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1.  平成23年3月期の連結業績（平成22年4月1日～平成23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 ％

23年3月期 96,595 11.3 8,823 △11.7 9,114 △11.2 5,701 5.1
22年3月期 86,810 △16.2 9,995 18.6 10,268 30.0 5,422 7.8

（注）包括利益 23年3月期 3,553百万円 （△53.3％） 22年3月期 7,608百万円 （―％）

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 ％ ％ ％

23年3月期 82.94 ― 12.8 9.3 9.1
22年3月期 78.87 ― 13.3 10.9 11.5

（参考） 持分法投資損益 23年3月期  ―百万円 22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

23年3月期 100,305 48,874 45.6 665.49
22年3月期 96,346 46,538 45.1 632.58

（参考） 自己資本   23年3月期  45,744百万円 22年3月期  43,488百万円

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

23年3月期 1,252 △1,768 △1,671 11,825
22年3月期 14,290 △2,805 △5,790 14,547

2.  配当の状況 

 

年間配当金 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 ％ ％

22年3月期 ― 6.00 ― 7.00 13.00 893 16.5 2.2
23年3月期 ― 6.00 ― 7.00 13.00 893 15.7 2.0

24年3月期(予想) ― 6.00 ― 7.00 13.00 17.0

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第2四半期(累計)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(累計) 49,000 5.4 4,400 7.8 4,550 12.2 2,550 △0.6 37.10
通期 100,000 3.5 9,000 2.0 9,250 1.5 5,250 △7.9 76.38

tasaitou
cmpスタンプ



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) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）詳細は、18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） 

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） 23年3月期 69,068,822 株 22年3月期 69,068,822 株

② 期末自己株式数 23年3月期 330,710 株 22年3月期 321,033 株

③ 期中平均株式数 23年3月期 68,743,431 株 22年3月期 68,752,638 株

（参考）個別業績の概要 

1.  平成23年3月期の個別業績（平成22年4月1日～平成23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 ％

23年3月期 39,537 △1.4 1,080 △54.2 4,294 △9.2 3,361 17.8
22年3月期 40,087 △6.8 2,359 225.7 4,727 56.6 2,852 10.4

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

23年3月期 48.90 ―

22年3月期 41.49 ―

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

23年3月期 64,038 35,756 55.8 520.18
22年3月期 64,037 33,780 52.8 491.36

（参考） 自己資本 23年3月期  35,756百万円 22年3月期  33,780百万円

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、財務諸表に対する監査手続が実施中です。 

※ 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、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。 
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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、総じて緩やかな回復基調を維持しつつも、先進諸国の財政的制約や新興国の

物価上昇といった地域毎の問題が顕在化したことに加え、中東・北アフリカ政情不安等の地政学的なリスクに揺さぶ

られ、非常に脆弱な基調で推移しました。 

当社グループを取り巻く環境としましては、船舶分野では、日韓造船業が底堅い操業を維持した上、中国が大幅に

建造量を伸ばしたことから、業界全体で高水準の竣工実績となりました。また、コンテナ分野では、世界的な荷動き

の回復を背景に、コンテナボックス生産が期初以来ほぼ一貫して増加基調を続け、工業分野においても、低迷が続い

ていた国内市場で住宅建設を中心に底入れの動きが見られました。 

市場環境が概ね堅調であった反面、原材料については原油や非鉄金属等の資源価格が騰勢を強め、銅が過去 高値

を更新する等、非常に厳しい状況となりました。 

このような経営環境の中、当連結会計年度における当社グループの売上高は、主力である船舶分野では円高による

目減りがあったものの、中国におけるコンテナの急回復により 百万円（前期比 ％増）となりました。その

一方、原材料価格が、企業努力によってカバーできるレベルを超えて上昇したことから、営業利益については

百万円（同 ％減）、経常利益は 百万円（同 ％減)となり、当期純利益については、税金費用の減少によ

り 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) 

日本の売上高は、船舶用塗料の販売に減速が見られ、また工業用塗料が底入れしつつも本格回復に至らなかったこ

とから 百万円（前期比 ％減）となりました。海外においては、中国でコンテナ用塗料の回復に加え、工業

用塗料が堅調であったことにより 百万円（同 ％増）となりました。一方、韓国では 百万円（同

％減）となり、その他東南アジアにつきましては 百万円（同 ％増）、欧州・米国では 百万円（同

％増）となりました。この結果、全体では 百万円(同 ％増）となりました。 

  

②次期の見通し  

当社グループを取り巻く経営環境としましては、船舶用塗料においては、過去の好況期に発注された船舶の建造が

継続することに加え、世界経済の回復に伴い造船受注量も持ち直しを続けていることから、当面は底堅い需要が期待

されるものと思われます。また、工業用塗料については、海外において継続的なインフラ等の建設需要が見込まれ、

コンテナ用塗料についても、消費財等の海上コンテナ輸送が堅調に推移しており、今後も回復基調が続くものと見込

まれます。こうした一方で、東日本大震災の当社製品市況や生産に対する影響がどの程度の期間で収束するものか見

通すことができない状況にあり、更には各国の金融緩和によって供給された余剰資金が、資源価格の高騰を通じ世界

経済のかく乱要因となっていることから、先行きが非常に不透明な環境が続くものと思われます。 

このような状況の中で、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。 

１．経営成績

区分 平成22年３月期 売上比(％) 平成23年３月期 売上比(％) 増減 

売上高  86,810  100  96,595  100  9,785

営業利益  9,995  11.5  8,823  9.1  △1,171

経常利益  10,268  11.8  9,114  9.4  △1,153

税金等調整前当期純利益  10,138  11.7  9,027  9.3  △1,111

当期純利益  5,422  6.2  5,701  5.9  279

当期純利益連単倍率 倍 1.9   倍 1.7     

96,595 11.3

8,823

11.7 9,114 11.2

5,701 5.1

地域 平成22年３月期 平成23年３月期 対前期増減率(％) 

日本     41,351    40,821    △1.3

中国    20,360    31,229    53.4

韓国    10,377    8,543    △17.7

東南アジア    6,303    7,394    17.3

欧州・米国    8,417    8,607    2.3

計    86,810    96,595    11.3

40,821 1.3

31,229 53.4 8,543 17.7

7,394 17.3 8,607 2.3

96,595 11.3

中国塗料㈱(4617)　平成23年３月期決算短信

－ 2 －



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                             

(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。主な増減要因は、受取手形

及び売掛金の増加（ 百万円）や原材料及び貯蔵品の増加 ( 百万円) 、現金及び預金の減少（ 百万

円）であります。  

固定資産は前連結会計年度末に比べ 百万円減少の 百万円となりました。主な要因は、投資有価証券

の減少（ 百万円）や有形固定資産の減少（ 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 百万円増加の 百万円となりました。主な増減要因は、支払手形

及び買掛金の増加 ( 百万円) 、未払法人税等の減少（ 百万円）や短期借入金の減少（ 百万円）で

あります。 

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

（ 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。主な増減要因は、当期純利益

の計上などによる利益剰余金の増加（ 百万円）、為替換算調整勘定の減少（ 百万円）やその他有価証券

評価差額金の減少（ 百万円）であります。 

この結果、１株当たり純資産は前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    100,000

営業利益    9,000

経常利益    9,250

当期純利益    5,250

区分 平成22年３月期 平成23年３月期 増減 

総資産 (百万円)     96,346    100,305    3,958

純資産 (百万円)     46,538    48,874    2,336

自己資本比率 (％)  45.1  45.6  0.5

１株当たり純資産 (円)  632.58  665.49  32.91

6,001 70,070

6,456 1,171 2,354

2,042 30,235

1,115 910

1,020 45,145

4,392 1,668 1,130

602 6,285

738

2,336 48,874

4,807 2,057

487

32.91 665.49
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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 百万円減少し、 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増加などにより、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）  

固定資産の取得による支出の減少などにより、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） 

短期借入金の返済の減少などにより、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22年３月期 平成23年３月期 増減 

営業活動によるキャッシュ・フロー  14,290  1,252    △13,037

投資活動によるキャッシュ・フロー  △  2,805  △  1,768  1,036

財務活動によるキャッシュ・フロー  △  5,790  △  1,671  4,119

現金及び現金同等物に係る換算差額  260 △  535 △  795

現金及び現金同等物の増減額    5,955  △  2,721  △  8,677

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

現金及び現金同等物の期末残高    14,547    11,825  △  2,721

2,721 11,825

13,037 1,252

1,036 1,768

4,119 1,671

  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 平成23年３月期

自己資本比率 (％) 37.8 39.4 41.2  45.1  45.6 

時価ベースの自己資本比率 (％) 72.3 48.7 44.4  45.9  47.8 

キャッシュ・フロー対有利子 

負債比率 (年) 
― 6.0 6.9 1.7 18.0 

インタレスト・カバレッジ・ 

レシオ (倍) 
― 4.2 5.2  39.8  4.6 
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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経営指標 

 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 与信管理を強化するとともに営業キャッシュ・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、化学物質管理体制の継続的改善を図る 

  

（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。 

  

  

２．経営方針
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３．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22年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 14,767 12,412

受取手形及び売掛金 35,302 41,758

有価証券 399 607

商品及び製品 7,798 7,973

仕掛品 410 390

原材料及び貯蔵品 4,621 5,793

繰延税金資産 1,024 826

その他 697 1,097

貸倒引当金 △952 △789

流動資産合計 64,068 70,070

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 14,295 14,807

減価償却累計額 △7,981 △8,213

建物及び構築物（純額） 6,314 6,593

機械装置及び運搬具 11,486 12,129

減価償却累計額 △8,944 △9,148

機械装置及び運搬具（純額） 2,541 2,980

工具、器具及び備品 3,359 3,396

減価償却累計額 △2,719 △2,845

工具、器具及び備品（純額） 640 551

土地 ※2  13,164 ※2  13,131

リース資産 210 221

減価償却累計額 △88 △109

リース資産（純額） 121 111

建設仮勘定 1,612 115

有形固定資産合計 24,394 23,484

無形固定資産 841 878

投資その他の資産   

投資有価証券 ※1  5,823 ※1  4,708

繰延税金資産 268 453

その他 1,000 756

貸倒引当金 △50 △46

投資その他の資産合計 7,042 5,872

固定資産合計 32,278 30,235

資産合計 96,346 100,305
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 12,976 17,368

短期借入金 20,659 19,529

1年内返済予定の長期借入金 1,819 ※1  1,147

未払金 2,590 3,097

未払費用 2,358 1,934

リース債務 47 45

未払法人税等 2,893 1,225

繰延税金負債 0 －

賞与引当金 89 93

製品保証引当金 188 105

その他 500 598

流動負債合計 44,124 45,145

固定負債   

長期借入金 ※1  1,182 1,920

長期未払金 295 293

リース債務 78 72

繰延税金負債 181 32

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 596 604

その他 321 335

固定負債合計 5,683 6,285

負債合計 49,808 51,431

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 25,739 30,547

自己株式 △194 △201

株主資本合計 44,954 49,756

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 535 47

土地再評価差額金 ※2  3,168 ※2  3,168

為替換算調整勘定 △5,170 △7,228

その他の包括利益累計額合計 △1,466 △4,011

少数株主持分 3,049 3,129

純資産合計 46,538 48,874

負債純資産合計 96,346 100,305
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
（連結損益計算書） 

（単位：百万円）

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

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

売上高 86,810 96,595

売上原価 ※1, ※3  56,833 ※1, ※3  67,751

売上総利益 29,976 28,844

販売費及び一般管理費 ※2, ※3  19,981 ※2, ※3  20,020

営業利益 9,995 8,823

営業外収益   

受取利息 51 91

受取配当金 127 147

受取ロイヤリティー 73 76

技術指導料 140 137

受取保険金 117 －

その他 377 379

営業外収益合計 888 832

営業外費用   

支払利息 351 267

為替差損 30 68

その他 234 204

営業外費用合計 616 541

経常利益 10,268 9,114

特別利益   

固定資産売却益 ※4  6 ※4  5

投資有価証券売却益 0 112

貸倒引当金戻入額 － 61

製品保証引当金戻入額 － 19

その他 － 2

特別利益合計 7 201

特別損失   

固定資産売却損 ※5  4 ※5  0

投資有価証券評価損 124 257

その他 7 29

特別損失合計 136 288

税金等調整前当期純利益 10,138 9,027

法人税、住民税及び事業税 4,060 2,596

法人税等調整額 △246 109

法人税等合計 3,814 2,706

少数株主損益調整前当期純利益 － 6,320

少数株主利益 901 619

当期純利益 5,422 5,701
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（連結包括利益計算書） 

（単位：百万円）

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

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 － 6,320

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 － △487

為替換算調整勘定 － △2,280

その他の包括利益合計 － ※2  △2,767

包括利益 － ※1  3,553

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 － 3,156

少数株主に係る包括利益 － 396
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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21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23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 7,783 7,783

当期変動額   

自己株式の処分 0 －

当期変動額合計 0 －

当期末残高 7,783 7,783

利益剰余金   

前期末残高 21,210 25,739

当期変動額   

剰余金の配当 △893 △893

当期純利益 5,422 5,701

当期変動額合計 4,528 4,807

当期末残高 25,739 30,547

自己株式   

前期末残高 △187 △194

当期変動額   

自己株式の取得 △7 △6

自己株式の処分 0 －

当期変動額合計 △7 △6

当期末残高 △194 △201

株主資本合計   

前期末残高 40,433 44,954

当期変動額   

剰余金の配当 △893 △893

当期純利益 5,422 5,701

自己株式の取得 △7 △6

自己株式の処分 0 －

当期変動額合計 4,521 4,801

当期末残高 44,954 49,756
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（単位：百万円）

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

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △15 535

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 550 △487

当期変動額合計 550 △487

当期末残高 535 47

土地再評価差額金   

前期末残高 3,168 3,168

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － －

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,168 3,168

為替換算調整勘定   

前期末残高 △5,735 △5,170

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 564 △2,057

当期変動額合計 564 △2,057

当期末残高 △5,170 △7,228

その他の包括利益累計額合計   

前期末残高 △2,581 △1,466

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,115 △2,545

当期変動額合計 1,115 △2,545

当期末残高 △1,466 △4,011

少数株主持分   

前期末残高 2,161 3,049

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 887 79

当期変動額合計 887 79

当期末残高 3,049 3,129

純資産合計   

前期末残高 40,013 46,538

当期変動額   

剰余金の配当 △893 △893

当期純利益 5,422 5,701

自己株式の取得 △7 △6

自己株式の処分 0 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 2,002 △2,465

当期変動額合計 6,524 2,336

当期末残高 46,538 48,874
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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21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23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 10,138 9,027

減価償却費 1,605 1,680

のれん償却額 21 21

貸倒引当金の増減額（△は減少） 317 △89

退職給付引当金の増減額（△は減少） △72 16

その他の引当金の増減額（△は減少） 53 △64

受取利息及び受取配当金 △179 △238

支払利息 351 267

為替差損益（△は益） △4 87

投資有価証券売却損益（△は益） △0 △112

投資有価証券評価損益（△は益） 124 257

会員権評価損 7 －

固定資産除売却損益（△は益） 13 31

売上債権の増減額（△は増加） 2,825 △8,683

たな卸資産の増減額（△は増加） 3,501 △2,183

未払又は未収消費税等の増減額 45 △116

仕入債務の増減額（△は減少） △655 5,157

割引手形の増減額（△は減少） △2,516 －

その他 874 644

小計 16,453 5,705

利息及び配当金の受取額 178 238

利息の支払額 △359 △272

法人税等の支払額 △1,982 △4,418

営業活動によるキャッシュ・フロー 14,290 1,252

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 △648 △3,520

定期預金の払戻による収入 87 3,120

固定資産の取得による支出 △2,176 △1,341

固定資産の売却による収入 43 8

有価証券の純増減額（△は増加） － △249

投資有価証券の取得による支出 △110 △21

投資有価証券の売却による収入 1 230

その他 △3 5

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,805 △1,768
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（単位：百万円）

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

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23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） △4,503 △471

長期借入れによる収入 － 1,900

長期借入金の返済による支出 △149 △1,833

自己株式の売却による収入 0 －

自己株式の取得による支出 △7 △6

配当金の支払額 △892 △893

少数株主への配当金の支払額 △262 △312

少数株主からの払込みによる収入 76 －

その他 △51 △53

財務活動によるキャッシュ・フロー △5,790 △1,671

現金及び現金同等物に係る換算差額 260 △535

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 5,955 △2,721

現金及び現金同等物の期首残高 8,591 14,547

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  14,547 ※1  11,825
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 該当事項はありません。 

（５）継続企業の前提に関する注記

（６）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21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
至 平成23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 

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 
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項目 
前連結会計年度

(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
至 平成23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

  

  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 

  ② 賞与引当金 

 一部の連結子会社は、従業員の賞

与の支給に備えるため支給見込額に

基づく当連結会計年度負担額を計上

しております。 

② 賞与引当金 

同左 

  ③ 製品保証引当金  

 売渡製品の保証期間に基づいて発

生する補償費に備えるため、年間売

上高に対する補償費の実績割合を勘

案して計上しております。 

③ 製品保証引当金  

同左 
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項目 
前連結会計年度

(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日) 

  ④ 退職給付引当金 

 提出会社は、従業員の退職給付に

備えるため、当連結会計年度末にお

ける退職給付債務及び年金資産の見

込額に基づき、当連結会計年度末に

おいて発生していると認められる額

を計上しております。 

 なお、会計基準変更時差異(

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(19百万円)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

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

20

  (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 
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項目 
前連結会計年度

(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日) 

  (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 

 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。 

 また、金利スワップについて繰延

ヘッジ処理を採用しております。  

  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 

ヘッジ手段   ヘッジ対象 

為替予約   外貨建債権債務

金利スワップ   借入金 

  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 

為替予約 

 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。 

金利スワップ 

 借入金の金利変動リスクを回避す

る目的で行っております。 

  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 

 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。 

 金利スワップ取引については、ヘ

ッジ手段とヘッジ対象に関する重要

な条件が同一であるため、有効性の

評価を省略しております。 

  (6)   

――― 

(6) のれんの償却方法及び償却期間 

 のれんの償却については、５年間

の定額法により、償却を行っており

ます。 

  (7) 

――― 

(7) 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現

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。  

  (8) 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。 

(8) 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。 

――― 
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項目 
前連結会計年度

(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
至 平成23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。 

――― 

  

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。 

――― 

  

（７）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21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日) 

（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。  

   

――― 

  

 ――― 

  

（資産除去債務に関する会計基準の適用） 

 当連結会計年度より、「資産除去債務に関する会計基 

準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31日）及び 

「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会 

計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を適用して 

おります。 

 これに伴い、当連結会計年度の営業利益及び経常利益

はそれぞれ11百万円、税金等調整前当期純利益は40百万

円減少しております。 

（８）表示方法の変更

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日) 

――― （連結損益計算書） 

 当連結会計年度より、「連結財務諸表に関する会計基 

準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づ 

き、「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21年３月24日 

内閣府令第５号）を適用し、「少数株主損益調整前当期 

純利益」の科目で表示しております。 
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（９）追加情報

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日) 

―――  当連結会計年度より、「包括利益の表示に関する会計

基準」（企業会計基準第25号 平成22年６月30日）を適用

しております。ただし、「その他の包括利益累計額」及

び「その他の包括利益累計額合計」の前連結会計年度の

金額は、「評価・換算差額等」及び「評価・換算差額等

合計」の金額を記載しております。 

（10）連結財務諸表に関する注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成23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 百万円1,133

      

担保付債務     

長期借入金 百万円500

担保資産     

投資有価証券 百万円900

      

担保付債務     

１年内返済予定の長期借入金 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 

百万円△5,110

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△5,254

 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㈱ 百万円1,203 三菱商事㈱ 百万円1,195

中国塗料㈱(4617)　平成23年３月期決算短信

－ 19 －



当連結会計年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

※１ 当連結会計年度の直前連結会計年度における包括利益 

  

※２ 当連結会計年度の直前連結会計年度におけるその他の包括利益 

  

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日) 

※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

※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60

※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 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 

販売手数料 

 〃 

 〃 

3,265

2,162

減価償却費 百万円505

賞与引当金繰入額  〃 62

退職給付費用  〃 436

役員報酬及び従業員給料等  〃 6,249

運送費 

販売手数料 

 〃 

 〃 

3,665

2,401

※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 百万円694

当期製造費用  〃 1,244

計 百万円1,939

一般管理費 百万円546

当期製造費用  〃 1,362

計 百万円1,908

※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 百万円6

工具、器具及び備品  〃 0

計 百万円6

機械装置及び運搬具 百万円1

工具、器具及び備品  〃 0

土地  〃 2

計 百万円5

※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 百万円0

工具、器具及び備品  〃 3

計   百万円4

機械装置及び運搬具 百万円0

工具、器具及び備品  〃 0

土地  〃 0

計   百万円0

（連結包括利益計算書関係）

親会株株主に係る包括利益 百万円 6,537

少数株主に係る包括利益  〃   1,071

 計 百万円 7,608

その他有価証券評価差額金 百万円 550

為替換算調整勘定  〃   734

 計 百万円 1,284
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前連結会計年度(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     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       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)  309,704  12,064  735  321,033

12,064

735

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
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当連結会計年度(自 平成22年４月１日 至 平成23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    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)  321,033  9,677 ―  330,710

9,677

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22年６月24日 

定時株主総会 
普通株式  481  7.00 平成22年３月31日 平成22年６月25日 

平成22年10月29日 

取締役会 
普通株式  412  6.00 平成22年９月30日 平成22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23年６月28日 

定時株主総会 
普通株式 利益剰余金  481  7.00 平成23年３月31日 平成23年６月29日

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
至 平成23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 

※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22年３月31日現在) (平成23年３月31日現在) 

現金及び預金勘定 14,767百万円 

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 14,547百万円 

現金及び預金勘定 百万円 12,412

預入期間が３か月超の定期預金  〃 △952

有価証券（MMF等）  〃 364

現金及び現金同等物 百万円 11,825
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前連結会計年度(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。 

  

（セグメント情報等）

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 
 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
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前連結会計年度(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。 

  

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 
 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)  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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当連結会計年度(自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日) 

１．報告セグメントの概要  

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締

役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行なう対象となっているものでありま

す。 

当社グループは、主に塗料を生産・販売しており、国内においては当社を中心として、海外においては中国、韓

国、東南アジア、欧州・米国の各地域をCHUGOKU MARINE PAINTS (Shanghai)，Ltd.、CHUGOKU MARINE PAINTS

(Guang Dong)，Ltd.、CHUGOKU SAMHWA PAINTS, Ltd. 、CHUGOKU MARINE PAINTS(Singapore)Pte.，Ltd.、CHUGOKU 

PAINTS(Malaysia)Sdn. Bhd.、CHUGOKU PAINTS B.V. 及びその他現地法人が、担当しております。各グループ会社

はそれぞれ独立した経営単位でありますが、取り扱う製品については各地域の包括的な戦略を立案し、事業活動を

展開しております。 

したがって、当社グループは、生産・販売体制を基礎とした地域別のセグメントから構成されており、「日

本」、「中国」、「韓国」、「東南アジア」、「欧州・米国」の５つを報告セグメントとしております。各報告セ

グメントのうち、「日本」においては塗料の生産・販売の他に不動産管理業務等を行なっており、その他の報告セ

グメントにおいては塗料の生産・販売を行なっております。 

  

２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額の算定方法  

報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。 

セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。  

  

３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額に関する情報 

前連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

（単位：百万円）

  

ｄ．セグメント情報

  日本 中国 韓国 東南アジア 欧州・米国 合計

売上高          

 外部顧客への売上高  41,351  20,360  10,377  6,303  8,417  86,810

 セグメント間の内部 

 売上高又は振替高 
 4,646  3,970  235  3,108  558  12,520

計  45,997  24,331  10,612  9,412  8,976  99,330

セグメント利益又は 

損失（△） 
 5,104  1,439  1,673  982  △864  8,335

セグメント資産  61,916  26,657  6,848  9,465  5,879  110,767

その他の項目          

 減価償却費  803  366  61  150  57  1,439

 のれんの償却額  21  －  －  －  1  22

 有形固定資産及び 

 無形固定資産の増加額 
 758  1,054  89  68  8  1,978
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当連結会計年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

（単位：百万円）

  

４．報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容（差異調整に関する事項） 

  

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

  

（注）全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない現金及び預金、投資有価証券であります。  

  

（注）有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、主に報告セグメントに帰属しない無形固定資産で 

   あります。  

  

  日本 中国 韓国 東南アジア 欧州・米国 合計

売上高          

 外部顧客への売上高  40,821  31,229  8,543  7,394  8,607  96,595

 セグメント間の内部 

 売上高又は振替高 
 4,658  4,756  241  2,975  564  13,196

計  45,479  35,985  8,784  10,370  9,171  109,792

セグメント利益又は 

損失（△） 
 3,690  2,466  624  988  △1,125  6,644

セグメント資産  61,205  32,922  4,984  10,567  6,291  115,972

その他の項目          

 減価償却費  766  423  94  149  49  1,483

 のれんの償却額  21  －  －  －  1  22

 有形固定資産及び 

 無形固定資産の増加額 
 628  457  163  127  51  1,428

（単位：百万円）

 利益 前連結会計年度 当連結会計年度

報告セグメント計   8,335  6,644

セグメント間取引消去  3,109  3,685

全社費用（注）  △1,449  △1,506

連結財務諸表の営業利益  9,995  8,823

  （単位：百万円）

 資産 前連結会計年度 当連結会計年度

報告セグメント計   110,767  115,972

セグメント間取引消去  △20,647  △21,865

全社資産（注）  6,226  6,198

連結財務諸表の資産合計  96,346  100,305

          （単位：百万円） 

その他の項目  
報告セグメント計 調整額 連結財務諸表計上額  

前連結会計
年度 

当連結会計
年度 

前連結会計
年度 

当連結会計
年度 

前連結会計
年度 

当連結会計
年度  

 減価償却費  1,439  1,483  166  196  1,605  1,680

 のれんの償却額  22  22  △1  △1  21  21

 有形固定資産及び 
 無形固定資産の増加額  1,978  1,428  83  76  2,062  1,505

中国塗料㈱(4617)　平成23年３月期決算短信

－ 26 －



（追加情報） 

 当連結会計年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

当連結会計年度より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年３月27日）

及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成20年３月21日）

を適用しております。  

  

  (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。 

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日) 

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 

１株当たり純資産額 665.49円 

１株当たり当期純利益金額 82.94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 
前連結会計年度末
(平成22年３月31日) 

当連結会計年度末
(平成23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)  46,538  48,874

普通株式に係る純資産額(百万円)  43,488  45,744

差額の主な内訳(百万円)            

 少数株主持分  3,049  3,129

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)  321,033  330,710

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) 
 68,747,789  68,738,112

項目 
前連結会計年度

(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日) 

連結損益計算書上の当期純利益(百万円)  5,422  5,701

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)  5,422  5,701

普通株式の期中平均株式数(株)  68,752,638  68,743,431

（重要な後発事象）
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４．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：百万円）

前事業年度 
(平成22年３月31日) 

当事業年度 
(平成23年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,250 5,096

受取手形 5,047 4,822

売掛金 11,124 11,592

商品及び製品 2,437 2,329

仕掛品 355 383

原材料及び貯蔵品 833 808

前払費用 50 60

繰延税金資産 487 382

短期貸付金 273 263

未収入金 1,344 1,624

その他 32 311

貸倒引当金 △1 △28

流動資産合計 26,235 27,646

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,864 1,865

構築物（純額） 245 231

機械及び装置（純額） 583 470

車両運搬具（純額） 15 27

工具、器具及び備品（純額） 368 302

土地 12,438 12,438

リース資産（純額） 89 80

建設仮勘定 3 3

有形固定資産合計 15,607 15,418

無形固定資産   

ソフトウエア 238 123

電話加入権 9 9

その他 0 0

無形固定資産合計 248 132

投資その他の資産   

投資有価証券 5,746 4,631

関係会社株式 15,611 15,611

従業員に対する長期貸付金 3 2

長期前払費用 8 7

前払年金費用 132 －

会員権 111 111

差入保証金 335 266

繰延税金資産 － 212

その他 1 1

貸倒引当金 △3 △4

投資その他の資産合計 21,947 20,840

固定資産合計 37,802 36,392

資産合計 64,037 64,038
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（単位：百万円）

前事業年度 
(平成22年３月31日) 

当事業年度 
(平成23年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形 2,311 2,446

買掛金 4,144 4,402

短期借入金 13,803 13,251

1年内返済予定の長期借入金 1,700 1,000

リース債務 35 33

未払金 1,142 958

未払費用 593 561

未払法人税等 1,466 85

前受金 90 29

預り金 69 73

設備関係支払手形 26 4

流動負債合計 25,384 22,845

固定負債   

長期借入金 1,000 1,700

長期未払金 292 285

リース債務 58 51

繰延税金負債 153 －

再評価に係る繰延税金負債 3,026 3,026

退職給付引当金 19 37

その他 321 335

固定負債合計 4,873 5,436

負債合計 30,257 28,282

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 8,668 11,136

利益剰余金合計 10,869 13,337

自己株式 △194 △201

株主資本合計 30,084 32,546

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 526 41

土地再評価差額金 3,168 3,168

評価・換算差額等合計 3,695 3,210

純資産合計 33,780 35,756

負債純資産合計 64,037 64,038
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（２）損益計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

売上高   

製品売上高 37,009 36,832

原材料売上高 2,130 1,832

工事売上高 628 565

不動産賃貸収入 318 307

売上高合計 40,087 39,537

売上原価   

製品売上原価   

製品期首たな卸高 2,639 2,280

当期製品製造原価 20,554 21,751

当期製品仕入高 5,756 5,733

他勘定受入高 854 724

合計 29,804 30,490

製品期末たな卸高 2,280 2,164

他勘定振替高 2,145 2,075

原価差額 △81 △40

製品売上原価 25,297 26,210

原材料売上原価 1,964 1,657

工事売上原価 614 560

不動産賃貸原価 109 106

売上原価合計 27,985 28,534

売上総利益 12,102 11,002

販売費及び一般管理費   

販売費 6,478 6,565

一般管理費 3,263 3,356

販売費及び一般管理費合計 9,742 9,922

営業利益 2,359 1,080

営業外収益   

受取利息 6 5

受取配当金 928 1,821

受取ロイヤリティー 977 1,016

その他 847 783

営業外収益合計 2,759 3,627

営業外費用   

支払利息 209 175

手形売却損 5 －

為替差損 － 120

その他 176 117

営業外費用合計 391 413

経常利益 4,727 4,294
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

特別利益   

投資有価証券売却益 0 112

貸倒引当金戻入額 4 0

その他 － 2

特別利益合計 4 115

特別損失   

投資有価証券評価損 124 257

会員権評価損 1 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 28

その他 － 0

特別損失合計 125 286

税引前当期純利益 4,605 4,123

法人税、住民税及び事業税 1,950 750

法人税等調整額 △197 11

法人税等合計 1,752 761

当期純利益 2,852 3,361

中国塗料㈱(4617)　平成23年３月期決算短信

－ 31 －



（３）株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23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 2,386 2,386

当期変動額   

自己株式の処分 0 －

当期変動額合計 0 －

当期末残高 2,386 2,386

資本剰余金合計   

前期末残高 7,783 7,783

当期変動額   

自己株式の処分 0 －

当期変動額合計 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   

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

繰越利益剰余金   

前期末残高 6,709 8,668

当期変動額   

剰余金の配当 △893 △893

当期純利益 2,852 3,361

当期変動額合計 1,959 2,467

当期末残高 8,668 11,136
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

利益剰余金合計   

前期末残高 8,910 10,869

当期変動額   

剰余金の配当 △893 △893

当期純利益 2,852 3,361

当期変動額合計 1,959 2,467

当期末残高 10,869 13,337

自己株式   

前期末残高 △187 △194

当期変動額   

自己株式の取得 △7 △6

自己株式の処分 0 －

当期変動額合計 △7 △6

当期末残高 △194 △201

株主資本合計   

前期末残高 28,132 30,084

当期変動額   

剰余金の配当 △893 △893

当期純利益 2,852 3,361

自己株式の取得 △7 △6

自己株式の処分 0 －

当期変動額合計 1,952 2,461

当期末残高 30,084 32,546

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △20 526

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 547 △485

当期変動額合計 547 △485

当期末残高 526 41

土地再評価差額金   

前期末残高 3,168 3,168

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － －

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,168 3,168

評価・換算差額等合計   

前期末残高 3,148 3,695

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 547 △485

当期変動額合計 547 △485

当期末残高 3,695 3,210
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

純資産合計   

前期末残高 31,280 33,780

当期変動額   

剰余金の配当 △893 △893

当期純利益 2,852 3,361

自己株式の取得 △7 △6

自己株式の処分 0 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 547 △485

当期変動額合計 2,499 1,975

当期末残高 33,780 35,756
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(1）役員の異動 

① 代表取締役の異動 

  該当事項はありません。 

② その他の役員の異動 

  平成23年３月30日に開示済みであります。  

  

(2）販売実績 

 当連結会計年度における販売実績は、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。 

   

５．その他

  

  

日本 

  

  

中国 

  

  

韓国 

  

東南 

アジア 

欧州
・ 
米国  

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日)

船舶用塗料（百万円）  33,696  18,214  8,535  4,214  8,272  72,933

工業用塗料（百万円）  6,745  1,640  8  2,631  173  11,199

コンテナ用塗料（百万円）  ―  11,373  ―  548  161  12,084

その他（百万円）  379  ―  ―  ―  ―  379

合計（百万円）  40,821  31,229  8,543  7,394  8,607  96,595
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