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

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(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 ％

21年3月期 8,140 △2.3 393 42.5 620 29.9 384 46.2
20年3月期 8,333 △2.5 276 △44.9 477 △25.9 263 4.9

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 ％ ％ ％

21年3月期 36.74 ― 4.0 4.8 4.8
20年3月期 24.66 ― 2.7 3.7 3.3

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  ―百万円 20年3月期  ―百万円

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 12,888 9,650 74.9 941.20
20年3月期 13,016 9,561 73.4 897.39

（参考） 自己資本   21年3月期  9,649百万円 20年3月期  9,560百万円

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

21年3月期 532 △39 △252 1,680
20年3月期 589 △365 △109 1,440

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 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 百万円 ％ ％

20年3月期 ― 5.00 ― 5.00 10.00 107 40.5 1.1
21年3月期 ― 5.00 ― 5.00 10.00 103 27.2 1.1
22年3月期 

（予想）
― 5.00 ― 5.00 10.00 36.6

3.  22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22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

4,200 △1.5 220 △20.9 270 △30.6 150 △45.1 14.63

通期 8,300 2.0 400 1.8 500 △19.3 280 △27.1 27.31
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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） 

（注)詳細は、20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） 

（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、32ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期 12,000,000株 20年3月期 12,000,000株
② 期末自己株式数 21年3月期  1,748,309株 20年3月期  1,347,313株

（参考）個別業績の概要 

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

 

(2) 個別財政状態 

  

(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 ％

21年3月期 7,874 △2.1 299 69.6 530 38.0 330 56.6
20年3月期 8,041 △2.7 176 △55.0 384 △29.1 210 10.0

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

21年3月期 31.54 ―
20年3月期 19.75 ―

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 12,211 9,002 73.7 878.12
20年3月期 12,405 8,959 72.2 841.10

（参考） 自己資本 21年3月期  9,002百万円 20年3月期  8,959百万円

2.  22年3月期の個別業績予想（平成21年4月1日～平成22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）

※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値と異なる可能性
があります。上記業績予想に関する事項につきましては添付資料３ページをご参照してください。 

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

4,100 △0.4 160 △29.5 250 △27.1 130 △46.7 12.68

通期 8,100 2.9 300 0.3 450 △15.1 230 △30.3 22.44
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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経済は、米国に端を発した世界的な金融市場の混乱や株価下落に加え、原油価格の

乱高下や急激な為替変動などによる輸出産業の収益悪化など、景気は急速に先行き不透明感が強まってまいりました。

塗料業界におきましては、上期は好調な海外展開の影響もあり堅調に推移しましたが、下期には金融危機の影響が

製造業にも波及し、生産数量は急速な下落となりました。　

このような環境の下、当社グループは、顧客のニーズに沿った環境対応商品の開発や新市場の開拓に積極的な拡販

活動を展開いたしましたが、当連結会計年度の売上高は前年同期より2.3％減少し、81億4千万円となりました。利益

面につきましては、全社を挙げての原価低減への取り組みにより、営業利益は3億9千3百万円で前年同期比42.5%増加、

経常利益は6億2千万円、前年同期比29.9%増加となりました。当期純利益は、46.2％増加し、3億8千4百万円となりま

した。

分野別の販売状況は、自動車補修用塗料分野では、環境対応型（低ＶＯＣベースコート）「アクロベース」を核と

した周辺商品の開発を進めるとともに、ハイソリッドクリヤー「アクセルクリヤー」シリーズの充実を推進しました。

また、最近の金属光沢感に優れた自動車塗色に対応するため、高輝度の塗色への対応を可能にした新型アルミ原色と

してメタリーベース「コスモシリーズ」を上市しました。

建築用塗料分野におきましては、主力の「ネオシリカ」シリーズで高耐久・低汚染塗料「エコシリカ２１Ｃ」、室

内環境対応水性塗料「アクアートエコ」の充実に加え、磁器タイル壁面改修工法「タイルガード」、磁器タイル床面

のすべり止め工法「スキッドガード」の販売を推進しました。

エアゾール分野におきましては工業用スプレーに「イサムエアーラッカーエコ」「ユニプラＰＰエコ」を発売し環

境対応型の充実を図るとともに、自動車補修用エアゾール製品の普及に取り組んでまいりました。　

(2）財政状態に関する分析

 総資産は投資有価証券の償還に伴う買い替えによる4億1百万円の増加のほか、保険積立金の生命保険満期による3億

1千1百万円の減少により、前年同期比1億2千8百万円減少し、128億8千8万円となりました。

 負債は買掛金1億6百万円の増加ほか、一括支払信託導入による支払手形3億4千1百万円の減少により、前年同期比2

億1千8百万円減少し、32億3千8百万円となりました。

 純資産は利益剰余金2億7千9百万円,自己株式1億2千1百万円の増加のほか、その他有価証券評価差額金が6千9百万円

減少し、前年同期比8千9百万円増加し、96億5千万円となりました。

以上の結果、自己資本比率は1.5ポイント上がり、74.9％となりました。

キャッシュ・フローの状況

 当連結会計年度末の現金および現金同等物（以下「資金」という。）は、投資有価証券取得による支出6億9千3百万

円（内　関係会社株式の取得による支出1億4千5百万円）などがありましたが、全体として期首残高より2億4千1百万

円増加し、16億8千万円（前連結会計年度末14億4千万円）となりました。

当連結会計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あります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

 営業活動による資金の増加は5億3千2百万円となりました。

 その主な要因は、増加した資金では税金等調整前当期純利益において6億5千4百万円、売上債権の減少2億2千1百万

円などがあり、減少した資金では仕入債務の減少による支出2億4千5百万円や法人税等の支払額2億5千1百万円など

などによるものであります。当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローの増加額は、前連結会計年度

（5億8千9百万円増加）に比べ、5千6百万円の減少となりました。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

 投資活動による資金の減少は３千９百万円となりました。

 その主な要因は、増加した資金では、生命保険金の満期4億1千5百万円、有形固定資産の売却3億8千5百万円など

があり、減少した資金では、投資有価証券取得による支出6億9千3百万円（内　関係会社株式の取得による支出1億

4千5百万円）や有形固定資産取得による3億1千1百万円などによるものであります。当連結会計年度の投資活動に

よるキャッシュ・フローは、前連結会計年度（3億6千5百万円減少）に比べ、3億2千6百万円の増加となりました。
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 （財務活動によるキャッシュ・フロー）

　 財務活動による資金の減少は2億5千2百万円となりました。

 その主な要因は、配当金の支払い1億5百万円、自己株式の取得1億2千1百万円などによるものであり、当連結会

計年度の財務活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度（1億1千万円の減少）と比べ、1億4千3百万円の

減少となりました。

 

（参考）　キャッシュ・フロー関連指標の推移 

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 平成21年3月期

自己資本比率（％） 71.8 73.0 72.5 73.4 74.9

時価ベースの自己資本比率

（％）
41.2 45.4 43.8 28.6 22.7

キャッシュ・フロー対有利

子負債比率（年）
0.3 0.5 0.8 0.3 0.5

インタレスト・カバレッ

ジ・レシオ（倍）
353.8 207.6 129.1 294.5 166.7

 (注）１．各指標は、いずれも連結ベースの財務数値を用いて、以下の計算式により算出しております。

 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

 ２．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。

 ３．営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・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。有利子負債は連結貸借対照表に計上している負債のうち利子を支払っているすべての負債を対

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の支払額を使用しており

ます。

 

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

　利益配分に関する基本方針は、企業の永続的な発展を目指し、健全な財務内容の維持向上を図るとともに、株主の

皆様に安定した利益の還元を行うことを基本とし、業績や経営環境などを総合的に勘案して実施しております。 

 具体的な1株当たり配当金は、当期におきましては、10円（うち中間配当金5円）を予定しております。

 また、次期の1株当たり配当金は、当期と同様に10円（うち中間配当金5円）を予定しております。

(4）事業等のリスク

 当社グループの事業等のリスクについて、当連結会計年度末日現在において投資者の判断に重要な影響を及ぼす可

能性があると判断した主な事項は以下のとおりであります。

 1．経済状況

 当社グループの原材料は石油関連製品への依存度が高く、原油・ナフサ価格の動向が塗料原料の価格に大きな影

響を及ぼすことが懸念され、業績に多大な影響を受ける可能性があります。

 また、国内塗料需要は減少傾向にあり、今後も大きな回復は望めない状況から、他社との競合による市場価格の

変動により、影響を受ける可能性があります。

2．公的規制

 産業廃棄物規制(「廃棄物の処理および清掃に関する法律」）、ＶＯＣ規制（「改正大気汚染防止法」）、建築基

準法の改正などの社会や業界を取り巻く法律や規制の施行に積極的に取り組むため、「環境方針」を定め、全支

店・工場はISO14001等を取得するなど万全を期していますが、今後、新たな法規制の施行や強化などにより、販

売活動の制限や法対応への費用増加などの影響を受ける可能性があります。

3．新製品の開発に対するもの

　新製品の開発と量産化の能力と実績とが競合する他社に対し劣った場合には、当社製品のシェアが低下する可能

性があります。
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4．災害に対するもの

危険物を取扱う工場として災害からの安全を確保するために法的な規制を遵守し、災害を未然に防止する対応を

とり、万一の災害に対しては火災保険等を付保しておりますが、地震等の災害に罹災し生産困難となった場合に

は、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

 5．退職給付債務

当社の従業員の退職給付債務は適格退職年金制度を採用しておりますが、今後の運用利回りの状況によっては、

積立て不足の発生などにより、業績や財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

6．ＩＴリスク

当社グループは多数の情報システムを運用しており、権限責任の適切な配分、チェック体制の確立、また、外部

からの侵入に対する方策などを講じておりますが、情報の消失、情報の漏洩、回線障害、コンピュータやシステ

ム障害、ウィルスによる障害等の影響を受ける可能性があります。

 7．環境リスク

当社グループは環境に重要な影響をもつ製品を製造販売しております。これまでに重大な環境問題が発生したこ

とはありませんが、将来において不測の損害が発生し、また新しい規制が施行され多額の負担が発生する可能性

があります

(5）継続企業の前提に関する重要事象等

該当事項はありません。　
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２．企業集団の状況

　当社グループは、当社、子会社５社及び関連会社１社で構成され、塗料の製造販売及び関連商品の仕入販売を主な

内容とし事業活動を展開しております。

　当社グループの事業に係わる位置づけは次のとおりであります。

 

塗料事業…………塗料事業は、自動車補修用、工業用、建築用等に分かれております。当社グループは、当社が各種

塗料類、シンナー類等を製造販売し、各子会社は半製品の加工、製品の充填・小分け作業等または

関連商品の仕入・販売を行っております。

エアゾール製品については、原液を当社で製造し、子会社イサムエアーゾール工業㈱に販売、同社

でエアゾール製品を製造し、一部は当社で仕入れて販売をしております。子会社明勇色彩㈱は、当

社塗料製品のチューブ類への充填・小分け作業を行っております。

また、子会社進勇商事㈱では、塗装関連製品の仕入・販売をしており、一部は当社で仕入れて販売

しております。

平成19年8月23日、タイ国TOA社と合弁会社TOA-ISM AUTO REFINISH PAINT LTD.をバンコク市に設立

し、タイ国内を中心に販売を行っております。

その他の事業……不動産の管理・運営業務を行っております。

子会社イサム土地建物㈱、イサムモータープール㈱は、それぞれ不動産管理、駐車場経営をしてお

ります。

　事業の系統図は次のとおりであります。

 
得 意 先 

当 社 

塗料類 

明勇色彩㈱ イサムエアーゾール工業㈱ 

進勇商事㈱ 

エアゾール 
製品 

エアゾール 
原液 

チューブ類
への充填・
小分け 

塗料 
(製品) 

連結子会社 連結子会社 

非連結子会社 

イサム土地建物㈱ 

不動産管理 

非連結子会社 

イサムモータープール㈱ 

駐車場経営 

非連結子会社 

塗装関連製品 

TOA-ISM AUTO 
REFINISH PAINT LTD. 

関連会社 

塗
料(

製
品
・
半
製
品)
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３．経営方針

(1）会社の経営の基本方針

 当社グループは、「時代の要求する製品」「愛される商品」を開発することを社是として、常に「業界の先駆者た

れ」をモットーに技術開発を推進してまいりました。現在では、地球環境との調和や社会環境の保護を背景とした市

場ニーズに基づき、色彩産業としての新しい高い地位を目指して事業活動を行うことにより、顧客および株主の皆様

の信頼や期待に応える安定した経営を基本方針としております。

(2）目標とする経営指標

当社グループは、経営指標として従来から重視しておりますのは、株主資本利益率であります。また、資金の流れ

を認識する上でキャッシュ・フローを重視し、総合的な結果として、ＲＯＥ等の向上につながるように配慮しており

ます。

(3）中長期的な会社の経営戦略

当社グループは、自動車補修用塗料および建築用塗料はともにメンテナンス分野に特化し、工業用塗料はユーザー

個別対応により、積極的な営業活動を推進するとともに、塗料産業を「カラー産業」「コーティング産業」「機能性

向上素材提供産業」と認識し、全社員が環境への問題を最優先課題として取り組んでおり、顧客のみならず社会的に

受け入れられる塗料・塗装システムの開発を進めております。

ここ数年は、世界的な地球環境保護を考慮した水性塗料を環境対応商品と位置付け、新製品や新システムの開発を

行ってきましたが、現在では塗料業界におきましてもＶＯＣ（揮発性有機化合物）の排出量削減は商品開発において

最重要課題となっており、これがそのまま商品の競争力につながってきておりますので、尚一層、環境対応への取り

組みを強化していくことが必要です。

一方、原材料価格が不安定な情勢下では、資材調達価格が経営環境に与える影響は大きく、こうした原材料環境へ

の対応も取り組むべき大きな課題となっています。

また、国内の塗料需要が停滞している環境においては、商品開発力を強化し、顧客起点の商品開発を推進すること

や、新たな市場を提案することで顧客の支持を得られるような営業活動を展開してまいります。

自動車補修用塗料分野では、補修部門向け水系塗料導入の動きが始まっており、今後は補修用環境対応塗料の開発・

定着に一層の拍車がかかることは間違いのないところです。

当社は低ＶＯＣ塗料「アクロベース」で市場シェアの拡大を図るとともに、業界に先駆けて本格的な水性塗料とし

て投入した「アクアス」をこうした水系塗料の柱として、これをさらに下地から上塗までの自補修オール水性化シス

テムとして確立すべく開発を進めております。

建築用塗料分野では、環境対応型塗料「ネオシリカ」シリーズに加え、室内環境対応水系塗料「アクアートエコ」、

高耐久・低汚染塗料「エコシリカ21Ｃ」などの高機能性塗料を市場投入しており、今後もその充実を図ってまいりま

す。 

(4）会社の対処すべき課題

 当社グループは、上記の重点戦略に基づき、次世代市場の獲得に全力を挙げて取り組んでまいります。

また、グループの経営につきましては、社会的責任を果たすために、環境保全に積極的に取り組み、適切な企業情

報の開示やコンプライアンスを一層推進するため、コーポレート・ガバナンス体制の強化及び内部統制の充実に全力

を投入いたします。 
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継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。
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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

項目
前連結会計年度

（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21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　２社

イサムエアーゾール工業㈱

明勇色彩㈱

(1）連結子会社の数　２社

同左

 (2）非連結子会社名

進勇商事㈱

(2）非連結子会社名

進勇商事㈱

イサム土地建物㈱

イサムモータープール㈱

 連結の範囲から除いた理由

非連結子会社進勇商事㈱は、小規模

会社であり、総資産、売上高、当期

純損益及び利益剰余金（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。

連結の範囲から除いた理由

非連結子会社は、小規模会社であり、

総資産、売上高、当期純損益及び利

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。

２　持分法の適用に関する事

項

(1）持分法を適用しない非連結子会社及び

関連会社名

非連結子会社　進勇商事㈱ 

関連会社　　  イサム土地建物㈱

　　　　　　　イサムモータープー

　　　　　　　ル㈱

　　　　　　　 TOA-ISM AUTO

              REFINISH PAINT LTD.

(1）持分法を適用しない非連結子会社及び

関連会社名

非連結子会社　進勇商事㈱ 

　　　　　　　イサム土地建物㈱

　　　　　　　イサムモータープー

　　　　　　　ル㈱

関連会社　　　TOA-ISM AUTO

REFINSH PAINT LTD.

 持分法を適用しない理由

持分法非適用会社は、連結純損益及

び利益剰余金（持分に見合う額）等

に及ぼす影響が軽徴であり、かつ全

体としても重要性がないため、持分

法の適用から除外しております。

持分法を適用しない理由

同左

３　連結子会社の事業年度等

に関する事項

　連結子会社の事業年度末日と連結決算日

は一致しております。

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

有価証券

満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法

有価証券

満期保有目的の債券

同左

 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処理し、

売却原価は、総平均法により

算定）

その他有価証券

時価のあるもの

同左

 

 時価のないもの

…総平均法による原価法

時価のないもの

同左
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項目
前連結会計年度

（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

 たな卸資産

　製品・仕掛品については総平均法

による原価法、商品・原材料・貯蔵

品については先入先出法による原価

法

たな卸資産

　製品・仕掛品

総平均法による原価法から総平均

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基づく

簿価切下げの方法）

　商品・原材料・貯蔵品

先入先出法による原価法から先入

先出法による原価法（貸借対照表

価額については収益性の低下に基

づく簿価切下げの方法）

(会計方針の変更）

　当連結会計年度より「棚卸資産の評

価に関する会計基準」（企業会計基

準第９号　平成18年７月５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に与える

影響はありません。

 (2）減価償却の方法

有形固定資産

建物（建物附属設備は除く）

a　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。

b　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。

c　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

a　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。

b　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、主な耐用年数は次の通りで

あります。

建物　　　　10～40年

機械装置　　 5～10年

(2）減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く）

建物（建物附属設備は除く）

　　　　　　同左

 

 

 

 

 

 

 

 

 建物以外

　　　　　　同左

 

 

 

 

  

　なお、主な耐用年数は次の通りで

あります。

建物　　　　10～40年

機械装置　　 8～10年
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項目
前連結会計年度

（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

  （会計方針の変更）

　当連結会計年度から、法人税法の

改正((所得税法等の一部を改正する

法律　平成19年3月30日　法律第6

号）及び(法人税法施行令の一部を

改正する政令　平成19年3月30日　

政令第83号)）に伴い、平成19年4月

1日以降に取得した有形固定資産に

ついては、改正後の法人税法に基づ

く方法に変更しております。

　当該変更に伴う損益に与える影響

額は軽微であります。 

 （追加情報）

　当連結会計年度から、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

した翌年度から5年間で均等償却す

る方法によっております。

　当該変更に伴う損益に与える影響

額は軽微であります。 　　　

 （追加情報）

　当社及び連結子会社の機械装置に

ついては、従来、耐用年数を５～10

年としておりましたが、当連結会計

年度より８～10年に変更しておりま

す。

　これは、平成20年度の税制改正を

契機に耐用年数を見直したことによ

るものであります。

当該変更に伴う当連結会計年度の

営業利益、経常利益及び税金等調整

前当期純利益に与える影響額は軽微

であります。

 無形固定資産及び長期前払費用

定額法

　なお、耐用年数及び残存価額につ

いては、法人税法に規定する方法と

同一の基準によっております。

　ただし、ソフトウェア（自社利用

分）については、社内における利用

可能期間（５年）に基づく定額法に

よっております。

無形固定資産（リース資産を除く）及

び長期前払費用

同左

 　――――――

 

リース資産

リース期間を耐用年数として、残

存価額を零とする定額法を採用し

ております。

 (3）重要な引当金の計上基準

貸倒引当金

　債権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検

討し、回収不能見込額を計上してお

ります。

(3）重要な引当金の計上基準

貸倒引当金

同左

 賞与引当金

　従業員に対する賞与の支給に充て

るため、支給見込額に基づき計上し

ております。

賞与引当金

同左

 役員賞与引当金

　役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

当連結会計年度に見合う額を計上し

ております。

役員賞与引当金

　――――――
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項目
前連結会計年度

（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

 退職給付引当金

　当社及び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及び年金

資産の見込額に基づき、当連結会計

年度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。

　なお、会計基準変更時差異

（567,610千円）については、10年

による按分額を費用処理しておりま

す。

退職給付引当金

 同左

 

 役員退職慰労引当金

　当社及びイサムエアーゾール工業

㈱は役員に対して将来の退職金支払

に備えて役員退職慰労金規程（内

規）による要積立額を引当てており

ます。

役員退職慰労引当金

当社及び連結子会社は役員に対し

て将来の退職金支払に備えて役員

退職慰労金規程（内規）による要

積立額を引当てております。

 (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。

(4）重要なリース取引の処理方法

――――――

 (5）消費税及び地方消費税の会計処理

　税抜方式

(5）消費税及び地方消費税の会計処理

同左

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、部分時価評価法を採用しております。

同左

６　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、要求払預金及び取得日から

３ヶ月以内に満期の到来する流動性の高い、

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短期的

な投資からなっております。

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19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

―――――― (2)リース取引に関する会計基準

　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっ

ておりましたが、当連結会計年度より「リース取引に

関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６

月17日（企業会計審議会第一部会）、平成19年３月30

日改正))及び「リース取引に関する会計基準の適用指

針」(企業会計基準適用指針第16号（平成６年１月18

日（日本公認会計士協会　会計制度委員会）、平成19

年３月30日改正))を適用し、通常の売買取引に係る会

計処理によっております。これにより、営業利益に与

える影響は軽微であり、経常利益及び税金等調整前当

期期純利益に与える影響はありません。

なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有

権移転外ファイナンス・リース取引については、期首

に前連結会計年度末における未経過リース料期末残高

相当額(利息相当額控除後）を取得価額としてリース

資産を計上する方法によっております。　

 また、少額リース資産、短期リース資産等について

は、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会

計処理を適用しております。

 

 

表示方法の変更

前連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

――――――

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（連結損益計算書）

 前連結会計年度において営業外収益の「その他」に含めて

表示しておりました「生命保険満期差益」（前連結会計年

度　2,113千円）については、営業外収益の100分の10超と

なったため、当連結会計年度より区分掲記しております。

（連結貸借対照表）

 「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の

一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日　内閣府令

第50号）が適用となることに伴い、前連結会計年度におい

て「たな卸資産」として掲記されていたものは、当連結会

計年度から「商品及び製品」「仕掛品」「原材料及び貯蔵

品」に区分掲記しております。

 なお、前連結会計年度の「たな卸資産」の内訳は、次の通

りです。

商品及び製品      992,624千円

仕掛品 69,112千円

原材料及び貯蔵品 233,418千円

 

――――――
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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20年３月31日）

当連結会計年度
（平成21年３月31日）

※１　投資有価証券に含まれる関連会社に対するものは次

のとおりであります。

※１　投資有価証券に含まれる関連会社に対するものは次

のとおりであります。

株式 74,562千円 株式 219,317千円

　２　輸出貿易信用状取引における銀行間決済未済の銀行

手形買取残高は12,099千円となっております。

　２　輸出貿易信用状取引における銀行間決済未済の銀行

手形買取残高は8,064千円となっております。

　３　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀

行１行と当座貸越契約を締結しております。

　これら契約に基づく当連結会計年度末における借

入金未実行残高は次のとおりであります。

当座貸越極度額 1,000,000千円

借入実行残高 －千円

差引額 1,000,000千円

　３　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀

行１行と当座貸越契約を締結しております。

　これら契約に基づく当連結会計年度末における借

入金未実行残高は次のとおりであります。

当座貸越極度額    1,000,000千円

借入実行残高 －千円

差引額    1,000,000千円

 

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21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。

運送費 222,563千円

宣伝費 175,979千円

役員報酬 81,788千円

従業員給料 631,920千円

賞与及び賞与引当金繰入額 173,501千円

役員賞与引当金繰入額 12,500千円

福利厚生費 153,336千円

役員退職慰労引当金繰入額 17,558千円

退職給付費用 107,244千円

減価償却費 62,883千円

支払手数料 139,598千円

運送費     208,199千円

宣伝費     163,661千円

役員報酬       84,353千円

従業員給料     631,691千円

賞与及び賞与引当金繰入額     175,278千円

福利厚生費    151,861千円

役員退職慰労引当金繰入額      13,506千円

退職給付費用    56,659千円

減価償却費       70,792千円

支払手数料      144,207千円

※２　当期製造費用に含まれる研究開発費は180,065千円

であります。

※２　当期製造費用に含まれる研究開発費は152,182千円

であります。
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（連結株主資本等変動計算書関係）

前連結会計年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

１　発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式（株） 12,000,000 － － 12,000,000

２　自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式（株） 1,341,388 7,226 1,301 1,347,313

（変動事由の概要）

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。

単元未満株式の買取りによる増加　　　　7,226株

減少数の主な内訳は、次のとおりであります。

単元未満株式の買増し請求による減少　　1,301株

３　新株予約権等に関する事項

　該当事項はありません。

４　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
（千円）

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 53,293 5 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 53,283 5 平成19年９月30日 平成19年12月11日

(2）基準日が当連結会計年度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 配当の原資
配当金の総額
（千円）

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 利益剰余金 53,263 5 平成20年３月31日 平成20年６月30日
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当連結会計年度（自　平成20年４月１日　至　平成21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

株式の種類
前連結会計年度末
株式数（株）

当連結会計年度
増加株式数（株）

当連結会計年度
減少株式数（株）

当連結会計年度末
株式数（株）

発行済株式     

普通株式 12,000,000 ― ― 12,000,000

合計 12,000,000 ― ― 12,000,000

自己株式     

普通株式(注)1,2 1,347,313 404,276 3,280 1,748,309

合計 1,347,313 404,276 3,280 1,748,309

　（注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加404,276株は、取締役会決議による自己株式の取得400,000株、単元未満

株式の買取り4,276株であります。

２．普通株式の自己株式の株式数の減少3,280株は、単元未満株式の買増し請求による減少であります。

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
（千円）

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 53,263 5 平成20年３月31日 平成20年６月30日

平成20年11月４日

取締役会
普通株式 51,259 5 平成20年９月30日 平成20年12月４日

(2）基準日が当連結会計年度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 配当の原資
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成21年６月26日

定時株主総会
普通株式 利益剰余金 51,258 5 平成21年３月31日 平成21年６月29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19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21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

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） （平成21年３月31日現在）

現金及び預金勘定 3,019,517千円

有価証券 200,500千円

計 3,220,017千円

預入期間が３ヶ月を超える定期

預金
△1,580,000千円

ＭＭＦ及びＣＰを除く有価証券 △200,500千円

現金及び現金同等物 1,439,517千円

現金及び預金勘定      3,310,474千円

預入期間が３ヶ月を超える定期

預金
   △1,630,000千円

現金及び現金同等物     1,680,474千円
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（リース取引関係）

前連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21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

　ファイナンス・リース取引（借主側）

　所有権移転外ファイナンス・リース取引

（借主側） 　①　リース資産の内容

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

　有形固定資産

　主として、コンピュータ設備関係（「工具、器具及び

備品」）であります。

  

有形固定資産

（工具器具

及び備品）

（千円）

無形固定資産

（ソフト

ウェア）

（千円）

合計

 

 （千円）

取得価額
相当額

 112,152 15,660 127,812

減価償却
累計額相
当額

 49,414 8,887 58,301

期末残高
相当額

 62,738 6,773 69,511

　無形固定資産

　ソフトウェアであります。

　②　リース資産の減価償却の方法

　連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「４．

会計処理基準に関する事項　(2)減価償却の方法」に

記載の通りであります。

②　未経過リース料期末残高相当額

１年以内 24,460千円

１年超 47,285千円

合計 71,745千円

③　支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

支払リース料 30,749千円

減価償却費相当額 28,763千円

支払利息相当額 2,550千円

④　減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法

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。

利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相当額の差額

を利息相当額とし、各期への配分方法については、

利息法によっております。
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（有価証券関係）

１　満期保有目的の債券で時価のあるもの

区分

前連結会計年度
（平成20年３月31日）

当連結会計年度
（平成21年３月31日）

連結決算日に
おける連結貸
借対照表計上
額（千円）

連結決算日に
おける時価

（千円）

差額
（千円）

連結決算日に
おける連結貸
借対照表計上
額（千円）

連結決算日に
おける時価

（千円）

差額
（千円）

時価が連結貸借対照表計上額

を超えるもの
      

(1）国債・地方債等 － － － － － －

(2）社債 － － － － － －

(3）その他 － － － － － －

小計 － － － － － －

時価が連結貸借対照表計上額

を超えないもの
      

(1）国債・地方債等 － － － － － －

(2）社債 200,500 200,400 △100 － － －

(3）その他 － － － － － －

小計 200,500 200,400 △100 － － －

合計 200,500 200,400 △100 － － －
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２　その他有価証券で時価のあるもの

区分

前連結会計年度
（平成20年３月31日）

当連結会計年度
（平成21年３月31日）

取得原価
（千円）

連結決算日に
おける連結貸
借対照表計上
額（千円）

差額
（千円）

取得原価
（千円）

連結決算日に
おける連結貸
借対照表計上
額（千円）

差額
（千円）

連結貸借対照表計上額が取得

原価を超えるもの
      

(1）株式 181,434 366,404 184,970 130,265 208,640 78,375

(2）債券 － － － － － －

(3）その他       

証券投資信託の受益証券 4,352 6,830 2,478 1,492 2,085 593

小計 185,786 373,234 187,448 131,757 210,725 78,968

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 27,017 21,870 △5,147 75,069 61,927 △13,142

(2）債券 － － － － － －

(3）その他       

証券投資信託の受益証券 － － － － － －

小計 27,017 21,870 △5,147 75,069 61,927 △13,142

合計 212,803 395,104 182,301 206,826 272,652 65,826

　（注）表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。

当該減損処理は、当連結会計年度末50%以上時価が下落した銘柄について全て実施し、30%以上50%未満下落した銘

柄については、過去の株価動向・業績推移ならびに同業種の動向等により回復可能性が乏しいと判断した銘柄に

ついて実施しております。

　なお、前連結会計年度末に減損処理したものはありません。

３　時価評価されていない有価証券

区分

前連結会計年度
（平成20年３月31日）

当連結会計年度
（平成21年３月31日）

連結貸借対照表計上額（千円） 連結貸借対照表計上額（千円）

(1）満期保有目的の債券   

ユーロ円建債 1,770,000 2,148,325

(2）その他有価証券   

非上場株式 79,572 224,327
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４　満期保有目的の債券の連結決算日後における償還予定額

前連結会計年度（平成20年３月31日）

区分 １年以内（千円） １年超５年以内(千円) ５年超10年以内(千円) 10年超（千円）

債券     

社債 200,000 － － －

ユーロ円建

コーラブル債
－ 50,000 － 900,000

ユーロ円建債 － 220,000 － 300,000

リバースフローター

受益権
－ － － 300,000

合計 200,000 270,000 － 1,500,000

当連結会計年度（平成21年３月31日）

区分 １年以内（千円） １年超５年以内(千円) ５年超10年以内(千円) 10年超（千円）

債券     

ユーロ円債 51,745 100,000 － 1,696,580

リバースフローター

受益権
－ － － 300,000

合計 51,745 100,000 － 1,996,580
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（デリバティブ取引関係）

前連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21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。

複合金融商品を時価評価し、評価差額を当期の損益とする

処理をおこなっています。

 

（退職給付関係）

前連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

１　採用している退職給付制度の概要

適格退職年金：当社は昭和57年７月から退職金制度の

100％について、適格退職年金制度を

採用しております。

１　採用している退職給付制度の概要

適格退職年金：当社は昭和57年７月から退職金制度の

100％について、適格退職年金制度を

採用しております。

退職一時金　：連結子会社は退職金規程に基づく退職

一時金制度を採用しております。

退職一時金　：連結子会社は退職金規程に基づく退職

一時金制度を採用しております。

２　退職給付債務に関する事項 ２　退職給付債務に関する事項

①　退職給付債務 1,656,091千円

②　会計基準変更時差異の未処理額 113,522千円

③　年金資産 896,019千円

④　退職給付引当金 646,550千円

①　退職給付債務  1,530,684千円

②　会計基準変更時差異の未処理額     56,761千円

③　年金資産    865,336千円

④　退職給付引当金  608,587千円

　（注）　提出会社及び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。

　（注）　提出会社及び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 ３　退職給付費用に関する事項

①　勤務費用 84,383千円

②　会計基準変更時差異の費用処理額 56,761千円

③　退職給付費用 141,144千円

①　勤務費用     47,305千円

②　会計基準変更時差異の費用処理額    56,761千円

③　退職給付費用    104,066千円

　（注）　簡便法の退職給付費用は「①　勤務費用」に計

上しております。

　（注）　簡便法の退職給付費用は「①　勤務費用」に計

上しております。

４　退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 ４　退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

①　会計基準変更時差異の処理年数 10年 同左
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（税効果会計関係）

前連結会計年度
（平成20年３月31日）

当連結会計年度
（平成21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

繰延税金資産  

貸倒引当金 25,822千円

賞与引当金 46,979千円

未払事業税 11,273千円

役員退職慰労引当金 80,366千円

退職給付引当金 261,726千円

その他 43,564千円

繰延税金資産小計 469,730千円

評価性引当金 －千円

繰延税金資産合計 469,730千円

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金 △74,181千円

その他 176千円

繰延税金負債合計 △74,005千円

繰延税金資産の純額 395,725千円

繰延税金資産  

貸倒引当金       26,482千円

賞与引当金       45,484千円

未払事業税       11,962千円

役員退職慰労引当金       64,228千円

退職給付引当金      246,367千円

その他      69,081千円

繰延税金資産小計      463,604千円

評価性引当金 －千円

繰延税金資産合計      463,604千円

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金     △26,839千円

その他    －千円

繰延税金負債合計     △26,839千円

繰延税金資産の純額      436,765千円

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

との差異の原因となった主な項目別の内訳

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

との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 40.5％

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されない項目 2.3％

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △0.8％

住民税均等割等 0.9％

その他 0.3％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 43.2％

法定実効税率 40.5％

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.3％

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △0.6％

住民税均等割等 0.6％

その他 △0.5％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 41.3％

 

（ストック・オプション等関係）

前連結会計年度（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）

　該当事項はありません。

当連結会計年度（自平成20年４月１日　至平成21年３月31日）

　該当事項はありません。
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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19年４月１日　至平成20年３月31日）、当連結会計年度（自平成20年４月１日　至平

成21年３月31日）

 

　当社グループは各種塗料の製造・販売を主事業としておりますが、全セグメントの売上高の合計、営業利益

の合計額に占める塗料事業の割合がいずれも90％を超えているため、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19年４月１日　至平成20年３月31日）、当連結会計年度（自平成20年４月１日　至平

成21年３月31日）

 

　本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。

ｃ．海外売上高

前連結会計年度（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）、当連結会計年度（自平成20年４月１日　至平

成21年３月31日）

 

　海外売上高が、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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（関連当事者情報）

前連結会計年度（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日)

役員及び個人主要株主等

属性 　氏名 住所
資本金又
は出資金
（百万円）

事業の内
容又は職
業

議決権等
の所有
（被所
有）割合
（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
（百万円）

科目
期末残高
（百万円）

役員の
兼任等
（人）

事業上
の関係

 主要株主

（個人）
北村初美  ー － 当社顧問 16.5 － － 事務所の賃借 11 差入保証金 14

　（注）１．上記の取引金額には消費税等は含まれておりません。

 ２．取引条件及び取引条件の決定方針等

 近隣の市場相場を勘案して一般の賃貸借の場合と同様に決定しております。

当連結会計年度（自平成20年４月１日　至平成21年３月31日)

（追加情報）

当連結会計年度より、「関連当事者の開示に関する会計基準」（企業会計基準第11号　平成18年10月17日）及び「関

連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第13号　平成18年10月17日）を適用しておりま

す。　

 

１．関連当事者との取引

(1）連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引

(ア）連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等の場合に限る。）等

　該当事項はありません。

(イ）連結財務諸表提出会社の非連結子会社及び関連会社等

　該当事項はありません。

(ウ）連結財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び連結財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等

　該当事項はありません。

(エ）連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

種類
会社等の名
称又は氏名

所在地
資本金又は
出資金
（百万円）

事業の内容
又は職業

議決権等の所
有（被所有）
割合（％）

関連当事者
との関係

取引の内
容

取引金額
（百万円）

科目
期末残高
（百万円）

主要株主
（個人）

北村初美 － － 当社顧問
（被所有）
直接　　16.5

　事務所の
賃借

事務所の
賃借

11 差入保証金 14

　（注）１．上記の取引金額には消費税等は含まれておりません。

 ２．取引条件及び取引条件の決定方針等

 近隣の市場相場を勘案して一般の賃貸借の場合と同様に決定しております。

（企業結合等関係）

前連結会計年度（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）

　該当事項はありません。

当連結会計年度（自平成20年４月１日　至平成21年３月31日）

　該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

前連結会計年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

１株当たり純資産額 897.39円

１株当たり当期純利益 24.66円

１株当たり純資産額       941.20円

１株当たり当期純利益      36.74円

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、

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。

 

算定上の基礎 算定上の基礎

（１株当たり純資産額）  

連結貸借対照表の純資産の部の合

計額
9,560,593千円

普通株式に係る純資産額 9,559,652千円

差額の主な内訳  

少数株主持分 941千円

普通株式の発行済株式数 12,000,000株

普通株式の自己株式数 1,347,313株

１株当たり純資産額の算定に用い

られた普通株式の数

 

10,652,687株

（１株当たり当期純利益）  

連結損益計算書上の当期純利益 262,742千円

普通株式に係る当期純利益 262,742千円

普通株式の期中平均株式数 10,655,650株

（１株当たり純資産額）  

連結貸借対照表の純資産の部の合

計額
     9,649,913千円

普通株式に係る純資産額      9,648,918千円

差額の主な内訳  

少数株主持分    995千円

普通株式の発行済株式数       12,000,000株

普通株式の自己株式数        1,748,309株

１株当たり純資産額の算定に用い

られた普通株式の数

 

      10,251,691株

（１株当たり当期純利益）  

連結損益計算書上の当期純利益        384,026千円

普通株式に係る当期純利益        384,026千円

普通株式の期中平均株式数       10,452,189株
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継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。
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重要な会計方針

項目
前事業年度

（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

１　有価証券の評価基準及び

評価方法

満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）

満期保有目的の債券

同左

 子会社株式及び関連会社株式

総平均法による原価法

子会社株式及び関連会社株式

同左

 その他有価証券

時価のあるもの

…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

り処理し、売却原価は総平均法によ

り算定）

その他有価証券

時価のあるもの

同左

 時価のないもの

…総平均法による原価法

時価のないもの

同左

２　棚卸資産の評価基準及び

評価方法

評価基準：原価法

評価方法

製品・仕掛品：総平均法

商品・原材料・貯蔵品

：先入先出法

評価基準：原価法（貸借対照表価額につい

ては収益性の低下に基づく簿価切下げの方

法）

評価方法

製品・仕掛品：総平均法

商品・原材料・貯蔵品

：先入先出法

(会計方針の変更）

　当事業年度より「棚卸資産の評価に関す

る会計基準」（企業会計基準第９号　平

成18年７月５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

引前当期純利益に与える影響はありませ

ん。

３　固定資産の減価償却の方

法

有形固定資産……

建物（建物附属設備は除く）

a 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。

b 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。

c 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

a 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。

b 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、主な耐用年数は次の通りであり

ます。

建物　　　　10～40年

機械装置　　 5～10年

 （会計方針の変更）

　当事業年度から、法人税法の改正((所

得税法等の一部を改正する法律　平成19

年3月30日　法律第6号）及び(法人税法

施行令の一部を改正する政令　平成19年

3月30日　政令第83号)）に伴い、平成19

年4月1日以降に取得した有形固定資産に

ついては、改正後の法人税法に基づく方

法に変更しております。

　当該変更に伴う損益に与える影響額は

軽微であります。 

有形固定資産（リース資産を除く）……

建物（建物附属設備は除く）

               同左

 

 

 

 

 

建物以外

               同左

 

 

 

 なお、主な耐用年数は次の通りであり

ます。

建物　　　　10～40年

機械装置　　 8～10年

 （追加情報）

　当社の機械装置については、従来、耐用

年数を５～10年としておりましたが、当事

業年度より８～10年に変更しました。

　この変更は、平成20年度の税制改正を契

機に耐用年数を見直したことによるもので

あります。

当該変更に伴う当事業年度の営業利益、

経常利益及び税引前当期純利益に与える影

響額は軽微であります。

イサム塗料㈱(4624)平成21年3月期決算短信

-42-



項目
前事業年度

（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

  （追加情報）

　当事業年度から、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度から5

年間で均等償却する方法によっておりま

す。

　当該変更に伴う損益に与える影響額は

軽微であります。 　　　

 

 無形固定資産及び長期前払費用……

定額法

無形固定資産（リース資産を除く）及び長

期前払費用……

同左

 　なお、耐用年数及び残存価額について

は、法人税法に規定する方法と同一の基

準によっております。

　ただし、ソフトウェア（自社利用分）

については、社内における利用可能期間

（５年）に基づく定額法によっておりま

す。

 　―――――― リース資産……

リース期間を耐用年数として、残存価

額を零とする定額法を採用しております。

４　引当金の計上基準 貸倒引当金

　債権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

別に回収可能性を検討し、回収不能見込

額を計上しております。

貸倒引当金

同左

 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。

賞与引当金

同左

 役員賞与引当金

　役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当事業年

度に見合う額を計上しております。

役員賞与引当金

　――――――

 退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当事

業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、当事業年度末に

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。

　なお、会計基準変更時差異（565,229

千円）については、10年による按分額を

費用処理しております。

退職給付引当金

同左

 役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支出に備えて、役

員退職慰労金規程（内規）に基づく期末

要支給額を計上しております。

役員退職慰労引当金

同左

５　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。

　――――――
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項目
前事業年度

（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

６　消費税等の会計処理の方

法

　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。

同左
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会計処理方法の変更

前事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

―――――― (2)リース取引に関する会計基準の適用　

　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっ

ておりましたが、「リース取引に関する会計基準」

（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計

審議会第一部会）、平成19年３月30日改正))及び

「リース取引に関する会計基準の適用指針」(企業会

計基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認

会計士協会　会計制度委員会）、平成19年３月30日改

正))を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっ

ております。これにより、営業利益与える影響は軽微

であり、経常利益及び税引前当期純利益に与える影響

はありません。

　なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有

権移転外ファイナンス・リース取引については、期首

に前事業年度末における未経過リース料期末残高相当

額(利息相当額控除後）を取得価額としてリース資産

を計上する方法によっております。　

　また、少額リース資産、短期リース資産等について

は、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会

計処理を適用しております。

 

表示方法の変更

前事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

――――――

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（損益計算書）

 前事業年度において営業外収益の「その他」に含めて表示

しておりました「生命保険満期差益」（前事業年度2,113千

円）については、営業外収益の100分の10超となったため、

当事業年度より区分掲記しております。

（貸借対照表）

 「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の

一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日　内閣府令

第50号）が適用となることに伴い、前事業年度において「商

品」「製品」「原材料」「仕掛品」「貯蔵品」として掲記

されていたものは、当事業年度から「商品及び製品」「仕

掛品」「原材料及び貯蔵品」と区分掲記しております。

 なお、当事業年度に含まれる「商品」「製品」「原材料」

「貯蔵品」の内訳は、次の通りです。

商品      281,706千円

製品 593,046千円

原材料 148,415千円

貯蔵品 34,698千円

――――――
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成20年３月31日）

当事業年度
（平成21年３月31日）

※１　区分掲記したもののほか関係会社に対する資産・負

債が各科目に次のとおり含まれております。

※１　区分掲記したもののほか関係会社に対する資産・負

債が各科目に次のとおり含まれております。

（資産）受取手形 －千円

売掛金 31,261千円

未収入金 2,890千円

 差入保証金 300千円

（負債）支払手形 88,851千円

買掛金 60,080千円

未払金 6,066千円

預り保証金 3,000千円

（資産）受取手形 23,323千円

売掛金 48,514千円

未収入金 1,403千円

 差入保証金 225千円

（負債）支払手形 －千円

買掛金 98,151千円

未払金 5,233千円

預り保証金 3,000千円

　２　輸出貿易信用状取引における銀行間決済未済の銀行

手形買取残高は、12,099千円となっております。

　３　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀

行１行と当座貸越契約を締結しております。

　これら契約に基づく当事業年度末における借入金

未実行残高は次のとおりであります。

当座貸越極度額 1,000,000千円

借入実行残高 －千円

差引額 1,000,000千円

　２　輸出貿易信用状取引における銀行間決済未済の銀行

手形買取残高は、8,064千円となっております。

 

　３　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀

行１行と当座貸越契約を締結しております。

　これら契約に基づく当事業年度末における借入金

未実行残高は次のとおりであります。

当座貸越極度額 1,000,000千円

借入実行残高 －千円

差引額 1,000,000千円
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（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

※１　関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれて

おります。

※１　関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれて

おります。

売上高 399,093千円

仕入高 680,831千円

受取配当金 5,517千円

受取賃貸料 7,429千円

売上高      447,805千円

仕入高      649,227千円

受取配当金      5,517千円

受取賃貸料     7,429千円

※２　販売費及び一般管理費のうち主要なものは次のとお

りであります。

※２　販売費及び一般管理費のうち主要なものは次のとお

りであります。

荷造運賃 221,967千円

宣伝費 173,429千円

役員報酬 72,938千円

従業員給料 584,726千円

賞与及び賞与引当金繰入額 162,961千円

役員賞与引当金繰入額 10,000千円

退職給付費用 106,131千円

福利厚生費 141,050千円

役員退職慰労引当金繰入額 16,856千円

減価償却費 62,671千円

支払手数料 131,508千円

荷造運賃      208,199千円

宣伝費 163,615千円

役員報酬 68,745千円

従業員給料 591,413千円

賞与及び賞与引当金繰入額 166,346千円

退職給付費用 55,652千円

福利厚生費 139,353千円

役員退職慰労引当金繰入額 10,986千円

減価償却費 69,446千円

支払手数料 136,375千円

なお、販売費及び一般管理費に占める販売費の割合

は約25.6％であります。

なお、販売費及び一般管理費に占める販売費の割合

は約25.1％であります。

※３　当期製造費用に含まれる研究開発費は180,065千円

であります。

※３　当期製造費用に含まれる研究開発費は152,182千円

であります。

※４　他勘定振替高は、工具器具及び備品、たな卸資産廃

棄損等の振替であります。

※４　他勘定振替高は、工具器具及び備品、たな卸資産廃

棄損等の振替であります。
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（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

自己株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式（株） 1,341,388 7,226 1,301 1,347,313

（変動事由の概要）

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。

単元未満株式の買取りによる増加　　　　　7,226株

減少数の主な内訳は、次のとおりであります。

単元未満株式の買増し請求による減少　　　1,301株

当事業年度（自　平成20年４月１日　至　平成21年３月31日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類
前事業年度末
株式数（数）

当事業年度増加
株式数（数）

当事業年度減少
株式数（株）

当事業年度末
株式数（株）

普通株式 1,347,313 404,276 3,280 1,748,309

　（注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加404,276株は、取締役会決議による自己株式の取得400,000株、単元未満

株式の買取り4,276株であります。

２．普通株式の自己株式の株式数の減少3,280株は、単元未満株式の買増し請求による減少であります。
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（リース取引関係）

前事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21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

　ファイナンス・リース取引（借主側）

　所有権移転外ファイナンス・リース取引

（借主側） 　①　リース資産内容

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

　有形固定資産

　主として、コンピュータ設備関係（「工具器具及び

備品」）であります。

  

有形固定資産

（工具器具

及び備品）

（千円）

無形固定資産

（ソフト

ウェア）

（千円）

合計

 

 （千円）

取得価額
相当額

 111,315 11,296 122,611

減価償却
累計額相
当額

 48,688 5,105 53,793

期末残高
相当額

 62,627 6,191 68,818

　無形固定資産

　ソフトウェアであります。

　②　リース資産の減価償却の方法

　重要な会計方針「３．固定資産の減価償却の方法」

に記載の通りであります。

②　未経過リース料期末残高相当額

１年以内 23,738千円

１年超 47,284千円

合計 71,022千円

③　支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

支払リース料 29,657千円

減価償却費相当額 27,723千円

支払利息相当額 2,525千円

④　減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法

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。

利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相当額の差額

を利息相当額とし、各期への配分方法については、

利息法によっております。

イサム塗料㈱(4624)平成21年3月期決算短信

-49-



（有価証券関係）

前事業年度
（平成20年３月31日）

当事業年度
（平成21年３月31日）

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありませ

ん。

同左

 

（税効果会計関係）

前事業年度
（平成20年３月31日）

当事業年度
（平成21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

繰延税金資産  

貸倒引当金 25,822千円

賞与引当金 45,338千円

未払事業税 9,716千円

役員退職慰労引当金 79,483千円

退職給付引当金 260,661千円

その他 41,014千円

繰延税金資産小計 462,034千円

評価性引当金 －千円

繰延税金資産合計 462,034千円

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金 △63,477千円

繰延税金負債合計 △63,477千円

繰延税金資産の純額 398,557千円

繰延税金資産  

貸倒引当金     26,482千円

賞与引当金 44,123千円

未払事業税 10,401千円

役員退職慰労引当金 62,297千円

退職給付引当金 245,248千円

その他 65,095千円

繰延税金資産小計 453,646千円

評価性引当金 －千円

繰延税金資産合計 453,646千円

繰延税金負債  

その他有価証券評価差額金    △21,489千円

繰延税金負債合計   △21,489千円

繰延税金資産の純額 432,157千円

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

との差異の原因となった主な項目別の内訳

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

との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 40.5％

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されない項目 2.9％

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △0.8％

住民税均等割等 1.1％

その他 △0.6％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 43.1％

法定実効税率 40.5％

（調整）  

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.5％

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △0.6％

住民税均等割等 0.7％

その他 △0.5％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 41.6％

 

（企業結合等関係）

前事業年度（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）

　該当事項はありません。

当事業年度（自平成20年４月１日　至平成21年３月31日）

　該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

前事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

当事業年度
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

１株当たり純資産額 841.10円

１株当たり当期純利益 19.75円

１株当たり純資産額       878.12円

１株当たり当期純利益 31.54円

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、

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。

 

算定上の基礎 算定上の基礎

（１株当たり純資産額）  

貸借対照表の純資産の部の合計額 8,959,980千円

普通株式に係る純資産額 8,959,980千円

普通株式の発行済株式数 12,000,000株

普通株式の自己株式数 1,347,313株

１株当たり純資産額の算定に用い

られた普通株式の数

 

10,652,687株

（１株当たり当期純利益）  

損益計算書上の当期純利益 210,473千円

普通株式に係る当期純利益 210,473千円

普通株式の期中平均株式数 10,655,650株

（１株当たり純資産額）  

貸借対照表の純資産の部の合計額     9,002,249千円

普通株式に係る純資産額      9,002,249千円

普通株式の発行済株式数 12,000,000株

普通株式の自己株式数 1,748,309株

１株当たり純資産額の算定に用い

られた普通株式の数

 

      10,251,691株

（１株当たり当期純利益）  

損益計算書上の当期純利益        329,635千円

普通株式に係る当期純利益        329,635千円

普通株式の期中平均株式数       10,452,189株

 

 

（重要な後発事象）

 該当事項はありません。

 

 

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21年６月26日付予定）

　　 (1)新任取締役候補

　　　　取締役大阪支店長　　　藤田　勝男（現　大阪支店長）

　　　　取締役総務部長　　　　佐藤　　貢（現　総務部長）

　　 (2)退任予定取締役

　　　　取締役　　　堤　孝太郎（イサムエアーゾール工業㈱　代表取締役に就任予定）
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(2）生産、受注及び販売の状況

1.生産実績

 生産実績

事業部門の名称

前連結会計年度
（自　平成19年４月１日

至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日

至　平成21年３月31日）

比較増減 

金額（千円） 金額（千円） 金額(千円） 前年同期比（％） 

塗料事業 3,770,505 4,025,767 255,262 6.8

合計 3,770,505 4,025,767 255,262 6.8

　（注）１．記載金額は千円未満を四捨五入して表示しております。

２．金額は標準製造原価によっております。

３．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

 

商品仕入実績

事業部門の名称

前連結会計年度
（自　平成19年４月１日

至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日

至　平成21年３月31日）

比較増減 

金額（千円） 金額（千円） 金額(千円） 前年同期比（％） 

塗料事業 1,905,199 1,655,347 △249,852 △13.1

合計 1,905,199 1,655,347 △249,852 △13.1

　（注）１．記載金額は千円未満を四捨五入して表示しております。

２．金額は仕入価格によっております。

３．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

 

2.受注実績

 主として見込生産によっておりますので、受注並びに受注残高について特に記載すべき事項はありません。

 

3.販売実績

事業部門の名称

前連結会計年度
（自　平成19年４月１日

至　平成20年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日

至　平成21年３月31日）

比較増減 

金額（千円） 金額（千円） 金額(千円） 前年同期比（％） 

塗料事業 8,333,449 8,140,218 △193,231 △2.3

合計 8,333,449 8,140,218 △193,231 △2.3

 （注）１．記載金額は千円未満を四捨五入して表示しております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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