
１．経営成績等の概況

(1）当期の経営成績等の概況

（当期の経営成績） 

 当期における世界経済は、米国の新政権発足に伴う経済政策の動向、新興国経済の先行き不安、地政学的リスクの

影響等が懸念されましたが、緩やかに回復しました。わが国経済は、設備投資に持ち直しの動きがみられるなど、緩

やかな回復基調が続きました。 

 当社グループの連結業績につきまして、国内は、消費の本格的回復にはいたらず塗料需要は伸び悩み、売上は前年

を下回りました。一方で、トータルコスト低減に努めた結果、利益は増加しました。海外は、インドにおいては、引

き続き国内経済の伸長が続き業績は大きく拡大しました。しかしながら、アジアにおいては、中国で自動車生産の回

復、インドネシアでは景気に持ち直しの動きが見られるものの、タイ、マレーシアの自動車生産の低迷などアジア全

体の塗料需要は本格的な回復にはいたらず、業績は低調に推移しました。アフリカにおいては、南アフリカ及び近隣

諸国経済の低迷や通貨安に伴う原材料価格の高騰、一過性費用の発生の影響により、業績は前年を大きく下回りまし

た。欧州においては、トルコにおいて業績回復の動きが見られました。その他セグメントにおいては、当期に連結化

した米国子会社の業績が寄与し、セグメント全体の売上は前年を上回りました。また、海外全般において、為替換算

の影響を大きく受けました。これらの結果、海外全体での売上は前年を上回りましたが、利益は減少しました。な

お、昨年度に計上しましたインドの固定資産売却益は、本年度は発生しておりません。

 これらの結果、当期の連結業績は、売上高は3,302億35百万円（前期比0.6％増）、営業利益は353億10百万円（前

期比1.5％増）、経常利益は400億25百万円（前期比0.8％増）、親会社株主に帰属する当期純利益は241億68百万円

（前期比14.7％減）となりました。

 このほか、2017年３月には、欧州塗料メーカーHELIOS GROUPの株式を取得し、子会社化しました。また、2017年２

月には、当社の連結子会社であるKANSAI PLASCON AFRICA LTD.が、東アフリカ共同体の塗料市場においてトップシェ

アを有するSADOLINグループ各社の株式を取得することとしました。

 

 各セグメントの状況は以下のとおりであります。

 なお、当連結会計年度より、報告セグメントの区分を変更しており、以下の前期比較については、前期の数値を変

更後のセグメント区分に組み替えた数値で比較しております。

 

① 日本

 自動車分野は、新車用分野では自動車生産台数は昨年並みとなり、売上は前年並みを維持しました。工業分野、

船舶分野及び防食分野においては市況の低迷により、売上は前年を下回りました。建築分野においても、市況の本

格的回復にはいたらず、売上は前年を下回りました。自動車分野（補修用）では、市況が低調に推移するなか、高

付加価値製品の拡販継続に努め、売上は前年並みを維持しました。これらの結果、当セグメント全体の売上は前年

を下回りました。このような状況のなか、為替差損の影響があったものの、原材料コストの低減を始めとするトー

タルコスト低減に努め、利益は大きく増加しました。 

 これらの結果、当セグメントの売上高は1,514億16百万円（前期比2.5%減）、経常利益は235億35百万円（前期比

9.6％増）となりました。 

 

② インド

 高額紙幣廃止による需要の一時的な減少の影響があったものの、引き続き国内経済の伸長は続きました。自動車

分野では自動車生産台数の増加が続き、売上は伸長しました。また、建築分野においても同様に、高額紙幣廃止に

より需要拡大ペースが一時的に鈍化したものの、売上の伸長がなお続きました。また、原材料価格も安定的に推移

し、業績の拡大に大きく寄与しました。しかしながら、円貨ベースでの業績については、為替換算による押し下げ

の影響を受けました。 

 これらの結果、当セグメントの売上高は746億94百万円（前期比13.5%増）、経常利益は116億22百万円（前期比

26.4％増）となりました。 

 

③ アジア

 中国においては、小型車への優遇税制の導入等もあり、自動車分野での売上伸長が続きました。また、ローカル

自動車メーカー向けのシェア拡大及び新規需要の獲得もあり、持分法投資利益は増加しました。しかしながら、そ

の他の分野の売上は低調に推移し、中国全体での売上は前年を下回りました。インドネシアにおいては、景気に持

ち直しの動きが見られ、特に工業分野において業績が拡大し、現地通貨ベースでは売上及び利益ともに前年を上回

りました。タイにおいては、自動車生産の本格的な回復にはいたらず、需要低迷が続き、売上は前年を下回りまし

た。 

 このほか、為替換算の影響も受け、アジア全体での業績は低調に推移しました。 
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 なお、2016年10月に連結子会社化した、マレーシアのSANCORA PAINTS INDUSTRIES SDN.BHD.の業績を当期より連

結業績に反映し、のれんの償却を計上しました。また、インドネシアのPT.KANSAI PRAKARSA COATINGSののれんの

償却を引き続き計上しました。 

 これらの結果、当セグメントの売上高は566億23百万円（前期比3.9%減）、経常利益は65億69百万円（前期比

14.1％減）となりました。 

 

④ アフリカ

 南アフリカ及び近隣諸国の経済が低迷するなか、引き続き販売活動の促進に努めたものの、売上は前年を下回り

ました。また、通貨安による原材料価格の高騰及び一過性費用の発生が収益を大きく圧迫し、業績は前年を下回り

ました。 

 これらの結果、当セグメントの売上高は280億26百万円（前期比4.2%減）、経常損益はのれんの償却を含め、経

常損失37億32百万円（前期比 - ％）となりました。 

 

⑤ 欧州

 トルコでは、通貨安による原材料価格への影響等もありましたが、自動車生産の増加及び販売活動促進の取組に

より、現地通貨ベースでは売上は増加し、利益は回復基調が続きました。しかしながら、為替換算による影響を受

けました。また、持分法投資利益の増加もあり、セグメントの利益を押し上げました。 

 これらの結果、当セグメントの売上高は168億30百万円（前期比5.3%減）、経常利益は10億24百万円（前期比

45.7％増）となりました。 

 

⑥ その他

 北米での自動車生産は堅調に推移したものの、競争の激化等により持分法投資利益は減少しました。このほか、

2016年８月に連結子会社化した、米国のU.S. PAINT CORPORATIONの業績が寄与し、セグメント全体の売上は前年を

上回りました。 

 これらの結果、当セグメントの売上高は26億43百万円（前期比156.8%増）、経常利益は10億４百万円（前期比

22.1％減）となりました。 

 

（中期経営計画の進捗状況）

 2016年度を初年度とする中期３ヵ年経営計画においては、前中期経営計画の重点方針を継続し「グローバル化の加

速」、「収益力の向上」及び「グループ経営基盤の強化」を掲げ、事業活動を展開いたしました。2016年度の主な取

組は以下のとおりであります。

・安定した成長が期待される欧州市場への本格参入及び事業拡大、並びに当社グループの事業競争力向上におけるシ

ナジー創出に寄与することを目的とし、欧州塗料メーカーのHELIOS GROUPの株式を取得し、子会社化いたしまし

た。 

・安定した成長が期待されるアメリカ合衆国での自動車部品及び工業用塗料の事業展開、拡大を目的とし、同国の塗

料メーカーであるU.S. PAINT CORPORATIONの株式を取得し、子会社化いたしました。 

・今後、大きな成長が期待されるアフリカでの更なる事業拡大・発展を目的とし、当社の連結子会社であるKANSAI 

PLASCON AFRICA LTD.が中長期的に塗料需要の拡大が期待される東アフリカ共同体の塗料市場においてトップシェ

アを有するSADOLINグループ各社の株式を取得することといたしました。 

・トルコ共和国での建築用塗料市場への新規参入、事業拡大を目的とし、同国の塗料メーカーであるPOLISAN BOYA 

SANAYI VE TICARET A.S.を持分法適用関連会社といたしました。 

・マレーシアでの建築用塗料市場への事業拡大を目的とし、当社の子会社であるKANSAI PAINT ASIA PACIFIC 

SDN.BHD.が同国の塗料メーカーであるSANCORA PAINTS INDUSTRIES SDN. BHD.の株式を取得いたしました。 

・サウジアラビア王国での防食用塗料、建築用塗料の本格的な事業参入、展開を目的とし、当社の関連会社である

KANSAI PAINT MIDDLE EAST FZCO及びその子会社のKANSAI PAINT SAUDI LTD.が同国の塗料メーカーであるSAUDI 

INDUSTRIAL PAINT COMPANYの株式を取得いたしました。 
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(2）当期の財政状態の概況 

① 流動資産 

当連結会計年度末における流動資産合計は、2,339億53百万円（前期末比87億20百万円増）となりました。

流動資産の増加は、主に受取手形及び売掛金及び商品及び製品などの増加によるものであります。

② 固定資産

当連結会計年度末における固定資産合計は、3,065億５百万円（前期末比1,015億39百万円増）となりました。

固定資産の増加は、主にのれん及び投資有価証券などの増加によるものであります。

③ 流動負債

当連結会計年度末における流動負債合計は、994億72百万円（前期末比25億37百万円減）となりました。

流動負債の減少は、主に1年内償還予定の社債などの減少によるものであります。

④ 固定負債

当連結会計年度末における固定負債合計は、1,448億20百万円（前期末比1,105億36百万円増）となりました。

固定負債の増加は、主に転換社債型新株予約権付社債などの増加によるものであります。

⑤ 純資産

当連結会計年度末における純資産合計は、2,961億65百万円（前期末比22億61百万円増）となりました。

 

(3）当期のキャッシュ・フローの概況 

 当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前期末に比べ85億46百万円減少し523億14百万円となりまし

た。 

 

① 営業活動によるキャッシュ・フロー 

 当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、前期比23億24百万円収入が減少し、291億46百

万円の収入となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益404億67百万円などの収入、法人税等の支払額133

億８百万円などの支出によるものであります。

② 投資活動によるキャッシュ・フロー 

 当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、前期比822億31百万円支出が増加し、970

億20百万円の支出となりました。これは主に、投資有価証券の取得による支出185億40百万円、連結の範囲の変更

を伴う子会社株式の取得による支出421億２百万円、貸付けによる支出352億38百万円などによるものであります。

③ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

 当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、前期比750億98百万円支出が減少し、602億64百

万円の収入となりました。これは主に、新株予約権付社債の発行による収入1,021億円、社債の償還による支出150

億円、自己株式の取得による支出200億11百万円などによるものであります。

 

キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  2016年３月期 2017年３月期

自己資本比率(%) 59.3 46.9

時価ベースの自己資本比率(%) 111.9 112.5

キャッシュ・フロー対有利子負債比率(倍) 0.8 4.1

インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍) 30.2 26.7

(注) 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 / 営業キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ : 営業キャッシュ・フロー / 利払い

＊ 各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

＊ 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数（自己株式控除後）により算出しております。

＊ 営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使

用しております。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。また、利払いについては連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支

払額を使用しております。
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(4）今後の見通し 

 今後の世界経済の見通しは、米国新政権による経済金融政策の動向、中国をはじめとする新興国等の経済の先行き

不安、地政学的リスクの影響などの懸念があるものの、インド経済が引き続き大きく伸長し、アメリカ経済は着実に

回復、ヨーロッパ、アセアン経済は緩やかに回復していくものと想定しております。わが国経済においては、雇用・

所得環境の改善が続くなかで、各種政策の効果もあって、緩やかに回復していくことが期待される一方、一部に景気

改善の遅れがみられることや原材料価格の変動が企業収益を圧迫することが懸念されます。

 このような情勢のなか、当社グループは、中期３ヵ年経営計画の重点方針である「グローバル化の加速」、「収益

力の向上」及び「グループ経営基盤の強化」の達成を目指してグループ力を結集し、さらなる業績向上に向け、事業

活動を展開してまいります。

 次期の見通しといたしましては、連結売上高は4,050億円（当期比22.6％増）、連結営業利益は430億円（当期比

21.8％増）、連結経常利益は490億円（当期比22.4％増）、親会社株主に帰属する当期純利益は300億円（当期比

24.1％増）を見込んでおります。

 

(5）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 当社は、企業体質の強化を通じて収益力の向上を図り、株主の皆様に対し配当を安定的・継続的に実施することを

考慮しながら、業績に応じた利益配分を行うことを基本方針としております。 

 内部留保資金につきましては、長期安定的な経営基盤を確立しさらなる成長にむけて、研究開発への投資、国内外

の生産販売体制の整備等に有効活用してまいります。

 なお、当社の配当方針に関しましては、第２四半期末日、期末日を基準とした年２回の配当を予定して継続し、変

更しない方針です。

 当方針に則り、当期の期末配当金は１株当たり11.0円とさせていただく予定です。この結果、年間配当金は、22円

となります。

 また、次期の配当金につきましては、１株当たり中間配当金13.5円、同期末配当金13.5円の通期27円とさせていた

だく予定です。
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