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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 103,622 △1.1 8,429 3.7 7,899 6.1 5,031 △1.7

20年3月期 104,798 18.8 8,132 12.0 7,442 4.4 5,117 5.4

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 73.14 ― 13.1 8.3 8.1
20年3月期 74.35 ― 13.2 7.4 7.8

（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 91,776 40,013 41.2 550.49
20年3月期 98,550 41,105 39.4 564.08

（参考） 自己資本   21年3月期  37,851百万円 20年3月期  38,818百万円

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 4,074 △1,634 △711 8,591
20年3月期 4,846 △2,621 △1,419 7,858

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 ― 6.00 ― 7.00 13.00 894 17.5 2.3
21年3月期 ― 6.00 ― 7.00 13.00 894 17.8 2.3

22年3月期 
（予想）

― 6.00 ― 7.00 13.00 18.6

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

46,800 △12.5 4,100 △3.2 3,800 △10.6 2,400 △16.4 34.90

通期 94,000 △9.3 8,000 △5.1 7,500 △5.1 4,800 △4.6 69.80

－ 1 －

CMP Logo



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）  有  

（注）詳細は、8ページ「企業集団の状況」をご覧ください。 

(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、24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、43ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

新規 1社 （社名 CHUGOKU PAINTS B.V. ） 除外 1社 （社名 FIJNAART HOLDINGS B.V. ）

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 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  309,704株 20年3月期  252,059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 43,032 7.1 724 860.3 3,017 7.6 2,583 17.2
20年3月期 40,179 11.5 75 ― 2,803 34.9 2,205 47.7

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 37.55 ―

20年3月期 32.03 ―

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 60,831 31,280 51.4 454.93
20年3月期 62,581 31,121 49.7 452.23

（参考） 自己資本 21年3月期  31,280百万円 20年3月期  31,121百万円

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

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前提に基づいており、
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。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等について
は、３ページ「１．経営成績 (1) 経営成績に関する分析」をご覧ください。 
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(1) 経営成績に関する分析 

①当期の概況 

 損益実績                                       (単位：百万円) 

  

     

  当連結会計年度における世界経済は、金融危機の影響が実体経済に急速に波及し、世界同時不況の様相になりま

した。また、日本においても輸出産業を中心とした急速な減産により雇用問題にまで発展する深刻な事態となり、

個人消費も一段と低迷してまいりました。 

  当社グループを取り巻く環境としましては、船舶分野においては国際間の輸送貨物が減少したため、新造船の発

注を手控える動きも見られましたが、船舶建造量はそれまでの受注残の消化により、比較的高い水準が維持されま

した。一方、工業分野においては、全産業に及ぶ急激な市場収縮の影響を受け、またそれに伴う世界的物流量の減

少でコンテナボックスも余剰となり、各コンテナメーカーの操業も激減しました。 

  このような状況のもと、当社においては、船舶用塗料は国内外ともに概ね堅調な出荷実績となりました。しかし

ながら、工業用塗料およびコンテナ用塗料においては販売数量は減少し、加えて、円高による為替の影響が重なり

グループ売上高を押し下げる結果となりました。一方、近年高騰を続けてきた原材料価格に関しましては、第３四

半期までは販売価格改定に努めたものの、コスト上昇分を吸収するには至りませんでした。しかしながら経費削減

など社内合理化によるコストダウン効果と第４四半期から一部の原材料価格が下落したことにより、粗利の改善が

みられはじめました。 

  その結果、当連結会計年度における当社グループの売上高は 百万円（前期比1.1％減少）となりました。

営業利益につきましては 百万円（前期比3.7％増加）、経常利益は 百万円（前期比6.1％増加）と前期に

比べそれぞれ増加したものの、当期純利益は 百万円（前期比1.7％減少）となりました。 

  

１．経営成績

区分 平成20年３月期 売上比(％) 平成21年３月期 売上比(％) 増減 

売上高  104,798 100  103,622  100  △1,175 

営業利益  8,132 7.8  8,429  8.1  297 

経常利益       7,442 7.1  7,899  7.6  456 

税金等調整前当期純利益  8,035 7.7  7,746  7.5  △289 

当期純利益  5,117 4.9  5,031  4.9  △86 

当期純利益連単倍率 2.3倍   1.9倍     

103,622

8,429 7,899

5,031
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セグメント別の売上高状況                              (単位：百万円) 

   

・塗料関連事業の売上高は、国内では、船舶用塗料の増加により、前期比10.3％増加の 百万円となりました。

一方、アジアでは船舶用塗料が増加したものの、コンテナ用塗料が減少したことに加えて為替が円高に進んだこと

から前期比8.9％減少の 百万円となり、その他地域につきましては前期比2.8％減少の 百万円となりま

した。この結果、全体では前期比1.1％減少の 百万円となりました。  

・その他の事業は、前期比13.7％減少の 百万円となりました。  

  

②次期の見通し  

 当社を取り巻く経営環境としましては、船舶用塗料の需要は当面、新造船を中心に底堅く推移するものと思われま

すが、世界の景況に強く影響を受けるコンテナ用塗料の需要動向の予測は極めて難しく、また原油・ナフサおよび非

鉄金属等の素材原料価格の動向や更には為替変動など予断を許さない状況が続くものと思われます。 

 このような状況のなかで、当社グループとしましては、得意とする商品分野と世界における発展性の高い地域に経

営資源を集中し、より一層の収益力の強化を図り、利益確保に取り組んでまいります。 

 次期の見通しにつきましては、下記を見込んでおります。 

              (単位：百万円) 

  (注) 業績見通しにつきましては、現時点で判断した一定の前提に基づいたもので、今後発生する状況の変化によ

っては異なる業績結果となることも予想されます。 

部門区分 地域 平成20年３月期 平成21年３月期 対前期増減率(％) 

塗料関連事業 

国内  39,032    43,069  10.3 

アジア  54,021    49,205  △8.9 

その他  11,154    10,838  △2.8 

計  104,208    103,113  △1.1 

その他の事業 

国内  590    509  △13.7 

アジア ― ― ― 

その他 ― ― ― 

計  590    509  △13.7 

合    計 

国内  39,622    43,579  10.0 

アジア  54,021    49,205  △8.9 

その他  11,154    10,838  △2.8 

計  104,798    103,622  △1.1 

43,069

49,205 10,838

103,113

509

区分 連結 

売上高    94,000

営業利益    8,000

経常利益    7,500

当期純利益    4,800
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(2) 財政状態に関する分析 

①当期の概況 

 財政状態                            (単位：百万円)  

  

・総資産は 百万円となり、前期末と比べ 百万円の減少となりました。主な要因は、受取手形及び売掛金

の減少（ 百万円）や投資有価証券の減少 ( 百万円) であります。 

・負債は、前期末に比べ 百万円減少の 百万円となりました。主な要因は、支払手形及び買掛金の減少 (

百万円) や未払法人税等の減少（ 百万円）であります。 

・少数株主持分を含めた純資産は、前期末に比べ 百万円減少の 百万円となりました。主な要因は、当期

純利益 ( 百万円) による利益剰余金の増加、その他有価証券評価差額金の減少 ( 百万円) 及び為替換算

調整勘定の減少 ( 百万円) であります。 

 この結果、１株当たり純資産は前期末に比べ13.59円減少し550.49円となりました。  

   

キャッシュ・フローの状況                             (単位：百万円)  

  

・営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権やたな卸資産の増加は前期に比べ改善されたものの、法人税等の

支払の増加などにより、前期に比べ 百万円減少し 百万円のプラスとなりました。 

・投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の売却による収入などにより、前期に比べ 百万円増加し

百万円のマイナスとなりました。 

・財務活動によるキャッシュ・フローは、前期と比較し短期借入金が増加したことなどから708百万円増加し 百万

円のマイナスとなりました。 

 以上の結果、現金及び現金同等物の当期末残高は前期末に比べ 百万円増加し 百万円となりました。  

区分 平成20年３月期 平成21年３月期 増減 

総資産  98,550    91,776  △6,774 

純資産  41,105    40,013 △1,091 

自己資本比率 (％) 39.4  41.2  1.8 

１株当たり純資産 (円) 564.08  550.49  △13.59 

91,776 6,774

1,646 2,331

5,683 51,762

2,672 694

1,091 40,013

5,031 1,512

3,510

区分 平成20年３月期 平成21年３月期 増減 

営業活動によるキャッシュ・フロー  4,846  4,074  △  772

投資活動によるキャッシュ・フロー △  2,621  △  1,634    986

財務活動によるキャッシュ・フロー △  1,419  △  711    708

現金及び現金同等物に係る換算差額 △  710  △  994  △  284

現金及び現金同等物の増減額  95    733    638

現金及び現金同等物の期首残高  7,752    7,858    105

非連結子会社との合併に伴う現金及び 

現金同等物の増加額 
 10  ―  △  10

現金及び現金同等物の期末残高  7,858    8,591    733

772 4,074

986 1,634

711

733 8,591
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②次期の見通し 

 売上の増加や利益率の回復などに努め、財務体質の強化を図ります。また、売上債権の早期回収とたな卸資産の圧

縮を進めるとともに、資産効率を高めキャッシュ・フローの改善を目指します。  

  

   (参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 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／キャッシュ・フロー 

 インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

 (注１) 各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 

 (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) キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。 

 (注４) 有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としてお

ります。  

  

(3) 利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 当社は株主の皆様に対する利益還元を経営の 優先課題として位置付け、昭和28年以来配当を継続してきておりま

すが、今後も業績等総合的に勘案しながら長期安定的に成果の配分を行うよう努力してまいります。 

 また、内部留保資金は研究開発投資、更なる海外展開の進展、財務体質改善のための借入金返済などに充て、企業

価値の向上に努めてまいります。  

  

(4) 事業等のリスク 

 投資家の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。 

 なお、将来に関する事項については、本決算発表日 (平成21年5月8日) 現在における当社判断に基づいておりま

す。 

①事業展開に関するリスク 

 a 市況の変動に関わるもの 

 当社グループは、船舶を中心としてコンテナ、合板その他工業用塗料などの分野を対象とした塗料の製造販売

を行っております。このため世界経済が停滞した場合には、物流量の減少に伴う新造船建造量やコンテナ生産量

の減少や、設備投資、住宅着工件数の低迷などにより業績に影響を及ぼすことになります。 

 b 海外での事業活動に関わるもの 

 当社グループの当連結会計年度の売上高における海外の割合は、国内売上を上回っております。 

 今後もアジアを中心とした売上・生産の規模は増加傾向にありますが、現地経済・市場動向を見通すことは困

難であること、また事業を展開している国の法環境や税制の変化など予期せぬ事象により業績に大きな影響を及

ぼすことも考えられます。 

 c 国内での事業活動に関わるもの 

 現在、日本は韓国に次ぐ世界第二位の造船国となっておりますが、将来的には中国への移行が進み国内建造量

は減少していくことも予想されます。当社の新造船用塗料のシェアは増加傾向にありますが、需要総量の減少に

より国内においては船舶用塗料売上高の低減に繋がる可能性があります。 

 d 原材料調達に関わるもの 

 当社グループでは原材料の調達は世界のネットワークを活用し安定的な価格及び数量での仕入れに努めており

ますが、材料の多くが国際市況に影響されることから原材料価格の高騰が経営成績に影響を及ぼす可能性があり

ます。 

  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 (％) 38.0 39.6 37.8 39.4  41.2 

時価ベースの自己資本比率 (％) 55.0 56.7 72.3 48.7  44.4 

キャッシュ・フロー対有利子 

負債比率 (年) 
29.2 9.8 ― 6.0  6.9 

インタレスト・カバレッジ・ 

レシオ (倍) 
2.7 5.3 ― 4.2  5.2 
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 e 為替変動の影響 

 当社グループの海外売上比率は益々増加するものと予想されますが、海外売上の大半は現地生産・現地販売に

よるものであるため、為替による損益の影響はグループ各社ベースでは軽微と思われます。しかしながら、連結

財務諸表の作成に当たっては、海外グループ各社の財務諸表等を各国通貨から円貨に換算しており、為替相場の

変動が円換算後の連結財務諸表に影響を及ぼす可能性があります。 

 f 金利変動の影響 

 当社グループでは積極的な海外展開を進めるなかで設備投資、運転資金等の調達として約280億円の借入金が

ありますが、これらは主に短期借入であります。 

 長短借入のバランスについては絶えず金利動向を勘案しながら決定しておりますが、急激な金利変動に対処で

きない場合は経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

 g 債権管理に関わるもの 

 当社グループは世界各国のユーザーに製品を供給しております。これらの取引については顧客の財務状況など

に注意し債権回収に努めておりますが、状況によっては貸倒となる可能性もあります。このため、回収可能性を

慎重に検討し引当金を計上しておりますが、予想できない多大な貸倒が発生した場合、損益に影響が生じる可能

性があります。  

②災害等に関するリスク  

 当社グループは化学品を製造販売する企業であるため、火災をはじめとする事故や災害による工場設備の被害状

況によっては一時的に操業停止や相当期間生産ができなくなることが予想されます。現在、国内外とも稼働率は高

く、このために主要工場が生産不能に陥った場合を想定し、様々なシミュレーションを行い万一に備えておりま

す。またグループ全体で将来の生産量を予測しながら適切な設備投資を行うことを目指しております。 

③法令違反に関するリスク 

 当社グループは1917年創業から今日の業績に至っておりますが、一社員の行動や判断の誤りから一瞬にして信用

を失うことも予想されます。このため当社の経営理念であります法令遵守を社員一人一人が自覚し行動するよう、

グループ各社従業員に対し厳しく指導しております。 

④環境汚染に関するリスク 

 当社グループは環境保全を重要課題と認識し環境負荷の低減に取り組んでおりますが、環境に関する社会的要求

は一段と厳しくなり法規制も次第に強化されています。 

 今後、塗料製造を続ける過程で有害原材料の使用量削減や環境関連法の遵守または環境維持を目的とした予定外

のコストが発生し損益に影響を及ぼす可能性があります。 

⑤知的財産権に関するリスク 

 当社グループは知的財産権を保有しておりその保護、または他社の知的財産権を侵害しないための対策を実施し

ておりますが、これらに係わる予想外の費用が発生した場合は損益に多大な影響を及ぼす可能性があります。  
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 (1) 事業の内容 

当企業集団は中国塗料株式会社 (当社) 及び子会社25社により構成されており、塗料製品の製造、販売を主な

事業としているほか、これらに附帯するサービス業務等を営んでおります。 

事業の内容と当社及び子会社の当該事業における位置付け並びに事業の種類別セグメントとの関連は、次のと

おりであります。 

  

   ＊CHUGOKU PAINTS B.V.は、平成20年８月18日付で特定子会社FIJNAART HOLDINGS B.V.及び 

    CHUGOKU COATINGS B.V.を吸収合併したことに伴い、特定子会社となりました。  

  

 (注) 各事業毎の会社数は、複数事業を営んでいる場合にはそれぞれに含めて数えております。  

  

２．企業集団の状況

事業区分 売上区分 主要な会社 

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塗料 

塗装請負等 

国内 

当社、大竹明新化学㈱、神戸ペイント㈱、文正商事㈱、

グローバル・エンジニアリング・サービス㈱、 

中国塗料長崎販売㈱、中国塗料技研㈱、三陽興産㈱   

(計８社) 

海外 

CHUGOKU MARINE PAINTS (Hong Kong), Ltd. 

CHUGOKU MARINE PAINTS (Shanghai), Ltd. 

CHUGOKU MARINE PAINTS (Guang Dong), Ltd. 

CHUGOKU MARINE PAINTS (Singapore) Pte., Ltd. 

CHUGOKU PAINTS (Malaysia) Sdn. Bhd. 

CHUGOKU PAINTS B.V. 

その他９社 

(計15社)  

その他の事業 
不動産賃貸及び管理 

ソフトウェア開発等 
国内 

当社、㈱シーエムピー企画、中国ソフト開発㈱、 

ヤス運送㈱ 

(計４社)  
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企業集団の状況についての事業系統図は以下のとおりであります。  
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 (2) 関係会社の状況  

平成21年３月31日現在

  (注) １ 主要な事業の内容欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。 

    ２ 議決権所有割合の ( ) 内は、内数で間接所有割合を示しております。 

    ３ 提出会社に親会社はありません。 

    ４ TOA-CHUGOKU PAINTS Co., Ltd.は実質的な支配力を勘案して子会社としております。 

    ５ 特定子会社に該当しているのは、  

       大竹明新化学㈱、CHUGOKU MARINE PAINTS(Hong Kong), Ltd.、 

       CHUGOKU MARINE PAINTS(Singapore)Pte., Ltd.、CHUGOKU PAINTS B.V.、 

       CHUGOKU PAINTS(Malaysia)Sdn. Bhd.、CHUGOKU MARINE PAINTS(Shanghai), Ltd.、 

       CHUGOKU MARINE PAINTS(Guang Dong), Ltd.の計７社であります。  

名称 住所 

資本金又は 

出資金 

(百万円) 

主要な 

事業の内容 

議決権の 

所有割合 

(％) 

役員の 

兼任 
関係内容 

当社

役員

当社

職員

(連結子会社) 
大竹明新化学㈱ 

  
広島県大竹市 

 

84 
 

塗料関連事業 
100

(15.24) 
2 2

当社グループの製品原材料を製造 
当社所有の土地を賃借 

文正商事㈱ 山口県下関市 10 塗料関連事業 100 2 4 当社グループの製品を販売 

中国塗料長崎販売㈱ 長崎県長崎市 40 塗料関連事業 100 2 2 当社グループの製品納入業務 

ヤス運送㈱ 滋賀県野洲市 10 その他の事業 100 1 3 当社製品他の運送取扱業務 
グローバル・エンジニアリ

ング・サービス㈱ 
広島県大竹市 29 塗料関連事業

100

(3.45) 
2 8 塗装技術サービス請負・塗装コンサルティング業務

中国ソフト開発㈱ 広島県大竹市 10 その他の事業 100 ― 3 当社グループの電算ソフト開発業務 

中国塗料技研㈱ 広島県大竹市 10 塗料関連事業 100 1 3 当社の営業支援業務等 

㈱シーエムピー企画 広島県広島市中区 20 その他の事業 100 1 3
ゴルフ練習場運営、不動産管理業務等

当社所有の土地、建物、設備を賃借 

神戸ペイント㈱ 兵庫県加古郡稲美町 400 塗料関連事業 100 ― 2
当社グループの製品を製造販売 
当社所有の土地を賃借 

三陽興産㈱ 高知県宿毛市 28 塗料関連事業 87.5 ― 3
当社製品による網染加工業務 
資金援助 貸付金71百万円 

CHUGOKU MARINE PAINTS

(Hong Kong), Ltd. 
香港 

百万US$

66 
塗料関連事業

100

 (0.00)  
3 2 当社グループの製品を販売 

CHUGOKU MARINE PAINTS

(Shanghai), Ltd. 
中国 
上海市 

百万US$

48 
塗料関連事業

92

(92) 
3 2 当社グループの製品を製造販売 

CHUGOKU MARINE PAINTS

(Guang Dong), Ltd. 
中国 
広東省 

百万US$

11 
塗料関連事業

100

(100) 
2 2 当社グループの製品を製造販売 

CHUGOKU MARINE PAINTS

(Singapore) Pte., Ltd. 
シンガポール 

百万S$

26 
塗料関連事業 100 2 2 当社グループの製品を製造販売 

CHUGOKU PAINTS

(Malaysia) Sdn. Bhd. 
マレーシア

クアラルンプール 
百万M$

32 
塗料関連事業 100 1 3 当社グループの製品を製造販売 

P.T. CHUGOKU PAINTS  
INDONESIA 

インドネシア 
ジャカルタ 

百万IDR

3,814 
塗料関連事業 54.57 2 1

当社グループの製品を製造販売 
資金援助 貸付金229百万円 

CHUGOKU SAMHWA  
PAINTS, Ltd. 

韓国 
金海市 

百万W

3,807 
塗料関連事業 59.46 ― 3 当社グループの製品を製造販売 

TOA-CHUGOKU  
PAINTS Co.,Ltd. 

タイ 
バンコク 

百万THB

140 
塗料関連事業 49 3 1 当社グループの製品を製造販売 

CHUGOKU MARINE PAINTS

(Taiwan), Ltd. 
台湾 
台北市 

百万NT$

4 
塗料関連事業

100

(100) 
1 3 当社グループの製品を販売 

CMP GREEN PROCESSING  
TECHNOLOGY Co., Ltd. 

台湾 
台北市 

百万NT$

11 
塗料関連事業

100

(100) 
1 3 塗装施工業務 

CMP COATINGS, Inc. 
アメリカ 
ニューオーリンズ 

US$

548 
塗料関連事業

100

(100) 
1 2 当社グループの製品を製造販売 

CHUGOKU PAINTS(UK) Ltd. 
イギリス 
ロンドン 

百万GBP

1 
塗料関連事業

100

(100) 
― 2 当社グループの製品を販売 

CHUGOKU PAINTS B.V. 
オランダ 
ファイナート 

百万EUR

11 
塗料関連事業 100 3 2 当社グループの製品を製造販売 

CHUGOKU PAINTS

(Germany) G.M.B.H. 
ドイツ 
ハンブルグ 

EUR

25,565 
塗料関連事業

100

(100) 
― 1 当社グループの製品を販売 

CHUGOKU MARINE PAINTS  
(Hellas), S.A. 

ギリシャ 
ピレウス 

EUR

58,800 
塗料関連事業

100

(100) 
― 4 当社グループの製品を販売 
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(1) 会社の経営の基本方針 

 当社は、遵法精神を主軸に置き、常に顧客の立場に立った革新的な製品の供給とサービスの提供を行うことで利益

を確保し、社業の発展を通じて社会に貢献することを経営理念に、次の経営基本方針を掲げて取り組んでおります。

 ① 高の品質で、顧客の信頼と満足を確保する 

 ② 世界的な視野に立ち、常に技術革新を行い新製品の開発に努める 

 ③ 経営の科学化を図り、会社の継続的存立と利潤を確保し社会に貢献する 

 ④ 誠実を旨とし、和を重んじ公明正大を期す  

 ⑤ 環境に即応した社内標準化を推進し、組織的運営と活動を図る 

  

(2) 中長期的な会社の経営戦略と目標とする指標 

 当社グループは、世界へ活動を広げるグローバル企業として、また、産業の発展と地球環境の保全を共に追及し、

創造と革新の精神で市場ニーズに応えることにより企業価値の向上を図るため、以下の指針を含む総合的な目標を設

定しております。 

 ① 当社の得意分野である船舶用、建材用、重防食用、コンテナ用塗料等での販売を高める 

 ② 市場の高成長が期待できる中国、東南アジアなど海外の各地域で、供給能力を高め拡販に努める 

 ③ 国内では高水準の建造量を持続する新造船市場で一層のシェア拡大を図る 

 ④ 新規の需要先を開拓する 

 ⑤ 顧客ニーズに合った環境対応製品や高機能高付加価値製品などの新製品を開発する 

 ⑥ 営業、技術、生産、管理などの部門で全社的にコストダウンを図る 

 ⑦ 時代に適合した情報システムなどの構築を行う 

 ⑧ 一人当たりの売上高を増加させる 

 ⑨ 与信管理の徹底を図る 

 ⑩ 資産の見直しを適宜行い効率的な活用を図る 

  

(3) 会社の対処すべき課題 

 世界経済の見通しは今後とも予断を許さない状況ですが、当社グループとしましては、以下の課題に重点的に取り

組むことにより、環境変化に対応可能な企業体質の強化を図ってまいります。 

 ① 企業倫理と法の遵守を徹底すると共に、健全で透明性の高い経営体制とリスク管理体制の整備を含む内部統制

制度を拡充し、効率性を高めていく 

 ② 顧客ニーズと環境対応を同時に充たす製品の開発と安定した供給体制を構築する 

 ③ 全社的なコストの削減に全力をあげて取り組むと共に、原価の変動に見合った適正な販売価格を維持する   

 ④ 営業キャッシュ・フローの改善を進め、財務体質を強化していく 

 ⑤ 化学品への適法な対応のため、化学物質管理システムのグループ全体への展開を推進する  

  

(4) その他、会社の経営上重要な事項 

 該当事項はありません。 

  

  

３．経営方針
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４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：百万円）

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) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,975 8,625

受取手形及び売掛金 36,538 34,891

たな卸資産 17,719 －

商品及び製品 － 9,525

仕掛品 － 505

原材料及び貯蔵品 － 5,972

繰延税金資産 735 841

その他 1,298 912

貸倒引当金 △700 △645

流動資産合計 63,567 60,629

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 15,843 13,841

減価償却累計額 △8,957 △7,561

建物及び構築物（純額） 6,886 6,280

機械装置及び運搬具 12,527 10,946

減価償却累計額 △9,365 △8,357

機械装置及び運搬具（純額） 3,161 2,589

工具、器具及び備品 3,304 3,255

減価償却累計額 △2,599 △2,529

工具、器具及び備品（純額） 705 725

土地 ※2  14,538 ※2  13,124

リース資産 － 181

減価償却累計額 － △49

リース資産（純額） － 131

建設仮勘定 278 986

有形固定資産合計 25,571 23,837

無形固定資産 450 843

投資その他の資産   

投資有価証券 ※1  7,290 ※1  4,958

繰延税金資産 370 380

その他 1,342 1,132

貸倒引当金 △41 △5

投資その他の資産合計 8,961 6,465

固定資産合計 34,983 31,146

資産合計 98,550 91,776
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（単位：百万円）

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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 15,866 13,193

短期借入金 25,885 24,939

1年内返済予定の長期借入金 ※1  630 149

未払金 3,288 2,748

未払費用 1,886 1,621

リース債務 － 46

未払法人税等 1,479 785

繰延税金負債 4 －

賞与引当金 84 83

製品保証引当金 239 127

その他 357 655

流動負債合計 49,722 44,351

固定負債   

長期借入金 2,555 ※1  3,001

長期未払金 349 295

リース債務 － 91

繰延税金負債 793 33

再評価に係る繰延税金負債 ※2  3,044 ※2  3,026

退職給付引当金 691 659

負ののれん 9 －

その他 279 302

固定負債合計 7,723 7,410

負債合計 57,445 51,762

純資産の部   

株主資本   

資本金 11,626 11,626

資本剰余金 7,785 7,783

利益剰余金 17,764 21,210

自己株式 △156 △187

株主資本合計 37,020 40,433

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,497 △15

土地再評価差額金 ※2  2,526 ※2  3,168

為替換算調整勘定 △2,224 △5,735

評価・換算差額等合計 1,798 △2,581

少数株主持分 ※2  2,286 2,161

純資産合計 41,105 40,013

負債純資産合計 98,550 91,776
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（２）連結損益計算書 

（単位：百万円）

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) 

売上高 104,798 103,622

売上原価 ※2  76,062 ※2  74,550

売上総利益 28,736 29,072

販売費及び一般管理費 ※1, ※2  20,604 ※1, ※2  20,642

営業利益 8,132 8,429

営業外収益   

受取利息 112 78

受取配当金 159 175

受取ロイヤリティー 110 116

技術指導料 156 124

債務勘定整理益 － 264

その他 394 378

営業外収益合計 933 1,136

営業外費用   

支払利息 1,159 774

為替差損 162 431

その他 301 460

営業外費用合計 1,623 1,666

経常利益 7,442 7,899

特別利益   

固定資産売却益 ※3  12 ※3  15

投資有価証券売却益 174 0

移転補償金 ※4  423 －

製品保証引当金戻入額 39 8

その他 32 0

特別利益合計 682 23

特別損失   

固定資産売却損 ※5  23 ※5  3

投資有価証券評価損 13 7

持分変動損失 46 －

過年度増値税等 － 152

その他 5 14

特別損失合計 89 176

税金等調整前当期純利益 8,035 7,746

法人税、住民税及び事業税 1,968 2,116

過年度法人税等 ※6  172 －

法人税等調整額 190 △118

法人税等合計 2,331 1,997

少数株主利益 586 717

当期純利益 5,117 5,031
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

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) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 11,626 11,626

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 11,626 11,626

資本剰余金   

前期末残高 7,785 7,785

当期変動額   

自己株式の処分 0 △1

当期変動額合計 0 △1

当期末残高 7,785 7,783

利益剰余金   

前期末残高 13,753 17,764

当期変動額   

剰余金の配当 △1,101 △894

当期純利益 5,117 5,031

土地再評価差額金の取崩 △5 △690

当期変動額合計 4,010 3,446

当期末残高 17,764 21,210

自己株式   

前期末残高 △101 △156

当期変動額   

自己株式の取得 △55 △41

自己株式の処分 0 10

当期変動額合計 △54 △31

当期末残高 △156 △187

株主資本合計   

前期末残高 33,063 37,020

当期変動額   

剰余金の配当 △1,101 △894

当期純利益 5,117 5,031

自己株式の取得 △55 △41

自己株式の処分 0 8

土地再評価差額金の取崩 △5 △690

当期変動額合計 3,956 3,413

当期末残高 37,020 40,433
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（単位：百万円）

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) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 2,730 1,497

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,232 △1,512

当期変動額合計 △1,232 △1,512

当期末残高 1,497 △15

土地再評価差額金   

前期末残高 2,523 2,526

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 2 642

当期変動額合計 2 642

当期末残高 2,526 3,168

為替換算調整勘定   

前期末残高 257 △2,224

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,482 △3,510

当期変動額合計 △2,482 △3,510

当期末残高 △2,224 △5,735

評価・換算差額等合計   

前期末残高 5,511 1,798

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3,713 △4,380

当期変動額合計 △3,713 △4,380

当期末残高 1,798 △2,581

少数株主持分   

前期末残高 2,265 2,286

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 21 △124

当期変動額合計 21 △124

当期末残高 2,286 2,161

純資産合計   

前期末残高 40,840 41,105

当期変動額   

剰余金の配当 △1,101 △894

当期純利益 5,117 5,031

自己株式の取得 △55 △41

自己株式の処分 0 8

土地再評価差額金の取崩 △5 △690

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3,691 △4,504

当期変動額合計 264 △1,091

当期末残高 41,105 40,013
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

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) 

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 8,035 7,746

減価償却費 1,458 1,555

負ののれん償却額 △3 －

のれん償却額 － 22

貸倒引当金の増減額（△は減少） 110 48

退職給付引当金の増減額（△は減少） △34 12

その他の引当金の増減額（△は減少） △107 △62

受取利息及び受取配当金 △272 △254

支払利息 1,159 774

為替差損益（△は益） 12 △9

投資有価証券売却損益（△は益） △174 △0

投資有価証券評価損益（△は益） 13 7

会員権評価損 5 14

固定資産売却損益（△は益） 33 22

移転補償金 △423 －

売上債権の増減額（△は増加） △4,599 △3,082

たな卸資産の増減額（△は増加） △975 △310

未収消費税等の増減額（△は増加） 483 501

仕入債務の増減額（△は減少） 297 111

割引手形の増減額（△は減少） 776 192

長期未払金の増減額（△は減少） 2 △53

その他 688 17

小計 6,486 7,255

利息及び配当金の受取額 330 254

利息の支払額 △1,153 △783

移転補償金の受取額 910 －

法人税等の支払額 △1,727 △2,652

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,846 4,074

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 － △31

定期預金の払戻による収入 228 102

固定資産の取得による支出 △2,572 △3,009

固定資産の売却による収入 52 1,647

投資有価証券の取得による支出 △306 △19

投資有価証券の売却による収入 206 3

子会社株式の取得による支出 － △293

その他 △229 △34

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,621 △1,634

－ 17 －

中国塗料㈱(4617)　平成21年３月期決算短信



（単位：百万円）

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) 

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） 41 423

長期借入れによる収入 － 100

長期借入金の返済による支出 △130 △133

自己株式の売却による収入 0 8

自己株式の取得による支出 △55 △41

配当金の支払額 △1,099 △893

少数株主への配当金の支払額 △295 △213

少数株主からの払込みによる収入 127 77

その他 △9 △38

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,419 △711

現金及び現金同等物に係る換算差額 △710 △994

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 95 733

現金及び現金同等物の期首残高 7,752 7,858

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の
増加額

10 －

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  7,858 ※1  8,591
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 該当事項はありません。 

 

  

   

継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

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  すべての子会社を連結しております。 

 連結子会社の数   27社  

 連結子会社は、「２．企業集団の状

況」に記載しているため省略しておりま

す。 

 すべての子会社を連結しております。 

 連結子会社の数   25社  

 連結子会社は、「２．企業集団の状

況」に記載しているため省略しておりま

す。 

２ 持分法の適用に関する事項  非連結子会社及び関連会社はありませ

ん。 

 非連結子会社及び関連会社はありませ

ん。 

３ 連結子会社の事業年度等に

関する事項 

 神戸ペイント㈱を除く連結子会社26社

の決算日は12月31日であります。連結財

務諸表の作成にあたっては、各社の決算

日の財務諸表を使用しておりますが、連

結決算日との間に生じた重要な取引につ

いては連結上の必要な調整を行っており

ます。  

 神戸ペイント㈱を除く連結子会社24社

の決算日は12月31日であります。連結財

務諸表の作成にあたっては、各社の決算

日の財務諸表を使用しておりますが、連

結決算日との間に生じた重要な取引につ

いては連結上の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 

ａ 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 

① 有価証券 

ａ 満期保有目的の債券 

同左 

  ｂ 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、移動平均法

により算定) 

ｂ 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 

  ② デリバティブ 

時価法 

② デリバティブ 

同左 

  ③ たな卸資産 

 移動平均法による原価法 (一部の

連結子会社は先入先出法による低価

法) によっております。 

③ たな卸資産 

 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

よっております。 
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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日公表

分）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、経常利益及

び税金等調整前当期純利益は、それ

ぞれ33百万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。  

  (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方

法 

① 有形固定資産 

 定率法によっております。ただ

し、平成10年４月１日以降に取得し

た建物（建物附属設備を除く）につ

いては、定額法によっております。

また、在外連結子会社は主として定

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。  

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方

法 

① 有形固定資産 (リース資産を除く)

同左 

  建物及び構築物 ７～50年

機械装置及び運搬具 ４～17年

工具器具及び備品 ２～10年

  

  (会計処理の変更) 

 提出会社及び国内連結子会社は、

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、当連

結会計年度から、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減

価償却の方法に変更しております。 

 これに伴い、従来の方法によった

場合と比べ、営業利益、経常利益及

び税金等調整前当期純利益がそれぞ

れ27百万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。 

   

───── 
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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) 

  (追加情報) 

 当連結会計年度から、平成19年３

月31日以前に取得した有形固定資産

については、改正前の法人税法に基

づく減価償却の方法の適用により取

得価額の５％に到達した連結会計年

度の翌連結会計年度より、取得価額

の５％相当額と備忘価額との差額を

５年間で均等償却し、減価償却費に

含めて計上しております。 

 これに伴い、従来の方法によった

場合と比べ、営業利益、経常利益及

び税金等調整前当期純利益がそれぞ

れ60百万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。 

(追加情報) 

 提出会社及び一部の国内連結子会

社は、平成20年度の法人税法の改正

を契機として、当連結会計年度より

機械装置の耐用年数及び資産区分の

見直しを行っております。 

 これに伴い、従来の方法によった

場合と比べ、営業利益、経常利益及

び税金等調整前当期純利益は、それ

ぞれ19百万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。 

  ② 無形固定資産 

 定額法によっております。 

 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 (３年から５年) に基づく

定額法によっております。 

② 無形固定資産 (リース資産を除く)

同左 

    

  

  

  ③ リース資産 

 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。 

  (3) 重要な引当金の計上基準 

① 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 

① 貸倒引当金 

同左 

  ② 賞与引当金 

 一部の連結子会社は、従業員の賞

与の支給に備えるため支給見込額に

基づく当連結会計年度負担額を計上

しております。 

② 賞与引当金 

同左 

  ③ 製品保証引当金 

 売渡製品の保証期間に基づいて発

生する補償費に備えるため、年間売

上高に対する補償費の実績割合を勘

案して計上しております。 

③ 製品保証引当金  

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) 

  ④ 退職給付引当金 

 提出会社は、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(1,296

百万円)については、15年による按分

額を費用処理しております。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(10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

しております。 

 また、退職給付引当金には、提出

会社の相談役・顧問及び理事の退職

慰労金の支給に備えるため、内規に

基づく期末要支給額(40百万円)が含

まれております。 

 一部の連結子会社については、簡

便法を採用しております。 

④ 退職給付引当金 

 提出会社は、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(1,296

百万円)については、15年による按分

額を費用処理しております。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(10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

しております。 

 また、退職給付引当金には、提出

会社の相談役・顧問及び理事の退職

慰労金の支給に備えるため、内規に

基づく期末要支給額(20百万円)が含

まれております。 

 一部の連結子会社については、簡

便法を採用しております。 

（追加情報） 

 提出会社及び一部の国内連結子会

社は、確定給付企業年金法の施行に

伴い、平成21年１月に適格退職年金

制度から確定給付企業年金制度へ移

行いたしました。本移行に伴い、

「退職給付制度間の移行等に関する

会計処理」（企業会計基準委員会 

平成14年１月31日 企業会計基準適

用指針第１号）を適用しておりま

す。 

 なお、移行に伴う損益は発生して

おりません。  

  (4) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦

通貨への換算基準 

 外貨建金銭債権債務は、決算日の

直物為替相場により円貨に換算し、

換算差額は損益として処理しており

ます。 

 なお、在外子会社の資産及び負債

は、決算日 (一部の在外子会社は提

出会社の決算日) の直物為替相場に

より円貨に換算し、収益及び費用は

期中平均相場により円貨に換算し、

換算差額は純資産の部における為替

換算調整勘定及び少数株主持分に含

めて計上しております。 

(4) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦

通貨への換算基準 

 外貨建金銭債権債務は、決算日の

直物為替相場により円貨に換算し、

換算差額は損益として処理しており

ます。 

 なお、在外子会社の資産及び負債

は、決算日の直物為替相場により円

貨に換算し、収益及び費用は期中平

均相場により円貨に換算し、換算差

額は純資産の部における為替換算調

整勘定及び少数株主持分に含めて計

上しております。 
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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) 

  (5) 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

の賃貸借取引に準じた会計処理によ

っております。 

(5)   

――――― 

  (6) 重要なヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

 一部の連結子会社は為替予約につ

いて振当処理を採用しております。 

(6) 重要なヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

同左 

  ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段   ヘッジ対象 

為替予約   外貨建債権債務

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

  ③ ヘッジ方針 

 外貨建金銭債権債務に係る為替相

場の変動リスクを回避するために、

必要な範囲内で利用しております。 

③ ヘッジ方針 

同左 

  ④ ヘッジの有効性評価の方法 

 為替予約の締結時にリスク管理方

法に従って、外貨建による同一金額

で同一期日の為替予約をそれぞれ振

当てているため、その後の為替相場

の変動による相関関係は完全に確保

されているので決算日における有効

性の評価を省略しております。 

④ ヘッジの有効性評価の方法 

同左 

  (7) その他連結財務諸表作成のための重

要な事項 

消費税等の処理方法 

 消費税等の処理方法は、税抜方式に

よっております。 

(7) その他連結財務諸表作成のための重

要な事項 

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、全面時価評価法によっておりま

す。 

同左 

６ のれん及び負ののれんの償

却に関する事項 

 のれん及び負ののれんは、５年間で均

等償却しております。 

同左 

７ 連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲 

 連結キャッシュ・フロー計算書におけ

る資金(現金及び現金同等物)は、手許現

金、随時引き出し可能な預金及び容易に

換金可能であり、かつ、価値の変動につ

いて僅少なリスクしか負わない取得日か

ら３ヶ月以内に償還期限の到来する短期

投資からなっております。 

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) 

───── （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方法に準じた会

計処理によっております。 

 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、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を取得

価額とし、期首に取得したものとしてリース資産に計上

する方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と比べ、当連結

会計年度のリース資産が有形固定資産に131百万円計上さ

れております。なお、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。 

  

（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） 

 当連結会計年度より、「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」 (実務対応

報告第18号 平成18年５月17日) を適用し、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。 
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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」に含まれる

「商品及び製品」「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」は、

それぞれ10,918百万円、632百万円、6,167百万円であり

ます。 

  

  （連結損益計算書） 

 前連結会計年度において「製品・原材料売上高」「塗

装工事加工収入」「不動産賃貸収入等」として区分掲記

されていたものは、ＸＢＲＬ導入に伴い連結財務諸表の

比較可能性を向上するため、また、金額的重要性及び区

分掲記の必要性の見直しを行い、当連結会計年度より

「売上高」に含めて表示しております。  

 なお、当連結会計年度の「売上高」に含まれる「製

品・原材料売上高」「塗装工事加工収入」「不動産賃貸

収入等」は、それぞれ102,021百万円、1,091百万円、509

百万円であります。 
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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20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

※１ 担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産及び担保付債務は、次のとお

りであります。 

※１ 担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産及び担保付債務は、次のとお

りであります。 

担保資産     

投資有価証券 883百万円

      

担保付債務     

1年内返済予定の長期借入金 500百万円

担保資産     

投資有価証券 912百万円

      

担保付債務     

長期借入金 500百万円

※２ 土地の再評価に関する法律 (平成10年３月31日公布

法律第34号) 及び土地の再評価に関する法律の一部を

改正する法律 (平成11年３月31日改正) に基づき、事

業用土地の再評価を行っております。再評価の方法

は、土地の再評価に関する法律施行令 (平成10年３月

31日公布政令第119号) 第２条第３号に定める固定資

産税評価額に合理的な調整を行って算定する方法に基

づいて算定しており、再評価差額のうち税効果相当額

を固定負債の部に「再評価に係る繰延税金負債」とし

て、その他の金額を純資産の部に「土地再評価差額

金」として計上しております。 

※２ 土地の再評価に関する法律 (平成10年３月31日公布

法律第34号) 及び土地の再評価に関する法律の一部を

改正する法律 (平成11年３月31日改正) に基づき、事

業用土地の再評価を行っております。再評価の方法

は、土地の再評価に関する法律施行令 (平成10年３月

31日公布政令第119号) 第２条第３号に定める固定資

産税評価額に合理的な調整を行って算定する方法に基

づいて算定しており、再評価差額のうち税効果相当額

を固定負債の部に「再評価に係る繰延税金負債」とし

て、その他の金額を純資産の部に「土地再評価差額

金」として計上しております。 

再評価を行った年月日 平成12年３月31日

再評価を行った土地の 

期末における時価と再 

評価後の帳簿価額と 

の差額 

△5,772百万円

再評価を行った年月日 平成12年３月31日

再評価を行った土地の 

期末における時価と再 

評価後の帳簿価額と 

の差額 

△4,981百万円

海外連結子会社２社は、現地の法令及び会計基準に

基づいて土地の再評価を実施しており、再評価差額の

うち税効果相当額 (17百万円) が「再評価に係る繰延

税金負債」に、少数株主持分相当額 (7百万円) が

「少数株主持分」に、その他の金額 (47百万円)が

「土地再評価差額金」に含まれております。 

  

 ３ 偶発債務  ３ 偶発債務 

 保証債務  保証債務 

特約店への売上債権の回収に対する保証 特約店への売上債権の回収に対する保証 

三菱商事㈱ 1,204百万円 三菱商事㈱ 1,242百万円

 ４ 受取手形割引高 2,323百万円  ４ 受取手形割引高 2,516百万円
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（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主要な費目と金額は次のと

おりであります。 

※１ 販売費及び一般管理費の主要な費目と金額は次のと

おりであります。 

減価償却費 301百万円

貸倒引当金繰入額 144 〃 

賞与引当金繰入額 35 〃 

退職給付費用 476 〃 

役員報酬及び従業員給料等 6,364 〃 

運送費 3,826 〃 

販売手数料 2,174 〃 

減価償却費 431百万円

貸倒引当金繰入額 117 〃 

賞与引当金繰入額 62 〃 

退職給付費用 459 〃 

役員報酬及び従業員給料等 6,418 〃 

運送費 3,779 〃 

販売手数料 2,009 〃 

※２ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

は、次のとおりであります。 

※２ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

は、次のとおりであります。 

一般管理費 371百万円

当期製造費用 1,233 〃 

計 1,605百万円

一般管理費 434百万円

当期製造費用 1,365 〃 

計 1,800百万円

※３ 特別利益「固定資産売却益」の内訳は次のとおりで

あります。 

※３ 特別利益「固定資産売却益」の内訳は次のとおりで

あります。 

建物及び構築物 0百万円

機械装置及び運搬具 11 〃 

工具器具及び備品 0 〃 

計 12百万円

機械装置及び運搬具 3百万円

工具器具及び備品 0 〃 

土地 11 〃 

計 15百万円

※４ 提出会社の東京本社及び CHUGOKU MARINE PAINTS  

(Shanghai), Ltd.の工場移転に伴い、貸主等より受領

した移転補償金と固定資産除却損等を相殺した金額を

特別利益として計上しております。 

 ４  

―――――  

※５ 特別損失「固定資産売却損」の内訳は次のとおりで

あります。 

※５ 特別損失「固定資産売却損」の内訳は次のとおりで

あります。 

機械装置及び運搬具 0百万円

工具器具及び備品 0 〃 

土地 22 〃 

計 23百万円

機械装置及び運搬具 2百万円

工具器具及び備品 0 〃 

計   3百万円

   

※６ 税務調査に伴う納税見込額を計上しております。 ――――― 
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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 

２ 自己株式に関する事項 

 (変動事由の概要) 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

単元未満株式の買取りによる増加    39,755株 

減少数の主な内訳は、次の通りであります。 

単元未満株式の買増請求による減少     638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 

(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 

（連結株主資本等変動計算書関係）

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)  69,068,822  ─  ─  69,068,822

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)  212,942  39,755  638  252,059

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  688  10.00 平成19年３月31日 平成19年６月29日 

平成19年10月31日 

取締役会 
普通株式  412  6.00 平成19年９月30日 平成19年12月４日 

決議 株式の種類 配当の原資
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20年６月26日 

定時株主総会 
普通株式 利益剰余金  481  7.00 平成20年３月31日 平成20年６月27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 発行済株式に関する事項 

２ 自己株式に関する事項 

 (変動事由の概要) 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

単元未満株式の買取りによる増加    74,209株 

減少数の主な内訳は、次の通りであります。 

単元未満株式の買増請求による減少   16,564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 

(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 

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)  69,068,822  ─  ─  69,068,822

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)  252,059  74,209  16,564  309,704

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20年６月26日 

定時株主総会 
普通株式  481  7.00 平成20年３月31日 平成20年６月27日 

平成20年10月31日 

取締役会 
普通株式  412  6.00 平成20年９月30日 平成20年12月２日 

決議 株式の種類 配当の原資
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21年６月25日 

定時株主総会 
普通株式 利益剰余金  481  7.00 平成21年３月31日 平成21年６月26日
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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。 

（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) 

※１ 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は以下のとおりで

あります。 

※１ 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は以下のとおりで

あります。 

(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 7,975百万円 

預入期間が３か月を超える 

定期預金 
△117 〃 

現金及び現金同等物 7,858百万円 

現金及び預金勘定 8,625百万円 

預入期間が３か月を超える 

定期預金 
△33 〃 

現金及び現金同等物 8,591百万円 

（リース取引関係）
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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 満期保有目的の債券で時価のあるもの 

２ その他有価証券で時価のあるもの 

  (注)  当連結会計年度において、その他有価証券の減損処理 (13百万円) を行っております。 

３ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

４ 時価評価されていない有価証券 

５ 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連結決算日における償還予定額 

（有価証券関係）

区分 
連結決算日における連結

貸借対照表計上額(百万円) 
連結決算日における時価

(百万円) 
差額(百万円)

時価が連結貸借対照表計

上額を超えるもの 
 2  2  0

時価が連結貸借対照表計

上額を超えないもの 
 ―  ―  ―

合計  2  2  0

区分 取得原価(百万円)
連結決算日における連結
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 
                 

株式  2,065  4,480  2,415

小計  2,065  4,480  2,415

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの 
                 

株式  1,721  1,638  △83

小計  1,721  1,638  △83

合計  3,786  6,118  2,331

区分 
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) 

売却額 (百万円)  206

売却益の合計額 (百万円)  174

売却損の合計額 (百万円)  ―

区分 連結貸借対照表計上額(百万円) 

その他有価証券      

非上場株式  1,172

合計  1,172

区分 
１年以内
(百万円) 

１年超５年以内
(百万円) 

５年超10年以内 
(百万円) 

10年超
(百万円) 

(債券)                        

国債  2  ―  ―  ―

合計  2 ― ― ― 
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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 その他有価証券で時価のあるもの 

  (注)  当連結会計年度において、その他有価証券の減損処理 (７百万円) を行っております。 

２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

３ 時価評価されていない有価証券 

  

区分 取得原価(百万円)
連結決算日における連結

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 
                 

株式  1,107  1,632  525

小計  1,107  1,632  525

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの 
                 

株式  2,691  2,154  △536

小計  2,691  2,154  △536

合計  3,798  3,786  △11

区分 
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) 

売却額 (百万円)  3

売却益の合計額 (百万円)  0

売却損の合計額 (百万円)  ―

区分 連結貸借対照表計上額(百万円) 

その他有価証券      

非上場株式  1,172

合計  1,172
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１ 取引の状況に関する事項 

（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) 

① 取引の内容及び利用目的等 

 当社グループは通常の営業過程における輸出入取引の

為替相場の変動によるリスクを軽減するため、先物為替

予約取引(主として包括予約)を行っております。 

① 取引の内容及び利用目的等 

同左 

② 取引に対する取組方針 

 通貨関連のデリバティブ取引は、輸出入取引をヘッジ

するためのものであるため、外貨建売掛金及び買掛金並

びにその成約高の範囲内で行うこととし、投機目的のデ

リバティブ取引は行わない方針であります。 

 なお、デリバティブ取引を利用したヘッジ会計の方法

は、「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 (6) 重要なヘッジ会計

の方法」に記載のとおりであります。 

② 取引に対する取組方針 

同左 

③ 取引に係るリスクの内容 

 当社グループのデリバティブ取引の契約先は信用度の

高い銀行であるため、相手先の契約不履行によるリスク

は、ほとんどないと判断しております。 

③ 取引に係るリスクの内容 

同左 

④ 取引に係るリスク管理体制 

 デリバティブ取引の実行及び管理は、「業務分掌」に

従い管理統括部財務部に集中しております。 

④ 取引に係るリスク管理体制 

同左 

⑤ その他 

 「取引の時価等に関する事項」における契約額等は、

この金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスク量を

示すものではありません。 

⑤ その他 

同左 
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２ 取引の時価等に関する事項 

前連結会計年度(平成20年３月31日) 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

通貨関連 

  (注) １ 時価の算定方法 

 先物為替相場によっております。 

２ 「外貨建取引等会計処理基準」により外貨建金銭債権債務等に振り当てたデリバティブ取引については、注

記の対象から除いております。 

当連結会計年度(平成21年３月31日) 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

通貨関連 

  (注) １ 時価の算定方法 

 先物為替相場によっております。 

２ 「外貨建取引等会計処理基準」により外貨建金銭債権債務等に振り当てたデリバティブ取引については、注

記の対象から除いております。 

区分 種類 
契約額等
(百万円) 

契約額等のうち
１年超(百万円)

時価(百万円) 
評価損益
(百万円) 

市場取引以外の取引 

為替予約取引                        

売建                        

米ドル売円買  404  ―  408  △4

買建                        

米ドル買ユーロ売  85  ―  85  △0

円買ユーロ売  102  ―  100  △1

英ポンド買ユーロ売  59  ―  56  △3

合計  ―  ―  ―  △9

区分 種類 
契約額等
(百万円) 

契約額等のうち
１年超(百万円)

時価(百万円) 
評価損益
(百万円) 

市場取引以外の取引 

為替予約取引                        

売建                        

米ドル売円買  308  ―  296  11

買建                        

米ドル買ユーロ売  380  ―  368  △12

SINドル買ユーロ売  173  ―  175  2

円買ユーロ売  24  ―  25  0

合計  ―  ―  ―  2
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（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 

 当社グループは、一部の在外連結子会社を除き、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、従業員の退職等に際し

て、割増退職金を支払う場合があります。 

１ 採用している退職給付制度の概要 

 当社グループは、一部の在外連結子会社を除き、確定

給付型の制度として、確定給付企業年金制度及び退職一

時金制度を設けております。また、従業員の退職等に際

して、割増退職金を支払う場合があります。 

 当連結会計年度において、提出会社及び一部の国内連

結子会社は適格退職年金制度から確定給付企業年金制度

へ移行しております。  

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 5,201百万円

(内訳)  

② 未認識数理計算上の差異 436 〃 

③ 会計基準変更時差異の未処理額 605 〃 

④ 年金資産 3,890 〃 

差引 269百万円

⑤ 前払年金費用 422 〃 

⑥ 退職給付引当金 691百万円

① 退職給付債務 4,827百万円

(内訳)  

② 未認識数理計算上の差異 579 〃 

③ 会計基準変更時差異の未処理額 518 〃 

④ 年金資産 3,398 〃 

差引 331百万円

⑤ 前払年金費用 328 〃 

⑥ 退職給付引当金 659百万円

(注) 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。 

(注) 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 ３ 退職給付費用に関する事項 

① 勤務費用 458百万円

② 利息費用 93 〃 

③ 期待運用収益 △61 〃 

④ 過去勤務債務の費用処理額 ― 〃 

⑤ 数理計算上の差異の費用処理額 69 〃 

⑥ 会計基準変更時差異の費用処理額 86 〃 

⑦ 退職給付費用 646百万円

① 勤務費用 417百万円

② 利息費用 86 〃 

③ 期待運用収益 △52 〃 

④ 過去勤務債務の費用処理額 ― 〃 

⑤ 数理計算上の差異の費用処理額 109 〃 

⑥ 会計基準変更時差異の費用処理額 86 〃 

⑦ 退職給付費用 647百万円

(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。 

(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。 

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 退職給付見込額の期間配分方法  

期間定額基準  

② 割引率 2.1％ 

③ 期待運用収益率 1.5％ 

④ 過去勤務債務の額の処理年数 1年 

⑤ 数理計算上の差異の処理年数 10年 

① 退職給付見込額の期間配分方法  

同左  

② 割引率 2.1％ 

③ 期待運用収益率 1.5％ 

④ 過去勤務債務の額の処理年数 1年 

⑤ 数理計算上の差異の処理年数 10年 

 （発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年

数による按分額を費用処理する方法。 

 ただし、翌連結会計年度から費用処理することとし

ております。） 

同左 

⑥ 会計基準変更時差異の処理年数 15年 ⑥ 会計基準変更時差異の処理年数 15年 
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  該当事項はありません。 

  

  

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) 

(子会社の企業結合) 

１．結合当事企業の名称及び事業の内容、企業結合を行った理由、企業結合日並びに法的形式を含む企業結合の

概要 

 (1) 結合当事企業の名称及び企業の内容 

CHUGOKU PAINTS B.V.   塗料関連事業 (内容：当社グループ製品の製造・販売) 

FIJNAART HOLDINGS B.V. 塗料関連事業 (内容：欧州地域における当社グループ会社の管理統括業務) 

CHUGOKU COATINGS B.V.  塗料関連事業 (内容：休眠会社) 

 (2) 企業結合を行った主な理由 

   欧州子会社の経営効率を高めることを目的としております。 

 (3) 企業結合日 

   平成20年８月18日 

 (4) 法的形式を含む企業結合の概要 

   共通支配下の取引として、CHUGOKU PAINTS B.V.を存続会社とする吸収合併を行いました。 

  

２．実施した会計処理の概要 

「企業結合に係る会計基準」 (企業会計審議会 平成15年10月31日) に基づき、共通支配下の取引として会

計処理を行っております。  

   

  

  

（ストック・オプション等関係）

（企業結合等関係）
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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)  

退職給付引当金 231百万円

未払役員退職慰労金 140 〃 

投資有価証券評価損 166 〃 

会員権の評価損及び引当金 35 〃 

未払賞与及び引当金 267 〃 

未払事業税 101 〃 

外国税額控除 17 〃 

繰越欠損金 85 〃 

その他 488 〃 

計 1,534百万円

評価性引当金 △171百万円

繰延税金資産合計 1,363百万円

(繰延税金負債)  

その他有価証券評価差額金 834百万円

前払年金費用 171 〃 

その他 50 〃 

計 1,056百万円

繰延税金資産の純額 307百万円

(繰延税金資産)  

退職給付引当金 217百万円

未払役員退職慰労金 131 〃 

投資有価証券評価損 146 〃 

会員権の評価損及び引当金 33 〃 

未払賞与及び引当金 269 〃 

未払事業税 33 〃 

外国税額控除 24 〃 

繰越欠損金 55 〃 

その他 595 〃 

計 1,507百万円

評価性引当金 △145百万円

繰延税金資産合計 1,362百万円

(繰延税金負債)  

その他有価証券評価差額金 3百万円

前払年金費用 133 〃 

その他 36 〃 

計 173百万円

繰延税金資産の純額 1,188百万円

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 

提出会社の法定実効税率 40.5％ 

(調整)   

連結子会社と提出会社の 

実効税率の差異 
△26.9〃 

交際費等永久に損金に 

算入されない項目等 
3.0〃 

受取配当金等永久に益金に 

算入されない項目 
△1.5〃 

保留利益の配当 20.4〃 

未払役員賞与 0.4〃 

過年度法人税等 2.2〃 

外国法人税還付による減額 △1.9〃 

外国源泉税控除等による減額 △4.2〃 

試験研究費等特別控除による減額 △1.8〃 

繰延税金資産に係る評価性引当金 

の増減 
0.2〃 

その他 △1.4〃 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 29.0％ 

提出会社の法定実効税率 40.5％ 

(調整)   

連結子会社と提出会社の 

実効税率の差異 
△14.9〃 

交際費等永久に損金に 

算入されない項目等 
3.2〃 

受取配当金等永久に益金に 

算入されない項目 
△1.7〃 

保留利益の配当 10.2〃 

未払役員賞与 0.3〃 

外国法人税減税による減額 △2.1〃 

土地再評価差額金取崩による減額  △3.6〃 

外国源泉税控除等による減額 △2.9〃 

試験研究費等特別控除による減額 △1.7〃 

繰延税金資産に係る評価性引当金 

の増減 
△2.5〃 

その他 1.0〃 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 25.8％ 
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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) 

  (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 

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(1,399百万円)の主なものは、提出会社の

管理部門に係る費用であります。 

４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産(5,635百万円)の主なものは、提出会社での余資運用資

金(現金及び預金)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等であります。 

５ 会計処理の変更 

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４ (2)に記載のとおり、提出会社及び国内連結子会社

は、当連結会計年度から、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

基づく減価償却の方法に変更しております。これに伴い、従来の方法によった場合と比べ、当連結会計年度

の営業費用は、塗料関連事業が23百万円、その他の事業が３百万円増加し、営業利益がそれぞれ同額減少し

ております。 

６ 追加情報 

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４ (2)に記載のとおり、提出会社及び国内連結子会社

は、当連結会計年度から、平成19年３月31日以前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

基づく減価償却の方法の適用により取得価額の５％に到達した連結会計年度の翌連結会計年度より取得価額

の５％相当額と備忘価額との差額を５年間で均等償却し、減価償却費に含めて計上しております。これに伴

い、従来の方法によった場合と比べ、当連結会計年度の営業費用は、塗料関連事業が54百万円、その他の事

業が５百万円増加し、営業利益がそれぞれ同額減少しております。 

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

  
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) 

Ⅰ 売上高及び営業利益                              

売上高                              

(1) 外部顧客に 

対する売上高 
 104,208  590  104,798  ―  104,798

(2) セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
 ―  397  397 (397)  ―

計  104,208  987  105,195 (397)  104,798

営業費用  95,014  649  95,663  1,002  96,666

営業利益  9,194  337  9,531 (1,399)  8,132

Ⅱ 資産・減価償却費 

及び資本的支出 
                             

(1) 資産  86,609  6,395  93,004  5,546  98,550

(2) 減価償却費  1,359  53  1,413  45  1,458

(3) 資本的支出  2,351  12  2,364  237  2,602

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、 

資金運用融資等 
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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) 

  (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 

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(1,500百万円)の主なものは、提出会社の

管理部門に係る費用であります。 

４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産(4,937百万円)の主なものは、提出会社での余資運用資

金(現金及び預金)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等であります。 

５ 会計処理の方法の変更  

  (棚卸資産の評価に関する会計基準) 

  「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４ (1)に記載のとおり、当連結会計年度から「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日公表分) 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て、当連結会計年度の営業利益は塗料関連事業で33百万円減少して

おります。 

６ 追加情報 

  (有形固定資産の耐用年数の変更) 

  「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４ (2)に記載のとおり、当連結会計年度から機械装置

の耐用年数の見直しを行っております。これに伴い、従来の方法によった場合と比べ、当連結会計年度の営

業利益は塗料関連事業で19百万円減少しております。  

  
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) 

Ⅰ 売上高及び営業利益                              

売上高                              

(1) 外部顧客に 

対する売上高 
 103,113  509  103,622  ―  103,622

(2) セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
 9  396  406 (406)  ―

計  103,123  906  104,029 (406)  103,622

営業費用  93,470  629  94,099  1,093  95,193

営業利益  9,652  276  9,929 (1,499)  8,429

Ⅱ 資産・減価償却費 

及び資本的支出 
                             

(1) 資産  82,210  4,698  86,909  4,866  91,776

(2) 減価償却費  1,385  43  1,429  126  1,555

(3) 資本的支出  2,754  9  2,764  280  3,044

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、ゴルフ練習場運営、電算機ソフトウェア開発等 
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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) 

  (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 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(1,399百万円)の主なものは、提出会社の

管理部門に係る費用であります。 

４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産(5,635百万円)の主なものは、提出会社での余資運用資

金(現金及び預金)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等であります。 

５ 会計処理の変更 

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４ (2)に記載のとおり、提出会社及び国内連結子会社

は、当連結会計年度から、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

基づく減価償却の方法に変更しております。これに伴い、従来の方法によった場合と比べ、当連結会計年度

の営業費用は、日本が27百万円増加し、営業利益が同額減少しております。 

６ 追加情報 

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４ (2)に記載のとおり、提出会社及び国内連結子会社

は、当連結会計年度から、平成19年３月31日以前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

基づく減価償却の方法の適用により取得価額の５％に到達した連結会計年度の翌連結会計年度より取得価額

の５％相当額と備忘価額との差額を５年間で均等償却し、減価償却費に含めて計上しております。これに伴

い、従来の方法によった場合と比べ、当連結会計年度の営業費用は、日本が60百万円増加し、営業利益が同

額減少しております。 

ｂ．所在地別セグメント情報

  
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) 

Ⅰ 売上高及び営業利益                                    

売上高                                    

(1) 外部顧客に対する 

売上高 
 39,622  54,021  11,154  104,798  ―  104,798

(2) セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
 7,210  7,557  960  15,728 (15,728)  ―

合計  46,833  61,579  12,114  120,527 (15,728)  104,798

営業費用  44,843  55,868  12,403  113,115 (16,449)  96,666

営業利益又は 

営業損失(△) 
 1,990  5,710  △289  7,411  720  8,132

Ⅱ 資産  61,709  43,969  8,900  114,579 (16,028)  98,550
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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) 

  (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 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(1,500百万円)の主なものは、提出会社の

管理部門に係る費用であります。 

４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産(4,937百万円)の主なものは、提出会社での余資運用資

金(現金及び預金)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等であります。 

５ 会計処理の方法の変更 

  (棚卸資産の評価に関する会計基準) 

  「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４ (1)に記載のとおり、当連結会計年度から「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日公表分) 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て、当連結会計年度の営業利益は日本で33百万円減少しておりま

す。  

６ 追加情報 

  (有形固定資産の耐用年数の変更) 

  「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４ (2)に記載のとおり、当連結会計年度から機械装置

の耐用年数の見直しを行っております。これに伴い、従来の方法によった場合と比べ、当連結会計年度の営

業利益は日本で19百万円減少しております。  

  
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) 

Ⅰ 売上高及び営業利益                                    

売上高                                    

(1) 外部顧客に対する 

売上高 
 43,579  49,205  10,838  103,622  ―  103,622

(2) セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
 6,717  8,382  815  15,915 (15,915)  ―

合計  50,296  57,587  11,653  119,537 (15,915)  103,622

営業費用  47,303  52,496  12,004  111,805 (16,612)  95,193

営業利益又は 

営業損失(△) 
 2,992  5,090  △351  7,732  697  8,429

Ⅱ 資産  60,295  41,909  7,169  109,375 (17,599)  91,776
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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) 

  (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。 

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) 

  (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。 

ｃ．海外売上高

  アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高(百万円)  53,965  11,223  65,188

Ⅱ 連結売上高(百万円)              104,798

Ⅲ 連結売上高に占める 

海外売上高の割合(％) 
 51.5  10.7  62.2

  アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高(百万円)  49,172  10,894  60,067

Ⅱ 連結売上高(百万円)              103,622

Ⅲ 連結売上高に占める 

海外売上高の割合(％) 
 47.5  10.5  58.0
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  (注)  算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

２ １株当たり当期純利益 

  

該当事項はありません。 

（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) 

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。 同左 

（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 564.08円 

１株当たり当期純利益 74.35円 

１株当たり純資産額 550.49円 

１株当たり当期純利益 73.14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。 

項目 
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) 

連結貸借対照表の純資産の部の合計額(百万円)  41,105  40,013

普通株式に係る純資産(百万円)  38,818  37,851

差額の主な内訳(百万円)            

 少数株主持分  2,286  2,161

普通株式の発行済株式数 (株)  69,068,822  69,068,822

普通株式の自己株式数 (株)  252,059  309,704

１株当たり純資産額の算定に用いられた 

普通株式の数(株) 
 68,816,763  68,759,118

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) 

連結損益計算書上の当期純利益(百万円)  5,117  5,031

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)  5,117  5,031

普通株式の期中平均株式数(株)  68,831,613  68,789,915

（重要な後発事象）
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５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：百万円）

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) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,212 2,609

受取手形 ※4  3,649 ※4  3,709

売掛金 ※4  10,816 ※4  11,025

製品 2,559 －

半製品 161 －

商品及び製品 － 2,822

原材料 929 －

仕掛品 157 158

半成工事 ※2  329 ※2  328

貯蔵品 13 －

原材料及び貯蔵品 － 919

前払費用 44 27

繰延税金資産 376 386

短期貸付金 ※4  298 ※4  301

未収入金 ※4  1,567 ※4  1,151

その他 41 51

貸倒引当金 △1 △7

流動資産合計 23,158 23,484

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） ※3  2,096 ※3  1,890

構築物（純額） ※3  313 ※3  262

機械及び装置（純額） ※3  579 ※3  531

車両運搬具（純額） ※3  19 ※3  15

工具、器具及び備品（純額） ※3  361 ※3  438

土地 ※7  13,824 ※7  12,434

リース資産（純額） － ※3  88

建設仮勘定 57 －

有形固定資産合計 17,251 15,661

無形固定資産   

ソフトウエア 33 311

電話加入権 9 9

その他 107 0

無形固定資産合計 149 320

投資その他の資産   

投資有価証券 ※1  7,192 ※1  4,889

関係会社株式 14,337 15,611

出資金 0 －
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（単位：百万円）

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) 

従業員に対する長期貸付金 8 4

破産更生債権等 0 －

長期前払費用 13 10

前払年金費用 422 328

会員権 142 112

差入保証金 333 330

繰延税金資産 － 77

その他 － 1

貸倒引当金 △19 △2

投資損失引当金 △409 －

投資その他の資産合計 22,021 21,365

固定資産合計 39,422 37,346

資産合計 62,581 60,831

負債の部   

流動負債   

支払手形 2,893 2,602

買掛金 ※4  4,993 ※4  4,924

短期借入金 ※4  13,550 ※4  13,589

1年内返済予定の長期借入金 ※1  500 －

リース債務 － 30

未払金 ※4  944 ※4  969

未払費用 636 621

未払法人税等 1,064 69

前受金 37 46

預り金 127 151

設備関係支払手形 79 140

流動負債合計 24,828 23,147

固定負債   

長期借入金 2,200 ※1  2,700

長期未払金 346 292

リース債務 － 61

繰延税金負債 745 －

再評価に係る繰延税金負債 ※7  3,026 ※7  3,026

退職給付引当金 40 20

その他 271 302

固定負債合計 6,631 6,403

負債合計 31,459 29,551
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（単位：百万円）

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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 11,626 11,626

資本剰余金   

資本準備金 5,396 5,396

その他資本剰余金 2,388 2,386

資本剰余金合計 7,785 7,783

利益剰余金   

利益準備金 1,071 1,071

その他利益剰余金   

特別償却準備金 0 －

別途積立金 1,128 1,128

繰越利益剰余金 5,710 6,709

利益剰余金合計 7,911 8,910

自己株式 △156 △187

株主資本合計 27,167 28,132

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,475 △20

土地再評価差額金 ※7  2,478 ※7  3,168

評価・換算差額等合計 3,954 3,148

純資産合計 31,121 31,280

負債純資産合計 62,581 60,831
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（２）損益計算書 

（単位：百万円）

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) 

売上高   

製品売上高 ※8  35,905 ※8  38,824

原材料売上高 ※8  2,910 ※8  3,046

工事売上高 912 770

不動産賃貸収入 ※8  451 ※8  391

売上高合計 40,179 43,032

売上原価   

製品売上原価   

製品期首たな卸高 2,642 2,559

当期製品製造原価 ※9  22,379 ※9  23,870

当期製品仕入高 ※8  5,662 ※8  6,311

他勘定受入高 ※1  887 ※1  809

合計 31,572 33,551

製品期末たな卸高 2,559 2,639

他勘定振替高 ※2  1,867 ※2  2,066

原価差額 ※3  △60 ※3  △10

製品売上原価 27,083 28,835

原材料売上原価 2,675 2,834

工事売上原価 882 763

不動産賃貸原価 ※8  147 ※8  140

売上原価合計 30,789 32,573

売上総利益 9,389 10,458

販売費及び一般管理費   

販売費 ※4  6,727 ※4  6,947

一般管理費 ※4, ※9  2,587 ※4, ※9  2,787

販売費及び一般管理費合計 9,314 9,734

営業利益 75 724

営業外収益   

受取利息 ※8  9 ※8  9

受取配当金 ※8  1,578 ※8  1,238

受取ロイヤリティー ※8  841 ※8  992

その他 ※8  731 ※8  580

営業外収益合計 3,160 2,820

営業外費用   

支払利息 ※8  224 ※8  242

手形売却損 22 21

環境対策費 － 120

その他 185 141

営業外費用合計 432 526

経常利益 2,803 3,017
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（単位：百万円）

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) 

特別利益   

投資有価証券売却益 126 0

貸倒引当金戻入額 2 0

投資損失引当金戻入額 － 185

移転補償金 ※5  159 －

商標権使用料収入 ※6  371 －

その他 142 11

特別利益合計 802 197

特別損失   

投資有価証券評価損 13 3

会員権評価損 － 12

その他 0 2

特別損失合計 14 18

税引前当期純利益 3,591 3,196

法人税、住民税及び事業税 1,099 627

過年度法人税等 ※7  172 －

法人税等調整額 114 △14

法人税等合計 1,386 613

当期純利益 2,205 2,583
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 （注） 経費のうち主なものは次のとおりであります。 

（原価計算方法） 

 部門別、個別原価計算法を採用しております。 

製造原価明細書

    
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) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円)
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

Ⅰ 原材料費    19,703  87.9  21,082  88.2

Ⅱ 労務費    1,520  6.8  1,577  6.6

Ⅲ 経費    1,182  5.3  1,232  5.2

当期総製造費用    22,406  100.0  23,892  100.0

期首半製品仕掛品たな卸高    292        319      

合計    22,699        24,211      

期末半製品仕掛品たな卸高    319        341      

当期製品製造原価    22,379        23,870      

科目   前事業年度 当事業年度 

減価償却費    357 百万円  373 百万円 

消耗品費    157 〃  184 〃 
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

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) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 11,626 11,626

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 11,626 11,626

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 5,396 5,396

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 5,396 5,396

その他資本剰余金   

前期末残高 2,388 2,388

当期変動額   

自己株式の処分 0 △1

当期変動額合計 0 △1

当期末残高 2,388 2,386

資本剰余金合計   

前期末残高 7,785 7,785

当期変動額   

自己株式の処分 0 △1

当期変動額合計 0 △1

当期末残高 7,785 7,783

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 1,071 1,071

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,071 1,071

その他利益剰余金   

特別償却準備金   

前期末残高 2 0

当期変動額   

特別償却準備金の取崩 △2 △0

当期変動額合計 △2 △0

当期末残高 0 －

別途積立金   

前期末残高 1,128 1,128

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,128 1,128
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（単位：百万円）

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) 

繰越利益剰余金   

前期末残高 4,609 5,710

当期変動額   

剰余金の配当 △1,101 △894

特別償却準備金の取崩 2 0

当期純利益 2,205 2,583

土地再評価差額金の取崩 △5 △690

当期変動額合計 1,100 998

当期末残高 5,710 6,709

利益剰余金合計   

前期末残高 6,813 7,911

当期変動額   

剰余金の配当 △1,101 △894

特別償却準備金の取崩 － －

当期純利益 2,205 2,583

土地再評価差額金の取崩 △5 △690

当期変動額合計 1,098 998

当期末残高 7,911 8,910

自己株式   

前期末残高 △101 △156

当期変動額   

自己株式の取得 △55 △41

自己株式の処分 0 10

当期変動額合計 △54 △31

当期末残高 △156 △187

株主資本合計   

前期末残高 26,123 27,167

当期変動額   

剰余金の配当 △1,101 △894

当期純利益 2,205 2,583

自己株式の取得 △55 △41

自己株式の処分 0 8

土地再評価差額金の取崩 △5 △690

当期変動額合計 1,043 965

当期末残高 27,167 28,132
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（単位：百万円）

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) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 2,692 1,475

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,217 △1,496

当期変動額合計 △1,217 △1,496

当期末残高 1,475 △20

土地再評価差額金   

前期末残高 2,476 2,478

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 2 690

当期変動額合計 2 690

当期末残高 2,478 3,168

評価・換算差額等合計   

前期末残高 5,169 3,954

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,215 △806

当期変動額合計 △1,215 △806

当期末残高 3,954 3,148

純資産合計   

前期末残高 31,293 31,121

当期変動額   

剰余金の配当 △1,101 △894

当期純利益 2,205 2,583

自己株式の取得 △55 △41

自己株式の処分 0 8

土地再評価差額金の取崩 △5 △690

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,215 △806

当期変動額合計 △171 159

当期末残高 31,121 31,280

－ 52 －

中国塗料㈱(4617)　平成21年３月期決算短信



 該当事項はありません。 

  

   

継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

重要な会計方針

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 

(1) 満期保有目的の債券 

償却原価法(定額法) 

１ 有価証券の評価基準及び評価方法 

(1) 満期保有目的の債券 

同左 

(2) 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

却原価は移動平均法により算定) 

(2) 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 

(3) 子会社株式及び関連会社株式 

移動平均法による原価法 

(3) 子会社株式及び関連会社株式 

同左 

２ たな卸資産の評価基準及び評価方法 

 たな卸資産は移動平均法による原価法によって評価し

ております。 

２ たな卸資産の評価基準及び評価方法 

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）によっておりま

す。  

（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日公表分）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に比べ、営業利

益、経常利益及び税引前当期純利益は、それぞれ17百万

円減少しております。 

３ 固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産 

 定率法によっております。ただし、平成10年４月１

日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)について

は、定額法を採用しております。 

 なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 

３ 固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産（リース資産を除く） 

 定率法によっております。ただし、平成10年４月１

日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)について

は、定額法を採用しております。 

 なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 

建物 ７～50年 

機械及び装置 ９～17年 

建物 ７～50年 

機械及び装置 ７～17年 

  

（会計処理の変更） 

 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、当事業年度から、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減価償却の方法に変更しておりま

す。 

 これに伴い、従来の方法によった場合と比べ、営業

利益、経常利益及び税引前当期純利益がそれぞれ25百

万円減少しております。 

  

  

───── 
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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

有形固定資産については、改正前の法人税法に基づく

減価償却の方法の適用により取得価額の５％に到達し

た事業年度の翌事業年度より、取得価額の５％相当額

と備忘価額との差額を５年間で均等償却し、減価償却

費に含めて計上しております。 

 これに伴い、従来の方法によった場合と比べ、営業

利益、経常利益及び税引前当期純利益がそれぞれ52百

万円減少しております。 

（追加情報） 

 平成20年度の法人税法の改正を契機として、当事業

年度より機械装置の耐用年数及び資産区分の見直しを

行っております。 

 これに伴い、従来の方法によった場合と比べ、営業

利益、経常利益及び税引前当期純利益がそれぞれ15百

万円減少しております。 

  

(2) 無形固定資産 

 定額法によっております。 

 なお、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(３年から５年)に基づく定額法

によっております。 

(2) 無形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

(3)  

───── 

  

(3) リース資産  

 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。 

(4) 長期前払費用 

 定額法によっております。 

(4) 長期前払費用 

同左 

４ 引当金の計上基準 

(1) 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。 

４ 引当金の計上基準 

(1) 貸倒引当金 

同左 

(2) 投資損失引当金 

 子会社への投資に係る損失に備えるため、当該会社

の財政状態及び回収可能性を勘案し、必要額を計上し

ております。 

(2)  

───── 

  

(3) 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(1,296百万円)について

は、15年による按分額を費用処理しております。 

 数理計算上の差異は、各事業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(10年)に

よる定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業

年度から費用処理しております。 

 また、退職給付引当金には、相談役・顧問及び理事

の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末

要支給額(40百万円)が含まれております。 

(3) 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(1,296百万円)について

は、15年による按分額を費用処理しております。 

 数理計算上の差異は、各事業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(10年)に

よる定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業

年度から費用処理しております。 

 また、退職給付引当金には、相談役・顧問及び理事

の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末

要支給額(20百万円)が含まれております。 

  

（追加情報） 

 確定給付企業年金法の施行に伴い、平成21年１月に

適格退職年金制度から確定給付企業年金制度へ移行い

たしました。本移行に伴い、「退職給付制度間の移行

等に関する会計処理」（企業会計基準委員会 平成14

年１月31日 企業会計基準適用指針第１号）を適用し

ております。 

 なお、移行に伴う損益は発生しておりません。 
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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) 

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

貸借取引に準じた会計処理によっております。 

５  

───── 

  

６ その他財務諸表作成のための重要な事項 

 消費税等の処理方法 

 消費税等の処理方法は、税抜方式によっております。

６ その他財務諸表作成のための重要な事項 

同左 

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) 

───── （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、当事業年度より「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方法に準じた会

計処理によっております。 

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、前事業年

度末における未経過リース料期末残高相当額を取得価額

とし、期首に取得したものとしてリース資産に計上する

方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と比べ、当事業

年度末のリース資産が有形固定資産に88百万円計上され

ております。なお、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。  
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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) 

───── （貸借対照表） 

１．「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、「製品」「半製品」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」と一括して掲記しております。 

  なお、当事業年度に含まれる「製品」「半製品」

は、それぞれ2,639百万円、182百万円であります。 

２．前事業年度において、「出資金」「破産更生債権

等」として区分掲記されていたものは、金額的重要

性が乏しいことから、当事業年度より「その他（投

資その他の資産）」に含めて表示しております。 

  なお、当事業年度に含まれる「出資金」「破産更

生債権等」はそれぞれ０百万円であります。 

  

───── （損益計算書） 

１．前事業年度において、「原材料への振替高」とし

て掲記されていたものは、ＸＢＲＬ導入に伴い財務

諸表の比較可能性を向上するため、当事業年度より

「他勘定振替高」に含めて表示しております。 

 なお、当事業年度の「他勘定振替高」に含まれる

「原材料への振替高」は1,002百万円であります。 

２．前事業年度まで特別損失の「その他」に含めて表

示しておりました「会員権評価損」は、特別損失の

総額の100分の10を超えたため区分掲記しました。 

 なお、前事業年度における「会員権評価損」の金

額は０百万円であります。 
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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 担保資産及び担保付債務 

 担保に供している資産及び担保付債務は、次のとお

りであります。 

※１ 担保資産及び担保付債務 

 担保に供している資産及び担保付債務は、次のとお

りであります。 

担保資産  

投資有価証券 883百万円

   

担保付債務  

1年内返済予定の長期借入金 500百万円 

担保資産  

投資有価証券 912百万円

   

担保付債務  

長期借入金 500百万円

※２ 半成工事は船舶等に対する請負塗装工事の未完成工

事費であります。 

※２          同左 

※３ 有形固定資産の減価償却累計額は、11,185百万円で

あります。 

※３ 有形固定資産の減価償却累計額は、10,664百万円で

あります。 

※４ 関係会社に対する債権、債務は次のとおりでありま

す。 

※４ 関係会社に対する債権、債務は次のとおりでありま

す。 

受取手形 74百万円

売掛金 2,302 〃 

短期貸付金 298 〃 

未収入金 1,435 〃 

買掛金 1,970 〃 

短期借入金 680 〃 

未払金 229 〃 

受取手形 104百万円

売掛金 1,801 〃 

短期貸付金 301 〃 

未収入金 1,032 〃 

買掛金 2,190 〃 

短期借入金 719 〃 

未払金 233 〃 

 ５ 保証債務 

 特約店への売上債権の回収に対する保証及び関係会

社の銀行借入に対する保証は、次のとおりでありま

す。 

 ５ 保証債務 

 特約店への売上債権の回収に対する保証及び関係会

社の銀行借入に対する保証は、次のとおりでありま

す。 

三菱商事㈱ 1,204百万円

文正商事㈱ 0 〃 

関係会社銀行保証   

TOA-CHUGOKU PAINTS 

Co., Ltd. 
0 〃 

CMP COATINGS, Inc. 167 〃 

CHUGOKU MARINE PAINTS 

(Guang Dong), Ltd. 
3,321 〃 

CHUGOKU MARINE PAINTS 

(Shanghai), Ltd. 
7,601 〃 

神戸ペイント㈱ 485 〃 

合計 12,780百万円

三菱商事㈱ 1,242百万円

関係会社銀行保証   

TOA-CHUGOKU PAINTS 

Co., Ltd. 
0 〃 

CMP COATINGS, Inc. 216 〃 

CHUGOKU MARINE PAINTS 

(Guang Dong), Ltd. 
2,730 〃 

CHUGOKU MARINE PAINTS 

(Shanghai), Ltd. 
6,987 〃 

CHUGOKU MARINE PAINTS 

 (Singapore)Pte., Ltd. 
2 〃 

CHUGOKU PAINTS B.V. 318 〃 

神戸ペイント㈱ 451 〃 

合計 11,950百万円

 また、この他に関係会社の銀行借入に対する保証予

約は次のとおりであります。 

 また、この他に関係会社の銀行借入に対する保証予

約は次のとおりであります。 

CHUGOKU MARINE PAINTS 

(Hong Kong), Ltd. 
621百万円

CHUGOKU PAINTS B.V. 906 〃 

CHUGOKU PAINTS 

(Malaysia)Sdn. Bhd. 
121 〃 

CHUGOKU MARINE PAINTS 

(Singapore)Pte., Ltd. 
74 〃 

合計 1,722百万円

CHUGOKU MARINE PAINTS 

(Hong Kong), Ltd. 
406百万円

CHUGOKU PAINTS B.V. 504 〃 

CHUGOKU PAINTS 

(Malaysia)Sdn. Bhd. 
93 〃 

CHUGOKU MARINE PAINTS 

(Singapore)Pte., Ltd. 
216 〃 

合計 1,221百万円

 ６ 受取手形の割引高は、2,302百万円であります。  ６ 受取手形の割引高は、2,503百万円であります。 
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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) 

※７ 土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布

法律第34号）及び土地の再評価に関する法律の一部を

改正する法律（平成11年３月31日改正）に基づき、事

業用土地の再評価を行っております。再評価の方法

は、土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月

31日公布政令第119号）第２条第３号に定める固定資

産税評価額に合理的な調整を行って算定する方法に基

づいて算定しており、再評価差額のうち税効果相当額

を固定負債の部に「再評価に係る繰延税金負債」とし

て、その他の金額を純資産の部に「土地再評価差額

金」として計上しております。 

※７ 土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布

法律第34号）及び土地の再評価に関する法律の一部を

改正する法律(平成11年３月31日改正)に基づき、事業

用土地の再評価を行っております。再評価の方法は、

土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月31日

公布政令第119号）第２条第３号に定める固定資産税

評価額に合理的な調整を行って算定する方法に基づい

て算定しており、再評価差額のうち税効果相当額を固

定負債の部に「再評価に係る繰延税金負債」として、

その他の金額を純資産の部に「土地再評価差額金」と

して計上しております。 

再評価を行った年月日 平成12年３月31日 

再評価を行った土地の

期末における時価と再

評価後の帳簿価額との

差額 

△5,772百万円 

再評価を行った年月日 平成12年３月31日 

再評価を行った土地の

期末における時価と再

評価後の帳簿価額との

差額 

△4,981百万円 
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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 他勘定受入高887百万円の明細は次のとおりであり

ます。  

※１ 工事に係る製品売上高に対応する製品原価である工

事材料費戻入額であります。 

前期製品評価損 

戻入額 
148百万円

完成塗装工事 

材料費戻入額 
738 〃 

計 887百万円

  

上記の完成塗装工事材料費戻入額は塗装工事に係る

製品売上高に対応する製品原価であります。 

※２ 他勘定振替高1,867百万円の明細は次のとおりであ

ります。 

      

※２ 工事に投入された製品の払出高である工事材料費へ

の製品振替高、自家消費高及び自社製品の原材料とし

ての使用高であります。 

原材料への振替高  811百万円

   

製品評価損 9百万円

自家消費高 128 〃 

塗装工事材料費への 

製品振替高 
766 〃 

製品廃棄損  151 〃 

小計 1,056百万円

計 1,867百万円

  

上記の塗装工事材料費への製品振替高は塗装工事に

投入された製品の払出高であります。 

※３ 原価差額60百万円の明細は次のとおりであります。 ※３ 原価差額10百万円の明細は次のとおりであります。

労務費差益 12百万円

経費差益 53 〃 

材料費差損 5 〃 

計(差益) 60百万円

労務費差益 24百万円

経費差損 13 〃 

材料費差損 0 〃 

計(差益) 10百万円

※４ 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次の

とおりであります。 

※４ 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次の

とおりであります。 

販売費 販売費 

運送費 1,697百万円

従業員給料 1,158 〃 

従業員賞与 465 〃 

法定福利費 189 〃 

退職給付費用 201 〃 

外注人件費 1,023 〃 

販売手数料 398 〃 

雑費 310 〃 

減価償却費 84 〃 

貸倒引当金繰入額 0 〃 

運送費 1,794百万円

従業員給料 1,155 〃 

従業員賞与 467 〃 

法定福利費 208 〃 

退職給付費用 187 〃 

外注人件費 1,048 〃 

販売手数料 445 〃 

雑費 319 〃 

減価償却費 116 〃 

貸倒引当金繰入額 5 〃 

一般管理費 一般管理費 

役員報酬 279百万円

従業員給料 483 〃 

従業員賞与 195 〃 

法定福利費 120 〃 

退職給付費用 81 〃 

外注人件費 187 〃 

雑費 344 〃 

研究開発費 283 〃 

減価償却費 63 〃 

役員報酬 281百万円

従業員給料 506 〃 

従業員賞与 196 〃 

法定福利費 136 〃 

退職給付費用 97 〃 

外注人件費 186 〃 

雑費 357 〃 

研究開発費 317 〃 

減価償却費 141 〃 
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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) 

※５ 東京本社移転に伴い、貸主より受領した移転補償金

と固定資産除却損等を相殺した金額を特別利益として

計上しております。 

 ５          ───── 

  

※６ 税務調査に伴い、関係会社からの商標権使用料収入

を計上しております。 

 ６          ───── 

※７ 税務調査に伴う納税見込額を計上しております。  ７          ───── 

※８ 関係会社との取引等は次のとおりであります。 ※８ 関係会社との取引等は次のとおりであります。 

製品売上高 3,100百万円

原材料売上高 2,840 〃 

不動産賃貸収入 391 〃 

製品原材料仕入高 9,971 〃 

不動産賃貸原価 5 〃 

営業外収益   

受取利息 4百万円

受取配当金 1,421 〃 

受取ロイヤリティー 841 〃 

銀行保証料 38 〃 

営業外費用   

支払利息 3百万円

製品売上高 2,892百万円

原材料売上高 2,891 〃 

不動産賃貸収入 331 〃 

製品原材料仕入高 11,383 〃 

不動産賃貸原価 5 〃 

営業外収益   

受取利息 4百万円

受取配当金 1,081 〃 

受取ロイヤリティー 895 〃 

銀行保証料 36 〃 

営業外費用   

支払利息 3百万円

※９ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

は次のとおりであります。 

※９ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

は次のとおりであります。 

一般管理費 283百万円

当期総製造費用 1,110 〃 

計 1,394百万円

一般管理費 317百万円

当期総製造費用 1,238 〃 

計 1,556百万円
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前事業年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

１ 自己株式に関する事項 

（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

単元未満株式の買取りによる増加    39,755株 

減少数の主な内訳は、次の通りであります。 

単元未満株式の買増請求による減少     638株 

当事業年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

１ 自己株式に関する事項 

（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

単元未満株式の買取りによる増加    74,209株 

減少数の主な内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の買増請求による減少   16,564株  

  

  

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。 

  

前事業年度(平成20年３月31日現在)及び当事業年度(平成21年３月31日現在)における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。 

  

（株主資本等変動計算書関係）

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）  212,942  39,755  638  252,059

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）  252,059  74,209  16,564  309,704

（リース取引関係）

（有価証券関係）
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（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   

投資有価証券評価損 165百万円

関係会社株式評価損 273 〃 

会員権の評価損及び引当金 35 〃 

未払事業税 94 〃 

未払賞与 236 〃 

未払役員退職慰労金 140 〃 

投資損失引当金 166 〃 

その他 119 〃 

計 1,231百万円

評価性引当金 △611百万円

繰延税金資産計 620百万円

繰延税金資産   

投資有価証券評価損 145百万円

関係会社株式評価損 273 〃 

会員権の評価損及び引当金 32 〃 

未払事業税 18 〃 

未払賞与 236 〃 

未払役員退職慰労金 131 〃 

その他 170 〃 

計 1,009百万円

評価性引当金 △412百万円

繰延税金資産計 597百万円

繰延税金負債   

その他有価証券評価差額金 818百万円

前払年金費用 171 〃 

その他 0 〃 

繰延税金負債計 989百万円

繰延税金資産の純額 △368百万円

繰延税金負債   

前払年金費用 133百万円

繰延税金負債計 133百万円

繰延税金資産の純額 464百万円

(注) 繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目

に含まれております。 

(注) 繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目

に含まれております。 

流動資産―繰延税金資産 376百万円

固定資産―繰延税金資産 ― 〃 

流動負債―繰延税金負債 ― 〃 

固定負債―繰延税金負債 745 〃 

流動資産―繰延税金資産 386百万円

固定資産―繰延税金資産 77 〃 

流動負債―繰延税金負債 ― 〃 

固定負債―繰延税金負債 ― 〃 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との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 
1.3〃

受取配当金等永久に益金 

算入されない項目 
△1.7〃

住民税均等割等 0.3〃

未払役員賞与 0.8〃

外国税額控除等の適用による減額 △4.0〃

試験研究費等の特別控除による減額 △4.1〃

過年度法人税等 4.8〃

繰延税金資産に係る評価性引当金の 

増減 
0.2〃

その他 0.5〃

税効果会計適用後の法人税等の負担率 38.6％

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 
2.5〃

受取配当金等永久に益金 

算入されない項目 
△1.5〃

住民税均等割等 0.4〃

未払役員賞与 0.7〃

外国税額控除等の適用による減額 △2.5〃

試験研究費等の特別控除による減額 △3.8〃

土地再評価差額金取崩による減額 △8.7〃

評価性引当金の増減 △6.2〃

その他 △2.2〃

税効果会計適用後の法人税等の負担率 19.2％
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 （注） 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

２ １株当たり当期純利益 

   

該当事項はありません。 

（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 452.23円 

１株当たり当期純利益 32.03円 

１株当たり純資産額 454.93円 

１株当たり当期純利益 37.55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。 

項目 
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) 

貸借対照表の純資産の部の合計額(百万円)  31,121  31,280

普通株式に係る純資産額(百万円)  31,121  31,280

普通株式の発行済株式数（株）  69,068,822  69,068,822

普通株式の自己株式数(株)  252,059  309,704

１株当たり純資産の算定に用いられた 

普通株式の数（株） 
 68,816,763  68,759,118

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) 

損益計算書上の当期純利益(百万円)  2,205  2,583

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)  2,205  2,583

普通株式の期中平均株式数(株)  68,831,613  68,789,915

（重要な後発事象）
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(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25日付） 

  平成21年３月27日に開示済みであります。 

  

(2）生産、受注及び販売の状況 

 ① 生産実績 

  当連結会計年度における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注） 金額は製造原価で表示しており、消費税等は含まれておりません。 

② 受注状況 

  一部の特殊品を除いて販売予量に基づく見込み生産を行っております。 

  

③ 販売実績 

  当連結会計年度における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注） 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

６．その他

事業の種類別セグメントの 
名称及び用途 

生産高(百万円) 対前期増減率(％)

塗料関連事業(船舶用塗料)  48,442  12.2

塗料関連事業(工業用塗料)  9,718 △  1.6

塗料関連事業(コンテナ用塗料)  11,907 △  47.6

塗料関連事業合計  70,068 △  7.5

その他の事業     ―     ― 

合計  70,068 △  7.5

事業の種類別セグメントの 
名称及び用途 

販売高(百万円) 対前期増減率(％)

塗料関連事業(船舶用塗料)  73,730  16.4

塗料関連事業(工業用塗料)  13,661 △  7.9

塗料関連事業(コンテナ用塗料)  15,720 △  39.6

塗料関連事業合計  103,113 △  1.1

その他の事業  509 △  13.7

合計  103,622 △  1.1
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