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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 62,480 4.0 5,875 △8.1 5,940 △6.1 3,500 △8.4

20年3月期 60,091 5.0 6,391 △3.6 6,326 △12.4 3,822 △23.1

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 239.22 ― 7.3 9.5 9.4
20年3月期 250.57 ― 8.1 10.2 10.6

（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 62,451 47,807 76.6 3,353.43
20年3月期 62,665 48,412 77.3 3,193.30

（参考） 自己資本   21年3月期  47,807百万円 20年3月期  48,412百万円

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 5,172 △5,109 △2,867 15,197
20年3月期 3,147 1,586 △816 18,751

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 ― ― ― 40.00 40.00 606 16.0 1.3
21年3月期 ― ― ― 40.00 40.00 570 16.7 1.2

22年3月期 
（予想）

― ― ― 40.00 40.00 13.9

（注）21年3月期期末配当金の内訳 特別配当 20円00銭

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

31,900 5.1 3,190 10.5 3,320 8.4 1,980 9.9 138.89

通期 66,500 6.4 6,650 13.2 6,850 15.3 4,100 17.1 287.59



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、５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、13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」、17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） 

新規 1社 （社名 SIKOKUKAKEN(LANGFANG)CO.,LT
D.

） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期 15,673,885株 20年3月期 15,673,885株

② 期末自己株式数 21年3月期  1,417,489株 20年3月期  515,313株

（参考）個別業績の概要 

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

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 54,616 2.7 5,373 △11.1 5,376 △7.2 3,132 △8.1

20年3月期 53,171 3.0 6,043 △3.0 5,796 △13.7 3,409 △24.9

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

21年3月期 214.04 ―

20年3月期 223.48 ―

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 58,948 45,890 77.8 3,218.91
20年3月期 58,526 45,626 78.0 3,009.53

（参考） 自己資本 21年3月期  45,890百万円 20年3月期  45,626百万円

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。なお、業績予想に関する事項は、２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。 

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

27,500 2.9 3,000 12.2 3,080 4.8 1,850 8.7 129.77

通期 57,000 4.4 6,230 15.9 6,400 19.0 3,800 21.3 266.55



(1）経営成績に関する分析 

（当期の経営成績） 

 当連結会計年度におけるわが国経済は、米国を始めとした世界経済の一大変動、外需の急低下、年初来からの原素

材価格の高騰や世界の金融危機的状況等が企業収益を圧迫し、設備投資の減少、厳しい雇用・所得環境に伴う個人消

費の低迷等、景気の先行きは急速に悪化してまいりました。 

 建築塗料業界におきましては、引き続き公共投資は減少傾向にあり、民間住宅・建築全般投資も需要減退により減

少の一途を辿る等、厳しい経営環境のまま推移いたしました。 

 一方、当社グループが事業展開を行っておりますアジア経済は、中国を始めとする新興諸国においても欧米の景気

の後退により、その伸び率は大幅に鈍化してきております。 

 このような状況下、当社グループは、特許のセラミック複合の超低汚染塗料を中心に、新築や塗替え分野では付加

価値が高く耐久性に優れたシリコンやふっ素塗料タイプの製品が伸張した他、新たに内装市場の開発に積極的に取り

組み、高性能のフラット塗料やヒートアイランド対策に貢献する省エネタイプの遮熱塗料や高意匠性塗材が、リフォ

ーム市場を開拓しています。また、安全、安心が追求される耐火被覆や断熱材の分野では、セラミック系耐火被覆材

や、発泡性耐火塗料、断熱材等が新市場を大きく拡大しています。 

 この結果、新建築仕上材及び耐火断熱分野が共に伸長し、全体の連結売上高は624億80百万円（前期比4.0％増）と

なりました。 

 また、利益面におきましては、付加価値の高い高機能性塗料並びに高意匠性塗材の販売拡大や徹底したコスト削減

に努めてまいりましたが、原油高による原材料費の上昇、人員増強による人件費の増加や急激な円高による為替差損

の発生等により、経常利益は、59億40百万円（前期比6.1％減）、当期純利益は、35億円（前期比8.4％減）となりま

した。  

（次期の見通し） 

 今後の見通しにつきましては、世界的な景気悪化の長期化が予測される中、内外市場の先行きは非常に不透明であ

り、予断を許さない経営環境が続くものと予想されます。 

 建築塗料業界におきましても、総需要減退の影響を受け、公共投資や住宅建設の減少が見込まれる等、引き続き市

場環境は厳しいものと考えられます。 

 このような状況の下、当社グループといたしましては、一層の社内組織体制の充実を図り、より一段と国内外の新

市場の開発に尽力し、以下の経営施策に重点的に取り組むことにより業績の拡大に努めてまいります。  

 通期の業績につきましては、国内外での一層の積極的な販売拡大、新技術・新製品開発及びコストダウン促進等中

長期的な経営戦略で述べます諸施策の展開により、連結売上高は665億円（前連結会計年度比6.4％増）、営業利益は

66億50百万円（同13.2％増）、経常利益は68億50百万円（同15.3％増）、当期純利益は41億円（同17.1％増）を見込

んでおります。 

(2）財政状態に関する分析 

（資産、負債、純資産及びキャッシュ・フローの状況に関する分析） 

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２億14百万円減少し、624億51百万円となりました。 

 増加した主なものは現金及び預金並びに土地であります。減少した主なものは投資その他の資産のその他（長

期預金）であります。 

 負債につきましては、前連結会計年度末に比べ３億89百万円増加し146億43百万円となりました。 

 増加した主なものは未払法人税等であります。 

 純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ６億４百万円減少し、478億７百万円となり自己資本比率は

は76.6％となりました。 

 増加した主なものは当期純利益を35億円計上したことであります。減少した主なものは自己株式及び為替勘定

調整勘定であります。 

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等価物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ35億53

百万円減少し151億97百万円となりました。 

 当連結会計年度における各キャッシュ・フローは、次のとおりであります。 

 (a）営業活動によるキャッシュ・フロー 

 営業活動により得られた資金は、51億72百万円となりました。 

 これは主に税金等調整前当期純利益59億40百万円、たな卸資産の増加額４億94百万円、売上債権の増加額８

億14百万円、法人税等の支払額17億35百万円によるものであります。 

 (b）投資活動によるキャッシュ・フロー 

 投資活動の結果使用した資金は、51億９百万円となりました。 

 これは主に定期預金の払戻による収入27億49百万円、定期預金の預入による支出67億12百万円、固定資産の

取得による支出10億74百万円によるものであります。 

 (c）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、28億67百万円となりました。 

 これは主に自己株式の取得による支出22億52百万円、配当金の支払額６億６百万円によるものであります。

１．経営成績



（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）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）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、株主に対する利益還元が経営における重要課題の一つであることを常に認識するとともに、将来に備え財

務体質と経営基盤の強化を図ることにより、安定的な配当水準を維持することを配当政策の基本といたしておりま

す。 

 内部留保金につきましては、企業価値の更なる増大を図るべく、財務体質を強化するとともに、新たな研究・技術

開発、設備投資、海外展開等将来の成長につながる戦略投資に役立ててまいります。 

 なお、当期・次期の配当につきましては、上記の方針に照らし、１ページ「２．配当の状況」に記載のとおり計画

しております。 

(4）事業等のリスク 

 当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性のあるリスクには以下のようなものがあります。 

 なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において、当社グループが判断したものであります。 

① 当社グループは、建築塗料業界に属しておりますが、公共投資、民間設備投資及び住宅投資の動向が経営に少

なからず影響を与える可能性があります。 

② 当社グループは、数多くの特許技術を用いた製品やオリジナル製品で差別化を図っておりますが、汎用製品に

おきましては価格競争が厳しく、その対応によりましては業績に悪影響を及ぼす可能性があります。 

③ 当社グループは、各種の品質管理基準に従って製品を製造しております。しかし、全ての製品について将来に

渡って欠陥が発生しないという保証はありません。また、製造物賠償責任については保険に加入しております

が、賠償額を充分カバーできるとは限りません。大規模な製品の欠陥が発生した場合は経営に大きな影響を与え

る可能性があります。 

④ 当社グループは、中国をはじめとしてアジアに進出しておりますが、進出先において、予期しない法律または

規制の変更、当社にとって不利な政治または経済要因、テロ・戦争その他の要因による社会的混乱等の発生によ

り業績と財務状況に重要な悪影響を与える可能性があります。 

⑤ 当連結会計年度における当社グループの海外売上高の割合は連結売上高の16.2％を占めており、為替変動の影

響を受けています。為替予約等対策も講じておりますが、これにより当該リスクを回避できる保証はなく、為替

が大きく変動した場合には業績と財務状況に重要な影響を与えることになります。 

  

  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（％）  74.1  77.3  76.6

時価ベースの自己資本比率（％）  89.5  71.9  39.9

キャッシュ・フロー対有利子負債比率  0.6  0.9  0.5

インタレスト・カバレッジ・レシオ  274.4  151.9  319.0



 当連結会計年度において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な変更はあり

ません。 

 なお、建築仕上塗材事業において、SIKOKUKAKEN(LANGFANG)CO.,LTD.を中国廊坊に設立いたしました。  

  

 
   

２．企業集団の状況



(1）経営の基本方針 

 当社グループは、創業精神である「無から有を」という思想のもと、「環境」「快適」「健康」「安全」「安心」

の五つのテーマを柱に、豊かな住文化・建築文化を創造することが努めであると考えております。 

 また、全ての面において信頼と誠実の仕事の展開を第一に、一層サービスを一層充実させ、「多くの顧客に利益と

喜びを与え、社会に貢献することを 大の使命」とする経営理念や社是・社訓を活かした事業活動を進めておりま

す。そして今日、更なる社内組織体制の充実とともに海外事業の拡大を図り、常に優良一流の「メガロアジア№１、

オンリーワン企業」としての一大躍進を目指して、大きく国内外に躍進してまいります。 

(2）目標とする経営指標 

 目標とする経営指標につきましては、株主資本利益率を重要な指標と捉えており、その目標数値として中長期的に

10％を上回る状態を維持することを目標といたします。 

(3）中長期的な会社の経営戦略と対処すべき課題 

 当社グループは、一層の社内組織体制の充実を図り、より一段と国内外の新市場の開発に尽力し、以下の経営施策

に重点的に取り組むことにより業績の拡大に努めてまいります。 

② 日本国内市場で一層の販売拡大とシェアアップを図るため、新建築仕上材をはじめとする関連製品の受注増大

の他、戸建て住宅やビル、マンションの膨大な建築ストックを有する塗り替え需要、更には、耐火、断熱を中心

とした防災関連製品受注の増加等に注力し、国内市場の開拓を促進してまいります。 

③ 海外市場での販売拡大を図るため、シンガポール、マレーシア、タイ、中国、香港、韓国における当社海外事

業所及び在外子会社の販売、製造、技術部門の充実を図り、海外市場の拡大を推進してまいります。特に中国に

おきましては、SIKOKUKAKEN(SHANGHAI)CO.,LTD.の工場を生産拠点とし、各地に一層の販売網を築いてまいりま

す。 

④ 新技術・新製品開発とコストダウンの促進のため、研究・技術部門を強化することにより、新技術の研究開発

を推し進め、市場のニーズを先取りした環境・機能性重視の新製品を開発し、また、製造原価率の低減に取り組

んでまいります。 

⑤ 社内外に向けてインターネットを利用した情報システムを充実させ、活用することにより、業務の効率化と顧

客のサービスの向上に努めてまいります。事務管理の分野では新販売管理並びに生産管理システムを充実させ、

一層効率化を図ってまいります。 

(4）内部管理体制の整備・運用状況方針 

 有価証券上場規程第８条の３及び適時開示規則第10条第３項に規定するコーポレート・ガバナンスに関する報告書

の「内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況」において記載しております。 

  

３．経営方針



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 22,292 24,699

受取手形及び売掛金 17,080 17,359

有価証券 － 302

たな卸資産 5,255 －

商品及び製品 － 1,528

仕掛品 － 705

未成工事支出金 － 84

原材料及び貯蔵品 － 2,125

繰延税金資産 674 690

その他 537 257

貸倒引当金 △94 △105

流動資産合計 45,745 47,648

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 7,532 7,624

減価償却累計額 △3,934 △4,134

建物及び構築物（純額） 3,598 3,489

機械装置及び運搬具 4,652 4,677

減価償却累計額 △3,739 △3,906

機械装置及び運搬具（純額） 912 771

土地 7,452 7,799

建設仮勘定 103 47

その他 959 939

減価償却累計額 △855 △857

その他（純額） 103 81

有形固定資産合計 12,169 12,190

無形固定資産 452 595

投資その他の資産   

投資有価証券 343 15

繰延税金資産 539 519

その他 3,629 1,670

貸倒引当金 △213 △188

投資その他の資産合計 4,298 2,016

固定資産合計 16,920 14,802

資産合計 62,665 62,451



（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 4,889 4,529

短期借入金 2,200 2,179

未払法人税等 590 1,254

賞与引当金 1,120 1,069

役員賞与引当金 55 55

繰延税金負債 － 15

製品保証引当金 80 91

債務保証損失引当金 100 100

その他 3,505 3,735

流動負債合計 12,541 13,029

固定負債   

繰延税金負債 53 0

退職給付引当金 304 202

役員退職慰労引当金 869 893

その他 484 517

固定負債合計 1,712 1,613

負債合計 14,253 14,643

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,662 2,662

資本剰余金 3,137 3,137

利益剰余金 44,163 47,058

自己株式 △1,701 △3,954

株主資本合計 48,262 48,903

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 15 6

為替換算調整勘定 134 △1,102

評価・換算差額等合計 150 △1,095

純資産合計 48,412 47,807

負債純資産合計 62,665 62,451



（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 60,091 62,480

売上原価 ※  42,118 ※  44,943

売上総利益 17,972 17,537

販売費及び一般管理費   

運賃 1,758 1,802

給料及び手当 3,645 3,586

賞与引当金繰入額 732 712

役員賞与引当金繰入額 55 55

退職給付費用 112 119

役員退職慰労引当金繰入額 26 25

減価償却費 152 130

貸倒引当金繰入額 84 40

製品保証引当金繰入額 28 63

その他 4,986 5,125

販売費及び一般管理費合計 ※  11,581 ※  11,661

営業利益 6,391 5,875

営業外収益   

受取利息 180 140

受取配当金 0 0

仕入割引 97 97

受取保険金 － 71

雑収入 85 84

営業外収益合計 364 394

営業外費用   

支払利息 18 21

売上割引 11 22

為替差損 375 272

雑損失 22 13

営業外費用合計 428 328

経常利益 6,326 5,940

税金等調整前当期純利益 6,326 5,940

法人税、住民税及び事業税 2,317 2,462

法人税等調整額 186 △22

法人税等合計 2,503 2,439

当期純利益 3,822 3,500



（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 2,662 2,662

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,662 2,662

資本剰余金   

前期末残高 3,137 3,137

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,137 3,137

利益剰余金   

前期末残高 40,953 44,163

当期変動額   

剰余金の配当 △612 △606

当期純利益 3,822 3,500

当期変動額合計 3,210 2,894

当期末残高 44,163 47,058

自己株式   

前期末残高 △1,297 △1,701

当期変動額   

自己株式の取得 △404 △2,252

当期変動額合計 △404 △2,252

当期末残高 △1,701 △3,954

株主資本合計   

前期末残高 45,455 48,262

当期変動額   

剰余金の配当 △612 △606

当期純利益 3,822 3,500

自己株式の取得 △404 △2,252

当期変動額合計 2,806 641

当期末残高 48,262 48,903



（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 30 15

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △15 △9

当期変動額合計 △15 △9

当期末残高 15 6

為替換算調整勘定   

前期末残高 133 134

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1 △1,236

当期変動額合計 1 △1,236

当期末残高 134 △1,102

評価・換算差額等合計   

前期末残高 164 150

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △14 △1,246

当期変動額合計 △14 △1,246

当期末残高 150 △1,095

純資産合計   

前期末残高 45,619 48,412

当期変動額   

剰余金の配当 △612 △606

当期純利益 3,822 3,500

自己株式の取得 △404 △2,252

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △14 △1,246

当期変動額合計 2,792 △604

当期末残高 48,412 47,807



（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 6,326 5,940

減価償却費 628 668

賞与引当金の増減額（△は減少） △85 △50

退職給付引当金の増減額（△は減少） △101 △97

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 26 24

貸倒引当金の増減額（△は減少） 71 17

製品保証引当金の増減額（△は減少） △3 14

受取利息及び受取配当金 △181 △140

支払利息 18 21

為替差損益（△は益） 401 192

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） － 3

投資有価証券売却損益（△は益） 0 △0

固定資産除却損、売却損 4 2

売上債権の増減額（△は増加） 735 △814

たな卸資産の増減額（△は増加） △608 494

仕入債務の増減額（△は減少） △257 42

その他 △126 483

小計 6,848 6,802

利息及び配当金の受取額 181 122

利息の支払額 △20 △16

法人税等の支払額 △3,861 △1,735

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,147 5,172

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 △3,501 △6,712

定期預金の払戻による収入 5,507 2,749

有価証券及び投資有価証券の取得による支出 △0 －

有価証券及び投資有価証券の売却による収入 1,571 0

固定資産の取得による支出 △1,884 △1,074

固定資産の売却による収入 3 0

投資その他の資産の取得等による支出 △169 △127

投資その他の資産の売却等による収入 59 54

投資活動によるキャッシュ・フロー 1,586 △5,109

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 2,200 2,191

短期借入金の返済による支出 △2,000 △2,200

自己株式の取得による支出 △403 △2,252

配当金の支払額 △612 △606

財務活動によるキャッシュ・フロー △816 △2,867

現金及び現金同等物に係る換算差額 △252 △749

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,665 △3,553

現金及び現金同等物の期首残高 15,086 ※  18,751

現金及び現金同等物の期末残高 ※  18,751 ※  15,197



 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

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 

連結子会社数 10社 

 連結子会社名は「第１ 企業の概況 ４．

関係会社の状況」に記載しているため省略し

ております。 

連結子会社数 11社 

 連結子会社名は「第１ 企業の概況 

４．関係会社の状況」に記載しているため

省略しております。 

 SIKOKUKAKEN(LANGFANG)CO.,LTD.について

は、当連結会計年度においてを新たに設立

したため、連結の範囲に含めております。 

２．持分法の適用に関す

る事項 

 子会社はすべて連結しており、また、関連

会社もないため、該当事項はありません。 

同左 

３．連結子会社の事業年

度等に関する事項 

 連結子会社のうち、在外連結子会社の決算

日は12月31日となっております。 

 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、連結決算日との間

に生じた重要な取引については、連結上必要

な調整を行っております。 

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 

(a）有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

 決算日の市場価格等に基づく時価法を

採用しております。（評価差額は全部純

資産直入法により処理し、売却原価は総

平均法により算定しております。） 

(a）有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

  時価のないもの 

 総平均法による原価法を採用しており

ます。 

時価のないもの 

同左 

  (b）たな卸資産 

商品・製品・原材料・仕掛品・貯蔵品 

 当社は総平均法による原価法、在外連結

子会社は主として移動平均法による低価法

を採用しております。 

(b）たな卸資産 

商品・製品・原材料・仕掛品・貯蔵品 

 当社は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、また、在外

連結子会社は主として移動平均法による

低価法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14

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。  



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） 

  未成工事支出金 

 個別法による原価法を採用しておりま

す。 

未成工事支出金 

同左 

(2）重要な減価償却資産

の減価償却の方法 

(a）有形固定資産 

 当社及び国内連結子会社は定率法（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、在外連結子会社は定

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。 

 建物及び構築物    31～38年 

 機械装置及び運搬具  ９～12年 

  

（会計方針の変更） 

 当社及び国内連結子会社は、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。 

 なお、この変更による影響は軽微であ

ります。 

(a）有形固定資産（リース資産を除く） 

 当社及び国内連結子会社は定率法（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、在外連結子会社は定

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。 

 建物及び構築物    31～38年 

 機械装置及び運搬具  ８～９年 

  

―――――― 

  （追加情報） 

 当社及び国内連結子会社は、法人税

法改正に伴い、平成19年３月31日以前

に取得した資産については、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年間にわたり均等償却し、減価

償却費に含めて計上しております。 

 これにより営業利益、経常利益及び

税金等調整前当期純利益がそれぞれ32

百万円減少しております。 

（追加情報） 

 当社及び国内連結子会社の機械装置に

ついては、従来、耐用年数を９～12年と

しておりましたが、当連結会計年度より

８～９年に変更しております。 

 これは、平成20年度の税制改正を契機

に耐用年数を見直したことによるもので

あります。 

 なお、この変更による損益に与える影

響は軽微であります。  

  

  (b）無形固定資産 

 定額法を採用しております。 

 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。 

(b）無形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

  ―――――― (c）リース資産 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法を採用しております。 

 なお、所有権移転外ファイナンス・リ

ース取引のうち、リース取引開始日が平

成20年３月31日以前のリース取引につい

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。  



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） 

(3）重要な引当金の計上

基準 

(a）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主として貸

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勘案

し、回収不能見込額を計上しておりま

す。 

(a）貸倒引当金 

同左 

  (b）賞与引当金 

 従業員の賞与の支給に備えるため、支

給見込額のうち当連結会計年度に帰属す

る部分を計上しております。 

(b）賞与引当金 

同左 

  (c）役員賞与引当金 

 当社は役員賞与の支出に備えて、当連

結会計年度における支給見込額に基づき

計上しております。 

(c）役員賞与引当金 

同左 

  (d）製品保証引当金 

 製品のアフターサービスまたはクレー

ムに備えるため、過去の実績比率に基づ

き当連結会計年度の必要見込額を計上し

ております。 

(d）製品保証引当金 

同左 

  (e）債務保証損失引当金 

 債務保証に係る損失に備えるため、被

保証先の財政状態等を勘案し、必要見込

額を計上しております。 

(e）債務保証損失引当金 

同左 

  (f）退職給付引当金 

 当社及び一部の在外連結子会社は従業

員の退職給付に備えるため、当連結会計

年度末における退職給付債務及び年金資

産の見込額に基づき計上しております。 

 数理計算上の差異は、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。 

(f）退職給付引当金 

同左 

  (g）役員退職慰労引当金 

 当社は役員の退職慰労金の支給に備え

るため、内規による必要額を計上してお

ります。 

(g）役員退職慰労引当金 

同左 



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）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）収益及び費用の計上

方法 

―――――― 

  

 当社は、工期３ヶ月超の工事に係る収益

の計上について、工事進行基準を適用して

おります。 

(6）重要なヘッジ会計の

方法 

(a）ヘッジ会計の方法 

 当社は為替予約が付されている外貨建

金銭債権債務等については、振当処理を

行っております。 

(a）ヘッジ会計の方法 

同左 

  (b）ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段…為替予約 

ヘッジ対象…外貨建債権債務等 

(b）ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

  (c）ヘッジ方針 

 当社は外貨建取引の為替相場の変動リ

スクを回避する目的で為替予約取引を行

っております。 

(c）ヘッジ方針 

同左 

  (d）ヘッジの有効性評価の方法 

 当社は為替予約の締結時に、リスク管

理方針に従って、米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。 

(d）ヘッジの有効性評価の方法 

同左 

(7）その他の連結財務諸

表作成のための重要な

事項 

消費税等の会計処理 

 税抜方式を採用しております。 

消費税等の会計処理 

同左 

５．連結子会社の資産及び

負債の評価に関する事項 

 連結子会社の資産及び負債の評価につい

ては、全面時価評価法を採用しておりま

す。 

同左 

６．連結キャッシュ・フロ

ー計算書における資金の

範囲 

 手許現金、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 



  

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、引き続き

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用し

ております。 

 なお、この変更による影響は、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、この変更による影響は、ありません。  

  

──────  （完成工事高及び完成工事原価の計上基準） 

 当社は、請負工事に係る収益の計上基準については、

従来、工事完成基準を適用しておりましたが、「工事契

約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年

12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適用指

針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27

日）が平成21年３月31日以前に開始する連結会計年度か

ら適用できることになったことに伴い、当連結会計年度

からこれらの会計基準等を適用し、当連結会計年度に着

手した工事契約（工期３ヶ月超の工事契約）から、当連

結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が認

められる工事については工事進行基準（工事の進捗率の

見積りは施行面積等を基準とした技術進捗率）を、その

他の工事については工事完成基準を適用しております。 

 これにより、売上高は５億74百万円増加し、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

43百万円増加しております。 

 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。  



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」

「未成工事支出金」「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」「未成工事支出

金」「原材料及び貯蔵品」は、それぞれ1,717百万円、

688百万円、310百万円、2,509百万円であります。 

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．受取手形割引高 51百万円 １．受取手形割引高   51百万円

 ２．保証債務 

当社得意先の三井物産ソルベントコーティング㈱に対

し、当社特約店債権の回収不能について、242百万円の

債務保証を行っております。 

 ２．保証債務 

当社得意先の三井物産ソルベントコーティング㈱に対

し、当社特約店債権の回収不能について、225百万円の

債務保証を行っております。 

なお、 三井物産ソルベントコーティング㈱は平成21

年４月１日に社名変更し、三井物産ケミカル㈱となりま

した。 

（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） 

※ 研究開発費の総額 ※ 研究開発費の総額 

一般管理費及び売上原価に含まれ

る研究開発費 
760百万円

一般管理費及び売上原価に含まれ

る研究開発費 
   741百万円



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） 

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株式数の増加139千株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加135千株、単元

未満株式の買取りによる増加４千株であります。 

２．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(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期となるもの 

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） 普通株式の自己株式の株式数の増加904千株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加900千株、単元

未満株式の買取りによる増加４千株であります。 

２．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(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期となるもの 

（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  15,673  －  －  15,673

合計  15,673  －  －  15,673

自己株式                        

普通株式  373  139  －  513

合計  373  139  －  513

（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  612  40 平成19年３月31日 平成19年6月29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20年６月27日 

定時株主総会 
普通株式  606 利益剰余金  40 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  15,673  －  －  15,673

合計  15,673  －  －  15,673

自己株式                        

普通株式  513  904  －  1,417

合計  513  904  －  1,417

（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  606  40 平成20年３月31日 平成20年6月30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  570 利益剰余金  40 平成21年３月31日 平成21年６月29日



 近２連結会計年度の事業の種類別セグメント情報は次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） 

（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）

※ 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）

現金及び預金勘定 22,292百万円

預入期間が３か月を超える定期預

金 
△3,540百万円

現金及び現金同等物 18,751百万円

現金及び預金勘定       24,699百万円

預入期間が３か月を超える定期預

金 
  △9,501百万円

当座借越   △0百万円

現金及び現金同等物       15,197百万円

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

  
建築仕上塗材
（百万円） 

耐火断熱
（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             

(1）外部顧客に対する売上高  54,137  3,520  2,433  60,091  －  60,091

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 －  －  14  14 (14)  －

計  54,137  3,520  2,448  60,106 (14)  60,091

営業費用  46,493  2,954  2,424  51,872  1,828  53,700

営業利益  7,644  566  24  8,234 (1,843)  6,391

Ⅱ．資産、減価償却費、資本的支出             

資産  47,459  3,638  2,197  53,295  9,370  62,665

減価償却費  510  27  21  560  68  628

資本的支出  1,118  62  68  1,249  658  1,908



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．事業区分は、製品の種類・性質・用途の類似性を考慮して区分しております。 

２．各事業の主要な製品等 

３．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） 

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の金額は1,845百万円であり、その主なも

のは親会社の本社管理部門及び埼玉工場に係る費用等であります。 

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） 

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の金額は1,766百万円であり、その主なも

のは親会社の本社管理部門に係る費用等であります。 

４．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） 

資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は9,370百万円であり、その主なものは、親会社

での余資運用資金（預金及び有価証券）、長期投資資金、管理部門及び埼玉工場に係る資産等であります。

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） 

資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は13,441百万円であり、その主なものは、親会社

での余資運用資金（預金及び有価証券）、長期投資資金、管理部門に係る資産等であります。 

５．会計方針の変更 

（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事項」に記載のとおり、当連結会計年度より「棚卸資産の評価に

関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日）を適用しております。この変更に伴い、従来

の方法によった場合に比べて、営業利益が、建築仕上塗材で12百万円、耐火断熱事業で０百万円、その他の

事業で１百万円それぞれ減少しております。 

（工事契約に関する会計基準）  

 「連結財務諸表作成のための基本となる事項の変更」に記載のとおり、当連結会計年度より「工事契約に

関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適用指

針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を適用しております。この変更に伴い、従来の方

法によった場合に比べて、営業利益が、建築仕上塗材で２百万円、耐火断熱事業で40百万円それぞれ増加し

ております。 

  
建築仕上塗材
（百万円） 

耐火断熱
（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             

(1）外部顧客に対する売上高  56,104  3,930  2,446  62,480  －  62,480

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 －  －  11  11 (11)  －

計  56,104  3,930  2,458  62,492 (11)  62,480

営業費用  48,844  3,650  2,355  54,850  1,754  56,605

営業利益  7,259  280  102  7,641 (1,766)  5,875

Ⅱ．資産、減価償却費、資本的支出             

資産  43,793  3,358  1,857  49,009  13,441  62,451

減価償却費  527  33  21  582  85  668

資本的支出  714  17  12  744  222  966

事業区分 主要製品

建築仕上塗材事業 有機無機水系塗材、合成樹脂塗料、無機質系塗料、無機質建材及び特殊仕上工事 

耐火断熱事業 断熱材、耐火被覆材、耐火塗料及び耐火断熱工事

その他の事業 各種化成品、洗浄剤等



 近２連結会計年度の所在地別セグメント情報は次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） 

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．地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．アジアに属する地域はシンガポール、マレーシア、香港、中国、タイ及び韓国であります。 

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 

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） 

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の金額は1,845百万円であり、その主なも

のは親会社の本社管理部門及び埼玉工場に係る費用等であります。 

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） 

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の金額は1,766百万円であり、その主なも

のは親会社の本社管理部門に係る費用等であります。 

４．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） 

資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は9,370百万円であり、その主なものは、親会社

での余資運用資金（預金及び有価証券）、長期投資資金、管理部門及び埼玉工場に係る資産等であります。

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） 

資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は13,441百万円であり、その主なものは、親会社

での余資運用資金（預金及び有価証券）、長期投資資金、管理部門に係る資産等であります。 

  

ｂ．所在地別セグメント情報

  
日本

（百万円） 
アジア

（百万円） 
計

（百万円） 
消去又は全社 
（百万円） 

連結
（百万円） 

Ⅰ．売上高及び営業損益           

(1)外部顧客に対する売上高  51,342  8,749  60,091  －  60,091

(2)セグメント間の内部売上高又は

振替高 
 1,829  473  2,303 (2,303)  －

計  53,171  9,223  62,395 (2,303)  60,091

営業費用  45,263  8,913  54,177 (476)  53,700

営業利益  7,908  309  8,218 (1,827)  6,391

Ⅱ．資産  49,293  8,028  57,321  5,344  62,665

  
日本

（百万円） 
アジア

（百万円） 
計

（百万円） 
消去又は全社 
（百万円） 

連結
（百万円） 

Ⅰ．売上高及び営業損益           

(1)外部顧客に対する売上高  52,762  9,718  62,480  －  62,480

(2)セグメント間の内部売上高又は

振替高 
 1,854  437  2,291 (2,291)  －

計  54,616  10,156  64,772 (2,291)  62,480

営業費用  47,332  9,861  57,194 (589)  56,605

営業利益  7,283  294  7,578 (1,702)  5,875

Ⅱ．資産  45,642  8,236  53,879  8,571  62,451



５．会計方針の変更 

（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事項」に記載のとおり、当連結会計年度より「棚卸資産の評価に

関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日）を適用しております。この変更に伴い、従来

の方法によった場合に比べて、営業利益が、日本で14百万円減少しております。 

（工事契約に関する会計基準）  

 「連結財務諸表作成のための基本となる事項の変更」に記載のとおり、当連結会計年度より「工事契約に

関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適用指

針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を適用しております。この変更に伴い、従来の方

法によった場合に比べて、営業利益が、日本で43百万円増加しております。 

 近２連結会計年度の海外売上高は次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） 

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．地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．アジアに属する主な地域は東アジア、東南アジア及び中東諸国であります。 

３．海外売上高は当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。 

 （開示の省略） 

   リース取引、関連当事者との取引、税効果会計、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、ストック・オプション

等、企業結合等に関する注記事項については、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。 

ｃ．海外売上高

  アジア 計 

海外売上高（百万円）  9,196  9,196

連結売上高（百万円）  －  60,091

連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  15.3  15.3

  アジア 計 

海外売上高（百万円）  10,105  10,105

連結売上高（百万円）  －  62,480

連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  16.2  16.2



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

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 3,193.30円

１株当たり当期純利益金額 250.57円

１株当たり純資産額 3,353.43円

１株当たり当期純利益金額       239.22円

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

 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（百万円）  3,822  3,500

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）  3,822  3,500

普通株式の期中平均株式数（千株）  15,256  14,635

（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 19,410 21,171

受取手形 7,683 7,388

売掛金 8,603 8,650

有価証券 － 302

商品 10 －

製品 1,242 －

原材料 1,688 －

商品及び製品 － 1,026

仕掛品 664 663

未成工事支出金 310 84

貯蔵品 130 －

原材料及び貯蔵品 － 1,456

前払費用 120 121

繰延税金資産 631 679

その他 510 458

貸倒引当金 △55 △109

流動資産合計 40,951 41,893

固定資産   

有形固定資産   

建物 5,788 5,860

減価償却累計額 △2,996 △3,173

建物（純額） 2,791 2,686

構築物 788 795

減価償却累計額 △636 △654

構築物（純額） 152 140

機械及び装置 3,701 3,846

減価償却累計額 △3,071 △3,246

機械及び装置（純額） 630 600

車両運搬具 132 136

減価償却累計額 △111 △120

車両運搬具（純額） 20 15

工具、器具及び備品 837 836

減価償却累計額 △769 △780

工具、器具及び備品（純額） 67 56

土地 7,032 7,503

建設仮勘定 54 45

有形固定資産合計 10,748 11,047



（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) 

無形固定資産   

ソフトウエア 68 80

その他 14 14

無形固定資産合計 83 95

投資その他の資産   

投資有価証券 342 14

関係会社株式 2,353 3,204

出資金 0 0

長期預金 2,000 －

関係会社長期貸付金 116 599

破産更生債権等 112 142

長期前払費用 180 174

差入保証金 728 782

保険積立金 386 397

繰延税金資産 675 768

その他 0 0

貸倒引当金 △107 △174

投資損失引当金 △47 －

投資その他の資産合計 6,743 5,911

固定資産合計 17,575 17,055

資産合計 58,526 58,948

負債の部   

流動負債   

支払手形 1,002 1,068

買掛金 3,365 2,814

短期借入金 2,200 2,100

未払金 2,306 2,427

未払費用 287 289

未払法人税等 579 1,230

未払消費税等 69 149

預り金 27 27

賞与引当金 1,109 1,049

役員賞与引当金 55 55

製品保証引当金 44 66

債務保証損失引当金 100 100

その他 105 72

流動負債合計 11,251 11,452

固定負債   

預り保証金 484 517

退職給付引当金 294 195



（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 869 893

固定負債合計 1,648 1,605

負債合計 12,900 13,058

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,662 2,662

資本剰余金   

資本準備金 3,137 3,137

資本剰余金合計 3,137 3,137

利益剰余金   

利益準備金 455 455

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金 43 40

別途積立金 36,850 39,750

繰越利益剰余金 4,164 3,793

利益剰余金合計 41,512 44,038

自己株式 △1,701 △3,954

株主資本合計 45,610 45,883

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 15 6

評価・換算差額等合計 15 6

純資産合計 45,626 45,890

負債純資産合計 58,526 58,948



（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 35,595 35,184

商品売上高 990 863

工事売上高 16,585 18,568

売上高合計 53,171 54,616

売上原価   

製品売上原価   

製品期首たな卸高 976 1,242

当期製品製造原価 22,509 22,646

合計 23,485 23,889

製品期末たな卸高 1,242 1,026

製品売上原価 22,243 22,862

商品売上原価   

商品期首たな卸高 8 10

当期商品仕入高 715 666

合計 724 676

商品期末たな卸高 10 0

商品売上原価 714 675

工事売上原価 14,268 15,725

売上原価合計 37,225 39,263

売上総利益 15,946 15,352

販売費及び一般管理費   

運賃 1,578 1,594

広告宣伝費 633 588

給料及び手当 3,054 3,135

賞与引当金繰入額 724 693

役員賞与引当金繰入額 55 55

退職給付費用 106 116

役員退職慰労引当金繰入額 26 25

減価償却費 98 86

貸倒引当金繰入額 109 132

製品保証引当金繰入額 24 58

賃借料 678 703

研究費 689 683

その他 2,124 2,105

販売費及び一般管理費合計 9,902 9,979

営業利益 6,043 5,373



（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) 

営業外収益   

受取利息 71 80

有価証券利息 － 24

受取配当金 0 0

投資有価証券利息 30 －

仕入割引 97 97

受取保険金 30 71

受取ロイヤリティー 38 50

雑収入 30 63

営業外収益合計 297 387

営業外費用   

支払利息 18 20

売上割引 11 22

為替差損 373 123

投資損失引当金繰入額 47 －

関係会社株式評価損 58 204

雑損失 36 12

営業外費用合計 545 383

経常利益 5,796 5,376

税引前当期純利益 5,796 5,376

法人税、住民税及び事業税 2,267 2,379

法人税等調整額 119 △134

法人税等合計 2,386 2,244

当期純利益 3,409 3,132



（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 2,662 2,662

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,662 2,662

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 3,137 3,137

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,137 3,137

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 455 455

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 455 455

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金   

前期末残高 46 43

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の取崩 △3 △3

当期変動額合計 △3 △3

当期末残高 43 40

特別償却準備金   

前期末残高 1 －

当期変動額   

特別償却準備金の取崩 △1 －

当期変動額合計 △1 －

当期末残高 － －

別途積立金   

前期末残高 33,050 36,850

当期変動額   

別途積立金の積立 3,800 2,900

当期変動額合計 3,800 2,900

当期末残高 36,850 39,750

繰越利益剰余金   

前期末残高 5,162 4,164



（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) 

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の取崩 3 3

特別償却準備金の取崩 1 －

別途積立金の積立 △3,800 △2,900

剰余金の配当 △612 △606

当期純利益 3,409 3,132

当期変動額合計 △998 △370

当期末残高 4,164 3,793

自己株式   

前期末残高 △1,297 △1,701

当期変動額   

自己株式の取得 △404 △2,252

当期変動額合計 △404 △2,252

当期末残高 △1,701 △3,954

株主資本合計   

前期末残高 43,217 45,610

当期変動額   

剰余金の配当 △612 △606

当期純利益 3,409 3,132

自己株式の取得 △404 △2,252

当期変動額合計 2,393 273

当期末残高 45,610 45,883

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 30 15

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △15 △9

当期変動額合計 △15 △9

当期末残高 15 6



 該当事項はありません。 

  

継続企業の前提に関する注記
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