14 売上債権の増減額(増加：△) △888

　15 たな卸資産の増減額(増加：△) △1,937

　16 仕入債務の増減額(減少：△) 2,363

　17 その他 △10

　 小計 1,940

　18 利息及び配当金の受取額 208

　19 利息の支払額 △233

　20 法人税等の支払額 △844

　 営業活動によるキャッシュ・フロー 1,070

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

　１ 定期預金の預入れによる支出 △53

　２ 固定資産の取得による支出 △374

　３ 固定資産の売却による収入 0

　４ 投資有価証券の取得による支出 △13

　５ 投資有価証券の売却による収入 54

　６ その他 △138

　 投資活動によるキャッシュ・フロー △524

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

　１ 短期借入金の純増減額(減少：△) △68

　２ 長期借入金の返済による支出 △32

　３ 自己株式の取得による支出 △11

　４ 配当金の支払額 △611

　５ 少数株主への配当金の支払額 △96

　６ 少数株主の増資引受による払込額 35

　７ その他 △1

　 財務活動によるキャッシュ・フロー △785

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △27

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額(減少：△) △267

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 7,752

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高 7,485
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(3) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年６月30日)

塗料関連事業
（百万円）

その他の事業
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

 売上高

(1)外部顧客に対する
　 売上高

24,468 152 24,620 ―  24,620

(2)セグメント間の内部
　 売上高又は振替高

― 100 100 (100) ―

計 24,468 252 24,721 (100) 24,620

営業費用 22,419 164 22,583 249  22,832

営業利益 2,048 88 2,137 (349) 1,787

【所在地別セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年６月30日)

日本
（百万円）

アジア
（百万円）

その他の地域
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

 売上高

(1)外部顧客に対する
　 売上高

9,238 13,205 2,176 24,620 ―  24,620

(2)セグメント間の内部
　 売上高又は振替高

1,873 1,440 146 3,460 (3,460) ―

計 11,112 14,645 2,323 28,081 (3,460) 24,620

営業費用 10,693 13,165 2,500 26,358 (3,526) 22,832

営業利益又は
営業損失(△)

419 1,480 △176 1,722  65  1,787

【海外売上高】

前第１四半期連結累計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年６月30日)

アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（百万円） 13,187 2,199 15,387

Ⅱ 連結売上高（百万円） 24,620

Ⅲ 連結売上高に占める
　 海外売上高の割合(％)

53.6 8.9 62.5
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