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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 23,520 △4.7 619 264.4 1,058 109.1 364 ―

20年3月期 24,684 △1.6 170 △55.9 506 △33.1 △288 ―

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 18.91 ― 1.3 3.0 2.6
20年3月期 △13.79 ― △1.0 1.4 0.7

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  20百万円 20年3月期  5百万円

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 34,521 28,945 83.9 1,505.00
20年3月期 36,278 29,578 80.6 1,516.55

（参考） 自己資本   21年3月期  28,945百万円 20年3月期  29,251百万円

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 1,681 151 △361 7,182
20年3月期 3,590 △25 △337 6,157

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 ― 7.50 ― 7.50 15.00 290 ― 1.0
21年3月期 ― 7.50 ― 7.50 15.00 289 79.3 1.0

22年3月期 
（予想）

― 7.50 ― 7.50 15.00 ―

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

― ― ― ― ― ― ― ― ―

通期 ― ― ― ― ― ― ― ― ―



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、６ページ企業集団の状況をご覧下さい。 

(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） 

(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、30ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 3 社 （社名
ロック商事株式会社、関東ロックペイ
ント株式会社、九州ロックペイント株
式会社

）

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 22,000,000株 20年3月期 22,000,000株

② 期末自己株式数 21年3月期  2,767,062株 20年3月期  2,711,730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 21,973 △2.7 492 ― 965 129.2 864 ―

20年3月期 22,573 △1.8 10 △94.7 421 △34.6 △285 ―

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 44.74 ―

20年3月期 △14.73 ―

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 34,521 28,945 83.8 1,505.00
20年3月期 34,727 28,659 82.5 1,478.41

（参考） 自己資本 21年3月期  28,945百万円 20年3月期  28,659百万円

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 

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。 

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

11,000 △10.2 280 △34.2 505 △23.1 280 △3.8 14.48

通期 21,000 △4.4 300 △39.1 750 △22.3 430 △50.3 22.24



(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、「百年に一度」といわれる世界同時不況の中で、未曾有の厳しい状況に

置かれることとなりました。米国で発生した投資銀行の破綻が世界的な金融危機を惹き起こし、それが輸出主導の

わが国の経済構造を直撃し、輸出に加えて国内需要も落ち込みが深刻になったといえます。さらに設備や雇用のだ

ぶつき感が急速に強まり、設備投資計画を大幅に削減する等企業行動が萎縮していることに加え、企業の資金繰り

も大幅に悪化しており、景気の一段の悪化が懸念される状況の中で推移しました。 

   この景気の激変は、塗料業界にも甚大な影響を及ぼし、自動車産業を筆頭として広い分野にわたり前例のない需

要減に見舞われ、業界全体における下期の需要減少幅は出荷数量ベースで前年比約20％減、出荷金額ベースで同

約15％減にも達しました。 

   このような状況下、当社グループは、経営資源をフルに活用し、国内は勿論、海外市場開拓も含めて積極的な売

上増進に努めた結果、上期は比較的順調に伸びましたが、下期に入り大口工業需要分野での需要が激減し、汎用塗

料分野も冴えなかったため、当連結会計年度の売上高は235億20百万円（前年同期比4.7％減）と前年比微減とな

りました。 

   一方収益面では、原油価格高騰による製造原価上昇に対応して製品価格の修正を行うとともに、生産効率の向

上、社内コスト削減等の努力によって、営業利益6億19百万円（前年同期比4億49百万円増）、経常利益10億58百
万円（前年同期比5億52百万円増）、当期純利益3億64百万円（前年同期比6億52百万円増）となりました。 

   また、当連結会計年度におきましては、平成21年1月1日をもって当社は子会社の関東ロックペイント株式会社及

び九州ロックペイント株式会社を吸収合併し、またそれに先立つ平成20年12月に子会社のロック商事株式会社の保

有株式を全て譲渡（ロック商事株式会社が自己株式取得）したことにより、当連結会計年度末では連結対象子会社

は無くなりました。 

   製品分野別の業績は次の通りであります。 

１）車両塗料分野 

 販売店やユーザーを対象に環境セミナーを実施し、ＶＯＣ排出50％削減が可能な「プロタッチハイソリッド

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

るとともに海外市場にも積極的に展開し、前年比ほぼ横這いの売上高となりました。 

２）建築塗料分野 

 環境負荷の少ない水性塗料、鉛・クロムフリー塗料、高性能弱溶剤型塗料等の拡販に努め、売上高は前年比

マイナス3.9％と微減になりました。 

３）工業塗料分野 

 粉体塗料、「タフロック」、アクリル、ポリウレタン等、焼付け塗料、ドライラミネート用接着剤「アドロ

ック」等の拡販に努めるとともに、これら製品の輸出を強化し、前年比ほぼ横這いの売上高となりました。 

４）家庭塗料分野 

 高耐候性塗料等の拡販に努めましたが、主要製品のエアゾール出荷本数減により、売上高は前年同期比

8.2％減となりました。 

１．経営成績



(2）財政状態に関する分析 

 ① 資産、負債及び純資産の状況 

  当連結会計年度末の総資産は前連結会計年度末に比べ17億56百万円（4.8％減）減少し、345億21百万円となりま

した。 

  流動資産は、前連結会計年度末に比べ３億54百万円（2.0％減）減少し、171億87百万円となりました。主な要因

は、現金及び預金の増加が10億24百万円あったものの、たな卸資産の減少が７億51百万円、受取手形及び売掛金の

減少が３億21百万円、その他の流動資産の減少が２億72百万円あったこと等によるものです。 

  固定資産は、前連結会計年度末に比べ14億２百万円（7.5％減）減少し、173億33百万円となりました。主な要因

は、投資有価証券が６億63百万円、機械装置及び運搬具が２億82百万円減少したこと等によるものです。 

  当連結会計年度末の負債の合計は、前連結会計年度末に比べ11億24百万円（16.8％減）減少し、55億75百万円と

なりました。主な要因は、買掛金が11億83百万円減少したこと等によるものです。 

  当連結会計年度末の純資産の合計は、前連結会計年度末に比べ６億32百万円（2.1％減）減少し、289億45百万円

となりました。主な要因はその他有価証券評価差額金が２億14百万円、少数株主持分が３億26百万円減少したこと

等によるものです。 

  この結果、自己資本比率は、前連結会計年度末の80.6％から83.9％となり3.2ポイント上昇しました。 

 ② キャッシュ・フローの状況 

  当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ10億24百

万円増加し、当連結会計年度末には71億82百万円となりました。 

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

   （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は、前連結会計年度に比べ19億８百万円減少し、16億81百万円となりました。主

な要因は、税金等調整前当期純利益７億41百万円、減価償却費９億35百万円の資金の増加等によるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果得られた資金は、１億51百万円（前連結会計年度は25百万円の使用）となりました。主な要因

は、貸付金の回収による収入が４億77百万円、固定資産の取得による支出が３億69百万円あったこと等によるも

のです。  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は、前連結会計年度に比べ24百万円減少し、３億61百万円となりました。主な要

因は、配当金の支払によるものです。 

   

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移  

自己資本比率：自己資本／総資産  

 時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

 キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い  

（注１）いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

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

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

ッジ・レシオについては記載しておりません。 

  

  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（％）  84.3  85.2  85.8  80.6  83.9

時価ベースの自己資本比率

（％） 
 48.3  57.6  49.6  27.4  27.9

キャッシュ・フロー対有利

子負債比率（年） 
－ － － － － 

インタレスト・カバレッ

ジ・レシオ（倍） 
－ － － － － 



(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

  当社は、株主への利益還元を 重要政策の一つとして考えており、昭和27年の会社設立以来、安定した配当を継続

して実施していくことを基本方針としております。 

  また、当社は「取締役会の決議により、毎年９月30日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款

に定めており、中間配当と期末配当の年２回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。これらの剰余金

の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。 

  当期の配当につきましては、上記方針に基づき当期は１株当たり15円の配当（うち中間配当7.5円）を実施するこ

とを決定しました。 

  内部留保金につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応すべく、販売・製造・技術開発の体制強化のた

めに有効投資してまいりたいと考えております。 

  

(4）事業等のリスク 

  当社グループの経営成績、財政状態及び株価等に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。  

①原材料価格の変動について  

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

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

ループの業績及び財務状況等に影響を及ぼす可能性があります。 

②公的規制について  

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

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

③災害の発生について  

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

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

性があります。  

④ＩＴリスクについて 

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

害、回線障害等の影響を受ける可能性があります。 

⑤債権管理について  

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

状況によっては債権が貸倒れになる可能性があります。 

⑥法令違反について  

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

め、日常業務の中で法令遵守の徹底、指導及び注意を喚起しております。 

  



 当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、塗料の製造・販売、塗装関連商品の製造、仕入れ及び販売を主たる業務

としており、当連結会計年度期首におきましては、当社（ロックペイント株式会社）、子会社６社、関連会社１社及びそ

の他の関係会社１社により構成されていました。当連結会計年度内におきまして、子会社であった関東ロックペイント株

式会社〈※１〉及び九州ロックペイント株式会社〈※２〉を吸収合併し、同じく子会社であったロック商事株式会社〈※

３〉について当社所有の同社株式を全て売却したことにより、当連結会計年度末ではこれら３社を連結の範囲から除外し

ております。また、関連会社でありましたバルスパーロック株式会社〈※４〉につきましては、連結子会社が無くなった

ことにより当連結会計年度末では持分法の適用から除外しております。 

 当連結会計年度末においては、当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社（ロックペイント株式会社）、子会

社３社及びその他の関係会社１社により構成されております。 

  

 
  

(1）会社の経営の基本方針 

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

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

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

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

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

化、オンライン化も率先して進めてきました。 

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

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

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

フトの両面から一層の充実を図り、色彩提供産業の一員としての役割を果たしてまいりたいと考えております。 

  

２．企業集団の状況

３．経営方針



(2）中長期的な会社の経営戦略 

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

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

部門でコンピューター化、自動化を導入し、更に改善してまいります。 

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

なる充実を行い、取引先各位への便宜性向上に努める所存です。 

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

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

製造、拡販を進めつつ、自然保護と景観の維持、創出に邁進いたします。 

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

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

開発、提供に結び付けて更なる販路の拡大に努めてまいります。 

  

(3）会社の対処すべき課題 

 今後の見通しとしましては、世界的に非常に厳しい経済状況が続くことが懸念される中、世界的自動車新車販売の

激減の直接影響を受ける自動車新車用塗料の需要が激減し、同じ輸出関連の機械用塗料、金属製品用塗料の需要も軒

並み10％を越す大幅減少が見込まれております。内需関連でも、建物、建築資材、自動車補修用等の各塗料分野にお

いて、輸出関連に比べれば減少幅は小さいものの、需要は前年比マイナスが見込まれる状況にあります。 

 この様な状況の中で当社グループは、経営計画を従前以上に明確に定めるとともに、全社員参加の目標管理体制を

定着させ、製品分野別の事業部制を強化し、分野別に、顧客満足度の高い新商品の開発上市、国内の営業拡大に努め

るとともに、グローバル戦略の強化に努め、経営全般にわたる効率化を推進し業績の向上に取り組んでまいります。

また、環境対策、コンプライアンス体制を一層強化し、企業の社会的責任（ＣＳＲ）を果たしてまいる所存でありま

す。 

（１）車両塗料事業部 

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

シリーズの充実を図り、環境対応型の次世代クリアー「ハイパークリアー」を拡販すると共に、無鉛化を推進

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

対応セミナー等開催し、積極的に拡販に取り組んでまいります。 

（２）建築塗料事業部 

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

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

ルロック」を引き続き拡販してまいります。弱溶剤型塗料については、低臭気で芳香族有機溶剤が少ない弱溶剤

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

「ハイパーユメロック」を拡販してまいります。また、上市以来、高い評価を得ている弱溶剤一液型ウレタン塗

料「ダイナロックⅢ」も引き続き積極販売してまいります 

（３）工業塗料事業部 

   粉体塗料、水性塗料、ハイソリッド塗料等の品揃えを一段と充実し、顧客のトータルコスト削減、環境対応

に資する提案を行い、販売シェアー拡大に努めます。また接着剤「アドロック」では、従来分野に加え、工業需

要への更なる浸透、拡販を推進してまいります。 

（４）家庭塗料事業部 

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

として高性能エポキシ系サビ止め「強力サビ止め」の更なる販売促進を行い、環境に優しい低ＶＯＣ塗料「水性

多用途」を全国各地の小売店に設置販売を促進し、積極的拡販に取り組んでまいります。 



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 6,237 ※2  7,262

受取手形及び売掛金 5,118 4,797

たな卸資産 5,484 －

商品及び製品 － 2,432

仕掛品 － 667

原材料及び貯蔵品 － 1,633

未収還付法人税等 61 －

繰延税金資産 131 158

その他 520 247

貸倒引当金 △11 △10

流動資産合計 17,542 17,187

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 15,408 15,579

減価償却累計額 △10,019 △10,365

建物及び構築物（純額） 5,388 5,213

機械装置及び運搬具 13,442 13,456

減価償却累計額 △11,811 △12,108

機械装置及び運搬具（純額） 1,630 1,348

土地 7,596 7,561

建設仮勘定 21 5

その他 1,996 1,953

減価償却累計額 △1,680 △1,671

その他（純額） 316 282

有形固定資産合計 14,953 14,411

無形固定資産   

ソフトウエア 31 21

その他 86 81

無形固定資産合計 117 103

投資その他の資産   

投資有価証券 ※1  2,226 ※1  1,563

長期貸付金 211 209

繰延税金資産 339 447

その他 917 642

貸倒引当金 △29 △44

投資その他の資産合計 3,665 2,818

固定資産合計 18,735 17,333

資産合計 36,278 34,521



（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   

買掛金 3,778 2,594

未払法人税等 19 337

賞与引当金 234 225

その他 954 798

流動負債合計 4,986 3,955

固定負債   

退職給付引当金 1,527 1,407

役員退職慰労引当金 107 111

その他 78 100

固定負債合計 1,713 1,619

負債合計 6,700 5,575

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,100 1,100

資本剰余金 530 530

利益剰余金 29,361 29,292

自己株式 △2,137 △2,159

株主資本合計 28,854 28,763

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 397 182

評価・換算差額等合計 397 182

少数株主持分 326 －

純資産合計 29,578 28,945

負債純資産合計 36,278 34,521



（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 24,684 23,520

売上原価 ※2  20,485 ※2  19,121

売上総利益 4,199 4,399

販売費及び一般管理費 ※1, ※2  4,029 ※1, ※2  3,779

営業利益 170 619

営業外収益   

受取利息 12 17

受取配当金 32 61

受取賃貸料 182 183

業務受託手数料 107 114

持分法による投資利益 5 20

その他 54 73

営業外収益合計 393 470

営業外費用   

売上割引 30 24

その他 27 6

営業外費用合計 57 31

経常利益 506 1,058

特別利益   

固定資産売却益 ※3  50 ※3  3

投資有価証券売却益 14 36

役員退職慰労引当金戻入額 96 4

貸倒引当金戻入額 0 －

その他 － 1

特別利益合計 162 45

特別損失   

固定資産売却損 ※4  8 ※4  0

減損損失 － ※6  118

固定資産除却損 ※5  26 ※5  11

投資有価証券売却損 － 75

投資有価証券評価損 － 144

たな卸資産廃棄損 102 －

役員退職慰労金 9 －

役員退職慰労引当金繰入額 724 －

その他 16 13

特別損失合計 888 362

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

△219 741

法人税、住民税及び事業税 59 354

法人税等調整額 △26 △5

法人税等合計 32 348

少数株主利益 35 28

当期純利益又は当期純損失（△） △288 364



（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 1,100 1,100

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,100 1,100

資本剰余金   

前期末残高 530 530

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 530 530

利益剰余金   

前期末残高 29,982 29,361

当期変動額   

剰余金の配当 △332 △284

当期純利益又は当期純損失（△） △288 364

連結範囲の変動 － △147

当期変動額合計 △620 △68

当期末残高 29,361 29,292

自己株式   

前期末残高 △2,128 △2,137

当期変動額   

自己株式の取得 △8 △73

連結範囲の変動に伴う自己株式の増減 － 50

当期変動額合計 △8 △22

当期末残高 △2,137 △2,159

株主資本合計   

前期末残高 29,483 28,854

当期変動額   

剰余金の配当 △332 △284

当期純利益又は当期純損失（△） △288 364

自己株式の取得 △8 △73

連結範囲の変更に伴う自己株式の増減 － 50

連結範囲の変動 － △147

当期変動額合計 △629 △91

当期末残高 28,854 28,763



（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 882 397

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △484 △214

当期変動額合計 △484 △214

当期末残高 397 182

少数株主持分   

前期末残高 314 326

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 12 △326

当期変動額合計 12 △326

当期末残高 326 －

純資産合計   

前期末残高 30,679 29,578

当期変動額   

剰余金の配当 △332 △284

当期純利益又は当期純損失（△） △288 364

自己株式の取得 △8 △73

連結範囲の変動に伴う自己株式の増減 － 50

連結範囲の変動 － △147

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △472 △541

当期変動額合計 △1,101 △632

当期末残高 29,578 28,945



（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又は税金等調整前当期純
損失（△）

△219 741

減価償却費 982 935

減損損失 － 118

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1 △88

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 107 5

貸倒引当金の増減額（△は減少） △5 16

賞与引当金の増減額（△は減少） 0 △4

受取利息及び受取配当金 △44 △79

持分法による投資損益（△は益） △5 △20

その他の流動資産の増減額（△は増加） 15 △39

投資有価証券売却損益（△は益） △14 38

投資有価証券評価損益（△は益） 1 144

有形固定資産売却益 △50 －

有形固定資産売却損 8 －

有形固定資産売却損益（△は益） － △3

有形固定資産除却損 26 11

売上債権の増減額（△は増加） 1,174 △457

たな卸資産の増減額（△は増加） △303 654

仕入債務の増減額（△は減少） 1,895 △416

未払消費税等の増減額（△は減少） 80 △6

その他の流動負債の増減額（△は減少） △96 △6

その他 26 28

小計 3,580 1,570

利息及び配当金の受取額 49 79

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △39 31

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,590 1,681

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △0 △40

定期預金の払戻による収入 － 40

有形固定資産の取得による支出 △119 △369

有形固定資産の売却による収入 52 4

投資有価証券の取得による支出 △26 △92

投資有価証券の売却による収入 25 64

貸付けによる支出 △74 △177

貸付金の回収による収入 88 477

子会社株式の売却による収入 － ※2  92

その他の支出 △4 △4

その他の収入 32 156

投資活動によるキャッシュ・フロー △25 151



（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   

自己株式の取得による支出 △1 △73

配当金の支払額 △332 △284

少数株主への配当金の支払額 △3 △3

財務活動によるキャッシュ・フロー △337 △361

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,227 1,471

現金及び現金同等物の期首残高 2,930 ※1  6,157

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

－ ※2  △446

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  6,157 ※1  7,182



 該当事項はありません。 

   

継続企業の前提に関する注記



連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

  
前連結会計年度

（自 平成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    ３社 

連結子会社の名称 

 ロック商事㈱ 

 関東ロックペイント㈱ 

 九州ロックペイント㈱ 

(1）連結子会社の数    ０社 

 従来、連結子会社であった関東ロ

ックペイント㈱及び九州ロックペイ

ント㈱は、第４四半期連結会計期間

に当社が吸収合併したため、当連結

会計年度より連結の範囲から除外し

ております。   

 ただし、連結範囲除外日前までの

損益計算書については連結しており

ます。 

 また、第３四半期連結会計期間に

当社が所有するロック商事株式をす

べて売却したため、ロック商事㈱は

連結の範囲から除外しております。 

 ただし、連結範囲除外日前までの

損益計算書については連結しており

ます。 

  (2）主要な非連結子会社の名称等 

主要な非連結子会社 

 ロックペイントタイランド㈱ 

 他２社 

(2）主要な非連結子会社の名称等 

 主要な非連結子会社 

同左 

  （連結の範囲から除いた理由） 

 非連結子会社は、いずれも小規模であ

り、合計の総資産、売上高、当期純損益

（持分に見合う額）及び利益剰余金（持

分に見合う額）等は、いずれも連結財務

諸表に重要な影響を及ぼしていないため

であります。また、ロックペイントタイ

ランド(株)につきましては、休眠中の会

社であります。 

（連結の範囲から除いた理由） 

同左 

２．持分法の適用に関する事

項 

(1）持分法適用の関連会社数  １社 

持分法適用会社の名称 

 バルスパーロック㈱ 

(1）持分法適用の関連会社数  ０社 

  従来、バルスパーロック（株）を

持分法適用しておりましたが連結子

会社がなくなりましたので除外して

おります。尚、期末までの持分法に

よる投資損益は損益計算書に計上し

ております。 

  (2）持分法を適用していない非連結子会

社（ロックペイントタイランド㈱及び

他２社）は、当期純損益（持分に見合

う額）及び利益剰余金（持分に見合う

額）等からみて、持分法の対象から除

いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽

微であり、かつ、全体としても重要性

がないため持分法の適用範囲から除外

しております。 

(2）            同左 



  

  

  
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） 

  (3）持分法適用会社の決算日は、連結決

算日と異なっておりますが、これにつ

きましては、持分法適用会社の事業年

度に係る財務諸表を使用しておりま

す。 

(3）      同左 

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項 

 全ての連結子会社の事業年度の末日

は、連結決算日と一致しております。 

同左 

４．会計処理基準に関する事

項 
    

(1）重要な資産の評価基準

及び評価方法 

イ 有価証券 

(イ）その他有価証券 

時価のあるもの 

 決算期末日の市場価格等に基づ

く時価法（評価差額は全部純資産

直入法により計算し、売却原価は

移動平均法により算定）を採用し

ております。 

イ 有価証券 

(イ）その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

  時価のないもの 

 移動平均法による原価法 

時価のないもの 

同左 

  

  

ロ たな卸資産 

製品・商品・仕掛品・原材料・貯蔵

品 

 総平均法による原価法 

ロ たな卸資産 

製品・商品・仕掛品・原材料・貯蔵

品 

当社及び連結子会社は主として総平

均法による原価法（貸借対照表価額

は収益性の低下に基づく簿価切下げ

の方法により算定）を採用しており

ます。 

  

（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。 

これにより、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72百万円減少しております。 

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

イ 有形固定資産 

建物（建物附属設備は除く） 

(イ)平成10年３月31日以前に取得し

たもの 

旧定率法によっております。 

(ロ)平成10年４月１日から平成19年

３月31日までに取得したもの 

旧定額法によっております。 

(ハ)平成19年４月１日以後に取得し

たもの 

定額法によっております。 

イ 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 



  

  
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） 

  建物以外 

(イ)平成19年３月31日以前に取得し

たもの 

旧定率法によっております。 

(ロ)平成19年４月１日以後に取得し

たもの 

定率法によっております。 

なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。 

建物及び構築物     ７～40年 

機械装置及び車両運搬具 ４～15年 

建物以外 

同左 

  （会計方針の変更） 

法人税法の改正に伴い、当連結会

計年度より、平成19年４月１日以降

に取得した有形固定資産について、

改正後の法人税法に基づく減価償却

の方法に変更しております。 

  これにより前連結会計年度と同一

の方法によった場合と比べ、営業利

益が４百万円減少し、税金等調整前

当期純損失が４百万円増加しており

ます。 

────── 

  （追加情報） 

  なお、平成19年３月31日以前に取

得したものについては、償却可能限

度額まで償却が終了した翌年から５

年間で均等償却する方法によってお

ります。 

 当該変更に伴い、営業利益が96百

万円減少し、税金等調整前当期純損

失が98百万円増加しております。 

（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７～15年と

しておりましたが、当連結会計年度よ

り法人税法の改正を契機に見直しを行

い５～15年に変更しております。 

これにより、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

純利益は、それぞれ13百万円減少して

おります。 

  ロ 無形固定資産 

 定額法を採用しています。 

 なお、自社利用のソフトウェアにつ

いては、社内における利用可能期間

（５年）に基づいております。 

ロ 無形固定資産 

同左 

(3）重要な引当金の計上基

準 

イ 貸倒引当金 

 売上債権、貸付金等の貸倒損失に備

えるため、一般債権については貸倒実

績率により、貸倒懸念債権等特定の債

権については個別に回収可能性を検討

し、回収不能見込額を計上しておりま

す。 

イ 貸倒引当金 

同左 

  ロ 賞与引当金 

 従業員に対して支給する賞与の支出

に充てるため、支給見込額に基づき計

上しております。 

ロ 賞与引当金 

同左 



  

  
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） 

  ハ 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため当連

結会計年度末における退職給付債務及

び年金資産の見込額に基づき計上して

おります。 

 過去勤務債務は、その発生時の従業

員の平均残存勤務期間以内の一定の年

数（５年）による定額法により翌連結

会計年度から費用処理することとして

おります。 

 数理計算上の差異は、各連結会計年

度の発生時における従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年数（５年）に

よる定額法により按分した額をそれぞ

れ発生の翌連結会計年度から費用処理

することとしております。 

ハ 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため当連

結会計年度末における退職給付債務及

び年金資産の見込額に基づき計上して

おります。 

数理計算上の差異は、各連結会計年

度の発生時における従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年数（５年）に

よる定額法により按分した額をそれぞ

れ発生の翌連結会計年度から費用処理

することとしております。  

  

  ニ 役員退職給付引当金 

役員の退職慰労金の支出に備えて、

役員退職慰労金規程に基づく期末要支

給額を計上しております。 

ニ 役員退職給付引当金 

同左  

  

   

  (会計方針の変更) 

将来の支出時における一時的負担を

避け、役員退職慰労金を役員の在任期

間にわたり費用配分することが期間損

益の適正化及び財務体質の健全化に資

すると判断し、「租税特別措置法上の

準備金及び特別法上の引当金または準

備金ならびに役員退職慰労引当金等に

関する監査上の取扱い」（日本公認会

計士協会 監査・保証実務委員会報告

第42号）の改正に伴い、当連結会計年

度より、役員の退職慰労金の支出に備

えるため、内規による期末要支給額に

基づき役員退職慰労引当金を計上して

おります。これにより、当連結会計年

度の期首に計上すべき過年度分724百万

円については特別損失に、また当連結

会計期間における発生額26百万円は販

売費及び一般管理費に計上しておりま

す。 

  ────── 

(4）重要なリース取引の処

理方法 

 リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

リース取引については、通常の賃貸借取

引に係る方法に準じた会計処理によって

おります。 

 ―――――― 

(5）その他連結財務諸表作

成のための重要な事項 

消費税等の会計処理 

 消費税及び地方消費税の会計処理は、

税抜方式によっております。 

消費税等の会計処理 

同左 

５．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲 

 手許現金及び要求払い預金のほか、取

得日から３か月以内に満期の到来する定

期預金を計上しております。 

同左 



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26億43百万円、８億12百万円、20億29百

万円であります。  

    

────── （連結損益計算書） 

   前連結会計年度まで区分掲記しておりました「貸倒引

当金戻入額」（当連結会計年度は０百万円）は、特別利

益の総額の100分の10以下となったため、特別利益の

「その他」に含めて表示することにしました。 
  
 「投資有価証券売却損」は、前連結会計年度まで、特

別損失の「その他」に含めて表示しておりましたが、当

連結会計年度において、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、前連結会計年度末の「投資有価証券売却損」

は０百万円であります。 
  
「投資有価証券評価損」は、前連結会計年度まで、

特別損失の「その他」に含めて表示しておりました

が、当連結会計年度において、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、前連結会計年度末の「投資有価証券評価損」

は１百万円であります。 

  

────── 

  

（連結キャッシュ・フロー計算書） 

 前連結会計年度まで区分掲記しておりました「有形

固定資産売却益」（当連結会計年度は３百万円）及び

「有形固定資産売却損」（当連結会計年度は０百万

円）は、ＥＤＩＮＥＴへの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、当連結会計年度

より「有形固定資産売却損益（△は益）」として表示

しております。 



  

  

  

  

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 非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のと

おりであります。 

※１ 非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のと

おりであります。 

投資有価証券（株式）        248百万円 投資有価証券（株式）         120百万円

  

※２ 当社においては、運転資金の効率的な調達を行うた

め取引銀行３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の借入未実行残

高は次のとおりであります。 

当座貸越極度額の総額 2,900百万円

借入実行残高 0百万円

差引額 2,900百万円

（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。 

給与・賞与・手当 1,465百万円

荷造運搬費 347 〃 

広告宣伝費  234 〃 

賞与引当金繰入額    119 〃 

退職給付費用   46 〃 

従業員給料及び手当      1,377百万円

賞与引当金繰入額  109 〃 

役員賞与引当金繰入額   28 〃 

退職給付費用    51 〃 

役員退職慰労引当金繰入額    21 〃 

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

         474百万円           462百万円

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

※４ 固定資産売却損の明細は次のとおりです。 

土地    50百万円

機械装置 

車両運搬具 

工具器具備品 

  6百万円

0 〃 

2 〃 

計  8  〃 

※４ 固定資産売却損の明細は次のとおりです。 

土地    3百万円

車両運搬具    0百万円

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

建物及び構築物    4百万円

機械装置及び車両運搬具   12 〃 

工具器具備品   9 〃 

計  26  〃 

建物及び構築物     2百万円

機械装置及び車両運搬具    4 〃 

工具器具備品    4 〃 

計   11  〃 



  

  

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 

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

式（当社株式）の当社帰属分９千株であります。 

  

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

該当事項はありません。 

３．配当に関する事項 

（1）配当金支払額 

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） 

  ※６ 減損損失 

  当連結会計年度において、当社グループは以下の資

産グループについて減損損失を計上しました。 

  当連結会計年度において事業の用に供していない

遊休土地のうち、地価が帳簿価額に対し下落したも

のを、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減

少額を減損損失（118百万円）として特別損失に計上

しました。 

  なお、回収可能価額は正味売却価額により測定し

ており土地については固定資産税評価額を基準に算

定した時価により評価しております。 

場所 用途 種類 

三重県一志郡 遊休資産 土地 

北海道石狩市 遊休資産 土地 

新潟県燕市 遊休資産 土地 

（連結株主資本等変動計算書関係）

  
前連結会計年度末

株式数 
（千株） 

当連結会計年度
増加株式数 
（千株） 

当連結会計年度 
減少株式数 
（千株） 

当連結会計年度末
株式数 
（千株） 

発行済株式         

普通株式  22,000  －  －  22,000

合計  22,000  －  －  22,000

自己株式         

普通株式（注）  2,700  11  －  2,711

合計  2,700  11  －  2,711

決議 株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

１株当たり
配当額 
（円） 

基準日 効力発生日

平成19年６月28日 

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

平成19年11月９日 

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



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

  

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 

（注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加152千株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加150千株、単

元未満株式の買取りによる増加２千株であります。 

２．普通株式の自己株式の株式数の減少96千株は、連結子会社を除外したことによって減少した自己株式（当社

株式）の当社帰属分96千株であります。 

  

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

該当事項はありません。 

３．配当に関する事項 

（1）配当金支払額 

（注）配当金総額の（  ）内の金額は連結自己株式分を差し引いております。 

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

  

決議 株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

配当の原資
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日

平成20年６月27日 

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

  
前連結会計年度末

株式数 
（千株） 

当連結会計年度
増加株式数 
（千株） 

当連結会計年度 
減少株式数 
（千株） 

当連結会計年度末
株式数 
（千株） 

発行済株式         

普通株式  22,000  －  －  22,000

合計  22,000  －  －  22,000

自己株式         

普通株式（注）  2,711  152  96  2,767

合計  2,711  152  96  2,767

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27日 

定時株主総会 
普通株式 

 

 (142)  

145
 7.5 平成20年３月31日 平成20年６月30日 

平成20年11月14日 

取締役会 
普通株式 

 

(142)  

145
 7.5 平成20年９月30日 平成20年12月10日 

決議 株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

配当の原資
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日

平成21年６月26日 

定時株主総会 
普通株式  144 利益剰余金  7.5 平成21年３月31日 平成21年６月29日



  

 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） 

※ 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）

※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 

（平成21年３月31日現在）

  

――――――  
  
  

  （百万円）

現金及び預金勘定  6,237

預入期間が３か月を超える 

定期預金 
 △80

現金及び現金同等物  6,157

  

※２ 当連結会計年度に株式の売却により連結子会社でな

くなった会社の資産及び負債の主な内訳 

 株式の売却によりロック商事㈱が連結子会社でなく

なったことに伴う売却時の資産及び負債の内訳並びに

ロック商事㈱株式の売却価額と売却による支出は次の

とおりであります。 

  （百万円）

現金及び預金勘定  7,262

預入期間が３か月を超える 

定期預金 
 △80

現金及び現金同等物  7,182

  （百万円）

流動資産 1,339 

固定資産 257 

流動負債 △894

固定負債 △32 

少数株主持分 △501 

株式売却損 △75 

ロック商事㈱株式の売却

価額 
92 

ロック商事㈱現金及び現

金同等物 

△446 

差引：売却による支出 △354 

（リース取引関係）



前連結会計年度（平成20年３月31日） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

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主な有価証券の内容 

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

 該当するものはありません。 

 （注） 当社グループは、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合

には全て減損処理を行い、30～50％程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められ

た額について減損処理を行うこととしております。なお、当連結会計年度においては、その他有価証

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

  

（有価証券関係）

  種類 
取得原価
（百万円） 

連結貸借対照表計
上額（百万円） 

差額
（百万円） 

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの 

(1）株式  819  1,529  709

(2）債券  －  －  －

(3）その他  －  －  －

小計  819  1,529  709

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの 

(1）株式  305  265  △40

(2）債券  －  －  －

(3）その他  －  －  －

小計  305  265  △40

合計  1,125  1,794  669

売却額（百万円） 売却益の合計額（百万円） 売却損の合計額（百万円）

 25  14  －

  連結貸借対照表計上額（百万円） 

(1）その他有価証券   

非上場株式  183



当連結会計年度（平成21年３月31日） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

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主な有価証券の内容 

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

 該当するものはありません。 

 （注） 当社グループは、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合

には全て減損処理を行い、30～50％程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められ

た額について減損処理を行うこととしております。なお、当連結会計年度においては、その他有価証

券で時価評価されていない非上場株式について０百万円減損処理を行っております。 

  

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） 

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

当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

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。 

  

  種類 
取得原価
（百万円） 

連結貸借対照表計
上額（百万円） 

差額
（百万円） 

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの 

(1）株式  659  1,124  465

(2）債券  －  －  －

(3）その他  －  －  －

小計  659  1,124  465

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  322  164  △158

(2）債券  －  －  －

(3）その他  －  －  －

小計  322  164  △158

合計  981  1,289  307

売却額（百万円） 売却益の合計額（百万円） 売却損の合計額（百万円）

 156  36  75

  連結貸借対照表計上額（百万円） 

(1）その他有価証券   

非上場株式  153

（デリバティブ取引関係）



１．採用している退職給付制度の概要 

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

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

２．退職給付債務に関する事項 

（注）全ての連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。 

３．退職給付費用に関する事項 

（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 

（退職給付関係）

    
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） 退職給付債務（百万円）  △1,629  △1,527   

 (2） 年金資産（百万円）  82  61   

 (3） 未積立退職給付債務(1）＋(2）（百万円）  △1,547  △1,465   

 (4） 会計基準変更時差異の未処理額（百万円）  －  －   

 (5） 未認識数理計算上の差異（百万円）  58  58   

  (6） 未認識過去勤務債務（債務の減額）（百万円）  △37  △0   

 (7） 連結貸借対照表計上額純額(3）＋(4）+(5）＋(6）（百万円）  △1,527  △1,407   

 (8） 前払年金費用（百万円）  －  －   

 (9） 退職給付引当金(7）－(8）（百万円）  △1,527  △1,407   

  
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） 

退職給付費用（百万円）  105  92   

(1）勤務費用（百万円）（注）  98  83   

(2）利息費用（百万円）  28  29   

(3）期待運用収益（百万円）  △2  △2   

(4）会計基準変更時差異の費用処理額（百万円）  －  －   

(5）数理計算上の差異の費用処理額（百万円）  18  20   

(6）過去勤務債務の費用処理額（百万円）  △37  △37   

  
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）退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 期間定額基準 

(2）割引率（％）  2.0  2.0

(3）期待運用収益率（％）  3.0  3.0

(4）過去勤務債務の処理年数（年）  ５  － 

(5）数理計算上の差異の処理年数（年）  ５ 

定額法により翌連結会計年度か

ら費用処理 

 ５ 

定額法により翌連結会計年度か

ら費用処理 

(6）会計基準変更時差異の処理年数  －  － 



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） 

ストック・オプションは全く行っていないので該当事項はありません。 

当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

ストック・オプションは全く行っていないので該当事項はありません。 

  

（ストック・オプション等関係）

（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(流動)    

未払役員賞与 11百万円

賞与引当金  92  

未払社会保険料否認  17  

その他 11  

計 131  

繰延税金資産(固定)    

退職給付引当金 611  

計 611  

 繰延税金負債(固定)    

 その他有価証券評価差額金 271  

計 271  

繰延税金資産の純額 471  

繰延税金資産(流動)    

未払役員賞与 11百万円

賞与引当金  92  

未払社会保険料否認  11  

未払事業税 29  

その他 15  

計 158  

繰延税金資産(固定)    

退職給付引当金等 813  

評価性引当金  △241  

計 572  

 繰延税金負債(固定)    

 その他有価証券評価差額金 124  

計 124  

繰延税金資産の純額 605  

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異については、税金等調整前当期純損失を計上し

ているため記載しておりません。 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因とな

った主要な項目別の内訳 

  
  

法定実効税率 40.6％

（調整）   

連結消去による影響額  19.0 

交際費等永久に損金に算入さ

れない項目 
4.5 

受取配当金等永久に益金に算

入されない項目 
△6.4 

 還付税額等による減額 △5.0 

 控除税額等による減額  △6.8 

その他 1.1 

税効果会計適用後の法人税等の

負担率 
47.1 



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） 

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

高、営業利益及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメントの資産の金額の合計

額に占める割合が、いずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

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

高、営業利益及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメントの資産の金額の合計

額に占める割合が、いずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

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） 

 本邦の売上高及び資産の合計は、全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占め

る割合が、いずれも90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

 本邦の売上高及び資産の合計は、全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占め

る割合が、いずれも90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

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） 

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

当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

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

  

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。 

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

ｂ．所在地別セグメント情報

ｃ．海外売上高

（関連当事者情報）



 （注）１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  前連結会計年度（自 平成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。 

（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    1,516.55円

１株当たり当期純損失金額     13.79円

１株当たり純資産額        1505.00円

１株当たり当期純利益金額          18.91円

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、１株当たり当期純損失であり、また、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金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。  

  
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） 

当期純利益又は当期純損失（△）（百万円） △288  364 

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又は当期純損失

（△）（百万円） 
△288  364 

期中平均株式数（千株） 20,900       19,261 

（重要な後発事象）



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 5,542 7,262

受取手形 2,269 2,257

売掛金 2,543 2,539

商品 198 －

製品 2,366 －

商品及び製品 － 2,432

仕掛品 812 667

原材料 1,475 －

貯蔵品 553 －

原材料及び貯蔵品 － 1,633

前渡金 8 20

前払費用 48 48

繰延税金資産 116 158

短期貸付金 32 134

未収入金 22 －

未収還付法人税等 60 －

その他 0 43

貸倒引当金 △11 △10

流動資産合計 16,040 17,187

固定資産   

有形固定資産   

建物 12,867 13,032

減価償却累計額 △7,954 △8,242

建物（純額） 4,913 4,789

構築物 2,540 2,546

減価償却累計額 △2,065 △2,123

構築物（純額） 475 423

機械及び装置 13,068 13,098

減価償却累計額 △11,475 △11,781

機械及び装置（純額） 1,593 1,316

車両運搬具 364 358

減価償却累計額 △330 △327

車両運搬具（純額） 34 31

工具、器具及び備品 1,990 1,953

減価償却累計額 △1,674 △1,671

工具、器具及び備品（純額） 315 282

土地 7,591 7,561

建設仮勘定 21 5



（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) 

有形固定資産合計 14,945 14,411

無形固定資産   

借地権 39 39

ソフトウエア 31 21

施設利用権 26 －

電話加入権 19 －

その他 － 42

無形固定資産合計 115 103

投資その他の資産   

投資有価証券 1,976 1,442

関係会社株式 285 120

出資金 4 1

長期貸付金 208 207

従業員に対する長期貸付金 3 2

長期前払費用 0 －

破産更生債権等 27 115

繰延税金資産 278 447

投資不動産 668 668

減価償却累計額 △341 △345

投資不動産（純額） 327 323

保険積立金 159 －

差入保証金 195 －

その他 191 202

貸倒引当金 △29 △44

投資その他の資産合計 3,627 2,818

固定資産合計 18,687 17,333

資産合計 34,727 34,521

負債の部   

流動負債   

買掛金 3,451 2,594

未払金 685 593

未払費用 96 103

未払法人税等 － 337

未払消費税等 81 81

預り金 13 16

前受収益 8 3

賞与引当金 200 225

流動負債合計 4,535 3,955

固定負債   

退職給付引当金 1,353 1,407



（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) 

役員退職慰労引当金 101 111

その他 78 100

固定負債合計 1,532 1,619

負債合計 6,068 5,575

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,100 1,100

資本剰余金   

資本準備金 530 530

資本剰余金合計 530 530

利益剰余金   

利益準備金 275 275

その他利益剰余金   

退職給与積立金 1,557 －

別途積立金 26,100 26,700

繰越利益剰余金 786 2,317

利益剰余金合計 28,718 29,292

自己株式 △2,086 △2,159

株主資本合計 28,262 28,763

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 397 182

評価・換算差額等合計 397 182

純資産合計 28,659 28,945

負債純資産合計 34,727 34,521



（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 22,573 21,973

売上原価   

商品及び製品期首たな卸高 2,425 2,564

当期商品仕入高 2,156 1,592

当期製品製造原価 17,179 16,399

合計 21,761 20,556

他勘定振替高 280 114

商品及び製品期末たな卸高 2,564 2,432

売上原価合計 18,917 18,009

売上総利益 3,656 3,963

販売費及び一般管理費 3,646 3,470

営業利益 10 492

営業外収益   

受取利息 7 13

受取配当金 34 59

受取賃貸料 196 193

業務受託手数料 175 165

雑収入 53 70

その他 － 2

営業外収益合計 468 504

営業外費用   

売上割引 30 24

減価償却費 4 4

雑損失 22 －

その他 － 2

営業外費用合計 57 31

経常利益 421 965

特別利益   

抱合せ株式消滅差益  380

固定資産売却益 50 3

投資有価証券売却益 14 114

役員退職慰労引当金戻入額 96 －

その他 － 1

特別利益合計 162 499



（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) 

特別損失   

前期損益修正損 － 3

固定資産売却損 8 0

減損損失 － 118

固定資産除却損 26 11

投資有価証券評価損 － 144

たな卸資産廃棄損 114 －

役員退職慰労金 0 －

役員退職慰労引当金繰入額 719 －

その他 3 10

特別損失合計 873 287

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △289 1,177

法人税、住民税及び事業税 16 317

法人税等調整額 △20 △4

法人税等合計 △4 312

当期純利益又は当期純損失（△） △285 864



（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 1,100 1,100

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,100 1,100

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 530 530

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 530 530

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 275 275

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 275 275

その他利益剰余金   

退職給与積立金   

前期末残高 1,557 1,557

当期変動額   

退職給与積立金の取崩 － △1,557

当期変動額合計 － △1,557

当期末残高 1,557 －

別途積立金   

前期末残高 26,100 26,100

当期変動額   

別途積立金の積立 － 600

当期変動額合計 － 600

当期末残高 26,100 26,700

繰越利益剰余金   

前期末残高 1,411 786

当期変動額   

退職給与積立金の取崩 － 1,557

別途積立金の積立 － △600

剰余金の配当 △339 △290

当期純利益又は当期純損失（△） △285 864

当期変動額合計 △624 1,531

当期末残高 786 2,317



（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) 

利益剰余金合計   

前期末残高 29,343 28,718

当期変動額   

剰余金の配当 △339 △290

当期純利益又は当期純損失（△） △285 864

当期変動額合計 △624 574

当期末残高 28,718 29,292

自己株式   

前期末残高 △2,085 △2,086

当期変動額   

自己株式の取得 △1 △73

当期変動額合計 △1 △73

当期末残高 △2,086 △2,159

株主資本合計   

前期末残高 28,888 28,262

当期変動額   

剰余金の配当 △339 △290

当期純利益又は当期純損失（△） △285 864

自己株式の取得 △1 △73

当期変動額合計 △626 501

当期末残高 28,262 28,763

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 882 397

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △484 △214

当期変動額合計 △484 △214

当期末残高 397 182

純資産合計   

前期末残高 29,770 28,659

当期変動額   

剰余金の配当 △339 △290

当期純利益又は当期純損失（△） △285 864

自己株式の取得 △1 △73

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △484 △214

当期変動額合計 △1,110 286

当期末残高 28,659 28,945



(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） 

 ・新任取締役候補 

    取締役 福島正之（現 経理部長） 

  

  ・退任予定取締役 

    取締役 小池義郎 

  

  

６．その他
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