
【表紙】
 

【提出書類】 四半期報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の７第１項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成29年８月９日

【四半期会計期間】 第121期第１四半期（自　平成29年４月１日　至　平成29年６月30日）

【会社名】 中国塗料株式会社

【英訳名】 CHUGOKU MARINE PAINTS,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長　　植　竹　正　隆

【本店の所在の場所】 広島県大竹市明治新開１番７

【電話番号】 0827(57)8555(代表)

【事務連絡者氏名】 総務部長　　川　﨑　雅　博

【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区霞が関三丁目２番６号

（東京倶楽部ビルディング内）中国塗料株式会社東京本社

【電話番号】 03(3506)3951(代表)

【事務連絡者氏名】 常務取締役管理本部長　　友　近　潤　二

【縦覧に供する場所】 中国塗料株式会社東京本社

（東京都千代田区霞が関三丁目２番６号　東京倶楽部ビルディング内）

　

中国塗料株式会社大阪支店

（大阪市西区江戸堀一丁目18番35号　肥後橋IPビル内）

　

株式会社東京証券取引所

（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

 

EDINET提出書類

中国塗料株式会社(E00897)

四半期報告書

 1/18



第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第120期

第１四半期連結
累計期間

第121期
第１四半期連結

累計期間
第120期

会計期間
自　平成28年４月１日
至　平成28年６月30日

自　平成29年４月１日
至　平成29年６月30日

自　平成28年４月１日
至　平成29年３月31日

売上高 (百万円) 20,149 19,094 82,368

経常利益 (百万円) 1,249 1,194 6,076

親会社株主に帰属する四半期（当

期）純利益
(百万円) 565 683 3,643

四半期包括利益又は包括利益 (百万円) △1,953 160 1,414

純資産額 (百万円) 75,656 77,563 78,169

総資産額 (百万円) 120,447 121,722 122,058

１株当たり四半期（当期）純利益

金額
(円) 8.57 10.43 55.50

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額
(円) － － －

自己資本比率 (％) 58.3 59.0 59.4

営業活動による

キャッシュ・フロー
(百万円) 1,700 1,907 10,750

投資活動による

キャッシュ・フロー
(百万円) △1,694 △652 △5,448

財務活動による

キャッシュ・フロー
(百万円) △1,655 △295 △2,737

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高
(百万円) 24,372 28,876 28,403

　（注）１　当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

　　　　　　ておりません。

２　売上高には、消費税等は含んでおりません。

３　潜在株式調整後１株当たり四半期（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。

４　四半期連結財務諸表規則第５条の２第２項により、四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しておりま

   す。

 

２【事業の内容】

　当第１四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

当第１四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載

した事業等のリスクについての重要な変更はありません。

 

２【経営上の重要な契約等】

　当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判

断したものであります。

 

(1）業績の状況

　当第１四半期連結累計期間における世界経済は、米国や欧州の緩やかな景気拡大が続き、また中国も成長率の減

速に一服感が見られたことから、全体として底堅い基調が持続しました。

当社グループを取り巻く環境としましては、コンテナ分野で市況が底打ちに転じ、また工業分野でも僅かながら

需要の回復が見られたものの、主力の船舶分野において船腹過剰を背景に調整局面が続いたことから、前年同期と

並び低調な滑り出しとなりました。

　この結果、当第１四半期連結累計期間の当社グループの売上高は19,094百万円（前年同期比5.2％減）となりま

した。利益面では、売上の減少に伴い営業利益が1,094百万円（同12.6％減）となりましたが、為替差損が前年同

期比で減少したことにより、経常利益は1,194百万円（同4.4％減）と比較的小幅な減少に止まりました。また、親

会社株主に帰属する四半期純利益については、法人税等が前年同期比で減少したことにより、683百万円（同

20.8％増）と増益になりました。

 

　当第１四半期連結累計期間におけるセグメント別の業績は、次のとおりであります。

①　日本

　前年同期に不調であった船舶修繕需要に一部戻りがあり、また新造船向け需要が比較的底堅かったこと、さ

らには工業用塗料の販売も僅かに上向いたことから、売上高は8,801百万円（前年同期比2.4％増）となりまし

た。セグメント利益は、原価率の悪化により478百万円（同33.6％減）となりました。

②　中国

　コンテナ用塗料需要が底打ちに転じた一方、中国造船業の建造遅延等調整局面が続き、かつ工業用塗料の需

要も低迷したことから、売上高は3,374百万円（同16.1％減）となりました。売上減に伴い、セグメント損失

は204百万円（前年同四半期はセグメント損失186百万円）となりました。

③　韓国

韓国造船業が調整色を強めたことから、売上高は1,538百万円（同39.8％減）となり、売上減に伴いセグメ

ント利益は177百万円（同30.4％減）となりました。

④　東南アジア

前年同期に不調であった船舶修繕需要に一部戻りがあったことから、売上高は2,571百万円（同14.3％増）

となりました。セグメント利益は、原価率の悪化により339百万円（同1.5％減）となりました。

⑤　欧州・米国

前年同期に不調であった船舶修繕需要に一部戻りがあったことから、売上高は2,808百万円（同3.1％増）と

なり、売上増に伴い、セグメント損失は61百万円（前年同四半期はセグメント損失119百万円）と改善しまし

た。

 

(2）財政状態の分析

当第１四半期会計期間末の総資産は前連結会計年度末に比べ336百万円減少の121,722百万円となりました。

①　資産

流動資産は前連結会計年度末に比べ、94百万円減少の83,906百万円となりました。主な要因は、受取手形及び

売掛金の減少（2,015百万円）や商品及び製品の増加（995百万円）、現金及び預金の増加（482百万円）であり

ます。

固定資産は前連結会計年度末に比べ、241百万円減少の37,815百万円となりました。主な減少要因は、有形固

定資産の減少（182百万円）であります。

②　負債

流動負債は前連結会計年度末に比べ、296百万円増加の36,797百万円となりました。主な要因は、支払手形及

び買掛金の増加（1,149百万円）や未払法人税等の減少（450百万円）であります。

固定負債は前連結会計年度末に比べ、27百万円減少の7,360百万円となりました。主な減少要因は、繰延税金

負債の減少（40百万円）であります。
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③　純資産

純資産は前連結会計年度末に比べ、605百万円減少の77,563百万円となりました。主な減少要因は、為替換算

調整勘定の減少（754百万円）であります。

 

(3）キャッシュ・フローの状況

当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は28,876百万円と前連結会計年度末に比べ473百万円

の増加となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動によって得られたキャッシュ・フローは、1,907百万円となりました。主な増加は、売上債権の増減額

1,676百万円、仕入債務の増減額1,220百万円であり、主な減少は、たな卸資産の増減額1,401百万円です。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動によって使用されたキャッシュ・フローは、652百万円となりました。主な増加は、定期預金の払戻に

よる収入4,566百万円であり、主な減少は、定期預金の預入による支出4,685百万円、固定資産の取得による支出

542百万円です。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動によって使用されたキャッシュ・フローは、295百万円となりました。主な増加は、短期借入金の純増

減額407百万円であり、主な減少は、非支配株主への支払いを含めた配当金の支払額737百万円です。

 

(4）経営方針・経営戦略等

当第１四半期連結累計期間において、当社グループが定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はあ

りません。

 

(5）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結累計期間において、事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題は

ありません。

当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等（会社法施

行規則第118条第３号に掲げる事項）は次のとおりであります。詳細につきましては、当社ウェブサイト

（http://www.cmp.co.jp/）に記載の「当社株式等の大規模買付行為に関する対応策の継続について」をご参照く

ださい。

 

①　当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針

　当社の企業価値を今後も一段と高めていくためには、株式上場会社として市場における当社株式の自由な取引

を尊重し、特定の者による当社株式の大規模買付行為であっても、当社グループの企業価値ひいては株主共同の

利益の確保・向上に資するものである限り、これを一概に否定するものではありません。また、最終的には株式

の大規模買付提案に応じるかどうかは株主の皆様の決定に委ねられるべきと考えています。

　しかしながら、株式の大規模買付提案の中には、塗料メーカーとしての当社の社会的存在意義や責任を理解せ

ず、その結果ステークホルダーとの良好な関係を保ち続けることができない可能性があるなど、当社グループの

企業価値ひいては株主共同の利益を損なう恐れのあるものや、当社グループの価値を十分に反映しているとは言

えないもの、あるいは株主の皆様が最終的な決定をされるために必要な情報が十分に提供されないものもあり得

ます。

　そのような提案が出された場合には、当社取締役会は、株主の皆様から負託された者の責務として、株主の皆

様のため必要な時間や情報の確保、株式の大規模買付提案者との交渉などを行う必要があると考えます。

②　基本方針の実現に資する取り組み

　当社は、長期的に当社に対し投資をしていただくために、また、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を向

上させるため、塗料性能の向上と環境対応製品の開発をはじめ、安定供給体制の確立や環境負荷の低減、ならび

に製品安全性の向上など様々な取り組みをグローバルに推進しております。また、様々なステークホルダーの信

頼を高め、中長期的に企業価値を保全することを経営上の重要な課題と位置付け、コーポレート・ガバナンスと

内部統制の体制整備に注力しております。これら全ての取り組みは、上記①の基本方針の実現にもつながるもの

と考えています。
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③　基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止するため

の取り組み

当社は、平成27年５月８日開催の取締役会において「当社株式等の大規模買付行為に関する対応策」（以下、

「本対応策」と言います。）の継続を決議し、平成27年６月25日開催の第118回定時株主総会において株主の皆

様のご承認を受けました。

本対応策は、当社株式等の大規模買付行為を行い、または行おうとする者（以下、「買付者等」と言いま

す。）が遵守すべきルールを明確にし、株主の皆様が適切な判断をするために必要かつ十分な情報および時間、

ならびに買付者等との交渉の機会を確保するとともに、一定の場合には当社が対抗措置を採ることによって買付

者等に損害が発生する可能性があることを明らかにし、これらを適切に開示することにより、当社の企業価値ひ

いては株主共同の利益に資さない買付者等に対して、警告を行うものです。

本対応策は、(ⅰ）当社の発行株式等について、保有者の株式等保有割合が20％以上となる買付け、または

（ⅱ）当社の発行株式等について、公開買付けに係る株式等の所有割合およびその特別関係者の株式等所有割合

の合計が20％以上となる公開買付け（以下、「買付等」と言います。）を対象とします。

当社の株式等の買付者等には当社取締役会に対して、手順に従い大規模買付等に対する株主の皆様のご判断の

ために必要かつ十分な情報を提出していただきます。

当社取締役会は、買付者等から大規模買付等の提案がなされた事実について適切に開示し、買付者等が提出の

情報を独立委員会に提供するとともに、株主の皆様のご判断に必要と認められる情報がある場合には、速やかに

開示いたします。また、提供情報を十分に評価、検討、交渉、意見形成および代替案立案のための取締役会評価

期間を設定し、開示いたします。

独立委員会は、上記の取締役会による評価等と並行し、受領した情報をもとに必要に応じて外部専門家の助言

を得ながら、当社取締役会に対して新株予約権の無償割り当てによる対抗措置の発動の是非に関する勧告を行い

ます。買付者等が本対応策に規定する手続きを遵守する場合には、原則として対抗措置の不発動を勧告いたしま

すが、買付者等が手続きを遵守しない場合、または遵守している場合であっても、大規模買付等が当社の企業価

値・株主共同の利益を著しく損なうことが明白な場合には、対抗措置の発動を勧告することがあります。

当社取締役会は、独立委員会の勧告を最大限尊重するとともに、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向

上という観点から速やかに、相当と認められる範囲内での対抗措置の発動または不発動の決議を行い、情報開示

を行いますが、それまでの間、買付者等は大規模買付等を開始することはできません。

　なお、本対応策は有効期間満了前であれ、当社取締役会が廃止の決議をした場合には、当該決議に従いその時

点で廃止され、また法令等の変更により合理的に必要と認められる範囲で、独立委員会の承認を得た上で、修正

または変更する場合があります。

④　上記取り組みに対する当社取締役会の判断およびその判断に係る理由

　当社取締役会は、特に本対応策が、(ⅰ）当社の企業価値・株主共同の利益を確保することを目的に導入され

たこと、(ⅱ）株主総会の承認により導入され、有効期間が３年間であり、またその有効期間の満了前でも株主

総会決議により変更または廃止し得るものであり、株主の皆様の意思が十分反映される仕組みであること、

(ⅲ）独立委員会の勧告を重視し、合理的かつ客観的要件が充足されなければ発動されず、当社取締役会による

恣意的な発動を防止するとともに、情報開示により透明な運営が行われる仕組みを確保していること、(ⅳ）当

社取締役会によりいつでも廃止することが可能であるため、取締役会の構成員の過半数を交代させても発動を阻

止できないものではないこと、(ⅴ）経済産業省および法務省が発表の「企業価値・株主共同の利益の確保また

は向上のための買収防衛策に関する指針」に定める三原則（１．企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上

の原則、２．事前開示・株主意思の原則、３．必要性・相当性の原則）の全てを充足し、高度の合理性を有して

いることなどにより、基本方針に沿い企業価値ひいては株主共同の利益に資するものであって、当社の会社役員

の地位の維持を目的とするものではないと判断しております。

 

(6）研究開発活動

当第１四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、451百万円であります。

なお、当第１四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 277,630,000

計 277,630,000

 

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末
現在発行数（株）

（平成29年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成29年８月９日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 69,068,822 69,068,822
東京証券取引所

（市場第一部）

単元株式数

100株

計 69,068,822 69,068,822 ― ―

 

 

（２）【新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

 

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

 

 

（４）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

 

 

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（株）

発行済株式
総数残高
（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金
増減額

（百万円）

資本準備金
残高

（百万円）

平成29年４月１日～

平成29年６月30日
― 69,068,822 ― 11,626 ― 5,396

 

 

（６）【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（７）【議決権の状況】

　当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、

記載することができないことから、直前の基準日（平成29年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしてお

ります。

 

①【発行済株式】

平成29年６月30日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式（自己株式等） ― ― ―

議決権制限株式（その他） ― ― ―

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）

普通株式　 3,565,000
― ―

完全議決権株式（その他） 普通株式　65,472,800 654,728 ―

単元未満株式 普通株式　　 31,022 ― ―

発行済株式総数 69,068,822 ― ―

総株主の議決権 ― 654,728 ―

　（注）１　「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が3,000株含まれておりま

す。また、「議決権の数(個)」欄には、同機構名義の完全議決権株式(その他)に係る議決権が30個含まれて

おります。

２　「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式50株が含まれております。

 

②【自己株式等】

平成29年６月30日現在
 

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義
所有株式数
（株）

他人名義
所有株式数
（株）

所有株式
数の合計
（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合
（％）

（自己保有株式）

中国塗料株式会社

広島県大竹市

明治新開１番７
3,565,000 ― 3,565,000 5.16

計 ― 3,565,000 ― 3,565,000 5.16

 

２【役員の状況】

 　該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１　四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

　なお、四半期連結財務諸表規則第５条の２第２項により、四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しておりま

す。

 

２　監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（平成29年４月１日から平

成29年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成29年４月１日から平成29年６月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
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１ 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

(平成29年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成29年６月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 36,918 37,400

受取手形及び売掛金 32,604 30,589

有価証券 186 334

商品及び製品 7,830 8,826

仕掛品 456 457

原材料及び貯蔵品 5,770 6,020

繰延税金資産 1,064 950

その他 1,288 1,115

貸倒引当金 △2,117 △1,786

流動資産合計 84,001 83,906

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 7,538 7,392

機械装置及び運搬具（純額） 3,099 2,925

土地 13,180 13,186

その他（純額） 3,008 3,139

有形固定資産合計 26,826 26,643

無形固定資産 1,427 1,373

投資その他の資産   

投資有価証券 8,382 8,390

退職給付に係る資産 80 74

繰延税金資産 548 555

その他 1,947 1,931

貸倒引当金 △1,156 △1,155

投資その他の資産合計 9,802 9,797

固定資産合計 38,056 37,815

資産合計 122,058 121,722
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  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

(平成29年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成29年６月30日)

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 11,645 12,795

短期借入金 17,356 17,548

1年内返済予定の長期借入金 31 29

未払金 2,743 2,622

未払法人税等 836 386

賞与引当金 120 222

役員賞与引当金 - 10

製品保証引当金 289 280

その他 3,475 2,901

流動負債合計 36,501 36,797

固定負債   

長期借入金 2,706 2,745

長期未払金 100 102

繰延税金負債 604 564

再評価に係る繰延税金負債 2,252 2,252

退職給付に係る負債 1,356 1,324

その他 367 370

固定負債合計 7,387 7,360

負債合計 43,889 44,158

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 49,045 49,073

自己株式 △1,702 △1,702

株主資本合計 66,752 66,780

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 2,109 2,126

土地再評価差額金 3,863 3,863

為替換算調整勘定 △31 △786

退職給付に係る調整累計額 △143 △130

その他の包括利益累計額合計 5,797 5,072

非支配株主持分 5,618 5,710

純資産合計 78,169 77,563

負債純資産合計 122,058 121,722
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

  （単位：百万円）

 
前第１四半期連結累計期間
(自　平成28年４月１日
　至　平成28年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成29年４月１日
　至　平成29年６月30日)

売上高 20,149 19,094

売上原価 13,551 13,196

売上総利益 6,598 5,898

販売費及び一般管理費 5,346 4,804

営業利益 1,251 1,094

営業外収益   

受取利息 59 73

受取配当金 174 128

受取ロイヤリティー 23 21

技術指導料 21 22

その他 87 94

営業外収益合計 366 339

営業外費用   

支払利息 79 76

為替差損 262 134

その他 26 29

営業外費用合計 368 239

経常利益 1,249 1,194

特別利益   

固定資産売却益 1 1

特別利益合計 1 1

特別損失   

固定資産売却損 - 0

投資有価証券評価損 29 -

その他 0 -

特別損失合計 29 0

税金等調整前四半期純利益 1,222 1,196

法人税、住民税及び事業税 347 298

法人税等調整額 130 66

法人税等合計 477 364

四半期純利益 744 831

非支配株主に帰属する四半期純利益 179 148

親会社株主に帰属する四半期純利益 565 683
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【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

  （単位：百万円）

 
前第１四半期連結累計期間
(自　平成28年４月１日
　至　平成28年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成29年４月１日
　至　平成29年６月30日)

四半期純利益 744 831

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △624 17

為替換算調整勘定 △2,084 △701

退職給付に係る調整額 10 13

その他の包括利益合計 △2,697 △671

四半期包括利益 △1,953 160

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △1,875 △42

非支配株主に係る四半期包括利益 △77 202
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(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

  （単位：百万円）

 
前第１四半期連結累計期間
(自　平成28年４月１日
　至　平成28年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成29年４月１日
　至　平成29年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 1,222 1,196

減価償却費 422 415

のれん償却額 7 6

貸倒引当金の増減額（△は減少） △74 △281

その他の引当金の増減額（△は減少） 162 92

退職給付に係る資産の増減額（△は増加） △3 6

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 27 △9

受取利息及び受取配当金 △234 △202

支払利息 79 76

為替差損益（△は益） 56 64

投資有価証券評価損益（△は益） 29 -

固定資産除売却損益（△は益） △1 △1

売上債権の増減額（△は増加） 4,596 1,676

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,098 △1,401

未払又は未収消費税等の増減額 △81 △114

仕入債務の増減額（△は減少） △1,927 1,220

その他 △669 △393

小計 2,511 2,349

利息及び配当金の受取額 234 204

利息の支払額 △79 △72

法人税等の支払額 △966 △573

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,700 1,907

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 △3,694 △4,685

定期預金の払戻による収入 2,649 4,566

短期貸付金の純増減額（△は増加） 3 4

固定資産の取得による支出 △626 △542

固定資産の売却による収入 1 1

投資有価証券の取得による支出 △2 △2

その他 △25 4

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,694 △652

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） △459 407

長期借入れによる収入 - 50

長期借入金の返済による支出 △14 △12

自己株式の取得による支出 △500 -

配当金の支払額 △571 △630

非支配株主への配当金の支払額 △107 △107

その他 △3 △2

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,655 △295

現金及び現金同等物に係る換算差額 △807 △485

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,456 473

現金及び現金同等物の期首残高 26,828 28,403

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※ 24,372 ※ 28,876

 

EDINET提出書類

中国塗料株式会社(E00897)

四半期報告書

13/18



【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

１　保証債務

特約店への売上債権の回収に対する保証は、次のとおりであります。

債務保証

 
前連結会計年度

（平成29年３月31日）
当第１四半期連結会計期間
（平成29年６月30日）

三菱商事ケミカル㈱ 827百万円 832百万円

 

２ 受取手形裏書譲渡高

 
前連結会計年度

（平成29年３月31日）
当第１四半期連結会計期間
（平成29年６月30日）

受取手形裏書譲渡高 829百万円 897百万円

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

 
前第１四半期連結累計期間
（自 平成28年４月１日
至 平成28年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自 平成29年４月１日
至 平成29年６月30日）

現金及び預金 32,039百万円 37,400百万円

預入期間が３か月超の定期預金 △8,118　〃 △8,857　〃

有価証券（MMF等） 451　〃 334　〃

現金及び現金同等物 24,372百万円 28,876百万円

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　平成28年４月１日　至　平成28年６月30日）

１．配当金支払額

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 配当の原資

平成28年６月23日

定時株主総会
普通株式 595 9.00 平成28年３月31日 平成28年６月24日 利益剰余金

 

２．株主資本の金額の著しい変動

　当社は、平成28年５月６日開催の取締役会決議に基づき、自己株式697,000株の取得を行いました。この

結果、当第１四半期連結累計期間において自己株式が500百万円増加し、当第１四半期連結会計期間末にお

いて自己株式が1,701百万円となっております。

 

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　平成29年４月１日　至　平成29年６月30日）

１．配当金支払額

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 配当の原資

平成29年６月22日

定時株主総会
普通株式 655 10.00 平成29年３月31日 平成29年６月23日 利益剰余金

（注）１株当たり配当額には、創業100周年記念配当２円を含んでおります。

 

２．株主資本の金額の著しい変動

　該当事項はありません。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　平成28年４月１日　至　平成28年６月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

     （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 8,597 4,022 2,555 2,249 2,723 20,149

セグメント間の内部

売上高又は振替高
815 821 82 715 139 2,574

計 9,413 4,843 2,638 2,965 2,863 22,724

セグメント利益又は

損失（△）
719 △186 254 344 △119 1,013

 

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書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）

　利益 金額

報告セグメント合計 1,013

セグメント間取引消去 541

全社費用（注） △303

四半期連結損益計算書の営業利益 1,251

（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。

 

 

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　平成29年４月１日　至　平成29年６月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

     （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 8,801 3,374 1,538 2,571 2,808 19,094

セグメント間の内部

売上高又は振替高
898 1,011 88 766 167 2,932

計 9,699 4,385 1,627 3,338 2,975 22,026

セグメント利益又は

損失（△）
478 △204 177 339 △61 729

 

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書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）

　利益 金額

報告セグメント合計 729

セグメント間取引消去 635

全社費用（注） △270

四半期連結損益計算書の営業利益 1,094

（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。
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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第１四半期連結累計期間
（自　平成28年４月１日
至　平成28年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成29年４月１日
至　平成29年６月30日）

１株当たり四半期純利益金額 ８円57銭 10円43銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益金額

（百万円）
565 683

普通株主に帰属しない金額（百万円） ― ―

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半

期純利益金額（百万円）
565 683

普通株式の期中平均株式数（株） 65,969,984 65,503,772

　（注）　潜在株式調整後１株当たり四半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。

 

 

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

 

 

２【その他】

該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

平成29年８月９日

中国塗料株式会社

取締役会　御中

 

新日本有限責任監査法人

 

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 石　　黒　　一　　裕 印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 稻　　吉　　　　　崇 印

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている中国塗料株式会

社の平成29年４月１日から平成30年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成29年４月１日から平成

29年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成29年４月１日から平成29年６月30日まで）に係る四半期連結財務

諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・

フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、中国塗料株式会社及び連結子会社の平成29年６月30日現在の財政状態

並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していない

と信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

　（注）１　上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２　XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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