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1.  22年3月期の連結業績（平成21年4月1日～平成22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 ％

22年3月期 86,810 △16.2 9,995 18.6 10,268 30.0 5,422 7.8
21年3月期 103,622 △1.1 8,429 3.7 7,899 6.1 5,031 △1.7

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
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 ％ ％ ％

22年3月期 78.87 ― 13.3 10.9 11.5
21年3月期 73.14 ― 13.1 8.3 8.1

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  ―百万円 21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

22年3月期 96,346 46,538 45.1 632.58
21年3月期 91,776 40,013 41.2 550.49

（参考） 自己資本   22年3月期  43,488百万円 21年3月期  37,851百万円

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

22年3月期 14,290 △2,805 △5,790 14,547
21年3月期 4,074 △1,634 △711 8,591

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

21年3月期 ― 6.00 ― 7.00 13.00 894 17.8 2.3
22年3月期 ― 6.00 ― 7.00 13.00 893 16.5 2.2

23年3月期 
（予想）

― 6.00 ― 7.00 13.00 16.0

3.  23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23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

44,500 3.2 4,900 △1.4 5,000 1.7 2,700 3.6 39.27

通期 92,000 6.0 10,100 1.0 10,300 0.3 5,600 3.3 81.45
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4.  その他 

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

（注）詳細は、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」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、32ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

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） 22年3月期 69,068,822株 21年3月期 69,068,822株

② 期末自己株式数 22年3月期  321,033株 21年3月期  309,704株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年3月期の個別業績（平成21年4月1日～平成22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 ％

22年3月期 40,087 △6.8 2,359 225.7 4,727 56.6 2,852 10.4
21年3月期 43,032 7.1 724 860.3 3,017 7.6 2,583 17.2

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

22年3月期 41.49 ―

21年3月期 37.55 ―

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

22年3月期 64,037 33,780 52.8 491.36
21年3月期 60,831 31,280 51.4 454.93

（参考） 自己資本 22年3月期  33,780百万円 21年3月期  31,280百万円

※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当期の経営成績 

 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各国の景気刺激策によって緩やかに持ち直しておりますが、厳しい雇用情勢が

続くなど、未だ本格的な回復には至らず不安定な状況で推移しました。 

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、世界的な荷動きの減少と船舶の過剰感から一部

新造船の発注キャンセルや納期繰り延べなどが見られたものの、受注残の消化により世界的には前年を上回る建造量

となりました。一方、工業分野においては、日本国内では設備投資や住宅建設の低迷が続きましたが海外ではアジア

地域を中心にインフラ整備に関連した堅調な動きも見られはじめました。また、世界の物流に欠かせないコンテナ輸

送については経済危機の影響を も顕著に受け、期の後半よりアジア地域での荷動きの増加によってコンテナボック

スの余剰が解消されはじめたものの本格的な生産回復には至りませんでした。 

一方、塗料の原材料となる原油や非鉄金属などの天然資源の価格が投機資金の流入等により再び上昇に転じるとい

った厳しい状況となりました。 

このような経営環境のもと、当社グループにおきましては、国内外とも船舶用塗料の出荷実績は概ね横ばいで推移

しましたが、工業用塗料は全体的に低迷し、中国を中心に海外で生産・販売するコンテナ用塗料にあっては前期に比

べ大幅減となりました。さらに為替が円高基調で推移したことにより海外での外貨建売上高が目減りし、金額面で更

なる減少を余儀なくされました。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

％減）となりました。 

これに対し、グループをあげてのコスト削減や不採算製品の見直しをはじめ、組織改革を行うなど総合的な経営効

率化を進めた結果、営業利益につきましては 百万円（同 ％増）、経常利益は 百万円（同 ％増)、

当期純利益は 百万円（同 ％増）となりました。 

  

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が比較的堅調であったものの、工業用塗料の低迷により、 百

万円（前期比 ％減）となりました。海外においては、アジア地域で船舶用塗料が好調であった反面、コンテナ

用塗料が大幅減となったこと、また円高の影響を受けたことから 百万円（同 ％減）となり、その他地域

につきましては 百万円（同 ％減）となりました。この結果、全体では 百万円(同 ％減）となり

ました。 

・その他の事業は 百万円（同 ％減）となりました。  

１．経営成績

区分 平成21年３月期 売上比(％) 平成22年３月期 売上比(％) 増減 

売上高  103,622 100  86,810 100 △  16,812

営業利益  8,429 8.1  9,995 11.5  1,565

経常利益       7,899 7.6  10,268 11.8  2,368

税金等調整前当期純利益  7,746 7.5  10,138 11.7  2,392

当期純利益  5,031 4.9  5,422  6.2  390

当期純利益連単倍率 1.9倍   1.9倍     

86,810

16.2

9,995 18.6 10,268 30.0

5,422 7.8

部門区分 地域 平成21年３月期 平成22年３月期 対前期増減率(％) 

塗料関連事業 

国内  43,069    40,953  △  4.9

アジア  49,205    37,041  △  24.7

その他  10,838    8,417  △  22.3

計  103,113    86,412  △  16.2

その他の事業 

国内  509    398  △  21.9

アジア ― ― ― 

その他 ― ― ― 

計  509    398  △  21.9

合    計 

国内  43,579    41,351  △  5.1

アジア  49,205    37,041  △  24.7

その他  10,838    8,417  △  22.3

計  103,622    86,810  △  16.2

40,953

4.9

37,041 24.7

8,417 22.3 86,412 16.2

398 21.9
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②次期の見通し  

当社を取り巻く経営環境としましては、船舶用塗料は一時的な船舶の生産調整の影響を受ける可能性はあるもの

の、次期においても新造船を中心に相当程度の需要が継続し、また新興国を中心とした荷動きの回復などから、コン

テナ用塗料の需要も持ち直しに転じて行くものと思われます。一方、工業用塗料は低迷する国内建設市況がいつ回復

するか予測困難であり、さらには上昇傾向にある原油・ナフサおよび非鉄金属などの素材原料価格や円高が続く為替

動向などから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、従来培った技術・ノウハウを応用し、環境対応・省エネ対

応製品はもとより、さらなる高付加価値・高機能の製品を開発するとともに、世界における発展性の高い地域におい

て市場開拓を進め、より一層の収益力の強化を図るべく各種の施策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。 

  

(2) 財政状態に関する分析 

①資産、負債及び純資産の概況 

 財政状態                             (単位：百万円)  

(イ)資産 

流動資産は前連結会計年度末に比べ 百万円増加の 百万円となりました。主な要因は、現金及び預金

の増加（ 百万円）、商品及び製品の減少 ( 百万円) や原材料及び貯蔵品の減少（ 百万円）であり

ます。  

固定資産は前連結会計年度末に比べ 百万円増加の 百万円となりました。主な要因は、有形固定資産

の増加（ 百万円）や投資有価証券の増加（ 百万円）であります。 

(ロ)負債  

流動負債は前連結会計年度末に比べ 百万円減少の 百万円となりました。主な要因は、短期借入金の減

少 ( 百万円) 、1年内返済予定の長期借入金の増加（ 百万円）や未払法人税等の増加（ 百万円）で

あります。 

固定負債は前連結会計年度末に比べ 百万円減少の 百万円となりました。主な要因は、長期借入金の減

少（ 百万円）であります。 

(ハ)純資産 

純資産は前連結会計年度末に比べ 百万円増加の 百万円となりました。主な要因は、当期純利益の計

上などによる利益剰余金の増加（ 百万円）や少数株主持分の増加（ 百万円）であります。 

この結果、１株当たり純資産は前連結会計年度末に比べ 円増加し 円となりました。  

   

区分 連結 

売上高    92,000

営業利益    10,100

経常利益    10,300

当期純利益    5,600

区分 平成21年３月期 平成22年３月期 増減 

総資産  91,776    96,346    4,570

純資産  40,013    46,538    6,524

自己資本比率 (％) 41.2  45.1  3.9 

１株当たり純資産 (円) 550.49  632.58  82.09 

3,439 64,068

6,142 1,727 1,351

1,131 32,278

557 864

227 44,124

4,279 1,670 2,107

1,727 5,683

1,819

6,524 46,538

4,528 887

82.09 632.58

－ 4 －

中国塗料㈱(4617)　平成22年３月期決算短信



②キャッシュ・フローの状況 

                                          (単位：百万円)  

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ 百万円増加し、 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あります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

売上債権やたな卸資産の減少などにより、前連結会計年度に比べ 百万円増加し 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）  

固定資産の売却による収入の減少などにより、前連結会計年度に比べ 百万円減少し 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） 

短期借入金の減少などにより、前連結会計年度に比べ 百万円減少し 百万円のマイナスとなりました。 

  

③次期の見通し 

 売上の増加や利益率の改善などに努め、財務体質の強化を更に図ります。また、売上債権の早期回収やたな卸資産

の 適化を推進することなどにより資産効率を高め、安定的なキャッシュ・フローの維持を目指します。  

  

   (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。  

  

区分 平成21年３月期 平成22年３月期 増減 

営業活動によるキャッシュ・フロー  4,074  14,290    10,216

投資活動によるキャッシュ・フロー △  1,634  △  2,805 △  1,171

財務活動によるキャッシュ・フロー △  711  △  5,790 △  5,079

現金及び現金同等物に係る換算差額 △  994  260  1,255

現金及び現金同等物の増減額  733    5,955    5,221

現金及び現金同等物の期首残高  7,858    8,591    733

現金及び現金同等物の期末残高  8,591    14,547    5,955

5,955 14,547

10,216 14,290

1,171 2,805

5,079 5,790

  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 平成22年３月期

自己資本比率 (％) 39.6 37.8 39.4 41.2  45.1 

時価ベースの自己資本比率 (％) 56.7 72.3 48.7 44.4  45.9 

キャッシュ・フロー対有利子 

負債比率 (年) 
9.8 ― 6.0 6.9 1.7 

インタレスト・カバレッジ・ 

レシオ (倍) 
5.3 ― 4.2 5.2  39.8 
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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。 

   

 (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。  

  

 
  

－ 7 －

中国塗料㈱(4617)　平成22年３月期決算短信



 (2) 関係会社の状況  

平成22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 3 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) 
1 9 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 ― 4 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44百万円 

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CNY

396 
塗料関連事業

92

(92) 
2 3 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) 
1 3 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) 
― 4 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) 
2 1 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 2 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) 
― 3 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 

 当社グループは、常に顧客の立場に立った革新的な製品とサービスを供給し、社業の発展を通じて社会に貢献する

とともに、遵法精神を主軸に、会社の継続的存立とステークホルダーとの信頼性確保を図ることを基本理念に、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、グローバル企業として世界レベルで成長機会を捉え、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中長期的な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 市場の高成長が期待できる地域で拡販に努める 

 ② 新造船および修繕船市場で一層のシェア拡大を図る 

 ③ 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 

 ④ 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 

 ⑤ 時代に適合した情報システムなどの構築を行う 

 ⑥ 一人当たりの売上高を増加させる 

 ⑦ 与信管理の徹底を図る 

 ⑧ 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21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 8,625 14,767

受取手形及び売掛金 34,891 35,302

有価証券 － 399

商品及び製品 9,525 7,798

仕掛品 505 410

原材料及び貯蔵品 5,972 4,621

繰延税金資産 841 1,024

その他 912 697

貸倒引当金 △645 △952

流動資産合計 60,629 64,068

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 13,841 14,295

減価償却累計額 △7,561 △7,981

建物及び構築物（純額） 6,280 6,314

機械装置及び運搬具 10,946 11,486

減価償却累計額 △8,357 △8,944

機械装置及び運搬具（純額） 2,589 2,541

工具、器具及び備品 3,255 3,359

減価償却累計額 △2,529 △2,719

工具、器具及び備品（純額） 725 640

土地 ※2  13,124 ※2  13,164

リース資産 181 210

減価償却累計額 △49 △88

リース資産（純額） 131 121

建設仮勘定 986 1,612

有形固定資産合計 23,837 24,394

無形固定資産 843 841

投資その他の資産   

投資有価証券 ※1  4,958 ※1  5,823

繰延税金資産 380 268

その他 1,132 1,000

貸倒引当金 △5 △50

投資その他の資産合計 6,465 7,042

固定資産合計 31,146 32,278

資産合計 91,776 96,346
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 13,193 12,976

短期借入金 24,939 20,659

1年内返済予定の長期借入金 149 1,819

未払金 2,748 2,590

未払費用 1,621 2,358

リース債務 46 47

未払法人税等 785 2,893

繰延税金負債 － 0

賞与引当金 83 89

製品保証引当金 127 188

その他 655 500

流動負債合計 44,351 44,124

固定負債   

長期借入金 ※1  3,001 ※1  1,182

長期未払金 295 295

リース債務 91 78

繰延税金負債 33 181

再評価に係る繰延税金負債 ※2  3,026 ※2  3,026

退職給付引当金 659 596

その他 302 321

固定負債合計 7,410 5,683

負債合計 51,762 49,808

純資産の部   

株主資本   

資本金 11,626 11,626

資本剰余金 7,783 7,783

利益剰余金 21,210 25,739

自己株式 △187 △194

株主資本合計 40,433 44,954

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △15 535

土地再評価差額金 ※2  3,168 ※2  3,168

為替換算調整勘定 △5,735 △5,170

評価・換算差額等合計 △2,581 △1,466

少数株主持分 2,161 3,049

純資産合計 40,013 46,538

負債純資産合計 91,776 96,346
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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20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 103,622 86,810

売上原価 ※1, ※3  74,550 ※1, ※3  56,833

売上総利益 29,072 29,976

販売費及び一般管理費 ※2, ※3  20,642 ※2, ※3  19,981

営業利益 8,429 9,995

営業外収益   

受取利息 78 51

受取配当金 175 127

受取ロイヤリティー 116 73

技術指導料 124 140

受取保険金 － 117

債務勘定整理益 264 －

その他 378 377

営業外収益合計 1,136 888

営業外費用   

支払利息 774 351

為替差損 431 30

その他 460 234

営業外費用合計 1,666 616

経常利益 7,899 10,268

特別利益   

固定資産売却益 ※4  15 ※4  6

投資有価証券売却益 0 0

製品保証引当金戻入額 8 －

その他 0 －

特別利益合計 23 7

特別損失   

固定資産売却損 ※5  3 ※5  4

投資有価証券評価損 7 124

過年度増値税等 152 －

その他 14 7

特別損失合計 176 136

税金等調整前当期純利益 7,746 10,138

法人税、住民税及び事業税 2,116 4,060

法人税等調整額 △118 △246

法人税等合計 1,997 3,814

少数株主利益 717 901

当期純利益 5,031 5,422
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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20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22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 7,783

当期変動額   

自己株式の処分 △1 0

当期変動額合計 △1 0

当期末残高 7,783 7,783

利益剰余金   

前期末残高 17,764 21,210

当期変動額   

剰余金の配当 △894 △893

当期純利益 5,031 5,422

土地再評価差額金の取崩 △690 －

当期変動額合計 3,446 4,528

当期末残高 21,210 25,739

自己株式   

前期末残高 △156 △187

当期変動額   

自己株式の取得 △41 △7

自己株式の処分 10 0

当期変動額合計 △31 △7

当期末残高 △187 △194

株主資本合計   

前期末残高 37,020 40,433

当期変動額   

剰余金の配当 △894 △893

当期純利益 5,031 5,422

自己株式の取得 △41 △7

自己株式の処分 8 0

土地再評価差額金の取崩 △690 －

当期変動額合計 3,413 4,521

当期末残高 40,433 44,954
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22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 1,497 △15

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,512 550

当期変動額合計 △1,512 550

当期末残高 △15 535

土地再評価差額金   

前期末残高 2,526 3,168

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 642 －

当期変動額合計 642 －

当期末残高 3,168 3,168

為替換算調整勘定   

前期末残高 △2,224 △5,735

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3,510 564

当期変動額合計 △3,510 564

当期末残高 △5,735 △5,170

評価・換算差額等合計   

前期末残高 1,798 △2,581

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △4,380 1,115

当期変動額合計 △4,380 1,115

当期末残高 △2,581 △1,466

少数株主持分   

前期末残高 2,286 2,161

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △124 887

当期変動額合計 △124 887

当期末残高 2,161 3,049

純資産合計   

前期末残高 41,105 40,013

当期変動額   

剰余金の配当 △894 △893

当期純利益 5,031 5,422

自己株式の取得 △41 △7

自己株式の処分 8 0

土地再評価差額金の取崩 △690 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △4,504 2,002

当期変動額合計 △1,091 6,524

当期末残高 40,013 46,538
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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20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22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 7,746 10,138

減価償却費 1,555 1,605

のれん償却額 22 21

貸倒引当金の増減額（△は減少） 48 317

退職給付引当金の増減額（△は減少） 12 △72

その他の引当金の増減額（△は減少） △62 53

受取利息及び受取配当金 △254 △179

支払利息 774 351

為替差損益（△は益） △9 △4

投資有価証券売却損益（△は益） △0 △0

投資有価証券評価損益（△は益） 7 124

会員権評価損 14 7

固定資産売却損益（△は益） 22 13

売上債権の増減額（△は増加） △3,082 2,825

たな卸資産の増減額（△は増加） △310 3,501

未収消費税等の増減額（△は増加） 501 －

未払又は未収消費税等の増減額 － 45

仕入債務の増減額（△は減少） 111 △655

割引手形の増減額（△は減少） 192 △2,516

長期未払金の増減額（△は減少） △53 －

その他 17 874

小計 7,255 16,453

利息及び配当金の受取額 254 178

利息の支払額 △783 △359

法人税等の支払額 △2,652 △1,982

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,074 14,290

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 △648

定期預金の払戻による収入 102 87

固定資産の取得による支出 △3,009 △2,176

固定資産の売却による収入 1,647 43

投資有価証券の取得による支出 △19 △110

投資有価証券の売却による収入 3 1

子会社株式の取得による支出 △293 －

その他 △34 △3

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,634 △2,805
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22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） 423 △4,503

長期借入れによる収入 100 －

長期借入金の返済による支出 △133 △149

自己株式の売却による収入 8 0

自己株式の取得による支出 △41 △7

配当金の支払額 △893 △892

少数株主への配当金の支払額 △213 △262

少数株主からの払込みによる収入 77 76

その他 △38 △51

財務活動によるキャッシュ・フロー △711 △5,790

現金及び現金同等物に係る換算差額 △994 260

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 733 5,955

現金及び現金同等物の期首残高 7,858 8,591

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  8,591 ※1  14,547
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 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20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
至 平成22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   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。 

同左 

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。 

同左 

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。 

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 

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 

 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。  

③ たな卸資産 

同左 

  (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。  

――― 
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項目 
前連結会計年度

(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

  (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)

 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

  

  (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 (リース資産を除く)

 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 

 所有権移転外ファイナンス・リー

ス取引に係るリース資産 

 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 リース資産 

同左 

  (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 

－ 18 －

中国塗料㈱(4617)　平成22年３月期決算短信



項目 
前連結会計年度

(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

  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 

  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。 

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(

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( 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。 

1,296

19

  （追加情報） 

 提出会社及び一部の国内連結子会

社は、平成21年１月に退職金制度を

変更し、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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項目 
前連結会計年度

(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

  ――― （会計方針の変更） 

当連結会計年度より、「「退職給付

に係る会計基準」の一部改正（その

３）」（企業会計基準第19号 平成20

年７月31日）を適用しております。 

なお、これによる営業利益、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。 

  (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。 

(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 

同左 

  (5) 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。 

(5) 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 

  (6) 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。 

(6) 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 
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項目 
前連結会計年度

(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

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20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
至 平成22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。 

  

――― 

  

――― 

  

（工事契約に関する会計基準） 

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、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、当連結会計年度に着手した工事

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原価比例法）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。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。  
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表示方法の変更

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
至 平成22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」「不動産賃貸収入他」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、前連結会計年度の「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

収入他」は、それぞれ102,960百万円、1,247百万円、590

百万円であります。 

 また、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

収入他」は、それぞれ102,021百万円、1,091百万円、509

百万円であります。 

――― 

  

－ 23 －

中国塗料㈱(4617)　平成22年３月期決算短信



注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22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 912百万円

      

担保付債務     

長期借入金 500百万円

担保資産     

投資有価証券 百万円1,133

      

担保付債務     

長期借入金 百万円500

※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 

△4,981百万円

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 

△ 百万円5,110

 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㈱ 1,242百万円 三菱商事㈱ 百万円1,203

 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20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

※１ 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金

額であり、たな卸資産評価損168百万円が売上原価に

含まれております。 

※１ 通常の販売目的で保有するたな卸資産の収益性の低

下による簿価切下額 

売上原価 △ 百万円34

※２ 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。 

※２ 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 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 〃 

減価償却費 百万円480

貸倒引当金繰入額  〃 393

賞与引当金繰入額  〃 72

製品保証引当金繰入額  〃 79

退職給付費用  〃 454

役員報酬及び従業員給料等  〃 6,389

運送費  〃 3,265

販売手数料  〃 2,162

※３ 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。 

※３ 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 434百万円

当期製造費用 1,365 〃 

計 1,800百万円

一般管理費 百万円694

当期製造費用  〃 1,244

計 百万円1,939

※４ 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。 

※４ 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。 

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

機械装置及び運搬具 百万円6

工具、器具及び備品  〃 0

計 百万円6

※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 2百万円

工具、器具及び備品 0 〃 

計   3百万円

機械装置及び運搬具 百万円0

工具、器具及び備品  〃 3

計   百万円4
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前連結会計年度(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。 

単元未満株式の売渡しによる減少    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 

  

（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)  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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当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22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    12,064株 

減少数の主な内訳は、次の通りであります。 

単元未満株式の売渡しによる減少      735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)  309,704  12,064  735  321,033

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21年６月25日 

定時株主総会 
普通株式  481  7.00 平成21年３月31日 平成21年６月26日 

平成21年10月30日 

取締役会 
普通株式  412  6.00 平成21年９月30日 平成21年12月１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22年６月24日 

定時株主総会 
普通株式 利益剰余金  481  7.00 平成22年３月31日 平成22年６月25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20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
至 平成22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 

(平成21年３月31日現在) (平成22年３月31日現在) 

  

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 

現金及び預金勘定 百万円 14,767

預入期間が３か月超の定期預金 △  〃 619

有価証券（MMF）  〃 399

現金及び現金同等物 百万円 14,547
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前連結会計年度(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。  

  

（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 
 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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当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22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( 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( 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。  

  

  
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 
 86,412  398  86,810  ―  86,810

(2) セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
 13  390  404 ( )404  ―

計  86,426  788  87,215 ( )404  86,810

営業費用  75,243  534  75,777  1,038  76,815

営業利益  11,183  254  11,437 ( )1,442  9,995

Ⅱ 資産・減価償却費 

及び資本的支出 
 

(1) 資産  85,415  4,786  90,201  6,144  96,346

(2) 減価償却費  1,411  27  1,439  166  1,605

(3) 資本的支出  1,976  2  1,978  83  2,062

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 

1,449

6,226

－ 29 －

中国塗料㈱(4617)　平成22年３月期決算短信



前連結会計年度(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。  

  

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 
 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

－ 30 －

中国塗料㈱(4617)　平成22年３月期決算短信



当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22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( 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( 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。 

  

前連結会計年度(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。 

  

当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22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。 

  
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 
 41,351  37,041  8,417  86,810  ―  86,810

(2) セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
 4,646  5,919  558  11,124 ( )11,124  ―

合計  45,997  42,961  8,976  97,935 ( )11,124  86,810

営業費用  40,893  38,723  9,840  89,457 ( )12,642  76,815

営業利益又は 

営業損失(△) 
 5,104  4,237  △864  8,477  1,517  9,995

Ⅱ 資産  61,916  42,767  5,879  110,562 ( )14,216  96,346

1,449

6,226

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)  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

  アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高(百万円)  36,989  8,451  45,441

Ⅱ 連結売上高(百万円)              86,810

Ⅲ 連結売上高に占める 

海外売上高の割合(％) 
 42.6  9.7  52.3
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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金額 

  

 該当事項はありません。 

  

（開示の省略） 

 リース取引関係、金融商品関係、有価証券関係、デリバティブ取引関係、退職給付関係、ストック・オプション等

関係、企業結合等関係、税効果会計関係、賃貸等不動産関係、関連当事者情報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。 

  

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

１株当たり純資産額 550.49円 

１株当たり当期純利益金額 73.14円 

１株当たり純資産額     632.58円 

１株当たり当期純利益金額 78.87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。 

項目 
前連結会計年度

(平成21年３月31日) 
当連結会計年度

(平成22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)  40,013  46,538

普通株式に係る純資産額(百万円)  37,851       43,488

差額の主な内訳(百万円)            

 少数株主持分  2,161       3,049

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)  309,704       321,033

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) 
 68,759,118       68,747,789

項目 
前連結会計年度

(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

連結損益計算書上の当期純利益(百万円)  5,031       5,422

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)  5,031       5,422

普通株式の期中平均株式数(株)  68,789,915       68,752,638

（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21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,609 4,250

受取手形 ※3  3,709 ※3  5,047

売掛金 ※3  11,025 ※3  11,124

商品及び製品 2,822 2,437

仕掛品 487 355

原材料及び貯蔵品 919 833

前払費用 27 50

繰延税金資産 386 487

短期貸付金 ※3  301 ※3  273

未収入金 ※3  1,151 ※3  1,344

その他 51 32

貸倒引当金 △7 △1

流動資産合計 23,484 26,235

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） ※2  1,890 ※2  1,864

構築物（純額） ※2  262 ※2  245

機械及び装置（純額） ※2  531 ※2  583

車両運搬具（純額） ※2  15 ※2  15

工具、器具及び備品（純額） ※2  438 ※2  368

土地 ※6  12,434 ※6  12,438

リース資産（純額） ※2  88 ※2  89

建設仮勘定 － 3

有形固定資産合計 15,661 15,607

無形固定資産   

ソフトウエア 311 238

電話加入権 9 9

その他 0 0

無形固定資産合計 320 248

投資その他の資産   

投資有価証券 ※1  4,889 ※1  5,746

関係会社株式 15,611 15,611

従業員に対する長期貸付金 4 3

長期前払費用 10 8

前払年金費用 328 132

会員権 112 111

差入保証金 330 335

繰延税金資産 77 －

その他 1 1

貸倒引当金 △2 △3

投資その他の資産合計 21,365 21,947

固定資産合計 37,346 37,802

資産合計 60,831 64,037
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（単位：百万円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形 2,602 2,311

買掛金 ※3  4,924 ※3  4,144

短期借入金 ※3  13,589 ※3  13,803

1年内返済予定の長期借入金 － 1,700

リース債務 30 35

未払金 ※3  969 ※3  1,142

未払費用 621 593

未払法人税等 69 1,466

前受金 46 90

預り金 151 69

設備関係支払手形 140 26

流動負債合計 23,147 25,384

固定負債   

長期借入金 ※1  2,700 ※1  1,000

長期未払金 292 292

リース債務 61 58

繰延税金負債 － 153

再評価に係る繰延税金負債 ※6  3,026 ※6  3,026

退職給付引当金 20 19

その他 302 321

固定負債合計 6,403 4,873

負債合計 29,551 30,257

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 2,386 2,386

資本剰余金合計 7,783 7,783

利益剰余金   

利益準備金 1,071 1,071

その他利益剰余金   

別途積立金 1,128 1,128

繰越利益剰余金 6,709 8,668

利益剰余金合計 8,910 10,869

自己株式 △187 △194

株主資本合計 28,132 30,084

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △20 526

土地再評価差額金 ※6  3,168 ※6  3,168

評価・換算差額等合計 3,148 3,695

純資産合計 31,280 33,780

負債純資産合計 60,831 64,037
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（２）損益計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高   

製品売上高 ※6  38,824 37,009

原材料売上高 ※6  3,046 2,130

工事売上高 770 628

不動産賃貸収入 ※6  391 318

売上高合計 43,032 ※6  40,087

売上原価   

製品売上原価   

製品期首たな卸高 2,559 2,639

当期製品製造原価 ※1, ※7  23,870 ※1, ※7  20,554

当期製品仕入高 ※6  6,311 5,756

他勘定受入高 ※2  809 ※2  854

合計 33,551 29,804

製品期末たな卸高 2,639 2,280

他勘定振替高 ※3  2,066 ※3  2,145

原価差額 ※4  △10 ※4  △81

製品売上原価 28,835 25,297

原材料売上原価 ※1  2,834 ※1  1,964

工事売上原価 763 614

不動産賃貸原価 ※6  140 109

売上原価合計 32,573 ※6  27,985

売上総利益 10,458 12,102

販売費及び一般管理費   

販売費 ※5  6,947 ※5  6,478

一般管理費 ※5, ※7  2,787 ※5, ※7  3,263

販売費及び一般管理費合計 9,734 9,742

営業利益 724 2,359

営業外収益   

受取利息 ※6  9 6

受取配当金 ※6  1,238 ※6  928

受取ロイヤリティー ※6  992 ※6  977

その他 ※6  580 847

営業外収益合計 2,820 2,759

営業外費用   

支払利息 ※6  242 209

手形売却損 21 5

環境対策費 120 －

その他 141 176

営業外費用合計 526 391

経常利益 3,017 4,727
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

特別利益   

投資有価証券売却益 0 0

貸倒引当金戻入額 0 4

投資損失引当金戻入額 185 －

その他 11 －

特別利益合計 197 4

特別損失   

投資有価証券評価損 3 124

会員権評価損 12 1

その他 2 －

特別損失合計 18 125

税引前当期純利益 3,196 4,605

法人税、住民税及び事業税 627 1,950

法人税等調整額 △14 △197

法人税等合計 613 1,752

当期純利益 2,583 2,852
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 （注）※１．主な内訳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20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
至 平成22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    21,082  88.2     17,774     86.5 

Ⅱ 労務費    1,577  6.6     1,510     7.4 

Ⅲ 経費 ※１  1,232  5.2     1,254     6.1 

当期総製造費用    23,892  100.0     20,539   100.0

期首半製品仕掛品たな卸高    319           341      

合計    24,211           20,880      

期末半製品仕掛品たな卸高    341           326      

当期製品製造原価    23,870           20,554       

項目  
前事業年度

(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日)  

当事業年度
(自 平成21年４月１日  
至 平成22年３月31日)  

減価償却費 （百万円）   373      401  

消耗品費  （百万円）   184      156  

－ 37 －

中国塗料㈱(4617)　平成22年３月期決算短信



（３）株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22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 2,386

当期変動額   

自己株式の処分 △1 0

当期変動額合計 △1 0

当期末残高 2,386 2,386

資本剰余金合計   

前期末残高 7,785 7,783

当期変動額   

自己株式の処分 △1 0

当期変動額合計 △1 0

当期末残高 7,783 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 0 －

当期変動額   

特別償却準備金の取崩 △0 －

当期変動額合計 △0 －

当期末残高 － －

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20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

繰越利益剰余金   

前期末残高 5,710 6,709

当期変動額   

剰余金の配当 △894 △893

特別償却準備金の取崩 0 －

当期純利益 2,583 2,852

土地再評価差額金の取崩 △690 －

当期変動額合計 998 1,959

当期末残高 6,709 8,668

利益剰余金合計   

前期末残高 7,911 8,910

当期変動額   

剰余金の配当 △894 △893

特別償却準備金の取崩 － －

当期純利益 2,583 2,852

土地再評価差額金の取崩 △690 －

当期変動額合計 998 1,959

当期末残高 8,910 10,869

自己株式   

前期末残高 △156 △187

当期変動額   

自己株式の取得 △41 △7

自己株式の処分 10 0

当期変動額合計 △31 △7

当期末残高 △187 △194

株主資本合計   

前期末残高 27,167 28,132

当期変動額   

剰余金の配当 △894 △893

当期純利益 2,583 2,852

自己株式の取得 △41 △7

自己株式の処分 8 0

土地再評価差額金の取崩 △690 －

当期変動額合計 965 1,952

当期末残高 28,132 30,084
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22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 1,475 △20

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,496 547

当期変動額合計 △1,496 547

当期末残高 △20 526

土地再評価差額金   

前期末残高 2,478 3,168

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 690 －

当期変動額合計 690 －

当期末残高 3,168 3,168

評価・換算差額等合計   

前期末残高 3,954 3,148

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △806 547

当期変動額合計 △806 547

当期末残高 3,148 3,695

純資産合計   

前期末残高 31,121 31,280

当期変動額   

剰余金の配当 △894 △893

当期純利益 2,583 2,852

自己株式の取得 △41 △7

自己株式の処分 8 0

土地再評価差額金の取崩 △690 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △806 547

当期変動額合計 159 2,499

当期末残高 31,280 33,780
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 該当事項はありません。 

  

   

継続企業の前提に関する注記

重要な会計方針

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
至 平成22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 

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。 

２ たな卸資産の評価基準及び評価方法 

同左  

  

  

――― 

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。 

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） 

同左  

建物 ７～50年 

機械及び装置 ７～17年 

  

（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（リース資産を除く） 

 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 
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前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

(3) リース資産  

 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリー

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) リース資産  

同左 

(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) 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） 

 平成21年１月に退職金制度を変更し、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。 

(2) 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( 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( 百万円)が含まれております。 

  

――― 

1,296

19

――― （会計方針の変更) 

当事業年度より、「退職給付に係る会計基準」の一

部改正（その３）（企業会計基準第19号 平成20年７

月31日）を適用しております。 

なお、これによる営業利益、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。  

５ 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。

５ その他財務諸表作成のための重要な事項 

同左 
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会計方針の変更

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
至 平成22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。  

  

―――  

  

―――  

  

（工事契約に関する会計基準） 

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、当事業年度より、

「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、当事業年度に着手した工事契約か

ら、当事業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

率の見積りは原価比例法）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。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20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
至 平成22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。また、前事業年

度において、「未完成塗装工事」として区分掲記さ

れていたものは、当事業年度から「仕掛品」に含め

て表示しております。 

  なお、当事業年度に含まれる「製品」「半製品」

「未完成塗装工事」は、それぞれ2,639百万円、182

百万円、328百万円であります。 

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。 

（損益計算書） 

 前事業年度において区分掲記しておりました「環境対

策費」（当事業年度10百万円）は、営業外費用の100分の

10以下となったため、営業外費用の「その他」に含めて

表示しております。 
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22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 912百万円

   

担保付債務  

長期借入金 500百万円

担保資産  

投資有価証券     1,133百万円

   

担保付債務  

長期借入金 百万円    500

※２ 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。 

※２ 有形固定資産の減価償却累計額は、11,113百万円で

あります。 

※３ 関係会社に対する債権、債務は次のとおりでありま

す。 

※３ 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 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 〃 

受取手形     58百万円

売掛金     1,370 〃 

短期貸付金     273 〃 

未収入金     1,296 〃 

買掛金     1,780 〃 

短期借入金     933 〃 

未払金     234 〃 

 ４ 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。 

 ４ 偶発債務 

(1) 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㈱ 1,242百万円

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

  

(2) 保証予約  

三菱商事㈱     1,203百万円

関係会社銀行保証   

TOA-CHUGOKU PAINTS 

Co.，Ltd. 
    0 〃 

CMP COATINGS, Inc.     155 〃 

CHUGOKU MARINE PAINTS 

(Guang Dong), Ltd. 
    967 〃 

CHUGOKU MARINE PAINTS 

(Shanghai), Ltd. 
    4,840 〃 

CHUGOKU PAINTS B.V.     593 〃 

神戸ペイント㈱     301 〃 

合計     8,062百万円

 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。 

 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. 
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

CHUGOKU MARINE PAINTS 

(Hong Kong), Ltd. 
    16百万円

CHUGOKU PAINTS 

(Malaysia)Sdn. Bhd. 
    93 〃 

CHUGOKU MARINE PAINTS 

(Singapore)Pte., Ltd. 
    151 〃 

合計     261百万円

 ５ 受取手形の割引高は、2,503百万円であります。  ５         ――――― 
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前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

※６ 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。 

※６ 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 

△4,981百万円 

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 

    △5,110百万円 
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（損益計算書関係）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

※１ 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金

額であり、たな卸資産評価損152百万円が売上原価に

含まれております。 

※１ 通常の販売目的で保有するたな卸資産の収益性の低

下による簿価切下額 

売上原価    △31百万円

※２ 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。 

※２ 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。 

※３ 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。 

※３ 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。 

※４ 原価差額10百万円の明細は次のとおりであります。 ※４ 原価差額81百万円の明細は次のとおりであります。

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

労務費差益     52百万円

経費差益     8 〃 

材料費差益     21 〃 

計(差益)     81百万円

※５ 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。 

※５ 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 1,794百万円

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 〃 

運送費     1,726百万円

従業員給料     1,043 〃 

従業員賞与     427 〃 

法定福利費     196 〃 

退職給付費用     186 〃 

外注人件費     1,019 〃 

販売手数料     519 〃 

雑費     270 〃 

減価償却費     70 〃 

一般管理費 一般管理費 

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 〃 

役員報酬     284百万円

従業員給料     534 〃 

従業員賞与     240 〃 

法定福利費     117 〃 

退職給付費用     107 〃 

外注人件費     254 〃 

雑費     340 〃 

研究開発費     539 〃 

減価償却費     251 〃 
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(1）役員の異動 

 該当事項はありません。 

  

(2）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。 

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

※６ 関係会社との取引等は次のとおりであります。 ※６ 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 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

売上高     4,195百万円

売上原価     9,830 〃 

受取配当金     802 〃 

受取ロイヤリティー     903 〃 

※７ 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。 

※７ 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 317百万円

当期総製造費用 1,238 〃 

計 1,556百万円

一般管理費     539百万円

当期総製造費用     1,132 〃 

計     1,671百万円

６．その他

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)  74,270  0.7

塗料関連事業(工業用塗料)  10,806 △  20.9

塗料関連事業(コンテナ用塗料)  1,335 △  91.5

塗料関連事業合計  86,412 △  16.2

その他の事業  398 △  21.9

合計  86,810 △  16.2
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