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「社会から必要とされる存在であり続ける」

関西ペイントグループは、近年、グローバル化を加速し、事業地域・領域の多様化が進みました。

そして、真のグローバルプレーヤーとなることを目標に掲げ、持続的な成長を志向しています。

この実現にあたっては、グループ企業理念を定め、

グループ全体で共有して浸透させ、共感をもって実践することを通じ、

社会から必要とされる存在であり続けることを目指しています。

その原点となり、関西ペイントグループの存在目的、

世の中で果たすべき役割である「使命目的」を次のように定めています。

私たちは、塗料事業で培った技術と人財を最大限に活かした

製品・サービスを通じて、人と社会の発展を支えます。

そして、この使命目的の実現のため、大切にする判断基準として、

6つの価値観を定め、総称して「icare!」のロゴで表現しています。

私たちは、お客様の満足を徹底的に追求し
ます。常にお客様の立場で物事を想像し、より
良い製品・サービスを提供します。

私たちは、自らの意思決定と行動に責任を
持ちます。適切かつ効率的な方法で最善を
尽くし、全てのステークホルダーに対しての
役割を全うします。

私たちは、多様な文化・個性を尊重し、世界中
のあらゆる地域社会との共生を目指します。
社員一人一人が謙虚に学び合い、充実した
生 活と自己実現が果たせる場を醸成する
ことで、強いチームワークを発揮します。

私たちは、英知を結集し、新たな価値の創造
に挑戦します。物事の本質を見抜き、あら
ゆる可能性を追求することで、未来を切り
拓き、時代を牽引します。

私たちは、社会からの信頼を重んじ、誠実に
行動します。お客様をはじめとするあらゆる
関係者と強固な信頼関係を築き、社会の中で
必要とされる存在であり続けます。
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私たちは、会社の永続的成功を実現するた
め、長期的な視野を持ち、主体的に考えます。
そして全てのステークホルダーに持続的な
価値を提供することで、人と社会に有益な
存在であり続けます。
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TOP  MESSAGEステークホルダーの皆様、 関西ペイントグループは

「塗料事業で培った技術と人財を最大限に活かした製品・サービスを通じて、

人と社会の発展を支える」ことを私たちの使命目的と定めております。

代表取締役社長

 私たちを取り巻く環境と果たすべきこと

　当社グループのコアビジネスである塗料は、私たちの暮ら
しの中で様々なものに塗られ、素材を保護して長持ちさせ、美
しい色やデザインで価値を高め、特別な機能の付与により、便
利さや快適さ、安心・安全を創出するといった役割が普遍的に
求められています。これにより、塗料産業は、グローバルに見
ると新中間層人口の増加、それに伴う住宅やインフラ設備、工
業化の進展、モータリゼーションなどにより成長産業として
需要はさらに拡大していくものと考えています。
　一方、私たちを取り巻く環境は、非常に早いスピードで大き
く変化し続ける大変革の時代に突入しています。
　これまでの常識にとらわれない考えやニーズが生まれると
同時に、新たな課題への対応を求められてきます。
　こういった認識のもと、近未来、加えて中長期的志向を持ち
合わせ、塗料を主とする既存の事業での貢献と新たな事業領
域での貢献を両立し、人と社会の発展を支える価値を提供し
続けていくことで、私たちも持続的な成長の実現に邁進して
いきます。

 2020年3月期決算の総括
　
　当期における世界経済は、地政学的リスクの高まりが継続
し、各国の政治・政策・通商問題の動向など依然として先行き
不透明な状況が続きました。そのような状況下、欧州や中国及
びその他のアジア新興国では弱さが見られましたが、米国の
個人消費や政府支出に支えられ、鈍化しているものの総じて
緩やかな回復が継続しました。わが国の経済は、期初より雇
用・所得環境の改善、個人消費の持ち直しが見られ、回復傾向
にありましたが、世界経済の減速を受け輸出を中心に弱さが
見られ低調に推移しました。さらに、期末にかけて発生いたし
ました新型コロナウイルス感染症拡大から、国内外の景気は
急速に悪化し、大変厳しい状況にあります。
　当社グループの当連結会計年度における売上高は406,886
百万円（前期比4.8％減）となり、営業利益は原材料価格の下落
や販売費及び一般管理費が減少したものの、売上高減少の影

響により31,510百万円（前期比2.5％減）となりました。しか
しながら、経常利益は為替差損が増加したものの、持分法投資
利益が増加したことなどにより、34,874百万円（前期比0.1％
増）となりました。また、投資有価証券売却益が減少したほか、
アフリカにおいて、のれんの一時償却を行いました一方、中東
地域での一部事業の整理等に伴い関係会社株式を譲渡し、会
計上、過年度損失の戻入れにより関係会社株式売却益を計上
しました。前年度には債務保証損失引当金を計上していたこ
となどにより、親会社株主に帰属する当期純利益は18,477百
万円（前期比6.2％増）となりました。なお、配当金につきまし
ては1株につき30円とさせていただきました。

 次期以降の見込み

　塗料産業は一大成長産業であり、グローバルでは今後も中
長期的に着実に需要が伸びていくものと見込んでおります
が、一方で、世界的な通商問題、中国経済の先行き、新興国経済
の動向、政策に関する不確実性、金融資本市場の変動等のリス
ク要因があり短期的には不透明な状態にあります。
　加えて、今般の新型コロナウイルス感染症拡大は、いずれの
要素に対しても、また、当社グループが需要先として関わる全
ての事業分野に対し、さらに著しく不透明性を増すものとし
て引き続き慎重な注視を要する状況です。
　当社としては、これらの経営環境を踏まえながら、持続性の
高い企業として変革し、中長期的な経営戦略の達成を目指し、
第16次中期経営計画にて策定した「資本生産性・収益性の向
上を伴う利益成長」、「事業競争力の向上」及び「グループ総合
力の向上」の達成のため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いく方向性は引き続き堅持して
まいります。

 重点的に取り組む重要項目及び経営戦略
　
　当社グループは、私たちの使命目的を果たすため、重点的に
取り組む重要項目（マテリアリティ）として、次の6項目を特定し、

事業活動を通じて、その取り組みを推進しております。

　　
　また、2019年度を初年度とする中期3ヵ年経営計画では、以
下の重点方針を掲げ、目標達成を目指してグループ力を結集
し、事業活動を展開しております。

　これらについては、後述のページにてその具体的内容を記
載しておりますので、ご覧いただければ幸いです。
 

むすび
　人が社会の中で安心して豊かで便利に暮らしたいという願
いを実現すること。私たち関西ペイントグループは、百余年に
わたりこのことに愚直に取り組んでまいりました。
　これまでの歴史の中で、困難に打ち勝ち変化と成長を遂げ
てきた当社グループは、これからもこの普遍的な願いの実現
に取り組み、SDGsなど、私たちに求められている新たな価値
提供や社会課題の解決へつなげることで持続的に社会に貢献
することを志向しています。その中で2020年度は、新型コロ
ナウイルス感染症の拡大をはじめとする難局をグループ一丸
となって乗り越え、さらなる成長に向けた変革を加速し、私た
ち自身が持続的に成長する企業グループとなるために意義の
ある年としていく所存です。
　本誌より当社グループの取り組みの一端を汲み取っていた
だければ幸いです。

●快適かつ安心な暮らしへの貢献
●地域と産業発展への貢献
●新たな事業機会への挑戦

●多様性への対応
●地球環境との共生
●適切なガバナンス

●資本生産性・収益性の向上を伴う利益成長
●事業競争力の向上
●グループ総合力の向上

43



関西ペイントグループのマテリアリティ 会社概要

　当社は、1918年の創業以来、各種塗料の分野において、日本の
塗料メーカーでは最も先進的なメーカーとして成長し、今日で
は世界の代表的な塗料メーカーの地位を確立するに至ってい
ます。
　当社グループ製品群は、「保護」「美観」「特別な機能の付与」「環
境への対応」という塗料の重要な役割を果たすことによって、幅
広い分野において高い評価と信頼を得ています。また、当社独自
の先進的な研究開発力をコアに、生産・物流・販売活動をグロー
バルに展開することにより、世界中のお客様に比類のない顧客
サービスを提供しています。

沿革

海外関係会社

名称 関西ペイント株式会社（英文名 KANSAI PAINT CO., LTD.）

本社所在地 〒541-8523 大阪市中央区今橋2丁目6番14号

創立 1918年（大正7年）5月17日

資本金 25,658百万円

従業員数 16,459人（連結）　

決算期 3月31日

主な事業内容

各種塗料の製造、販売
塗料関連機器装置類の設計、製造、販売
塗装工事の監理
配色設計

ホームページ www.kansai.co.jp

本店 兵庫県尼崎市神崎町33番1号

本社事務所 大阪市中央区今橋2丁目6番14号

事業所 尼崎、小野、名古屋、平塚、鹿沼、東京、北九州

開発センター 平塚

主な事業所

　関西ペイントグループは、グループ企業理念の使命目的に基づき、持続的に価値を提供し、
人と社会の発展に寄与するために重点的に取り組む重要項目（マテリアリティ）を以下のとおり特定しました。

（制定:1967年1月）社　是

1.会社の信用を重んじ、顧客に満足される製品を供給することに　　　　　　　　　　　　　　　　
よって社会に貢献する。

2.英知を育て、技術の革新をはかり、つねに経営の前進につとめる。
3.和と協調につとめ、総力を結集する。

マテリアリティとグループ企業理念の価値観及びESG、SDGsとの関係

快適かつ安心な
暮らしへの貢献

●生活満足度向上への貢献
●商品･サービスの価値向上
●製品･サービスの安全

顧客
志向 P29-30

P20

P21

P20,22
P31-32

P23-28

P33-36

企業家
精神

革新

尊重

責任感

誠実

●社員のやりがい・
  達成感の創出

●地球温暖化への対応
●自然資源の活用
●水利用

●コーポレート・ガバナンス
●労働基準の遵守

●地域と産業発展への貢献

●新たな事業機会への挑戦

地域と
産業発展への

貢献

新たな
事業機会への

挑戦

多様性への
対応

地球環境との
共生

適切な
ガバナンス

マテリアリティ マテリアリティの詳細 価値観

ES

ES

ES

S

E

G

ESG SDGsとの関連 詳細内容
掲載ページ

●サプライチェーン
 マネジメントの推進

●人権尊重とコミュニティ
 との調和

●循環型社会への対応
●廃棄物管理の推進

●コンプライアンス遵守
●腐敗防止

●塗料の普及促進

STEP1で抽出した項目をステークホルダーへの
影響度と当社グループへの影響度の2軸で評価・
整理。より影響度の高い20項目を抽出のうえ、内
容の近い項目ごとにまとめ、6項目をマテリアリ
ティとして選定。

当社経営会議の審議、取締役会
決議により承認し、「関西ペイン
トグループのマテリアリティ」
を特定。

経営方針や経営計画などの自社
方針や自社の強み、課題に加えて、
SDGsの目標やターゲット、ESG
評価機関の調査項目などから社
会的課題や要請を整理し、以下の
4つの観点から当社グループが取
り組むべき項目を抽出。
①人と社会の発展に寄与すること
②①の実現・実践を通じ、社員
　のやりがい・達成感につなげ
　ること
③法令やルールなど、社会の一
　員として遵守、対応すべきこと
④長期的志向に基づくこと

優先順位付け～選定STEP 2 審議・承認～特定STEP 3取り組み項目の抽出STEP 1

地球環境との共生
●地球温暖化への対応
●自然資源の活用
●水利用
●循環型社会への対応
●廃棄物管理の推進

適切なガバナンス
●コーポレート・ガバナンス
●労働基準の遵守
●コンプライアンス遵守
●腐敗防止

社会の一員として遵守、対応すべきこと

人と社会の発展に寄与すること

快適かつ安心な暮らしへの貢献
●生活満足度向上への貢献
●商品・サービスの価値向上
●製品・サービスの安全
●サプライチェーンマネジメントの推進

地域と産業発展への貢献
●地域と産業発展への貢献
●塗料の普及促進

新たな事業機会への挑戦
●新たな事業機会への挑戦

ス
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へ
の
影
響
度

高い

高い

関西ペイントグループ
への影響度

マテリアリティの特定プロセス

社員のやりがい・達成感につなげること
多様性への対応
●社員のやりがい・達成感の創出
●ダイバーシティの推進

●健康・安全の確保
●人権尊重とコミュニティとの調和

●健康・安全の確保

●ダイバーシティの推進

中国
関西塗料（瀋陽）有限公司
天津永富関西塗料化工有限公司
広州関西塗料有限公司
蘇州関西塗料有限公司
重慶関西塗料有限公司
湖南湘江関西塗料有限公司
中遠関西塗料化工（天津）有限公司
中遠関西塗料化工（上海）有限公司
中遠関西塗料（上海）有限公司
中遠関西塗料化工（珠海）有限公司
関西塗料（中国）投資有限公司

インド
KANSAI NEROLAC PAINTS LTD.

ミャンマー
KANSAI PAINT MYANMAR CO., LTD.

タイ
THAI KANSAI PAINT CO., LTD.
KANSAI RESIN （THAILAND） CO., LTD.

マレーシア
SIME KANSAI PAINTS SDN. BHD.
KANSAI PAINT ASIA PACIFIC SDN. BHD.

ベトナム
KANSAI-ALPHANAM PAINT CO., LTD.

シンガポール
KANSAI PAINT （SINGAPORE） PTE. LTD.

台湾
台湾関西塗料股份有限公司

香港
HONG KONG KANSAI PAINT CO., LTD.

フィリピン
KANSAI PAINT PHILIPPINES, INC.

インドネシア
PT KANSAI PAINT INDONESIA
PT KANSAI PRAKARSA COATINGS

韓国
KNK COATINGS CO., LTD.

イギリス
PPG KANSAI AUTOMOTIVE FINISHES UK., LLP

フランス
PPG KANSAI AUTOMOTIVE FINISHES FRANCE, SAS

オーストリア
KANSAI HELIOS COATINGS GMBH

トルコ
KANSAI ALTAN BOYA SANAYI VE TICARET A.S.
POLISAN KANSAI BOYA SANAYI VE TICARET A.S.

米国
KANSAI PAINT （AMERICA）, INC.
U.S. PAINT CORPORATION
PPG KANSAI AUTOMOTIVE FINISHES U.S., LLC

メキシコ
PPG ALESCO AUTOMOTIVE FINISHES MEXICO, S.DE R.L. DE C.V.  
DNT KANSAI MEXICANA S.A. DE C.V.

南アフリカ
KANSAI PLASCON AFRICA LTD.

ケニア
KANSAI PLASCON EAST AFRICA LTD.
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世界中に「塗料及びサービス」を提供し、
人と社会の発展を支える
当社グループは、近年、グローバル化を加速させ、世界をフィールドに事業を展開しています。
特に、新興国の経済成長により塗料需要の伸びは旺盛で、グローバル化を牽引しています。
この事業基盤をベースに、工業化がもたらす次の経済発展のステージでも、
グローバルで製品・サービスを供給していきます。

● ほぼ全世界をカバーするワールドワイドな展開｡
● バランスが良く、変動に強い地域ポートフォリオ｡
● 成長期待の高い新興国を大きくカバー｡

POINT

65.0％

海外売上高比率

つの
持続的に求められる価値を創造していくための私たちの強み。

この強みを原動力にステークホルダーの皆様と

社会の要請に応えながら企業価値の最大化に

努めていきます。

強み関西ペイント

グローバル化強み

82.1％

海外社員比率

△1.1％

海外売上高比率 増加ポイント
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お互いの良い点を認め合い、学び合い、補い合う
「ベスト・プラクティス」推進で多様性を高める

当社グループの特徴は、多くの地域での事業展開。
塗料事業のニーズは地域ごとで異なり、それぞれのニーズに応えていくことで、
出自の異なる多くのビジネスモデルと優良なアセットを保有しています。
これらの持つ「ベスト・プラクティス」を共有し、活用する企業風土の醸成で
事業競争力の向上につなげる取り組みを推進しています。

● 全ての事業分野をカバーする総合塗料メーカー。
● 出自の異なるビジネスモデルと優良なアセットを保有。
● それらをグループ内で共有・活用し、競争力向上。

POINT

グループ全社の優れた技術力を結集し、
「プロダクトマーケットフィット」の達成を目指す

当社グループは、蓄積してきた色彩、高分子設計、分散などの基盤技術を高付加価値製品の開発に結びつけています。
その源泉は、グループ全体の技術リソースの融合と、長年にわたるグローバル化で培ってきたネットワーク力にあります。
私たちの強みは、化学の多様な引き出しを組み合わせ、様々なグローバル市場ニーズにジャストフィットした製品を
提供（プロダクトマーケットフィット）できるところにあります。

日本802 海外499
特許権の保有件数

● 色材、樹脂合成、分散技術などの専門研究組織の保有。
● 各種塗料事業分野間の技術連携、過去の技術知見伝承及び
  グローバルでの技術情報を最大限に活用した技術開発体制。
● 顧客ニーズに最速かつ正確に対応できる技術サービス体制。
● 製品開発、技術サービスを下支えする技術人材及び先端Ｒ＆Ｄ設備への投資。

POINT

926人
（グループ全体）

研究開発人材数

【基礎研究分野】
高分子合成、新規架橋反応、顔料分散、界面制御、レオロジーコントロール、環境改善技術

【色彩・意匠研究分野】
流行色動向調査・色彩提案、新規意匠開発、IT利用カラーデザイン

【塗料・塗装システム開発分野】
水性３ウェット塗装システム、低温硬化・薄膜システム、遮熱、抗菌、防蚊、多彩模様塗料開発

研究開発事例

2016年

超金属調意匠発現塗装システム「I-System」
（自動車塗装技術国際会議「SURCAR」 The Jury's Award）
親水性および排水性に優れたプレコートフィン材の開発

（日本アルミニウム協会開発賞）
非錫系加水分解型船底防汚塗料の開発

（関東運輸局長賞）
漆喰塗料の機能性について

（日本塗装技術協会 研究発表優秀賞）
コンピューター調色技術を使った自補修用水性システム

（色材協会 技術賞）
複層塗装鋼板における耐傷付き性に関する研究

（日本塗装技術協会 論文賞）
漆喰塗料の抗ウイルス機能の検証

（色材協会 優秀講演賞）

2018年

2019年

2017年

受賞履歴

（グループ全体）
6,582百万円

¥

研究開発費

技術力強み

分野別
売上構成比率

その他8％
自動車
26％

工業
28％

自動車
補修
5％

船舶鉄構
6％

建築
27％ 地域別

社員比率

日本
18％

アフリカ
17％

アジア
24％

インド
22％

欧州
18％

その他1％

多様性3強み
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財務ハイライト

非財務ハイライト

連結売上高

2019年度の連結売上高は、欧州や米国で現地通貨ベースでの伸長は
あったものの、主として新興国の通貨安による為替換算のマイナス影響
を大きく受けました。また、日本、インド、アジアにおける自動車生産台数
の減少などもあり、昨年度を下回りました。

500,000
（百万円）

400,000

300,000

200,000

100,000

0
2015 2016 2017 2018 2019

海外売上高比率

国内売上高がわずかに減少する一方、海外は為替換算によるマイナス影
響を大きく受け、海外売上高比率は低下いたしました。
しかしながら、依然として65％を超える水準であり、売上に対する海外
事業の高い寄与は続いています。

70
（%）

60

50
2015 2016 2017 2018 2019

EPS

連結営業利益が前年を下回った一方、持分法投資利益が増加したことに
加え、低収益資産の整理による関係会社株式売却益を計上したほか、前
年度に計上した債務保証損失引当金の特別損失影響が消失したことに
より、連結当期純利益は増加し、EPSも増加しました。

一株あたり配当・連結配当性向

安定かつ継続的に実施するという基本方針のもと、配当額は、前期同額
の配当を実施しました。ただし、連結純利益が増加しており、連結配当性
向は低下しました。なお、前期配当額のうち2円は、当社の100周年にあた
る記念配当が含まれており、その影響を除くと、増配、連結配当性向も上
昇しました。

50

40

30

20

10

0

50

40

30

20

10

0
2015 2016 2017 2018 2019

地域・分野別売上高構成比

地域別売上高構成比は、概ね昨年度の構成が続き、グローバルをカバー
する地域展開が維持されています。分野別売上高構成比についても、自
動車、工業、建築分野が事業の３本柱として構成されています。
これらにより、地域と事業の両面での強いポートフォリオが構成されて
います。

連結EBITDA 調整後ROE

60,000

50,000

40,000

30,000

20,000

10,000

0
2015 2016 2017 2018 2019

連結純利益が増加したことに加え、安定かつ継続的な配当の実施を継
続したことにより、ROEは改善し、上昇しました。

20
（％）

10

0
2015 2016 2017 2018 2019

設備投資

日本では維持更新のほか、IT化、物流機能向上など、事業競争力強化、効
率化投資を行いました。
一方、海外での能力増強投資を継続しましたが、昨年度、インドでの新工場
建設、アジアでの工場移転、最新型設備導入などの投資が集中した影響も
あり、連結全体では前年を下回りました。

25,000
（百万円）

20,000

15,000

10,000

5,000

0
2015 2016 2017 2018 2019

海外社員数

13,512人 1.3%UP 1,301件

当社グループ事業のグローバル化の進展に合わせ、海外社員数は年々増
加してきています。
直近年度でも、当社グループにおける海外社員数の構成比は80％を超
えています。
今後も、海外事業の拡大に伴い、海外社員数は、増加していくと思われます。

20,000
（人）

15,000

10,000

5,000

0
2015 2016 2017 2018 2019

特許権の保有件数

当社は常に技術革新に努め、新製品・新技術の開発を活発に行っていま
す。これに伴い、特許の保有件数は常に業界内上位にあります。特に自動
車用塗料など車両関連技術では業界トップの保有数を維持しています。
また、新たな出願、定期的な見直しも行い、常に適正化を図っています。
今後も保有技術のグループ内活用を促進するなど、技術力向上を進めて
まいります。

1,500
（件）

1,000

500

0
2015 2016 2017 2018 2019

85カ国+2地域 91拠点
コーポレートブランド出願国数

当社グループは、2018年11月にグループ全体で共有して活用するグ
ループ統一コーポレートブランドとそのシンボルとなるロゴを策定し、
これを世界中に拡げ、当社グループのイメージ向上につなげていくた
め、ロゴの出願登録を進めています。
なお、今回、実態的な出願方法に合わせ、出願数の記載を国数と地域

（EU,OAPI）に見直ししました。

製造拠点数

グローバル化の進展と特に新興国における旺盛な需要対応に伴い、地産
地消で地域に根ざした事業展開を行っています。
今や、その数は33カ国、91拠点を有し、世界のあらゆる市場や顧客に対
し、迅速に製品を供給する体制が整備されています。   

58.9

65.3 66.1 65.0

57.6

328,118 330,235

401,977
427,425 406,886

150
（円） （円） （％）

100

50

0
2015 2016 2017 2018 2019

連結営業利益が為替換算影響などにより減益となる一方、持分法投資利
益は、米国で増加、中東地域で事業縮小・撤退により抑制されたことなど
により増加し、連結EBITDAは前年を上回りました。また、連結EBITDA
率は13.5%（前年度12.6%）に向上しました。
※連結EBITDA＝連結営業利益＋減価償却費＋のれん償却費＋持分法投資損益

※調整後ROE＝（連結当期純利益＋のれん償却費）/株主資本（期首期末平均）

■ 自動車
■ 自動車補修
■ 工業

■ 建築
■ 船舶鉄構
■ その他塗料

■ 日本
■ インド
■ アジア

■ アフリカ
■ 欧州
■ その他

35％

20％
17％

9％

17％

2％

地域別売上高
（仕向地別）

26％

5％

28％

27％

6％
8％

分野別売上高

（百万円）

51,296 54,067 54,904
49,847

55,075

106.41

68.80 67.68 71.87

93.16

11,443

16,782
13,617 13,949

23,018

11.4
10.1 9.5

8.2 8.7

17.9
23.6

39.2
44.3 41.7

30 30272219

30円 ±0円一株あたり
配当

人的資本 知的資本 社会資本 製造資本

9,637 11,945 12,837 13,341 13,512
海
外

日
本

海
外

日
本

1,342 1,286 1,288 1,301
1,455

（年度） （年度） （年度） （年度）

（年度）（年度）（年度）

（年度）（年度）

連結配当性向配当

406,886百万円 4.8% DOWN 65.0% 1.1% DOWN 41.7% 2.6%DOWN配当
性向71.87円 4.19円UP

54,904百万円 1.5%UP 8.7％ 0.5％UP 13,949百万円 39.4% DOWN
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価値創造プロセス

アウトカム

事業を通じて社会の発展へ寄与すること、社会から必要とされる　　　　　　　　　存在であり続けること、活力ある企業グループであり続けること

事業領域

ありたい姿

塗料事業　成長産業である塗料事業+これまでの　　　　　　　　　知見や経験を活かした新しい事業領域への挑戦

100年を超える歴史 大変動の時代へグローバル　　　　　　　　  化の進展取り巻く環境

ビジネスモデルインプット企業理念

使命目的
私たちは、塗料事業で培った技術
と人財を最大限に活かした製品・
サービスを通じて、人と社会の発展
を支えます。

価値観

経済価値

社会価値

16中計目標（2021年ターゲット）

心を豊かに彩る貢献

3カ年累計営業CF

調整後ROE

連結EBITDAマージン

連結売上高

地産地消の推進

地域独自の
強み活用

徹底した顧客
ニーズへの対応

基盤技術の応用と
先端技術開発

ベスト・プラクティス
推進

グループアセットの
共有と活用

優良な海外会社が
グループ経営に参画

新興国など
海外への積極展開

経営計画の
推進と達成

適切なガバナンス

多様性 グローバル化

技術力
地球を大切にする貢献

生活をまもる貢献

事業競争力の向上

■ 日本
■ インド
■ アジア
■ アフリカ
■ 欧州
■ その他

35％

20％
17％

9％

17％

2％

地域別売上高
（仕向地別）

2017 2018 2019 （年度）
0

10

20

30

40

50
（％）

46.0％ 46.2％
49.4％

技術バックグラウンド
研究開発費

6,582百万円

多様で多彩な人材
連結従業員数

16,459人

健全な財務基盤
自己資本比率

49.4％

HQとグループ会社による
経営の融合

グローバルを網羅する
事業展開

日本売上比率

海外売上比率

65％
35％

4,900億円
（年平均成長率+4.7％）

1,400億円の創出
（15中計期間累計営業CF比＋400億円）

15.5％超
（2018年度比+2.9％pt超）

10.0％超
（2018年度比+1.8％pt超）Oversea Excomの

設置と運営

日本
アジア

インド欧州

アフリカ その他

Oversea
Excom
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第16次中期経営計画とその進捗 

1.資本生産性・収益性の向上を伴う利益成長

2.事業競争力の向上

3.グループ総合力の向上

　関西ペイントグループは、2019年度から3年間を計画期間と
する第16次中期経営計画を推進しています。
　本中計の位置づけは長期的視点に立った、持続的な成長企業
になるための変革期です。
　2019年度は、16中計で掲げたマネジメントサイクルを回すた
めに、最初のアクセルを踏む年となりました。様々な構造改革に
着手しましたが、主な改革をご紹介します。

　2020年度以降、低収益資産整理による利益改善を見込みま
す。また、2020年度期初から、業績改善分科会は活動をはじめて
おり、ROICツリーによる業績管理も開始しました。
　2020年度のグループ総合力向上施策として、執行組織の変革
と海外マネジメントの再編を行う予定です。

　2020年度期初に複数設置した業績改善分科会は、20代から
40代の若手中心とした総勢82名の社員からなり、部門共通、部
門にまたがる課題について、部門横断全社視点で解決に取り組
んでいます。

重点方針

2021年タ−ゲット

目標

中計に対する進度

【業績】
連結売上高4,900億円（年平均成長率+4.7％）
連結EBITDAマージン15.5％超（2018年度比+2.9％pt超）
調整後ROE10.0％超（2018年度比+1.8％pt超）
3カ年累積営業CF1,400億円の創出

（15中計期間累計営業CF比+400億円）
【株主還元】
安定的・継続的な配当の実施

マネジメント・サイクル

16中計方針 2019年度の主な進捗

資本生産性・収益性の向上を伴う
利益成長

経営数値管理システム開発・導入
ROICツリー導入準備

事業競争力の向上
低収益資産を積極的に整理、
また全社課題解決を進める
業績改善分科会の設立を準備

グループ総合力の向上
取締役会と経営会議の役割分担
を明確に再定義し、監督と執行の
責任権限を明確化

　2019年度は、このサイクルを初めて動かした年として、グループリソースの分析から始まり、複数の低収益資産の整理を行いました。
2019年度の連結EBITDAマージンは、インド、アジア、アフリカ、北米の貢献により、前年度から0.9％pt改善し13.5％となりました。
2020年度は、このサイクルを加速し、ベストな状態で16中計最終年度を迎えることができるよう全力を尽くします。

収益性（EBITDAマージン・ROE）は目標に向けて着実に進捗
一株当り配当金は安定した推移
2018年度30円、2019年度30円

低収益資産の整理

短期業績改善

キャッシュ増加

稼ぐ力を高める
・売上拡大 ・利益拡大 ・効率UP

有望セグメントへの再投資
･事業 ･M&A ･アライアンス

経営資源再編
儲かるところに集中

規模の拡大

分析

FY2018 FY2019 FY2020 FY2021

売上高

4,274
4,069

4,900

FY2018 FY2019 FY2020 FY2021

EBITDAマージン

5,000

16

15

14

13

12

4,500

4,000

3,500

12.6

13.5

15.5超

（億円）

15中計累計 FY2019 FY2020 FY2021

営業CF

982

1,400
1,500

1,000

500

0

（億円）

（%）

FY2018 FY2019 FY2020 FY2021

ROE
11

10

9

8
8.2

（%）

8.7

10.0超

403

　ROIC導入についてはROICの数値目標をおくのではなく、あくまでもROEの数値目標をコントロールするための社内ドライバー
とすることを目的としています。具体的には、個社や事業部の業績計画から求められるROICを算出し、これをツリー分解していき、
部門予算や目標と実績を連動させていきます。
　主に四半期毎の予算管理をする中で、業績目標を達成するために必要な日常業務の見える化を行い、全体計画に不測の事態が生じ
た時にもたくさんのオプションの中から変化に対応しながら、最終業績を達成していくための方策を見出していきます。

　日本を含めたグループ全てを対象とし、定量、定性両面から過去、現在、将来を査定し、低収益資産であると判断した個社、個社内事
業、プロジェクト等の整理を着実に進めました。

　2019年度において、グループ総合力の向上の観点でも様々な改革を実行してきました。
　中でも、取締役会と経営会議の役割分担を明確に再定義し、監督と執行の責任権限を明確化したことにより、社外取締役、監査役会等の
監視が強化され、様々な提言を受け全体戦略の方向性や重要な意思決定の場面でしっかりとした議論がなされるようになりました。

対象 内容 利益押上げ効果 発現時期

第1弾

関西聖聯（中国） パートナーへの株式譲渡による撤退

年間合計約5億円

FY2020〜

PFPプロジェクト 撤退
KPR（ロシア） KPR休眠、事業はHeliosなどに引き渡し継続
関西投資公司上海（中国） 事業撤退 投資機能のみ
重慶ALESCO（中国） 休業→清算
KPE（UK） 事業停止

第2弾
KPME（中東） パートナーへの全株譲渡合意 ※ライセンス供与は継続 年間15億円
KPAL（南アフリカ） のれん一括償却 11億円（FY2020、FY2021Q1）

ナイジェリア パートナーへの全株譲渡合意 ※KPALブランドライセンス供与は継続 年間1億円

【ROICツリー導入】

【2019年度に実施した低収益資産の整理】

【業績改善分科会の設立】

分科会A 分科会 B 分科会 C
事業部

分科会D 分科会 E

経営企画部 ROICチーム 経営管理部

PLAN
個社・事業部目標 分類 部門予算・目標 進捗 前年 改善

DO CHECK ACTION

ROIC

利益率
KPI

KPI

KPI

KPI

実績

実績

実績

実績

実績

実績

実績

実績

計画

計画

計画

計画
回転率

経営機能の強化
●取締役会：執行に対する監督と全社課題
　　　　　（戦略・人財育成・ガバナンス）
●経営会議：執行最高意思決定機関

●戦　　　略 ：中期経営計画を唯一の会社目標とする。
●ガバナンス：監査室の機能強化。
　　　　　　 危機管理委員会の独立性強化。

海外子会社
ガバナンス強化

●従来の経営数値の一元化と共有のスピードのアップ、ROICツリーの見える化を可能とする、
　最先端のクラウド技術を使用したシステムの開発
●2019年12月末までに基本開発を完了し、テストやデータ移行を経て2020年度から本格運用

多様性の推進（Diversity）
●社外取締役（外国人・女性）増員
●外国人監査役

人財開発 ●経営人財早期選抜の検討

●人事企画部にダイバーシティ推進活動チームを設置
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事業概要

当期の概況
国内は、シェアアップや値上げなどの取り組みを推進しました
が、自動車生産台数が941万台（前年比△3.5％）と減少したこと
並びに塗料輸出が減少したこともあり、売上は減少しました。
海外は、中国における日系自動車メーカー向けの増加があった
ものの、インドの大幅な自動車減産のほか、アセアン地域も減
産影響を受け、売上は大きく減少しました。

今後の見通し
国内、海外とも新型コロナウイルス影響による自動車減産また
は需要停滞により、売上はその影響を大きく受けると見通して
います。しかしながら、中長期的にはグローバルベースでの自動
車生産台数は回復・拡大に向かうものと見通しており、引き続き
お客様との信頼関係をいっそう強固なものとし、供給責任を果
たしてまいります。

S W
O T

●高品質製品による付加価値向
上実現

●顧客ラインでの確かなサービ
ス・サポート力

●日系自動車メーカーへの高プ
レゼンス

●新興国における自動車生産台
数拡大

●非日系自動車メーカーへの供給
　拡大

●自動車のモデルチェンジなどに
伴うシェア拡大

●原材料価格高騰の際、価格転嫁  
が遅れ収益改善にラグがある

●グローバル展開において完全
な地産地消になっていない

●地域ごとにコスト競争力が異
なる

●自動車の素材変化による塗布
量の減少

●フィルムなど塗料に代わる代替
素材の出現

●カーシェアリングなどの主流化
による国内自動車販売台数減少

自動車分野

当期の概況
国内は、自動車保有台数の減少、車の保有から利用といった動き
により市況が低調に推移する中、高い競争力を持つ水性塗料の
拡販などに努めたものの、売上は前年を下回りました。
海外は、アフリカ地域の売り上げが伸び悩み、前年を下回りま
した。

今後の見通し
国内は、市場の縮小均衡が懸念されるものの、環境配慮型塗料
の拡販に努め、シェアアップの取り組みを推進してまいります。
また、当社グループが保有するオール水性塗料と調色システム及
びサービスサポートを組み合わせることにより、新たなビジネス
機会の創出も検討していきます。
海外は、既存ビジネスの強化を図るとともに、特に新興国におけ
る参入展開を進めてまいります。

S W
O T

●最先端の水性塗料による市場
での高いプレゼンス

●環境関連法令などに対応した
安全性の高い製品群

●圧倒的な色情報の保有に基づ
く、高度かつ効率的な調色力

●自動車保有→利用ニーズ変更に
伴う新たな事業機会の可能性

●新興国での自動車保有台数の
増加による市場拡大

● 軽補修サービスなどの主流化

●米・中などでの市場展開の遅れ
●非日系カーメーカー向けでの低
い認知度

●後発はシェア獲得・拡大が難しい

●車の安全性能向上による自動
車補修ビジネス自体の縮小

●環境規制などの強化による製
品・サービスへの急激な要求変化

●M&Aによるグローバルメーカー
参入で競合構図変化の可能性

自動車補修分野

当期の概況
国内は、堅調に推移していた自動車部品向けや産業機械向けな
どが下期に入り低調に推移したことにより、売上は前年を下回り
ました。海外は、中国の建設機械向けが、主要顧客の需要減少、
アフリカでの景気停滞の影響を受けたほか、欧州は通貨換算の
影響もあり、売り上げは減少しました｡

今後の見通し
国内、海外とも新型コロナウイルス影響による主要顧客の需要
停滞により、売上は、その影響を大きく受けると見通していま
す。しかしながら、国内・海外とも、当社グループが参入展開して
いない地域・分野はまだ多くあり、中長期的には事業展開規模、
領域の拡大も可能と見通しています。当社グループの強みである
高機能製品や技術や知見・経験などのグループ内共有、活用など
を進め、その実現を進めてまいります。

S W
O T

●幅広い事業分野への供給実績
に伴う多様かつ確かな技術力

●大手顧客への長期供給実績に
よる強い信頼関係

●需要拡大が期待される事業領
域での固有技術を保有

●新興国などの経済発展による
工業化加速に伴う需要拡大

●日系顧客の海外展開拡大に伴
う販売拡大

●グループ内技術の横展開による
収益向上や事業機会拡大

●原材料価格高騰の際、価格転嫁
が遅れ収益改善にラグがある

●事業領域・顧客が幅広く、個別
の対応が多くなってしまう

●抜本的な技術革新が起こりに
くい

●特定事業領域における圧倒的
プレゼンスを持つ競合の出現

● 地域ごとでのグローバルプ
レーヤーとの競争環境激化

●画期的な技術革新による新た
な競合の出現

工業分野

当期の概況
国内は、市場が堅調に推移する中、商品ラインアップの拡充、機
能性製品の拡販などに努めたこともあり、当社グループの売上
は増加しました。
海外は、インドでは価格競争が激化する中、需要数量の拡大が
続き、増収となったものの、アフリカ地域での経済低迷による需
要の減速影響を大きく受け、全体では減収となりました。

今後の見通し
短期的にはコロナ禍によるインドやアフリカ地域でのロック
ダウンによる事業停止の影響を大きく受けるものと見通してい
ます。
しかしながら、国内は、機能性製品の拡販や、顧客ニーズにマッ
チした商品展開、サービス・サポートなどにより増収を目指しま
す。海外も、当社グループが事業展開する新興国の経済は成長
が続き、需要拡大は継続すると見通しています。

S W
O T

● インド、アフリカなど、成長期待  
　の高い新興国地域でのプレゼ
ンス

●多様なグローバル製品ライン
アップ

●多様なビジネスモデルを保有

●新興国を中心とした中間層人
口拡大による需要拡大

● 機能性製品への注目度向上
● Eコマースなど販売チャネルの
変化

●米・中などへの市場展開の遅れ
●日本のインテリア市場における
対壁紙での塗料イメージの低さ

●後発はシェア獲得・拡大が難しい

●経済発展に伴う塗料以外の競
合製品・サービスの出現

●原材料価格高騰の際、価格転嫁
が難しい地域がある

●M&Aによるグローバルメーカー
参入で競合構図変化の可能性

建築分野
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　グローバルに事業展開を進める当社グループでは、2015年
より、以下を目的としたグループ内海外研修生制度（KPJ Training 
Program）を開始しました。

　これまで中国とアセアン諸国から計45名の研修生を受け入
れています。

　研修期間は基本1年間とし、入国前に派遣元のグループ会社
の担当者に日本での研修で何を学ばせたいかヒアリングを行
い、研修部署を決定。研修計画をしっかり立てた上で研修を実
施しています。生産系の研修では安全を意識した内容をメイン
に現場で直接指導を受け、日本の安全基準や品質を、技術系の
研修では、現地のグループ会社で必要とされている技術を日本
人の技術員より学んでいます。
　また、研修生は全員、関西ペイントの社員として受け入れら
れ、同じ職場の仲間として働いています。余暇や休日には日本
人社員と一緒に食事をしたり、観光に出かけたりすることで日
本の文化や習慣も学んでいます。

　帰国後の研修生は、現地で日系ユーザーの担当となる者もい
ます。その地域の現状を理解している研修生が現地ユーザーの
ニーズを直接聞くことにより、よりきめ細やかな対応が可能に
なります。このように、本研修を通して関西ペイントが日本国
内で培ってきた技術開発力や製造スキルなどをグループ会社
へ共有することにより、グループ会社全体のレベルアップを図
り、塗料を通じ、より豊かな暮らしを提供することができると
考えています。

　研修期間中、研修生は日本人社員と一緒に日常の業務を行い
ながら指導を受けています。
　時にはユーザー企業へ出向き、現場で起きている課題につい
ても一緒に解決に取り組んでいます。このように自ら進んで考
え行動する機会を持つことで技術の習得だけでなく人間的成
長にも役立っています。
　また、海外のグループ会社の文化や、考え方などに触れるこ
とによりグローバルな考え方や意識を持った日本人社員の人
材育成にも役立っています。

当期の概況
国内は、市場が堅調に推移した中、機能性製品の上市など拡販の
取り込みを進め、防食（鉄構）分野の売上はわずかに増加しまし
た。一方、船舶分野は、造船市場の低迷が続き、売上が落ち込み、
両分野合計でも売上は前年を下回りました。
海外は、アジアでの伸長があり、増収で着地しました。

今後の見通し
短期的な船舶分野の需要回復の見通しは難しいものの、防食分
野は塗装する職人不足に対応する省工程、省エネ、耐火などを切
り口に、顧客や社会ニーズに合致する製品拡販により増収を目
指します。
海外は、既存事業のほか、インフラ需要の獲得やJOTUN社との
グローバルアライアンスなどを活かした新規顧客獲得などを目
指します。

S W
O T

●省工程、省エネなどを実現する
製品とユーザーへの提案力

●ロングセラー製品（防食、船舶
用燃費低減製品）

●JOTUN社とのグローバルアラ
イアンス

●オイル＆ガス分野などインフラ
老朽化に伴うメンテ需要拡大

●国内大規模スポーツイベント
など特需への期待

●環境規制に伴う燃費低減に寄
与する製品需要の拡大

●グローバル規格に適合する製
品ラインアップの遅れ

●次世代船底塗料の開発遅れ
●世界ネットワークとしての一
体的ブランドが未確立

●顧客企業の業績悪化によるメ
ンテ費用圧縮

●亜鉛や亜酸化銅など、相場原料
の価格高騰による収益性圧迫

●グローバルメーカー（施主と
サプライヤー）の規格市場襲来

船舶鉄構分野

取り組みの概要

中長期的に社会にどんな価値を提供できるのか

強みのうちどんな内容・プロセスが
活かされているのか

・海外のグループ会社と日本の関西ペイントを、現場レベルで
  強くつなぎ、橋渡しとなれる人材を、日本で育成する。

・関西ペイントグループを発展させるために、各国の研修生同士、
  そして国内社員との強固な信頼関係を構築する。
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　当社グループでは、グループ内の改善活動や営業・人事など
多岐の業務領域に渡る好事例を共有し合うベスト・プラクティ
ス活動を推進しています。
　各国の活動内容は年1回のペースで集約され、選りすぐりの
好事例によるグループ全体での発表会も開催しています。
　発表会は2013年の第1回開催を皮切りに、これまで6回を重
ねてきました。テーマもスタート時の生産現場の改善活動を中
心とした内容から、サプライチェーン全体やマネジメント領域
をカバーするよう変遷してきています。
　発表会の開催形式も、各地域の経営層や責任者といった少人
数が一堂に会するスタイルから、テレビ会議などの活用で、多
くの社員が参加・聴講できる方式に変わっていくなど、進化し
てきています。
　また、発表会をキッカケに、その内容をグループ会社間で横
展開するための交流がはじまったり、テーマ以外の派生情報を
全社で共有し、地域ごとの改善活動と連携させるなど、活動を
日常業務に落とし込む取り組みも各地で工夫しながら推進さ
れています。

　塗料は、事業分野により国や地域ごとに求められるニーズや
スペックが異なります。
　当社グループはグローバルに事業展開していることにより、
結果として、出自の異なるビジネスモデルや多様なノウハウな
どを多く保有しています。
　これをグループ全体で共有することは、効率向上や開発ス
ピード向上のほか、多様なニーズや課題解決にスピーディかつ
柔軟に対応することにつながると考えています。
　そして、それを実践する人材についても、様々な知見や経験
の獲得、地域・文化の垣根を越えた交流が図られることで、多様
でグローバルな視点を持つ社員の育成に寄与すると考えてい
ます。

　100年に一度の大変革の時代と呼ばれる現代、お客様から求
められるニーズはもちろん、社会における解決すべき課題、一
員として対応していくべきことなども日々刻々と変化してき
ています。
　こういった状況において、グループとして連携し、多様な考え
方や立場を受け入れ、それをさらにより良いものにしていくと
いう取り組みは、人と社会の発展を支えるという当社グループ
の使命目的を果たすための持続性のある基盤であると言え
ます。
　私たちはこの基盤を活用し、事業を通じて社会にとって有益
な価値創造に取り組み続けていきます。

関西ペイントについて

取り組みの概要

　今回生み出した技術は自動車用途のみならず、様々な分野に
おいても適用が可能です。
　実際すでにこの技術の派生した塗料の開発も行っています。
これは、海外において社会問題となっている公共交通機関の落
書きに対応したもので、先の技術により表面を強固にし、汚れ、
薬品の侵入及び擦り傷を抑制するものです。この特性は落書き
だけでなく、いろいろな用途への適用の可能性も見出されてい
ます。
　今後もより汎用的に利用可能とするため、低温硬化、水性化
などの技術革新を進めると同時に、社会の変化、様々な業界の
変革に対応したソリューションを提供していきたいと考えて
います。

中長期的に社会にどんな価値を提供できるのか

　塗料は大きく分けて「美観」「保護」「機能」の3つの役割があり
ます。それぞれを満たすために塗料は様々な技術が必要となり
ます。これに対し、当社ではこれまでの様々な技術の蓄積があ
り、さらに新たな技術の構築も行っています。
　塗料における撥水撥油性の長期維持性は、有機物で形成され
るが故、光等による表面からの劣化が生じることが、従来から大
きな課題でした。また今回の研究開発においては、この課題をク
リアすることと同時に、自動車用塗料としての機能も維持する
ということも重要な課題でした。それに対し様々な検討を行い、
塗料コア技術である表面改質技術を進化させた有機無機ハイブ
リッド表面修飾技術と当社が有する自動車塗料のこれまでの蓄
積技術を融合させ、高いレベルでの機能維持を可能としました。

強みのうちどんな内容・プロセスが
活かされているのか

強みのうちどんな内容・プロセスが
活かされているのか

取り組みの概要

中長期的に社会にどんな価値を提供できるのか

塗膜表面を高架橋化

　当社の主力製品であります自動車用塗料においてこれまで、
耐候性、耐薬品性、耐擦り傷性、または高外観、高意匠など様々
な高機能化に向けた研究開発を行ってきました。
　これらの機能にアドオンする次の高機能化アイテムとして、
当社は、「CASE」と呼ばれる社会変化・技術革新の動きによる今
後の自動車業界の大変革、それに伴う価値観、需要者の変化

（シェアリング、個人→法人ユーザー）を捉え、メンテナンスフ
リーに着目し、Easy To Clean塗料の開発を行っています。
　この塗料は表面を撥水撥油性に長期間維持させることに
よって大気中の塵やほこり、衝突してくる虫汚れなど、様々な
汚染物の付着力を低減させることができ、簡易的な洗浄方法な
どで簡単に除去することができます。これにより、例えば、洗車
に関わる工数を削減でき、個人ユーザーは時間、法人ユーザー

は管理費を抑えることができるなどの価値を提供できると考
えています。
　現在、この塗料の機能をより高める研究開発を進めていま
す。今後の開発で進化したこの塗料により、物の価値をさらに
高め、自動車業界、新しい社会へ貢献していきます。

新規表面改質技術により塗膜表
面にシリコーンを固定化・高濃
度化させ、長期維持を実現

【対象の汚れ】
【施工後の効果】
【機能の特徴】
【メカニズム】

ダート、ダスト、虫
洗浄工数削減、新車状態の長期維持
撥水撥油性、長期持続
定着抑制

【対象の汚れ】
【施工後の効果】
【機能の特徴】
【メカニズム】

油性マーカー、落書きスプレー、薬品
洗浄工数削減、塗り替え不要
表面高架橋、耐擦傷性
浸透抑制

濡らさないから汚れない 汚染物質の浸透抑制

撥水撥油持続型 表面高架橋型

ベスト・プラクティス推進活動
03

TOPICS

02
Easy To Clean 塗料（開発中）

TOPICS

22
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ESGに関する取り組み

地球環境との共生

地球環境に関する会社方針

1. 人間・環境への影響を配慮した製品を提供する。
2. 人間・環境への影響を予測した事前対策をとる。
3. 環境・安全・健康に対する認識を高め社会に貢献する。
4. 環境・安全・健康に関する情報を開示・提供する。

　製品を使用されるお客様や原料となる化学物質を使用する従
業員の安全・健康の確保、また、製品の使用や事業活動により発
生する環境負荷の低減などを考え、関西ペイントでは「地球環境
に関する会社方針」を定め、これを基軸にレスポンシブル・ケア
活動を行っています。

目標項目 2019年度目標 2019年度実績 活動評価

製
品
環
境
安
全

製品からの
有害性物質の削減

①販売した製品中の鉛（Pb）量※1） 特殊用途以外の使用禁止
特殊用途も2020年までに廃止

特殊用途以外の使用禁止を維持
特殊用途の廃止も完了 目標達成

② 販売した製品中の六価クロム
　（Cr VI）量※2） 2003年度比　86％減 2003年度比　86％減 目標達成

③ 販売した製品※3）中の
　T・X・EB※4）量 2015年実績以下に抑える 2015年実績以下の量となった 目標達成

④ノニルフェノール類※5）の削減 使用量を0.3tに抑制
2022年廃止に向けた検討の実施 使用量は1.2t 目標未達成

環
境
安
全
衛
生

環境保全活動

①ISO14001活動 継続して実施する 継続中 目標達成

②環境会計の作成 継続して発行する 継続して発行 目標達成

③環境汚染
　の予防

1）環境測定値 基準値以内 基準値以内 目標達成

2）保全防災（火災、　　
流出等の発生） 工場敷地外への流出・火災　0件 工場敷地外への流出・火災　0件 目標達成

安全・衛生の確保

①労働災害発生件数 1日以上の休業災害　0件 1日以上の休業災害　1件 目標未達成

②海外関係会社の安全確保 海外関係会社の安全診断と同時
に、現地社員に安全教育を実施

安全診断実施
（インド・インドネシア）
安全関連英文資料配布

目標達成

操業時の
環境負荷の低減

①エネルギー消費量（原単位） 2018年度比　1.0％減 2018年度比　1.7％増 目標未達成

②CO2

　　排出量

原単位：焼却炉含
む生産部門 2018年度原単位以下に抑える 2018年度比原単位　1.7％増加 目標未達成

総量：焼却炉含む
生産・技術・本社部
門等

2013年度比　16.3％削減する 2013年度比　20.3％削減 目標達成

③廃棄物の発生量（原単位） 2018年度比　1.0％減 2018年度比　5.0％減 目標達成

④廃棄物の再資源化率 99％以上を維持 通期（平均）　100％ 目標達成

市
場
環
境
安
全

市場環境安全活動

① 国内外環境関連規制法に
　対する法令遵守実行

●国内各種環境関連規制に
  対する遵守体制の定着
●海外各国の環境関連規制に
 　対する市場展開に応じた 
　遵守体制の検討･構築

労働安全衛生法及びその特化則、
輸出貿易管理令、毒劇法等
関連政省令改正への対応

各項目とも
継続して実施②環境対応システムの充実 必要となるシステムの構築 ラベル・SDSに関するシステム

改訂

③PL苦情の発生0件 PL法に関連する苦情0件を
目指す

関西ペイント、関西ペイント販売、
関西ペイントマリン、カンペハピ
オとも0件

環境情報の公開

①「CSR報告書」の発行

継続して発行する 統合報告書を7月に発刊 目標達成

② 「Corporate Report」の発行

　2020年2月に、三委員会から、昨年策定のアレスエコプラン
2021の進捗や国内外の環境規制の動向をRC委員会の長である
社長はじめ経営層トップに報告し、より効果的かつ効率的な活
動となるようにこれからの取り組みについて議論しました。
　製品の環境負荷低減など製品開発に関わるRC活動について
SDGsとの関連を評価し、より充実させていくこと、国内に加え
海外関係会社についても安全・衛生対策を強化していくこと、な
どの指示が経営トップ層からありました。
　経営トップ層からの指示事項を基に、エコプラン目標の達成
に向け、RC活動を充実させてまいります。

レスポンシブル・ケア（RC）トップ診断

レスポンシブル・ケア（RC）活動の体制

環境保全方針 アレスエコプラン2021（2019年度目標と結果）

※1）鉛（Pb）量：鉛元素量
※2）六価クロム（Cr VI）量：六価クロム元素量

※3）製品：販売したシンナーを含む
※4）T・X・EB：それぞれトルエン・キシレン・エチルベンゼンの略称

※5）ノニルフェノール類：ポリオキシエチレンオクチルフェニル 　　　　
エーテル及びポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル

　上述の「地球環境に関する会社方針」を基に、製品の環境負荷
低減、環境負荷低減製品の普及、製品安全の確保、お客様への情
報提供、従業員の安全・健康の確保、事業活動における環境負荷
の低減など、レスポンシブル・ケアに関わる活動の目標・計画の
策定、進捗の管理を、製品環境安全委員会、市場環境安全委員会、

環境安全衛生委員会の三委員会で行っています。
　三委員会の上位組織であるRC委員会、RCトップ診断で各委
員会の活動目標・計画の承認、活動の進捗確認、計画の見直しを
行っています。

● 本社

● 開発センター

● 尼崎事業所

● 小野事業所

● 名古屋事業所

● 平塚事業所

● 鹿沼事業所

● 東京事業所

● 関係会社

RCトップ診断
社長・管掌取締役・監査役

RC（レスポンシブル・ケア）委員会
委員長：社長

事務局
品質・環境本部

健康・衛生分科会

中央環境安全衛生診断チーム

全社安全環境推進チーム

中央省エネ環境対策チーム

海外・関係会社環境安全推進チーム

環境安全衛生委員会
委員長：生産担当執行役員

市場環境安全委員会
委員長：営業担当執行役員

製品環境安全委員会
委員長：技術担当執行役員

環境管理活動
（ISO14001活動等）

見直し
Act

実施・運用
Do

アレスエコプラン

Plan

計画

チェック
Check

全
社
品
質
・
環
境
推
進
委
員
会
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ESGに関する取り組み

二酸化炭素排出量削減
　省エネルギー活動を進め、生産部門の二酸化炭素排出量は
2.5％減少しました。しかしながら、原単位では118kg-CO2/tに
なり、2018年度比で1.7％増加しました。

省エネルギーの推進
　各事業所で、節電の取り組み、生産の効率化などの省エネル
ギー活動により、生産部門のエネルギー使用量は2018年度比で
2.9％減少しましたが、原単位は2018年度比で1.7％増加しました。　　
　これからもエネルギーの効率的な使用に取り組んでまいります。

CO2排出量の推移 ✳︎焼却炉含む

30,000

10,000
2015 2016 2017 2018 （年度）

（t-CO2） （kg-CO2/t）

20,000

200

0

100

生産部門 CO2 排出量
技術部門 CO2 排出量

CO2 排出量（原単位）

11,700 12,000

25,700
24,300 24,700

23,700

11,400 11,000

127 119 118 116

2019

23,100

10,800

118

エネルギー使用量の推移

700

100
2015 2016 2017 2018 （年度）

（106MJ） （kJ/kg）

500

300

3,500

2,000

3,000

2,500

生産部門 エネルギー使用量
技術部門 エネルギー使用量

エネルギー使用量（原単位）

533
503 511 488

257 263 248 242

2,630

2,460 2,430 2,390

2019

474

239

2,430

水利用 廃棄物管理の推進

　2019年度の水使用量は、ある事業所で2018年度に深井戸工
事を行い地下水汲み上げ量が一時的に減少していたため、2018
年度比1.8％増加となりました。これからも設備の洗浄方法を工
夫するなど、今後も効率的な使用に努めます。

販売した製品中の六価クロム推移
　主に、鋼材を錆から守り、美観を保ちつつ被塗物を長く持たせ
る用途に六価クロム含有塗料が用いられています。
　より有害性の少ない材質に代替し、六価クロムの削減に努め
ています。
　2019年度は2003年度比86％減の結果となりました。

（2003年度を100とした時の相対量） 販売した製品中のT・X・EB量推移
　トルエン・キシレン・エチルベンゼンは、塗膜の仕上がりの良
さ、塗膜の乾燥性の速さなど優れた利点があり、古くから使われ
ているものです。塗料の成分でもこれらの3物質は大気中へ多く
排出されることから、当社では、大気排出量を抑える方法として
販売した製品中のT・X・EB量を管理しています。
　2019年度は、2015年度の実績を下回りました。

（2015年度を100とした時の相対量）

廃棄物発生量の推移（生産部門）

※訂正：2018年発行のCSR報告書で2017年度の廃棄物発生量を17,500トンと記載してい
ましたが誤りで、正しくは17,630トンです。

20,000

18,000

14,000

2015 2016 2017 2018 2019 （年度）

（t）

16,000

18,260

17,410 16,580

15,090

17,630※

廃棄物発生量

　廃棄物量の削減について、2019年度からアレスエコプランで
計画的に取り組むこととしたため、2019年度の廃棄物発生量は
2018年度に比べ9.0％減少しました。
　1999年度から継続している「廃棄物の再資源化99％以上」に
ついても、2019年度は達成しています。
　これからも、廃棄物の再資源化などを通じ、廃棄物発生量の削
減に努めていきます。

ノニルフェノール類の削減
　ポリオキシエチレンオクチルフェニルエーテル、ポリオキシ
エチレンノニルフェニルエーテルは水性塗料のキーマテリアル
として古くから使用されていますが、当社では水生環境への有
害性が知られてから、新規製品への使用を控える、含有原料をよ
り有害性の少ない物へ代替するなど、環境に配慮した活動を進

めています。
　一部の水性塗料では代替品の塗料性能が確保できず、切り替
え時期が計画から遅れ、2019年度はエコプラン2021の目標が
達成できませんでした。

（%）

2003 2015 2016 2017 20192018 （年度）

100

20

40

60

80

0

100

26
18 16 15 14

販売した製品中の六価クロム量の推移
（%）

2003 2015 2016 2017 2018 2019 （年度）

150

50

100

0

147

100 98 104 100 95

販売した製品中のT・X・EB量の推移

地球温暖化への対応

循環型社会への対応

　当社も限りある化石資源を消費し、地球温暖化の原因とされ
る二酸化炭素を排出しながら、お客様に供給する製品を生産し
ています。

　生産段階でのエネルギー消費や二酸化炭素排出量を抑制する
努力を積み重ねることも製造メーカーとしての責務と捉え、日々
の節電や設備更新時の省エネルギー対策に取り組んでいます。

　有害性が特に高い物質や製造事業所からの排出量の多い物質
は、塗料の使用者や製造者、環境へ悪影響を及ぼすおそれがあり
ます。

　この影響を少しでも減らしていくべく、使用量の削減や抑制
について、中期経営計画に合わせた計画を策定し、負荷低減に努
めています。

水使用量の推移

（千m3）

2015 2016 2017 2018 2019 （年度）

800

600

400

200

0

総計

195

53

537

172

35

510
204

37
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39

511 520

上水道水 地下水 工業用水

303 344 291

162

41

317289
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ESGに関する取り組み

研究開発・生産

使用（顧客）

原材料購入

エネルギー投入量

水資源投入量

燃　料

上　水 0.9×105ｍ3

地 下 水 3.4×105ｍ3

工業用水 1.6×105ｍ3

水総使用量 5.9×105ｍ3

LPG 2.2×102ｋＬ

灯　油 0.5×103ｋＬ

電　力 4.9×107ｋWｈ

都市ガス 6×106ｍ3

Ａ 重 油 5.9×102ｋＬ

輸送時のＣＯ2 排出量 7,613t-CO2

廃棄物（容器等）

CO2 排出量 33,900ｔ-CO2

NOx 排出量 2.4ｔ

SOx 排出量 5.5ｔ

COD 排出量 0.6ｔ

廃棄物発生量 17,400t

廃水処理量 10,500t

廃棄物等の排出量 21ｔ

化学物質排出量 81ｔ

回収・リサイクル

物　流

INPUT

INPUT

OUTPUT

OUTPUT

OUTPUT

エネルギー投入量 事業活動で使用したエネルギー量

水資源投入量 事業活動で使用した水の量

廃棄物発生量 事業活動により発生した廃棄物の量（廃水を除く）

廃棄物等の排出量 事業活動により発生した廃棄物等の外部中間処理及び外部最終処分した量

CO2排出量 事業活動により排出するCO2の量

SOx排出量 事業活動により排出するSOxの量

NOx排出量 事業活動により排出するNOxの量

化学物質排出量 事業活動により大気へ排出する化管法PRTR届出対象物質の量

廃水処理量 事業活動により排出する水の量（廃水処理した量＋焼却処理した量）

COD排出量 排水処理した量に排水中のCOD濃度を乗じて求めた量

燃料 トラック輸送により使用する軽油

輸送時のCO2排出量 トラック輸送による燃料使用量から求めた量（計算値）

　当社では、製品や原材料を使用するお客様や従業員の安全・健
康の確保、製品による環境負荷の低減のため、化学物質の危険・
有害性を考慮し、製品への使用を禁止する使用禁止物質、新規設
計への使用や用途を制限する使用制限物質などを定めています。
　原料メーカーから提出されるSDSや原料見本説明書の情報か
ら、これらの禁止物質・制限物質が製品に配合される原料に含ま
れていないかを原料登録及び製品配合作成の前に確認し、安全・

健康の確保ができない状況や環境負荷が懸念される場合は製品
に使用しないようにしています。
　また、新規の原材料を取り扱う際や既存の原材料の取り扱い
が変更される際には、労働安全衛生法で要求されるリスクアセ
スメントを技術担当者、生産担当者が実施し、より安全に取り扱
えるように使用環境に応じた工夫を行っています。

原材料探索 原料登録

可

はい

はい

はい はい

はい

否

いいえ

製品設計

製
品
配
合

危
険
・
有
害
性
原
料

いいえ

いいえ いいえ

使用制限
原材料？

再検討

危険・有害性物質
使用制限物質
含有？

使用禁止物質
含有？

一
般
原
料

製品使用
可否審査

原料登録
可否審査

原料情報の
入手

・SDS
・原料見本
  説明書 等

新
規
原
料

既
登
録
原
材
料

使
用
制
限
原
料

マテリアルバランス 化学物質管理
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ESGに関する取り組み

快適かつ安心な暮らしへの貢献

サプライチェーンマネジメント（Sustainable procurement）　
　研究開発、資材の調達、製品の生産、販売・流通に至る全ての事
業活動や製品の使用・廃棄に至る全ての段階において、従業員、
付近住民、顧客などの人の健康と安全に留意し、次のような取り
組みを実施しています。

　近年、風水害によるサプライヤーの被災等に起因する資材の
供給問題が多発している現状を踏まえ、全サプライヤーについ
て地震・風水害・火山等に対するリスクアセスメントを実施いた
しました。
　リスクが高い結果となった上位50社のサプライヤーに対し
て、BCM（事業継続マネジメント）に関するアンケートを実施し、
回答を得ました。
　今後、BCMへの対応が不充分なサプライヤーと協議し、対応を
進めていただくとともに資材の供給問題が発生した場合の対応
についてさらなる強化を進め、資材の安定調達を推進いたし
ます。

お客様との関わり
　2019年11月、学校教育の現場の健康・福祉対策として、神奈川
県の海老名市立海老名小学校で、当社グループの機能性製品で
ある漆喰塗料「アレスシックイ」を塗布した「接触感染対策テー
プ」をご採用いただきました。
　漆喰塗料が有す抗菌・抗ウイルス機能にご期待いただき、イン
フルエンザ対策としてご採用いただいたもので、製品は教室扉

や手すりなど、大勢が頻繁に触ることで接触感染が懸念される
部位へ貼付施工されました。また、生徒の方々は施工風景にも関
心を持たれ、接触感染対策の意義や重要性の理解にもつながり、
手洗いの励行が定着したといった副次的な効果も得られたとの
ご評価もいただきました。

　社是第一項の「会社の信用を重んじ、顧客に満足される製品を
供給することによって社会に貢献する。」でも述べているとおり、
①環境に配慮し安全に操業するとともに、品質の安定した製品
やサービスをお客様に供給し続けること、②私たちの作るもの
を通して「生活を豊かで快適にまもること」、「心を豊かに彩る
こと」を社会の皆様に提供し続けること、が私たちの CSR の

基本です。
　私たちグループ内はもちろんのこと、私たちを取り巻く皆様
と「和」、「尊重」、「協調」を図りながら、CSRの基本を元に、人や社
会の発展を支え続けられるよう、企業活動を進めてまいります。

物流業者・顧客への製品安全情報の提供
 塗料はご使用いただく方のところで、塗膜となり、初めてその 
機能を発揮します。
　安全な製品も、使用方法を間違えず正しく使用されなければ、 
事故につながりかねないため、SDS（安全データシート）、ラベル 
などで製品の危険有害性や取り扱い上の注意など、安全に取り 

扱っていただくための情報を提供しています。 　
　SDSやラベルは、関係法令や JIS規格をはじめ、業界団体であ
る （一社）日本塗料工業会発行のガイドブックに準拠して、作成
しており、安全にご使用いただくために必要な情報を適宜追記
し、ご使用者の方々に提供してまいります。

取引先におけるISO14001認
証など環境マネジメントシス
テムの構築・整備状況の調査
など

取引先のグリーン度調査
公正かつ適正な取引条件設定
知的財産を考慮した調達
取引先機密情報の守秘

法令遵守への対応

原材料内化学物質情報把握と
管理
ELV、REACH、化審法等の遵守
紛争鉱物を使用しない調達

原材料管理
非人道的な行為の禁止
従業員団結権、職場の安全を
維持しているサプライヤーと
の取引

人権尊重及び労働環境

地球環境・安全への配慮
持続可能な地球環境保全への留意、地球環境に配慮した調達活動

CSRの考え方 サプライチェーンマネジメントの推進

商品・サービスの価値向上

製品・サービスの安全

上述の考え方に基づき、研究開発、資材の調達、製品の生産、販売・流通に至る全ての段階において基本方針を定め、
それに基づく規程や要領、体制や取り組みなどを整備し、事業活動を進めています。

快適かつ安心な暮らしへ貢献するための基本方針

・人間・環境への影響を配慮した製品供給
・人間・環境への影響を予測した事前対策
・環境・安全・健康に対する認識向上と社会貢献
・環境・安全・健康に対する情報開示・提供

・商品企画ー基本設計ー適用設計ー商品化ー生産ー販売~市場評価という
  各ステップにおいて所定の項目について節目管理を実施

・公正・公平な取引と購入先決定
・適正品質の確保及び安定供給
・法令・社会規範遵守 
・地球環境・安全への配慮（グリーン調達推進）
・知的財産権などの尊重および情報管理
・人権尊重及び労働環境

・従業員の安全と衛生の確保、及び作業環境の快適化の推進
・危険物等に起因する災害の防止
・周辺地域の環境の保全

・社是「会社の信用を重んじ、顧客に満足される製品を供給することによって  
　社会に貢献する。」に基づく方針策定
・要求事項への適合及び品質マネジメントシステムの有効性の継続的改善に
　対するコミットメントの宣言を組織全体へ周知

・新製品の市場展開や新規原材料の使用にあたる安全確認審査実施による
　安全な製品の提供
・関連法令、JIS規格、ガイドラインなどの準拠した安全にご使用いただく   
　た　めの情報の作成と提供

RC（レスポンシブル･ケア）委員会
RC（レスポンシブル･ケア）トップ診断

デザインレビュー（設計審査）など

CSR調達

中央環境安全衛生診断
（トップによる安全衛生活動状況の確認）

全社品質・環境推進委員会（4回/年）など

SDS（安全データシート）、ラベルなど
による安全のための情報を提供

全　般

開　発

調　達

生　産

販　売

流　通

段　階 方針などの内容 体制や取り組み
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ESGに関する取り組み

働き方改革
　長時間労働を防止するとともに、仕事と子育てや介護を両立
できる柔軟な働き方ができる環境を整備することで社員のやり
がいや達成感の創出につながるものと考えています。

時間外勤務
　時間外勤務については従来より、労働基準法で定められた上

限基準を下回る水準で、労働組合との間で時間外労働協定を締
結しています。
　近年の5事業年度における、当社社員一人あたり（労働組合員）
の平均時間外労働時間数/月は以下のとおりとなっています。

　関西ペイントでは人の成長にとって最も大切な「意欲」を向上
させることを目的とした5つのテーマを設定しています。

　初めての子育てなので、出来るだけ
じっくりと子供に向き合いたいと思っていた私には、育児休業は
大変有り難い制度でした。現部署では初めての取得者でしたが、
多くの人が親身になってくれたこともあり、心配事を全て解消し
た上で安心して休業に入ることが出来ました。保育園入園の関係
で休業期間の延長の措置も受けることができ、感謝しています。復
帰後は時短勤務・フレックス・テレワークなど駆使して、かなり柔
軟に仕事ができており、私も家族も大変助かっています。今後、さ
らに利用者が広がり、もっと便利な制度になっていくであろうと
期待しています｡

経営推進本部  経営企画部
北原　有紗

育児休業 取得者の声VOICE

人材育成の考え方としくみ

社員のやりがい・達成感の創出

ダイバーシティの推進

体系的に構築された研修制度

人権週間における人権啓発推進活動
　当社は国連により採択された「世界人権宣言」を尊重しており、
この宣言が定める毎年12月4日〜12月10日の「人権週間」には人
権啓発推進のための活動を行っています。

企業の立場からの人権問題へのとりくみ
　大阪同和・人権問題企業連絡会、東京人権啓発企業連絡会、大
阪市企業人権推進協議会に加盟することで、各会の事業や行政
が開催する研修会に積極的に参加しています。　　　　　　　

地域社会との連携・貢献　
　例年、R&D拠点である開発センター（神奈川県平塚市）近隣の
小中学校へ塗料を提供するとともに、当社OBを含む技術指導者
が参加して共同で塗装を行うなど、地域との交流を深めています。

労働安全衛生活動
　当社では会社の財産である従業員（人材）一人ひとりが安全で
健康に仕事ができるよう、中央環境安全管理者（生産本部長）と
専門家チームによる中央環境安全衛生診断をはじめとして、様々
な労働安全衛生活動に取り組んでいます。
　前年度に続いて休業災害（休業1日以上）ゼロ件を目指しまし
たが、2019年度は1件の災害を発生させてしまいました。
安全活動内容の改善を繰り返し、一人ひとりが危険に気付き、仲
間同士で相互注意のできる文化を醸成し、グループ全体の災害が
ゼロになるように取り組んでいきます。

女性活躍推進活動
　2016年度よりスタートした女性活躍推進活動ですが、今年は
社員の意識改革につながる講演会を開催しました。女性が長く
勤められる環境は整いつつありますが、女性がキャリアアップ
するための支援はこれからです。まずは、女性がしっかりキャリ
アビジョンを持ち、成長する覚悟を決めることが重要です。　　

仕事と生活の調和を実現するための環境整備
　育児に携わる社員のための制度として、育児休業制度のほか、
小学校卒業までの短時間勤務制度など、仕事と子育ての両立支
援を進めています。

講演会風景（他社より講師招聘）

人権尊重とコミュニティとの調和

健康・安全の確保

多様性への対応
当社の人事制度（基本理念）

※OJT:On the Job Trainingの略。日常業務につきながら行う教育訓練

幹部管理者研修
中間管理者研修
監督者研修
中堅社員研修
新人社員研修  （教育実習）

社
外
セ
ミ
ナ
ー

職
業
訓
練

共
通
研
修

︵
Q
C
安
全
等
︶

︵
教
育
の
基
本
︶

選
抜
型
研
修

国
際
化
研
修

職
能
別
研
修

O
J
T

学校における塗装の様子

労働災害　強度率の推移

※1,000延べ実労働時間当たりの延べ労働損失日数

労働災害（休業）　度数率の推移

※100万延べ実労働時間当たりの労働災害による死亡・休業者数

鹿沼事業所　地震救護訓練

　関西ペイントは、時代の変化に柔軟に対応できる新しい人材
育成のため、それぞれの能力を十分に発揮できる環境をつくり、
組織がまとまって活性化し、大きなパワーとなるよう「個人と組
織の活性化」を図ります。
　また、全社員が自ら考え行動し、その行動に責任を持ち、それ

が公正に評価されることによって、積極的で主体的な風土を醸
成する二つのじりつ「自律と自立」を目指します。
　この二つのポイントを人事制度の基本理念とし、あくまでも

「人」を中心として、魅力に溢れ、かつ競争力のある企業体を追求
します。

通信教育援助
図書

雑誌斡旋等

自己啓発
関西ペイントの
人材育成

長期人材育成制度
自己申告

適性発見ローテーション
能力開発ローテーション

組織風土の変革
CIの推進

全社体質改善運動
小集団活動・提案制度

職務拡充
職務の拡大
職務の充実

研修制度
OJT

OFF JT

2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度

6.4 8.4 5.3 5.0 5.1

健康管理
　当社グループの健康管理に取り組む専門組織として「環境安
全衛生委員会」の中に「健康・衛生分科会」を設けて活動を進め 
ています。「心の健康づくり計画」に基づきEAP（Employee 
Assistance Program：従業員支援プログラム）サービスを活用
し、メンタルヘルスケアの向上に努めています。
　また、定期健康診断後の有所見者フォロー制度を実施し、社員
の健康管理・増進に努めています。

対象 内容

新入社員 セルフケア

新任管理者 ラインケア・セルフケア

新規海外赴任者 セルフケア

管理者 ラインケア・ハラスメント

以下のメンタルヘルスケアを実施しています。

0.75

0.50

0.25

0

2015 2016 2017 2018 2019（年度）

（度数率）

0.30 0.30

0.61

0.00 0.00

0.14

0.12

0.10

0.08

0.06

0.04

0.02

0

2015 2016 2017 2018 2019（年度）

（強度率）

0.002 0.000 0.000 0.002

0.120
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ESGに関する取り組み

適切なガバナンス

これまでの当社のコーポレート･ガバナンス強化の取り組み
　当社は、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に
資するため、また株主・従業員・顧客・取引先・地域社会をはじめ
とする様々なステークホルダーとの共存・共栄のために、各種法

令、上場規則の改正及び社会・経済環境の変化へも適応しつつ、
引き続きコーポレート･ガバナンスの強化を図ってまいります。

2013年 社外取締役 1名選任

2015年
社外取締役 2名選任（女性1名含む）
持株会を用いた業績連動報酬制度導入

「コーポレートガバナンス・コードに対する当社の方針及び取組」を策定・開示
2016年 評価委員会を開催、取締役会の実効性評価と、取締役及び執行役員の業績評価を実施

2017年

指名委員会を開催、同年の株主総会に上程する取締役候補者につき審議
定款を変更し取締役の任期を2年から1年に短縮
外国人取締役 1名選任（社内）
持株会を用いた業績連動報酬制度に代わり信託型の業績連動型報酬制度導入

2018年 100周年を機に新たな企業理念を策定
2019年 社外取締役 3名選任（外国人・女性含む）→取締役会の員数の1/3

コーポレート・ガバナンスの基本方針と考え方 コーポレート･ガバナンス

選任・解任 選任・解任 選任・解任

選定・監督

監査

会計監査

連携 内部監査

危機管理委員会

情報管理委員会

経営会議

評価委員会

指名委員会

株 主 総 会

コンプライアンス推進委員会

監 査 役 会
社内
監査役

社外
監査役

執行役員

各部門、関係会社

経営監理委員会

代表取締役社長

取 締 役 会

社内取締役 社外取締役

内部統制室会計監査人

　当社は以下のコーポレート・ガバナンス体制で経営の透明性と健全性を確保しています。

コーポレート・ガバナンス体制

当社の取締役会・監査役会
　当社の取締役会は、取締役の員数、社内外の比率、及び社内取
締役における生産・営業・調達・技術・管理といった職掌間のバラ
ンス並びに社外取締役の知識・経験・専門性等を考慮して構成し

ております。また監査役会は、常勤監査役と独立性・専門性を有
する社外監査役で構成しております。

属性 地位 氏名 担当及び重要な兼職

社内

代表取締役社長 毛利　訓士
代表取締役 専務執行役員 古川　秀範 生産、技術、調達管掌 兼 技術企画本部長
取締役 常務執行役員 寺岡　直人 営業管掌 兼 塗料事業部長 兼 関西ペイント販売（株）代表取締役社長
取締役 常務執行役員 吉田　一博 管理管掌
取締役 常務執行役員 西林　均 経営推進管掌

独立社外 社外取締役 吉川　恵治 （独立役員）指名委員会委員長、評価委員会委員長
独立社外・女性 社外取締役 安藤　知子 （独立役員）指名委員、評価委員、プレス工業（株）社外取締役（監査等委員）

独立社外・外国人 社外取締役 ジョン P. ダーキン （独立役員）指名委員、評価委員、
（株）ジョンマスターオーガニックグループ取締役

社内
常勤監査役 青柳　彰
常勤監査役 長谷部　秀士

独立社外 社外監査役 東　誠一郎 （独立役員）指名委員、評価委員、日本製鉄（株）社外取締役（監査等委員）、
芦屋大学客員教授、公認会計士

独立社外・外国人 社外監査役 コリン P.A. ジョーンズ （独立役員）指名委員、評価委員、マンパワーグループ（株）取締役、
弁護士（ニューヨーク州、グアム準州）、同志社大学教授

取締役・監査役の一覧（2020年7月1日時点）

コーポレート・ガバナンスの実効性を補完する取り組み
　当社ではコーポレート・ガバナンスの実効性を補完するうえで、以下の取り組みが重要だと考えております。

【コンプライアンスに関する方針】
　当社では、法令等の遵守はもとより、企業としての社会的責任
を果たすため、「利益と公正」を企業活動の基軸とする行動指針
を明確に打ち出しています。また、各職位・職掌に応じた教育を
継続して実施しています。コンプライアンス違反に対しては、相
談窓口を社内及び社外に設置し、正確な情報収集と開示により、
適正に対処しています。

【危機管理に関する方針】
　当社では、経営に重大な影響を及ぼす危機への対応や予防の
徹底を図るため、危機管理委員会を設置するとともに、想定され
る各種の危機に対応するため、規程を設けて、危機管理体制を構

築しています。また、各種のリスク情報をいちはやく入手し、必
要に応じて適時注意喚起を行い、状況の把握と適切な対応を講
じるべく、危機管理体制の運用と維持に努めております。

【情報管理の方針】
　当社では、事業活動の適法性を維持し、効率的な運営を図るた
め、必要な情報を適正に処理・収集し、その結果もまた適正に記
録し、保管しています。また、事業活動の透明性を高めるため、企
業秘密と認められるものを除き、法令などで定める事項、企業経
営に関する重要な情報、事業活動に関わる社会にとって有益な
情報を正確かつタイムリーに開示するよう努めています。

　当社グループは、「塗料事業で培った技術と人財を最大限に活
かした製品・サービスを通じて、人と社会の発展を支える」こと
を企業理念における使命目的としております。
　当社グループのコアビジネスである塗料事業を通じて、顧客
の満足を得ることが当社グループの存立基盤であり、その実現
によって「利益」がもたらされることによる企業価値の向上が、
株主をはじめとする取引先、従業員、地域社会等、当社グループ
のステークホルダーに貢献しうるものと考えております。
　コーポレート・ガバナンスは、企業価値の向上を継続的に実現

するために、重要な経営課題と位置づけており、企業活動の基軸
として定めた「利益と公正」を当社グループの役員及び全従業員
に浸透・実行させるため、諸施策を講じて充実を図っております。
　なお、当社は、証券取引所の定める「コーポレートガバナンス・
コード」の全ての原則に対する、当社の方針及び取組を開示して
おります。詳細につきましては、当社ホームページの下記URLを
ご参照ください。

「コーポレートガバナンス・コードに対する当社の方針及び取組」
https://www.kansai.co.jp/ir/governance/policy/

3433

INTEGRATED REPORT 2020



ESGに関する取り組み

【社内取締役の報酬】
　社内取締役の報酬は、基本報酬、業績連動報酬及び業績連動型
株式報酬で構成されております。
　基本報酬は取締役の役位及び職務内容ごとに定めた固定額の
金銭報酬としております。業績連動報酬は役職ごとの方針は定
めておりませんが、会社業績及び取締役各々の個人の業績・成果
等を総合的に勘案し、評価委員会で審議した結果に基づき、前年
の業績連動報酬額を加算または減算した額を支払う金銭報酬で
す。業績連動型株式報酬は、役位及び毎事業年度の会社の業績目
標（EBITDA等）の達成度等に応じて、ポイントの付与を行い、付
与されたポイントの累積値に相当する当社株式等の交付等（ま
たは「当社株式の交付及び当社株式の換価処分金相当額の金銭
の給付」）を取締役等の退任時に行う制度です。詳細は2017年5
月12日公表の「当社取締役等に対する業績連動型株式報酬制度
の導入について」（https://www.kansai.co.jp/ir/disclosure/）

をご参照ください。なお、業績連動報酬及び業績連動型株式報酬
については、任意の諮問委員会である評価委員会（代表取締役・
社外取締役・社外監査役で構成）において、取締役及び執行役員
の各々の業績評価、役員報酬を審議し、その結果を踏まえて取締
役会で決定しております。同委員会は、委員長に社外取締役を選
定し、より公正で透明性の高い体制としております。

【社外取締役の報酬】
　社外取締役の報酬は職務内容を勘案し、固定額の基本報酬を
中心とし、業績連動報酬及び業績連動型株式報酬は対象外とし
ております。

【監査役の報酬】
　監査役の報酬は、常勤・社外の別に応じた職務内容を勘案し、
固定額の基本報酬を中心としております。

役員報酬
　当社の役員報酬は地位に応じて以下のような構成としております。

社長経験者の相談役・顧問について
　当社では、相談役・顧問制度を設置しております。多忙な現任の役員に代わり、業界団体や取引先との対外活動を行うことがありま
すが、経営には関与しておりません。

コンプライアンス遵守

腐敗防止・贈収賄防止の取り組み
　当社では、これらの取り組みの基準として、企業行動基準のなかに、以下の項目を設けています。

コンプライアンスを確保するための取り組み

【独占禁止法遵守に関する行動基準】
　当社においては、独占禁止法に抵触するいかなる行為も禁止
している旨を定めた行動基準です。我が国の独占禁止法のみな
らず、海外においては当該国の同等の法令を遵守する旨も定め
ております。

【取引先、関係先との付合いに関する行動基準】
　官公庁及びこれに類する公的団体の役職員に対しては贈答や
接待を行わない等、贈収賄等の法令に抵触する行為をしない旨、
並びにそれ以外については社会的な常識の範疇で行動すること
を定めた内容です。海外においても各国の慣習、法令等を理解し
て行動する旨も定めております。

　今後もコンプライアンス研修を継続的に実施し、継続して社員の意識向上に努めてまいります。なお、贈収賄等の法令違反は過去か
ら一件も発生しておりません。

腐敗防止

【内部通報制度】
　当社では内部通報用窓口（ホットライン）を設けており、従業
員から通常の組織を経由せず、通報内容が直接コンプライアン
ス推進委員会に伝わる体制を設けています。また、当社ホットラ
インは、経営陣から独立して運営されています。情報提供者の秘
匿と不利益取扱いの禁止を明文化しています。
　2019年度は国内グループ会社を対象に含む形で、外部にも通
報窓口を設置いたしました。

【ポケットブックの配布】
　当社は、全従業員に『企業倫理ポケットブック』を配布すると
ともに、継続的にコンプライアンス教育を実施し、従業員の意識
の向上に努めています。

【コンプライアンス教育の実施】
　当社では、新入社員教育及び新管理職研修において、コンプラ
イアンス一般についての教育を継続して実施するとともに、営
業部門や海外赴任予定者向けに、競争法や汚職防止などに的を
絞った研修も行っています。また、特にインサイダー取引につき
ましては、年4回社内のイントラネットで注意喚起及び周知徹底
を図っています。

区分 報酬等の総額 基本報酬 業績連動報酬 業績連動型株式報酬 対象となる役員の員数（人）
社内取締役 309 148 132 29 10
社内監査役 66 66 ー ー 2

社外取締役・監査役 52 52 ー ー 7

（単位：百万円）

任意の諮問委員会
　当社では、任意の諮問委員会として、コーポレート・ガバナンスの強化を目的とし、以下の2つの諮問委員会を設け、活動を行ってお
ります。

【評価委員会】
　代表取締役2名、社外取締役3名及び社外監査役2名（委員長：
社外取締役）で構成しております。

（1）取締役会の実効性の評価
　取締役会出席メンバーである取締役及び監査役に対し、取締
役会の運営についてアンケートを実施し、その結果につき評価
を行いました。社外役員の視点から、今後改善すべき点として挙
げられた事項については、今後も改善を図ることとし、取締役会
の実効性の向上に努めてまいります。

（2）取締役及び執行役員の前年度の業績評価と業績連動報酬
　　（金銭・株式）の審議
　取締役及び執行役員の前年度の業績評価及び役員報酬を審議
いたしました。業績連動報酬（金銭・株式）の算定の基礎となり
ます。

【指名委員会】
　社外取締役3名と社外監査役2名（委員長：社外取締役）で構成
しております。
　第156回定時株主総会第2号議案「取締役8名選任の件」を上
程するに当たり、代表取締役から提出された候補者について審
議し、全員一致で同意し、その後の取締役会で、同内容を同総会
に上程することを決定いたしました。
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財務情報

主要連結財務情報の推移

項目 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

売上高（百万円） 236,984 256,590 294,053 320,453 349,333 328,118 330,235 401,977 427,425 406,886

分野別売上高（百万円）

　自動車 79,935 78,604 89,338 100,871 111,015 103,256 103,431 111,235 112,985 104,981

　自補修 14,054 17,239 20,020 20,601 21,054 19,640 19,372 23,262 24,097 21,735

　工業 64,517 67,137 75,031 81,944 87,309 81,888 83,448 111,887 122,193 114,782

　建築 46,025 61,151 77,103 83,232 93,532 83,221 86,670 103,550 112,310 109,374

　船舶鉄構 19,274 18,801 19,097 18,999 19,893 22,440 20,793 22,586 22,081 22,462

　その他 13,178 13,657 13,461 14,804 16,528 17,670 16,519 29,455 33,758 33,550

地域別売上高（百万円）

　日本 146,808 145,223 146,900 154,287 154,004 155,367 151,416 155,552 159,339 155,078

　インド 40,409 42,091 50,075 54,956 69,521 65,800 74,694 83,432 86,922 81,697

　アジア 40,169 36,623 50,100 59,548 66,232 58,897 56,623 63,300 63,828 60,176

　アフリカ − 21,718 32,105 34,801 39,543 29,251 28,026 35,132 39,446 35,742

　欧州 9,100 − − − − 17,772 16,830 59,098 71,934 68,168

　その他 496 10,933 14,870 16,860 20,031 1,029 2,643 5,461 5,954 6,021

海外売上高比率（％）　 42.6% 47.2% 53.4% 55.6% 59.6% 57.6% 58.9% 65.3% 66.1% 65.0%

営業利益（百万円） 21,101 19,315 24,171 29,636 31,580 34,772 35,310 35,802 32,306 31,510

売上高営業利益率（％） 8.9% 7.5% 8.2% 9.2% 9.0% 10.6% 10.7% 8.9% 7.6% 7.7%

経常利益（百万円） 23,534 21,446 28,353 35,471 37,725 39,714 40,025 33,241 34,838 34,874

地域別経常利益（百万円）

　日本 12,494 12,903 15,562 18,347 17,760 21,469 23,535 19,051 19,552 18,153

　インド 4,935 4,888 5,423 5,392 7,799 9,195 11,622 13,366 11,051 10,268

　アジア 5,390 3,204 5,703 8,363 8,293 7,651 6,569 431 5,398 5,456

　アフリカ − 14 476 1,186 1,443 -594 -3,732 -4,965 -4,043 -2,967

　欧州 418 − − − − 703 1,024 4,395 2,360 2,719

　その他 295 435 1,185 2,180 2,428 1,289 1,004 963 518 1,243

　調整額 0 1 1 − − − − − − −

売上高経常利益率（％） 9.9% 8.4% 9.6% 11.1% 10.8% 12.1% 12.1% 8.3% 8.2% 8.6%

当期純利益（百万円） 12,675 13,996 17,758 21,560 20,409 28,343 24,168 17,701 17,405 18,477

EPS（1株当たり当期純利益）（円） 47.73 52.70 66.62 80.91 76.61 106.41 93.16 68.80 67.68 71.87

ROE（自己資本当期利益率）（％） 7.7% 8.3% 9.6% 10.2% 8.3% 10.9% 9.5% 6.7% 6.4% 6.9%

配当性向（％） 21.0% 19.0% 18.0% 18.5% 19.6% 17.9% 23.6% 39.2% 44.3% 41.7%

1株当たり配当額（円） 10.00 10.00 12.00 15.00 15.00 19.00 22.00 27.00 30.00 30.00

設備投資額（百万円） 6,277 13,559 18,867 15,509 13,034 11,443 13,617 16,782 23,018 13,949

研究開発費（百万円） 5,582 5,184 5,141 5,268 5,323 5,046 5,297 6,592 6,547 6,582

減価償却費（百万円） 6,976 7,167 6,984 8,446 10,289 9,742 10,153 13,176 13,917 14,482

営業活動によるキャッシュ・フロー（百万円） 18,252 10,358 25,079 25,486 31,957 31,470 29,146 33,509 35,632 40,324

投資活動によるキャッシュ・フロー（百万円） -14,246 -21,949 -13,360 -16,145 -19,544 -14,789 -97,020 -33,756 -17,461 -22,045

財務活動によるキャッシュ・フロー（百万円） -4,741 14,684 -3,424 -6,511 -9,632 -14,834 60,264 8,059 -6,964 -37,403

※単位（％）は小数第1位まで表示
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連結貸借対照表 連結損益計算書
前連結会計年度

（2019年3月31日）
当連結会計年度

（2020年3月31日）

〈資産の部〉
　流動資産
　　現金及び預金 74,614 58,618

　　受取手形及び売掛金 112,486 101,512

　　有価証券 3,148 4,705

　　商品及び製品 37,549 35,095

　　仕掛品 5,569 5,696

　　原材料及び貯蔵品 26,121 23,530

　　その他 9,758 14,932

　　貸倒引当金 △3,076 △3,152

　　流動資産合計 266,172 240,938

　固定資産
　　有形固定資産
　　　建物及び構築物（純額） 55,100 58,222

　　　機械装置及び運搬具（純額） 28,898 31,067

　　　工具、器具及び備品（純額） 6,787 8,355

　　　土地 24,226 25,041

　　　建設仮勘定 12,432 6,732

　　　有形固定資産合計 127,444 129,419

　　無形固定資産
　　　借地権 3,215 3,306

　　　ソフトウエア 2,547 2,320

　　　ソフトウエア仮勘定 461 227

　　　のれん 39,782 33,551

　　　その他 21,320 19,000

　　　無形固定資産合計 67,327 58,406

　　投資その他の資産
　　　投資有価証券 84,032 76,183

　　　出資金 16,458 17,414

　　　長期貸付金 111 2,292

　　　退職給付に係る資産 10,436 9,012

　　　繰延税金資産 6,764 7,470

　　　その他 12,992 7,626

　　　貸倒引当金 △7,604 △4,641

　　　投資その他の資産合計 123,190 115,358

　　固定資産合計 317,963 303,185

　資産合計 584,135 544,123

（単位：百万円）

前連結会計年度
（自 2018年4月1日  至 2019年3月31日）

当連結会計年度
（自 2019年4月1日  至 2020年3月31日）

売上高 427,425 406,886

売上原価 294,161 277,359

売上総利益 133,264 129,527

販売費及び一般管理費 100,958 98,016

営業利益 32,306 31,510

営業外収益
　受取利息 1,342 653

　受取配当金 1,680 1,687

　持分法による投資利益 2,786 3,990

　雑収入 1,096 1,831

　営業外収益合計 6,905 8,162

営業外費用
　支払利息 1,872 1,749

　たな卸資産廃棄損 374 329

　為替差損 635 1,466

　雑支出 1,491 1,253

　営業外費用合計 4,373 4,798

経常利益 34,838 34,874

特別利益
　固定資産売却益 150 49

　投資有価証券売却益 2,015 152

　関係会社株式売却益 855 1,708

　子会社清算益 31 8

　特別利益合計 3,053 1.919

特別損失
　固定資産除売却損 431 1,019

　関係会社出資金売却損 − 39

　減損損失 673 −

　投資有価証券評価損 50 16

　子会社整理損 294 −

　災害による損失 144 60

　早期割増退職金 410 −

　債務保証損失引当金繰入額 2,219 −

　事業撤退損 − 37

　のれん償却額 − 1,129

　特別損失合計 4,225 2,303

税金等調整前当期純利益 33,666 34,490

法人税、住民税及び事業税 13,172 9,360

法人税等調整額 △760 1,949

法人税等合計 12,411 11,310

当期純利益 21,254 23,179

非支配株主に帰属する当期純利益 3,849 4,702

親会社株主に帰属する当期純利益 17,405 18,477

（単位：百万円）

前連結会計年度
（自 2018年4月1日  至 2019年3月31日）

当連結会計年度
（自 2019年4月1日  至 2020年3月31日）

当期純利益 21,254 23,179

その他の包括利益
　その他有価証券評価差額金 △6,163 △5,482

　繰延ヘッジ損益 △800 601

　為替換算調整勘定 △12,209 △4,497

　退職給付に係る調整額 △622 △1,401

　持分法適用会社に対する持分相当額 △5,892 △2,200

　その他の包括利益合計 △25,689 △12,980

包括利益 △4,434 10,199

（内訳）
　親会社株主に係る包括利益 △5,210 6,625

　非支配株主に係る包括利益 776 3,573

（単位：百万円）

（単位：百万円）

前連結会計年度
（2019年3月31日）

当連結会計年度
（2020年3月31日）　

〈負債の部〉
　流動負債
　　支払手形及び買掛金 71,140 58,694

　　短期借入金 12,135 18,467

　　関係会社短期借入金 130 140

　　1年内返済予定の長期借入金 162 2,070
　　1年内償還予定の転換社債型
　　新株予約権付社債 40,126 −

　　未払費用 9,908 9,631

　　未払法人税等 4,219 2,242

　　賞与引当金 4,864 5,431

　　債務保証損失引当金 2,219 −

　　その他 12,903 15,435

　　流動負債合計 157,810 112,113

　固定負債
　　転換社債型新株予約権付社債 60,160 60,110

　　長期借入金 8,434 12,354

　　繰延税金負債 25,182 25,040

　　退職給付に係る負債 8,607 9,497

　　役員退職慰労引当金 109 116

　　役員株式給付引当金 95 102

　　その他 3,074 4,091

　　固定負債合計 105,664 111,313

　負債合計 263,474 223,426

〈純資産の部〉
　株主資本
　　資本金 25,658 25,658

　　資本剰余金 22,342 22,438

　　利益剰余金 237,721 248,511

　　自己株式 △25,537 △25,711

　　株主資本合計 260,185 270,897

　その他の包括利益累計額
　　その他有価証券評価差額金 29,876 23,322

　　繰延ヘッジ損益 622 1,224

　　為替換算調整勘定 △21,439 △25,936

　　退職給付に係る調整累計額 770 △631

　　その他の包括利益累計額合計 9,831 △2,020

　非支配株主持分 50,644 51,819

　純資産合計 320,661 320,697

負債純資産合計 584,135 544,123

連結包括利益計算書
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財務情報

連結株主資本等変動計算書 連結キャッシュ・フロー計算書　
前連結会計年度

（自 2018年4月1日　至 2019年3月31日）
当連結会計年度

（自 2019年4月1日　至 2020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 33,666 34,490

　減価償却費 13,917 14,482

　減損損失 673 −

　のれん償却額 4,780 5,796

　貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,249 △2,784

　退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △492 273

　受取利息及び受取配当金 △3,022 △2,340

　支払利息及び社債利息 1,872 1,749

　持分法による投資損益（△は益） △2,786 △3,990

　投資有価証券売却損益（△は益） △2,015 △152

　投資有価証券評価損益（△は益） 50 16

　関係会社株式売却損益（△は益） △855 △1,708

　関係会社出資金売却損益（△は益） − 39

　固定資産除売却損益（△は益） 281 970

　売上債権の増減額（△は増加） △2,408 10,840

　たな卸資産の増減額（△は増加） △6,783 2,887

　仕入債務の増減額（△は減少） △90 △11,445

　その他 6,519 1,987

　小計 45,556 51,111

　利息及び配当金の受取額 5,275 3,474

　利息の支払額 △2,078 △1,699

　法人税等の支払額 △13,121 △12,561

　営業活動によるキャッシュ・フロー 35,632 40,324

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 △1,344 △5,417

　定期預金の払戻による収入 805 2,078

　有価証券の純増減額（△は増加） 5,629 △1,624

　有形固定資産の取得による支出 △21,210 △12,803

　有形固定資産の売却による収入 1,294 231

　無形固定資産の取得による支出 △1,250 △944

　投資有価証券の取得による支出 △212 △41

　投資有価証券の売却による収入 3,083 37

　連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 △1,122 △1,247

　出資金の払込による支出 △0 −

　貸付けによる支出 △677 △2,450

　貸付金の回収による収入 429 399

　デリバティブ決済による収支（純額） △975 351

　その他 △1,911 △614

　投資活動によるキャッシュ・フロー △17,461 △22,045

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） △14,570 6,579

　長期借入れによる収入 5,431 6,779

　長期借入金の返済による支出 △795 △821

　転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 − △40,000

　自己株式の取得による支出 △9 △157

　配当金の支払額 △7,617 △7,488

　非支配株主への配当金の支払額 △1,630 △1,890

　非支配株主からの払込みによる収入 12,235 123

　その他 △8 △527

　財務活動によるキャッシュ・フロー △6,964 △37,403

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,171 △488

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 9,035 △19,612

現金及び現金同等物の期首残高 61,171 70,207

現金及び現金同等物の期末残高 70,207 50,594

（単位：百万円）

その他の包括利益累計額 非支配株主
持分 純資産合計その他有価証券

評価差額金 繰延ヘッジ損益 為替換算
調整勘定

退職給付に係る
調整累計額

その他の包括
利益累計額合計

当期首残高 36,363 1,423 △6,732 1,393 32,447 46,096 322,425

当期変動額
　剰余金の配当 △7,617

　親会社株主に帰属する当期純利益 17,405

　自己株式の取得 △274

　自己株式の処分 0

　非支配株主との取引に係る親会社の持分変動 6,788

　株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △6,486 △800 △14,706 △622 △22,616 4,548 △18,067

当期変動額合計 △6,486 △800 △14,706 △622 △22,616 4,548 △1,764

当期末残高 29,876 622 △21,439 770 9,831 50,644 320,661

株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 25,658 13,232 230,255 △25,264 243,882

当期変動額
　剰余金の配当 △7,617 △7,617

　親会社株主に帰属する当期純利益 17,405 17,405

　自己株式の取得 △274 △274

　自己株式の処分 0 0 0

　非支配株主との取引に係る親会社の持分変動 9,110 △2,322 6,788

　株主資本以外の項目の当期変動額（純額）
当期変動額合計 − 9,110 7,465 △273 16,302

当期末残高 25,658 22,342 237,721 △25,537 260,185

前連結会計年度
（自 2018年4月1日  至 2019年3月31日）

（単位：百万円）

その他の包括利益累計額 非支配株主
持分 純資産合計その他有価証券

評価差額金 繰延ヘッジ損益 為替換算
調整勘定

退職給付に係る
調整累計額

その他の包括
利益累計額合計

当期首残高 29,876 622 △21,439 770 9,831 50,644 320,661

会計方針の変更による累積的影響額 △39 △238

会計方針の変更を反映した当期首残高 29,876 622 △21,439 770 9,831 50,604 320,423

当期変動額
　剰余金の配当 △7,488

　親会社株主に帰属する当期純利益 18,477

　自己株式の取得 △221

　自己株式の処分 47

　連結子会社株式の取得による持分の増減 95

　株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △6,554 601 △4,497 △1,401 △11,851 1,214 △10,636

当期変動額合計 △6,554 601 △4,497 △1,401 △11,851 1,214 274

当期末残高 23,322 1,224 △25,936 △631 △2,020 51,819 320,697

株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 25,658 22,342 237,721 △25,537 260,185

会計方針の変更による累積的影響額 △198 △198

会計方針の変更を反映した当期首残高 25,658 22,342 237,523 △25,537 259,986

当期変動額
　剰余金の配当 △7,488 △7,488

　親会社株主に帰属する当期純利益 18,477 18,477

　自己株式の取得 △221 △221

　自己株式の処分 0 47 47

　連結子会社株式の取得による持分の増減 95 △0 95

　株主資本以外の項目の当期変動額（純額）
当期変動額合計 − 95 10,988 △173 10,910

当期末残高 25,658 22,438 248,511 △25,711 270,897

（単位：百万円）当連結会計年度
（自 2019年4月1日  至 2020年3月31日）
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