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1.  平成24年3月期の連結業績（平成23年4月1日～平成24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 ％

24年3月期 93,560 △3.1 5,474 △38.0 6,040 △33.7 3,067 △46.2

23年3月期 96,595 11.3 8,823 △11.7 9,114 △11.2 5,701 5.1

（注）包括利益 24年3月期 2,665百万円 （△25.0％） 23年3月期 3,553百万円 （△53.3％）

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 ％ ％ ％

24年3月期 44.63 ― 6.6 6.0 5.9
23年3月期 82.94 ― 12.8 9.3 9.1

（参考） 持分法投資損益 24年3月期  ―百万円 23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

24年3月期 99,850 50,414 47.4 688.29
23年3月期 100,305 48,874 45.6 665.49

（参考） 自己資本   24年3月期  47,307百万円 23年3月期  45,744百万円

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

24年3月期 3,676 △2,154 3,094 16,174
23年3月期 1,252 △1,768 △1,671 11,825

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 ％ ％

23年3月期 ― 6.00 ― 7.00 13.00 893 15.7 2.0
24年3月期 ― 6.00 ― 7.00 13.00 893 29.1 1.9

25年3月期(予想) ― 6.00 ― 7.00 13.00 35.7

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日） 
 

（％表示は、通期は対前期、四半期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) 44,000 △8.6 1,800 △42.0 1,900 △45.2 1,150 △46.4 16.73
通期 92,000 △1.7 4,000 △26.9 4,200 △30.5 2,500 △18.5 36.37



※  注記事項 

(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) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更  ： 無

② ①以外の会計方針の変更  ： 無

③ 会計上の見積りの変更  ： 無

④ 修正再表示  ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期 69,068,822 株 23年3月期 69,068,822 株

② 期末自己株式数 24年3月期 336,162 株 23年3月期 330,710 株

③ 期中平均株式数 24年3月期 68,735,022 株 23年3月期 68,743,431 株

（参考）個別業績の概要 

平成24年3月期の個別業績（平成23年4月1日～平成24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 ％

24年3月期 35,588 △10.0 112 △89.6 2,942 △31.5 1,837 △45.3

23年3月期 39,537 △1.4 1,080 △54.2 4,294 △9.2 3,361 17.8

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

24年3月期 26.74 ―

23年3月期 48.90 ―

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

24年3月期 64,435 36,996 57.4 538.27
23年3月期 64,038 35,756 55.8 520.18

（参考） 自己資本 24年3月期  36,996百万円 23年3月期  35,756百万円

※ 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」をご参照ください。 
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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、東日本大震災の打撃にはじまり、その後は欧州債務危機が広域にわたって波

及したことにより、停滞色を鮮明にしつつ推移しました。 

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、世界的には高水準の竣工実績となりましたが、近年の

経済不振から船腹の需給調整が行われた影響を受け、日本では船舶建造ペースに減速が見られました。また、工業分

野でも、海外では経済の減速にもかかわらず底堅い建設需要があったものの、国内では震災の影響や民間住宅建設の

支援策縮小を受け低調な市況が続き、コンテナ分野でも海上荷動きの停滞からコンテナボックス需給が調整局面に転

じました。これらに加え、歴史的円高が継続したことによる売上や利益の縮小、更には中東情勢を主因とする原材

料、とりわけ原油価格の高騰により、販売、生産両面から厳しい環境となりました。 

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、円高による海外売上の目減りやコン

テナ分野での減速などから 百万円（前期比 ％減）となりました。これに対し、全社を挙げて原価低減に努

めましたが、原材料価格が騰勢を強めたことから、営業利益は 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 百万円（同 ％減）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、船舶用塗料の販売が船舶建造量の逓減傾向を受け減速し、また工業用塗料の販売が震災の影響な

どから低迷したことにより 百万円（前期比 ％減）となりました。中国においては、コンテナ用塗料の販売

が海上輸送需要の停滞により鈍化したものの、船舶用および工業用塗料がともに底堅い出荷実績となったことから

百万円（同 ％増）となりました。また、韓国では 百万円（同 ％増）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 ％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。  

  

１．経営成績

区分 平成23年３月期 売上比(％) 平成24年３月期 売上比(％) 増減 

売上高  96,595  100  93,560  100  △3,035

営業利益  8,823  9.1  5,474  5.9  △3,348

経常利益  9,114  9.4  6,040  6.5  △3,073

税金等調整前当期純利益  9,027  9.3  6,029  6.4  △2,997

当期純利益  5,701  5.9  3,067  3.3  △2,633

当期純利益連単倍率 倍 1.7   倍 1.7     

93,560 3.1

5,474 38.0 6,040

33.7 3,067 46.2

地域 平成23年３月期 平成24年３月期 対前期増減率(％) 

日本     40,821    37,529    △8.1

中国    31,229    31,412    0.6

韓国    8,543    9,097    6.5

東南アジア    7,394    7,658    3.6

欧州・米国    8,607    7,862    △8.7

計    96,595    93,560    △3.1

37,529 8.1

31,412 0.6 9,097 6.5

7,658 3.6 7,862 8.7

93,560 3.1
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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、一部では復調が伝えられるものの、世界経済は依然自律的回復に

転じたとは言えず、今後も先行きが不透明な局面が続くものと思われます。こうした中、船舶分野やコンテナ分野に

おいては、船腹の需給調整を背景に今後船舶の建造や海上コンテナボックス生産が逓減傾向となる反面、船舶就航量

の増加に伴う修繕需要は堅調に推移するものと予想され、工業分野では、新興国においてなお底堅いインフラ建設需

要が見込まれます。その一方で、中東不安の継続に加え、余剰資金の流入により原油価格は過去 高値圏に迫る勢い

で高騰を続けており、当面は厳しい原価上昇圧力に晒されるものと思われます。 

このように厳しい環境ではありますが、当社グループといたしましては、引き続き環境・省エネ対応をはじめとす

る高機能・高付加価値製品の開発に努めるとともに、市場の変化に対応した経営資源の 適配置を進めるなどの施策

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                             

(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）、受取手形及び売掛金の減少（ 百万円）や商品及び製品の減少 ( 百万円) でありま

す。  

固定資産は前連結会計年度末に比べ 百万円減少の 百万円となりました。主な減少要因は、有形固定資

産の減少（ 百万円）や無形固定資産の減少（ 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 百万円減少の 百万円となりました。主な要因は、支払手形及び

買掛金の減少 ( 百万円)や１年内返済予定の長期借入金の減少（ 百万円）、短期借入金の増加（ 百

万円）であります。 

固定負債は前連結会計年度末に比べ 百万円増加の 百万円となりました。主な増加要因は、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）や土地再評価差額金の増加（ 百万円）、為替換算調整勘定の減

少（ 百万円）であります。 

この結果、１株当たり純資産は前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    4,000

経常利益    4,200

当期純利益    2,500

区分 平成23年３月期 平成24年３月期 増減 

総資産 (百万円)     100,305    99,850    △454

純資産 (百万円)     48,874    50,414    1,539

自己資本比率 (％)  45.6  47.4  1.8

１株当たり純資産 (円)  665.49  688.29  22.80

163 70,233

5,202 4,063 298

618 29,617

457 150

2,721 42,423

4,833 1,075 3,906

726 7,012

927

1,539 50,414

2,174 382

902

22.80 688.29
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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） 

仕入債務が減少したものの、売上債権が減少したことなどにより、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）  

定期預金の預入による支出が減少したものの、定期預金の払戻による収入が減少したことなどにより、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） 

短期借入金による資金調達が増加したことなどにより、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。 

  

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23年３月期 平成24年３月期 増減 

営業活動によるキャッシュ・フロー  1,252  3,676    2,424

投資活動によるキャッシュ・フロー  △  1,768  △  2,154 △  385

財務活動によるキャッシュ・フロー  △  1,671    3,094  4,765

現金及び現金同等物に係る換算差額 △  535 △  267  267

現金及び現金同等物の増減額  △  2,721    4,349    7,071

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

現金及び現金同等物の期末残高    11,825    16,174    4,349

4,349 16,174

2,424 3,676

385 2,154

4,765 3,094

  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 平成24年３月期

自己資本比率 (％) 39.4 41.2 45.1 45.6  47.4 

時価ベースの自己資本比率 (％) 48.7 44.4 45.9  47.8  34.9 

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 7.2 

インタレスト・カバレッジ・ 

レシオ (倍) 
4.2 5.2 39.8  4.6  10.0 
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 事業の内容 

 当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社及び子会社25社で構成されており、塗料の製造・販売及び塗

装の請負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。 

 当社グループの事業内容及び当社と関係会社の当該事業に係る位置付け並びに事業区分との関連は、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

区分 当社グループ 事業区分 

日本 

当社、大竹明新化学㈱、神戸ペイント㈱、文正商事㈱、 

中国塗料長崎販売㈱、中国塗料技研㈱、三陽興産㈱、 

グローバル・エンジニアリング・サービス㈱         

(計８社) 

塗料関連事業 

当社、㈱シーエムピー企画、中国ソフト開発㈱、 

ヤス運送㈱ 

(計４社)  

その他の事業 

中国 

CHUGOKU MARINE PAINTS (Hong Kong), Ltd. 

CHUGOKU MARINE PAINTS (Shanghai), Ltd. 

CHUGOKU MARINE PAINTS (Guang Dong), Ltd. 

CHUGOKU MARINE PAINTS (Taiwan), Ltd. 

(計４社)  

塗料関連事業 

韓国 
CHUGOKU SAMHWA PAINTS, Ltd. 

(計１社)  

東南アジア 

CHUGOKU MARINE PAINTS (Singapore) Pte., Ltd. 

CHUGOKU PAINTS (Malaysia) Sdn. Bhd. 

P.T. CHUGOKU PAINTS INDONESIA 

TOA-CHUGOKU PAINTS Co., Ltd. 

CHUGOKU PAINTS (India) Private Limited 

(計５社)  

欧州・米国 

CHUGOKU PAINTS B.V. 

CHUGOKU PAINTS (UK) Ltd. 

CHUGOKU PAINTS (Germany) G.M.B.H. 

CHUGOKU MARINE PAINTS (Hellas), S.A. 

CMP COATINGS, Inc. 

(計５社)  
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事業系統図は、次のとおりであります。 
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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。 

  

  

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23年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 12,412 17,615

受取手形及び売掛金 41,758 ※5  37,694

有価証券 607 487

商品及び製品 7,973 7,675

仕掛品 390 371

原材料及び貯蔵品 5,793 5,705

繰延税金資産 826 703

その他 1,097 809

貸倒引当金 △789 △830

流動資産合計 70,070 70,233

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 14,807 14,946

減価償却累計額 △8,213 △8,484

建物及び構築物（純額） 6,593 6,461

機械装置及び運搬具 12,129 12,022

減価償却累計額 △9,148 △9,357

機械装置及び運搬具（純額） 2,980 2,664

工具、器具及び備品 3,396 3,522

減価償却累計額 △2,845 △3,011

工具、器具及び備品（純額） 551 510

土地 ※2  13,131 ※2  13,092

リース資産 221 218

減価償却累計額 △109 △117

リース資産（純額） 111 100

建設仮勘定 115 196

有形固定資産合計 23,484 23,026

無形固定資産 878 728

投資その他の資産   

投資有価証券 ※1  4,708 ※1  4,709

繰延税金資産 453 488

その他 756 706

貸倒引当金 △46 △42

投資その他の資産合計 5,872 5,862

固定資産合計 30,235 29,617

資産合計 100,305 99,850
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 17,368 ※5  12,535

短期借入金 19,529 23,436

1年内返済予定の長期借入金 ※1  1,147 72

未払金 3,097 3,026

未払費用 1,934 1,782

リース債務 45 42

未払法人税等 1,225 847

繰延税金負債 － 0

賞与引当金 93 156

製品保証引当金 105 109

その他 598 414

流動負債合計 45,145 42,423

固定負債   

長期借入金 1,920 ※1  2,847

長期未払金 293 296

リース債務 72 65

繰延税金負債 32 31

再評価に係る繰延税金負債 ※2  3,026 ※2  2,644

退職給付引当金 604 779

その他 335 347

固定負債合計 6,285 7,012

負債合計 51,431 49,436

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 30,547 32,721

自己株式 △201 △204

株主資本合計 49,756 51,927

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 47 △39

土地再評価差額金 ※2  3,168 ※2  3,551

為替換算調整勘定 △7,228 △8,131

その他の包括利益累計額合計 △4,011 △4,619

少数株主持分 3,129 3,106

純資産合計 48,874 50,414

負債純資産合計 100,305 99,850
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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22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

売上高 96,595 93,560

売上原価 ※1, ※3  67,751 ※1, ※3  68,704

売上総利益 28,844 24,855

販売費及び一般管理費 ※2, ※3  20,020 ※2, ※3  19,381

営業利益 8,823 5,474

営業外収益   

受取利息 91 129

受取配当金 147 122

受取ロイヤリティー 76 74

技術指導料 137 117

為替差益 － 343

その他 379 340

営業外収益合計 832 1,127

営業外費用   

支払利息 267 380

為替差損 68 －

その他 204 180

営業外費用合計 541 560

経常利益 9,114 6,040

特別利益   

固定資産売却益 ※4  5 ※4  7

投資有価証券売却益 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 0

特別利益合計 201 7

特別損失   

固定資産売却損 ※5  0 ※5  3

投資有価証券評価損 257 －

関係会社整理損 － 5

会員権評価損 － 9

その他 29 －

特別損失合計 288 18

税金等調整前当期純利益 9,027 6,029

法人税、住民税及び事業税 2,596 1,998

過年度法人税等 － 428

法人税等調整額 109 137

法人税等合計 2,706 2,565

少数株主損益調整前当期純利益 6,320 3,464

少数株主利益 619 396

当期純利益 5,701 3,067
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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22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 6,320 3,464

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △487 △87

土地再評価差額金 － 382

為替換算調整勘定 △2,280 △1,093

その他の包括利益合計 △2,767 △798

包括利益 3,553 2,665

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 3,156 2,459

少数株主に係る包括利益 396 206
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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22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 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   

当期首残高 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   

当期首残高 25,739 30,547

当期変動額   

剰余金の配当 △893 △893

当期純利益 5,701 3,067

当期変動額合計 4,807 2,174

当期末残高 30,547 32,721

自己株式   

当期首残高 △194 △201

当期変動額   

自己株式の取得 △6 △3

自己株式の処分 － 0

当期変動額合計 △6 △3

当期末残高 △201 △204

株主資本合計   

当期首残高 44,954 49,756

当期変動額   

剰余金の配当 △893 △893

当期純利益 5,701 3,067

自己株式の取得 △6 △3

自己株式の処分 － 0

当期変動額合計 4,801 2,170

当期末残高 49,756 51,927
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(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 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24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   

当期首残高 535 47

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △487 △87

当期変動額合計 △487 △87

当期末残高 47 △39

土地再評価差額金   

当期首残高 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） － 382

当期変動額合計 － 382

当期末残高 3,168 3,551

為替換算調整勘定   

当期首残高 △5,170 △7,228

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,057 △902

当期変動額合計 △2,057 △902

当期末残高 △7,228 △8,131

その他の包括利益累計額合計   

当期首残高 △1,466 △4,011

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,545 △607

当期変動額合計 △2,545 △607

当期末残高 △4,011 △4,619

少数株主持分   

当期首残高 3,049 3,129

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 79 △23

当期変動額合計 79 △23

当期末残高 3,129 3,106

純資産合計   

当期首残高 46,538 48,874

当期変動額   

剰余金の配当 △893 △893

当期純利益 5,701 3,067

自己株式の取得 △6 △3

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） △2,465 △630

当期変動額合計 2,336 1,539

当期末残高 48,874 50,414
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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22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24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 9,027 6,029

減価償却費 1,680 1,535

のれん償却額 21 24

貸倒引当金の増減額（△は減少） △89 81

退職給付引当金の増減額（△は減少） 16 184

その他の引当金の増減額（△は減少） △64 74

受取利息及び受取配当金 △238 △252

支払利息 267 380

為替差損益（△は益） 87 △348

固定資産除売却損益（△は益） 31 8

投資有価証券売却損益（△は益） △112 －

投資有価証券評価損益（△は益） 257 －

売上債権の増減額（△は増加） △8,683 3,403

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,183 △11

未払又は未収消費税等の増減額 △116 △139

仕入債務の増減額（△は減少） 5,157 △4,519

その他 644 △93

小計 5,705 6,357

利息及び配当金の受取額 238 252

利息の支払額 △272 △366

法人税等の支払額 △4,418 △2,566

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,252 3,676

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 △3,520 △2,833

定期預金の払戻による収入 3,120 1,783

固定資産の取得による支出 △1,341 △1,139

固定資産の売却による収入 8 10

有価証券の純増減額（△は増加） △249 183

投資有価証券の取得による支出 △21 △147

投資有価証券の売却による収入 230 －

その他 5 △12

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,768 △2,154

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） △471 4,419

長期借入れによる収入 1,900 1,000

長期借入金の返済による支出 △1,833 △1,147

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 △6 △3

配当金の支払額 △893 △893

少数株主への配当金の支払額 △312 △229

その他 △53 △50

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,671 3,094

現金及び現金同等物に係る換算差額 △535 △267

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,721 4,349

現金及び現金同等物の期首残高 14,547 11,825

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  11,825 ※1  16,174
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 該当事項はありません。 

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。 

 なお、当連結会計年度において新たにCHUGOKU PAINTS (India) Private Limitedを設立したため、連結の範囲

に含めております。また、前連結会計年度において連結子会社でありましたCMP GREEN PROCESSING TECHNOLOGY 

Co., Ltd.の清算が結了したため、連結の範囲から除外しております。 

  

２ 持分法の適用に関する事項 

非連結子会社及び関連会社はありません。 

  

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。  

  

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)によっております。 

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)によっております。 

時価のないもの 

移動平均法による原価法によっております。 

② デリバティブ 

 時価法によっております。 

③ たな卸資産 

 主として移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下による簿価切下げの方法）によ

っております。 

(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。 

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。 

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。 

（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
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(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。 

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。 

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。 

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。 

 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) 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。 

(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 

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。 

 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) 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) 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。 

1,296

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 

－ 16 －

中国塗料㈱(4617)　平成24年３月期決算短信



（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用） 

 当連結会計年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂正に

関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準

の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。 

  

（７）追加情報

（８）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23年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成24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900

      

担保付債務     

１年内返済予定の長期借入金 百万円500

担保資産     

投資有価証券 百万円807

      

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 

百万円△5,254

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△5,406

 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1,195 三菱商事ケミカル㈱ 百万円1,111

 ４ 受取手形裏書譲渡高         百万円  －  ４ 受取手形裏書譲渡高       百万円 3,219

――― ※５ 連結会計年度末日満期手形 

   連結会計年度末日満期手形の会計処理については、

手形交換日をもって決済処理しております。 

 なお、当連結会計年度末日が金融機関の休日であっ

たため、次の連結会計年度末日満期手形が、連結会計

年度末残高に含まれております。 

  受取手形 百万円627

支払手形  〃 508

－ 17 －

中国塗料㈱(4617)　平成24年３月期決算短信



（連結損益計算書関係）

前連結会計年度 
(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 
(自 平成23年４月１日 
至 平成24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60

※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42

※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505

貸倒引当金繰入額  〃 －

賞与引当金繰入額  〃 62

製品保証引当金繰入額  〃 －

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

減価償却費 百万円405

貸倒引当金繰入額  〃 125

賞与引当金繰入額  〃 96

製品保証引当金繰入額  〃 21

退職給付費用  〃 428

役員報酬及び従業員給料等  〃 6,103

運送費 

販売手数料 

 〃 

 〃 

3,477

2,215

※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546

当期製造費用  〃 1,362

計 百万円1,908

一般管理費 百万円564

当期製造費用  〃 1,338

計 百万円1,902

※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1

工具、器具及び備品  〃 0

土地  〃 2

計 百万円5

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7

※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  〃 0

土地  〃 0

計   百万円0

機械装置及び運搬具 百万円2

工具、器具及び備品  〃 0

計   百万円3
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前連結会計年度(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 

 (注) 普通株式の自己株式の株式数の増加 株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

  

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 

   

当連結会計年度(自 平成23年４月１日 至 平成24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 

 (注) １ 普通株式の自己株式の株式数の増加 株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

    ２ 普通株式の自己株式の株式数の減少 株は、単元未満株式の売渡しによる減少であります。 

  

３ 新株予約権等に関する事項 

 該当事項はありません。 

  

（連結株主資本等変動計算書関係）

株式の種類 当連結会計年度期首 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 当連結会計年度期首 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

株式の種類 当連結会計年度期首 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 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株)  330,710  6,152  700  336,162

6,152

700
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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 

   

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  

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」にお

ける記載と概ね同一であります。  

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。  

  

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23年６月28日 

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

平成23年10月31日 

取締役会 
普通株式  412  6.00 平成23年９月30日 平成23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24年６月27日 

定時株主総会 
普通株式 利益剰余金  481  7.00 平成24年３月31日 平成24年６月28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22年４月１日 
至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
至 平成24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23年３月31日現在) (平成24年３月31日現在) 

  

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
  

現金及び預金勘定 百万円 17,615

預入期間が３か月超の定期預金  〃 △1,879

有価証券（MMF等）  〃 438

現金及び現金同等物 百万円 16,174

（セグメント情報等）
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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22年４月１日  至  平成23年３月31日)                

(単位：百万円)

  

  

 当連結会計年度(自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日) 

(単位：百万円)

  

  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

  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  37,529  31,412  9,097  7,658  7,862  93,560

 セグメント間の内部 

 売上高又は振替高 
 3,703  4,427  219  2,796  592  11,739

計  41,232  35,839  9,317  10,455  8,454  105,299

セグメント利益又は 

損失（△） 
 2,458  1,652  222  811  △1,130  4,014

セグメント資産  58,852  31,698  5,912  10,239  5,717  112,420

その他の項目          

 減価償却費  710  434  89  138  47  1,419

 のれんの償却額  24  ―  ―  ―  1  25

 有形固定資産及び 

 無形固定資産の増加額 
 579  266  22  258  29  1,155
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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） 

(単位：百万円)

(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。 

  

(単位：百万円)

(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。  

  

(単位：百万円)

(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。 

 利益 前連結会計年度 当連結会計年度 

報告セグメント計   6,644  4,014

セグメント間取引消去  3,685  2,864

全社費用（注）  △1,506  △1,404

連結財務諸表の営業利益  8,823  5,474

 資産 前連結会計年度 当連結会計年度 

報告セグメント計   115,972  112,420

セグメント間取引消去  △21,865  △21,050

全社資産（注）  6,198  8,480

連結財務諸表の資産合計  100,305  99,850

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  1,483  1,419  196  115  1,680  1,535

 のれんの償却額  22  25  △1  △1  21  24

 有形固定資産及び 
 無形固定資産の増加額  1,428  1,155  76  33  1,505  1,188
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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。 

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
(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 
(自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日) 

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 

１株当たり純資産額 688.29円 

１株当たり当期純利益金額 44.63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23年３月31日) 
当連結会計年度

(平成24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)  48,874  50,414

普通株式に係る純資産額(百万円)  45,744  47,307

差額の主な内訳(百万円)            

 少数株主持分  3,129  3,106

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)  330,710  336,162

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) 
 68,738,112  68,732,660

項目 
前連結会計年度

(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
(自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日) 

連結損益計算書上の当期純利益(百万円)  5,701  3,067

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)  5,701  3,067

普通株式の期中平均株式数(株)  68,743,431  68,735,022

（重要な後発事象）
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(1）役員の異動 

① 代表取締役の異動 

  該当事項はありません。 

② その他の役員の異動 

  平成24年３月29日に開示済みであります。  

  

(2）販売実績 

前連結会計年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日）             （単位：百万円）

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

当連結会計年度（自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日）             （単位：百万円）

(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  

計

船舶用塗料  33,696  18,214  8,535  4,214  8,272  72,933

工業用塗料  6,745  1,640  8  2,631  173  11,199

コンテナ用塗料  ―  11,373  ―  548  161  12,084

その他  379  ―  ―  ―  ―  379

計  40,821  31,229  8,543  7,394  8,607  96,595

  

  

日本 

  

  

中国 

  

  

韓国 

  

東南 

アジア 

欧州 
・ 
米国 

計

船舶用塗料  31,359  19,007  9,066  4,225  7,577  71,236

工業用塗料  5,804  1,773  31  2,731  114  10,454

コンテナ用塗料  ―  10,631  ―  702  170  11,504

その他  365  ―  ―  ―  ―  365

計  37,529  31,412  9,097  7,658  7,862  93,560
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