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１．18年３月期の連結業績（平成17年４月１日～平成18年３月31日）

(1）連結経営成績 （注）百万円未満を切り捨てて表示しています。

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年３月期 24,463 12.5 1,907 △9.9 2,235 6.5

17年３月期 21,736 42.1 2,117 28.0 2,098 64.4

当期純利益
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

株主資本
当期純利益率

総資本
経常利益率

売上高
経常利益率

百万円 ％ 円  銭 円 銭 ％ ％ ％

18年３月期 1,381 10.3 212 10 － － 10.9 7.0 9.1

17年３月期 1,252 72.1 191 65 － － 11.2 7.8 9.7

（注）１．持分法投資損益 18年３月期 28百万円 17年３月期 △23百万円

２．期中平均株式数（連結） 18年３月期          6,301,639株 17年３月期 6,301,687株

３．会計処理の方法の変更 無

４．売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率

(2）連結財政状態  

総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本

百万円 百万円 ％ 円 銭

18年３月期 34,907 13,543 38.8 2,142 10

17年３月期 29,322 11,797 40.2 1,865 04

（注）期末発行済株式数（連結） 18年３月期          6,301,550株 17年３月期 6,301,687株

(3）連結キャッシュ・フローの状況  

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

18年３月期 1,005 △3,915 3,038 4,099

17年３月期 224 △1,789 2,168 3,871

(4）連結範囲及び持分法の適用に関する事項  

連結子会社数 5社 持分法適用非連結子会社 ―社 持分法適用関連会社数 1社

(5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況  

連結（新規） ―社 （除外） ―社 持分法（新規） ―社 （除外） ―社

２．19年３月期の連結業績予想（平成18年４月１日～平成19年３月31日）  

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

中間期 12,000 1,300 1,300 726

通　期 26,000 2,550 2,500 1,456

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　　 231円05銭

※　上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき算定しており、今後の経済状況等により、実際

の業績は予想値と異なる結果となる場合があります。業績予想の前提となる仮定等につきましては、添付資料の８ペー

ジを参照して下さい。
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１．企業集団の状況

　当社グループ（当社および連結子会社５社並びに持分法適用関連会社１社）は、「ライフサイエン

ス事業」、「電子材料および機能性化学品事業」および「その他の事業」の３分野に関係する事業を

行っています。当社グループにおける各事業の位置付けは次のとおりです。

（ライフサイエンス事業）

　当セグメントにおいては、(a）果実酸類、(b）応用開発商品、(c）グルコン酸類の製造・販売を

行っています。

(a）果実酸類

　世界のトップシェアを占めるリンゴ酸と日本のトップメーカーとして高い支持を得ているクエ

ン酸等の果実酸を中心に製品構成しています。リンゴ酸、クエン酸等の果実酸は飲料、加工食品

の食品添加物の用途をはじめ、洗剤、化粧品、表面処理剤等の用途が注目されています。

(b）応用開発商品

　果実酸等の当社グループ製品を原料として、食品分野、工業分野に幅広く用途開発する商品で

あり、①麺食品の品質改良剤、②加工食品の日持ち向上剤、③養殖海苔用品質向上剤、④食品製

造メーカーにおけるトータル・サニテーション、⑤金属の腐食抑制による金属加工の改善等に用

いられる商品の製造・開発を行っています。

(c）グルコン酸類

　主要商品の①豆腐の凝固剤用途のグルコノデルタラクトン、②加工食品用の酸化防止剤用途の

エリソルビン酸ナトリウム、③コンクリート用混和剤用途、瓶洗浄剤用途を中心とした表面処理

剤のグルコン酸ナトリウムはいずれも世界でトップシェアを占め、品質、安定供給体制ともに高

い評価を得ています。

【主な関係会社】

（製造・販売）当社大阪工場、株式会社扶桑コーポレーション、青島扶桑精製加工有限公司、青

島扶桑貿易有限公司、青島扶桑第二精製加工有限公司、扶桑帝薬（青島）有限公司、

ＰＭＰファーメンテーションプロダクツ　インコーポレイティド

（電子材料および機能性化学品事業）

　当セグメントにおいては、(a）電子材料、(b）樹脂添加剤、(c）ファインケミカルの製造・販売を

行っています。

(a）電子材料（電子材料事業）

　原料である金属硅素からの一貫生産によって超高純度コロイダルシリカ、高純度球状シリカを

製造し、製品は半導体業界を中心に需要があります。またさらに微細化、高集積化される次世代

半導体集積回路の製造に必要な平坦化ＣＭＰスラリーにおいても当社グループの超高純度コロイ

ダルシリカが高い評価を得ています。

(b）樹脂添加剤（機能性化学品事業）

　イソブチレン誘導品は、従来の用途であったプラスチック、塗料の添加剤に代わって、香料、

化粧品の原料としての用途が中心となってきています。

(c）ファインケミカル（機能性化学品事業）

　国際的に競争力のある当社グループのファインケミカル中間体は、医薬品、写真薬などの原料

として使用されています。大型の生産設備および小型マルチパーパス試作設備を有し、当社独自

の合成技術の構築により国際的な競争力を誇ります。

【主な関係会社】

（製造）当社京都工場、京都第二工場
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（その他の事業）

　前述した事業分野に該当しない化成品、輸出関連品目、食品、原料、機械類等です。

【主な関係会社】

（製造）当社大阪工場、株式会社扶桑コーポレーション

 

 

【事業系統図】

　以上述べた事項を事業系統図によって示すと、次のとおりです。

 

（ライフサイエンス事業） 
（その他の事業） 

<製造・販売> 
株式会社扶桑コーポ 

レーション 

（ライフサイエンス事業） 
（その他の事業） 

<製造> 
扶桑化学工業株式会社 

大阪工場 

（電子材料および 
機能性化学品事業） 

<製造> 
扶桑化学工業株式会社 
京都工場・京都第二工場 

扶桑化学工業株式会社＜製造・販売＞ 

中 国 
（ライフサイエンス事業） 

<製造・販売> 
青島扶桑精製加工有限公司 

<販売> 
青島扶桑貿易有限公司 

青島扶桑第二精製加工有限公司 

扶桑帝薬(青島)有限公司 
≪持分法適用関連会社≫ 

米 国 
（ライフサイエンス事業） 

<製造・販売> 
ＰＭＰファーメンテーション 

プロダクツインコーポレイティド 

日 本 

得 意 先 

加工品の受入 

原材料の供給 

は製品の流れを示しております。 
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２．経営方針

１．会社の経営の基本方針

　当社グループは、収益力・人財(材）力・技術力のレベルを高め、強い企業、継続的発展を遂げる

企業を目指すために、「企業価値」「企業品質」をより高める企業経営をしていきます。

　さらに、以下の項目を企業行動の指針とします。

　①　企業利益を創出するために徹底した合理化・コストダウンを図り、高収益の事業・製品・

新製品を重点強化することにより、粗利益率アップを目指す。

　②　企業運営コストの合理化で販管費率ダウンを目指す。

　③　扶桑グループの財務体質の強化を進める。

２．会社の利益配分に関する基本方針

　当社グループは長期安定的な配当を目指し、研究開発や設備投資を積極的に行っていきます。

　併せて、株主への利益還元も経営の重要課題の一つとして考えています。

　当期の年間配当金につきましては、前期と同じく、１株につき30円（うち、中間配当金10円）を予

定しています。

３．中長期的な会社の経営戦略

　企業、特に製造業にとって将来の成長に向けた基盤づくりのための設備投資は不可欠であると考え

て、当社グループは「償却前営業利益」（営業利益に減価償却実施額を加えた金額）を重要経営指標

としています。

　そのため当面は、成長期待の大きい電子材料事業および当社グループの海外事業への経営資源の集

中を図ります。

　なお、平成19年３月期よりの３ヵ年の計画は下記のとおりです。

平成19年３月期 平成20年３月期 平成21年３月期

売上高（百万円）
連結 26,000 28,500 31,000

単体 22,500 24,500 27,000

営業利益（百万円）
連結 2,550 2,700 2,900

単体 2,200 2,400 2,600

経常利益（百万円）
連結 2,500 2,650 2,800

単体 2,200 2,350 2,500

当期純利益（百万円）
連結 1,456 1,700 1,800

単体 1,218 1,392 1,482
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４．会社の対処すべき課題

　当社グループが事業展開を図っていくうえで、以下の項目を重点的テーマとして取り組んでいきま

す。

①　専門分野において世界をリードする企業を目指す

　当社グループが商品だけでなく、その業界、その分野で世界をリードする企業を目指していくう

えで重要となるのが、ユーザーに対して責任をもって商品を供給するという、「供給責任」を果た

すことであります。それには、性能や品質、安定した供給体制など事業構築を確実なものとしてお

く必要があります。そのため、設備投資においては、平成17年９月にコロイダルシリカ製造設備を

京都工場に新設し、平成18年３月には京都第二工場に自動倉庫が竣工、さらに今後は平成19年の完

成に向けて京都第二工場へ製造設備の投資を行っていきます。

　また、組織においてもコーポレートスタッフを除いた全社を「電子材料事業部門」「ライフサイ

エンス事業部門」のふたつの柱に分け、伸長著しい電子材料事業をさらに飛躍させる体制を構築す

るとともに、ライフサイエンス事業および機能性化学品事業を取り巻く内外の激しい環境変化に対

する対応をスピードアップさせていきます。

②　グローバル展開

　当社はすでに日本・米国・中国で生産・販売・開発拠点を有しております。今後は、これら当社

グループの経営資源を活かしながら効率的かつフレキシブルな事業体制を構築していくことが課題

となります。

  そのため、当社の海外事業本部をグローバル経営の世界戦略企画事業本部と位置付け、積極的展

開を図ってまいります。

  さらに「青島扶桑精製加工有限公司」「青島扶桑第二精製加工有限公司」「青島扶桑精製加工有

限公司上海支店」を今後の中国展開の中核とし、グループの営業・開発支援体制を重点強化してい

く方針であります。

③　企業品質の追及

　当社グループにとって売上・利益といった「経済的価値」は重要ですが、社会の一員としてその

責任を果たすといった「社会的価値」も今後企業を存続していくためには重要であると考えます。

そして、このふたつの価値をバランスよく向上させ「企業品質」を高めていくことで、広く社会か

ら信頼される企業を目指します。

５．親会社等に関する事項

　該当事項はありません。
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３．経営成績及び財政状態

１．経営成績

(1）当期の概況

　当連結会計年度の売上高は24,463百万円（前連結会計年度比12.5％増）、営業利益は1,907百万

円（同9.9％減）、経常利益は2,235百万円（同6.5％増）、当期純利益は1,381百万円（同10.3％

増）となりました。

　また、当社グループの重要経営指標である償却前営業利益（営業利益に減価償却実施額を加えた

金額）は、3,399百万円（同1.3％増）となりました。

　日銀の量的緩和政策解除や企業の設備投資の堅調な推移、また労働市場においても明るさが見え

てきているなど、景気の上昇ムードは高まってまいりました。しかしながら、先行き不透明な国際

情勢の中での世界的な原料価格の高騰により、企業の利益面においては大きな影響を受けました。

　このような事業環境のもと、当社グループは電子材料事業において、将来的にも存在感のあるサ

プライヤーであるための積極的な設備投資を行いました。また、グループ全体の経営効率性向上の

ための海外戦略にも取り組んでまいりました。

　当社グループ事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりです。

「ライフサイエンス事業」

　果実酸類につきましては、リンゴ酸、クエン酸等の主力製品の売上高が増加しました。しかしな

がら、原料価格高騰の影響を受け、これに対応し、販売拡大および価格改定に努めましたが、利益

面では減少となりました。

　応用開発商品につきましては、果実酸を活用した応用開発商品の中で、道路用凍結防止剤、金属

加工用製剤等の販売が増加しました。その他、中国の子会社で商品化に取り組みました食品添加物、

工業用各商品につきましても積極的に市場を拡大し、販売を増加することができました。

　グルコン酸類につきましては、米国子会社による北米を中心としたマーケットにおける販売は増

加しました。利益面では、原料等の高騰の影響を受け、減少となりました。

　以上の結果、ライフサイエンス事業全体の売上高は増加しました。しかし、利益面では、原料価

格上昇によるコストアップ、規模拡大による販売費及び一般管理費の増加、親子間取引の為替換算

差額の影響による連結子会社の営業利益減少等の影響がありました。また、米国子会社ＰＭＰ社に

おいても、原料価格とともにエネルギー価格の上昇の影響を受けました。これらに対し当社グルー

プは、原料調達先の多様化による原価抑制、全社的なコスト削減等による業績改善に取り組んだも

のの、事業全体では増収減益となりました。

  事業全体の業績は、売上高15,985百万円（前連結会計年度比8.8％増）、営業利益は1,049百万円

（同28.9％減）となりました。
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「電子材料および機能性化学品事業」

　電子材料事業につきましては、超高純度コロイダルシリカがシリコンウエハー研磨剤原料用途、

ＣＭＰ原料用途で順調に販売を伸ばしました。さらに、半導体分野以外のインクジェット光沢紙用

途においても市場からの高い評価を受け、販売が増加しました。また、当期中に稼動を開始した新

規生産設備に加え、今後の需要増に対応するための設備投資を開始しました。

　機能性化学品事業のうち、樹脂添加剤部門では、プラスチック、塗料の添加剤、化粧品の原料用

途として販売しております。特に海外メーカーにおける在庫調整が進んだ結果、当連結会計年度は

販売が増加しました。

　ファインケミカル部門では、当社の高度な合成反応技術は海外の医薬品、写真薬原料分野で高い

評価を受けております。しかしながら、主力製品である写真薬中間体においては市場の需要減少の

影響が大きく、新規開発した製品が加わったものの、全体として販売が減少しました。

  上記の両部門を合わせました機能性化学品事業全体の売上高は増加しました。

　以上の結果、電子材料および機能性化学品事業全体では、研究開発および生産要員の増加、事業

規模拡大等による販売費及び一般管理費の増加、電子材料事業の新規設備の稼動開始による償却負

担の増加等がありましたが、増収増益となりました。

  事業全体の業績は、売上高7,952百万円（前連結会計年度比23.5％増）、営業利益は1,471百万円

（同21.1％増）となりました。

「その他の事業」

　前述した事業分野に該当しない化成品、輸出関連品目、食品、原料などの商品を取り扱っており

ます。事業全体の売上高が525百万円（前連結会計年度比13.7％減）、営業利益は4百万円（同

69.1％減）となりました。

　所在地別セグメントの業績は、次のとおりです。

「日本」

　 外部顧客に対する売上高は20,849百万円（前連結会計年度比10.9％増）、営業利益は2,566百万

円（同7.0％増）となり、増収増益となりました。

　ライフサイエンス事業につきましては、リンゴ酸、クエン酸、イタコン酸等の販売が増加したも

のの、原料価格の高騰の影響を大きく受けました。

　電子材料事業につきましては、事業の種類別セグメントの項に記載しましたように順調に推移し

ました。

  機能性化学品事業につきましては、ファインケミカル部門の販売減少がありましたが、樹脂添加

剤部門の販売が大きく増加し、全体として売上高が増加しました。

「中国」

　 外部顧客に対する売上高は710百万円（前連結会計年度比76.8％増）、営業損失は102百万円（前

連結会計年度は223百万円の営業利益）となりました。

　当社グループの主力生産拠点のひとつである青島扶桑精製加工有限公司は、クエン酸、酒石酸等

の果実酸および応用開発商品等のライフサイエンス事業の主力製品を生産しております。
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　当公司は、中国国内企業との提携強化に努めるとともに、現地における販売活動についても前進

しました。

　この結果、売上高は増加しましたが、利益面につきましては、原料価格の上昇、上海支店の開設

等の販売強化策に伴う販売費及び一般管理費の増加、親子間取引の為替換算差額の影響等により営

業損失となりました。

「アメリカ」

　外部顧客に対する売上高は2,902百万円（前連結会計年度比14.4％増）、営業損失は47百万円（前

連結会計年度は9百万円の営業利益）となりました。

　ＰＭＰファーメンテーションプロダクツ インコーポレイティドにおいては、ライフサイエンス

事業のうち、グルコン酸関連の製品を製造・販売しております。

　当連結会計年度におきましては、売上高は増収となりましたが、エネルギーや原料価格の高騰に

より原価が上昇し、製品ラインアップの見直し、販売費及び一般管理費の圧縮等、業績改善に取り

組んだものの、利益面では営業損失となりました。

(2）次期の見通し

　売上高につきましては、電子材料事業が引き続き順調に拡大推移する見通しであります。また利

益面につきましては、原料価格の上昇による収益への影響を受けるものの、引き続き増益を見込ん

でおります。

　

　次期の業績は次のとおり予測しております。

　また、当社の１株当たり年間配当金は引き続き30円（うち、中間配当金10円）を予定しておりま

す。

平成18年３月期実績
（百万円）

平成19年３月期予想
（百万円） 増減（百万円） 増減率（％）

売上高 24,463 26,000 1,536 6.3

営業利益 1,907 2,550 642 33.7

経常利益 2,235 2,500 264 11.8

当期純利益 1,381 1,456 74 5.4

２．財政状態

　当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税金等調

整前当期純利益が増加したものの、売上債権並びにたな卸資産の増加および有形固定資産の取得によ

る支出が発生し、それらを長期借入れ等による収入でまかなった結果、前連結会計年度末に比べて

227百万円増加し、4,099百万円となりました。

　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）

　営業活動の結果得られた資金は1,005百万円（前連結会計年度は224百万円の取得）となりました。

これは、主に、当社グループの業績が好調であったために増加した税金等調整前当期純利益に対して、

売上債権およびたな卸資産の増加額が前連結会計年度より少なく、また新規設備等に係る減価償却費

が増加したためであります。
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（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果使用した資金は3,915百万円（前連結会計年度は1,789百万円の使用）となりました。

これは、主に、有形固定資産の取得による支出3,623百万円が発生したためであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果得られた資金は3,038百万円（前連結会計年度は2,168百万円の取得）となりました。

これは、長期借入金の返済による支出848百万円に対して、長期借入れによる収入が3,300百万円と大

きかったことに加え、短期借入金の純増額が780百万円と増加したためであります。

　なお、当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは、次のとおりです。

第46期
平成15年３月期

第47期
平成16年３月期

第48期
平成17年３月期

第49期
平成18年３月期

自己資本比率（％） 49.7 42.8 40.2 38.8

時価ベースの自己資本比率（％） 56.6 67.6 72.2 70.2

債務償還年数（年） 2.5 5.3 47.0 13.7

インタレスト・カバレッジ・レシオ 26.4 18.3 2.1 7.1

 （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

債務償還年数　　　　　　　　　　：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

 

１．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。

２．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）により計算して

おります。

３．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。

３．事業等のリスク

　当社グループの事業その他に関する主なリスクは以下のとおりであります。なお、本項に記載され

ている当社グループの現在の計画、戦略等の事項は、将来の業績およびその他の事項に関し、現時点

において入手可能な情報から得られた当社グループの経営の判断や予想に基づくものであります。

(1）当社の電子材料事業について

　当社グループにおいて発展が著しい事業として、半導体業界等で高い評価を受けている電子材料

事業が挙げられます。

　技術革新のスピードが速い半導体業界の特徴として、品不足と在庫超過という状況が定期的に循

環し、好況・不況の景気の波が激しいことが挙げられます。

　そのため、半導体業界の景気変動の波を受けるリスクが存在し、当社の電子材料事業に影響を及

ぼす可能性があります。当社は、次世代半導体に向けた開発および半導体以外の用途開発を進めて

いくことにより、これらのリスクを回避していく考えであります。
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　さらに、このリスクに対し当社は、次世代コンピュータ製品向けＣｕ配線用ＣＭＰ（化学的機械

研磨）分野への新規用途への拡販、さらに印刷や医薬等の他分野への応用研究と新規用途の拡大を

図り、事業基盤の拡充とリスクの分散を行っていきたいと考えております。

(2）為替変動の影響について

　当社グループは「世界で唯一の果実酸総合メーカー」であり、当連結会計年度における海外売上

高の連結売上高に占める比率は32.4％（北米15.0％、ヨーロッパ6.1％、アジア10.5％、その他

0.8％）となっております。

　一方、当社グループの生産実績において、青島扶桑精製加工有限公司をはじめとした中国におけ

る生産のウェイトは年々高まっており、さらに平成15年12月には米国において「ＰＭＰファーメン

テーションプロダクツ　インコーポレイティド」を生産拠点として確保するなど、海外での生産が

増加しております。

　中国において人民元の再切り上げの可能性があることなど、為替相場の変動が当社グループの業

績に影響を及ぼす可能性があるため、当社グループは以前より、事業の形態を輸入と輸出のバラン

スのとれたものとしております。その他、為替予約等により為替リスクのヘッジを図っていきます。

(3）海外事業について

　当連結会計年度において、当社グループは世界的な原料価格の高騰などの影響を受け、厳しい環

境下での事業運営を迫られました。中国においては原料価格上昇によるコストアップ、規模拡大に

よる販売費及び一般管理費の増加、親子間取引の為替換算差額の影響によって営業利益が減少し、

アメリカにおいても、原料価格とともにエネルギー価格の上昇の影響によって営業利益が減少いた

しました。

　その結果、［セグメント情報］「２．所在地別セグメント情報」の「中国」「アメリカ」欄にあ

るように、当連結会計年度の「中国」「アメリカ」におきましては営業損失となりました。

　来期におきましても当社グループの業績に影響を及ぼす可能性がありますが、これに対し当社グ

ループは、新製品の生産、採算性の低い製品の見直し等を検討しており、収益構造を改善すること

で利益率の改善をはかっていく考えであります。

　ただ、海外市場で事業をおこなう際には、為替レートの変動、税制の不透明性や突然の変更、知

的所有権の保護制度の未整備といった特有のリスクがあり、それらが当社グループの業績に影響を

及ぼす可能性があります。

(4）原材料の調達について

　急成長する中国が輸入を大幅に増やしエネルギー消費を増やしていること、将来的な需給の逼迫

予想を背景に商品市場への投資資金が積極的に流入していること等が要因で、原料価格が世界的に

値上がりしており、当社グループの原料調達および売上原価にも影響を及ぼす可能性があります。
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４．連結財務諸表等
(1）連結貸借対照表

前連結会計年度
（平成17年３月31日）

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

対前年比

 増減

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額
（千円）

（資産の部）  

Ⅰ．流動資産  

１．現金及び預金 3,871,527 4,099,322 227,795

２．受取手形及び売掛金 6,341,846 7,252,023 910,176

３．たな卸資産 5,304,626 6,079,840 775,214

４．繰延税金資産 236,031 248,998 12,966

５．その他 503,142 437,455 △65,687

貸倒引当金 △5,487 △11,824 △6,337

流動資産合計 16,251,688 55.4 18,105,816 51.9 1,854,127

Ⅱ．固定資産  

１．有形固定資産  

(1）建物及び構築物 ※2 5,533,325 6,394,079  

減価償却累計額 2,538,411 2,994,914 2,809,566 3,584,513 589,598

(2）機械装置及び運搬具 ※2 12,766,652 15,020,635  

減価償却累計額 9,931,109 2,835,542 10,670,844 4,349,791 1,514,248

(3）土地 ※2 2,427,282 2,507,905 80,622

(4）建設仮勘定 1,680,668 2,760,190 1,079,521

(5）その他 ※2 856,654 1,094,662  

減価償却累計額 470,401 386,253 640,914 453,747 67,494

有形固定資産合計 10,324,661 35.2 13,656,146 39.1 3,331,485

２．無形固定資産  

(1）営業権 420,000 280,000 △140,000

(2）連結調整勘定 12,857 9,183 △3,673

(3）その他 199,988 268,405 68,416

無形固定資産合計 632,845 2.2 557,589 1.6 △75,256

３．投資その他の資産  

(1）投資有価証券 ※2 911,872 1,271,686 359,814

(2）繰延税金資産 558,342 438,807 △119,535

(3）その他 ※1 687,776 904,055 216,279

貸倒引当金 △45,165 △26,258 18,906

投資その他の資産合計 2,112,826 7.2 2,588,291 7.4 475,464

固定資産合計 13,070,333 44.6 16,802,027 48.1 3,731,693

資産合計 29,322,022 100.0 34,907,843 100.0 5,585,821
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前連結会計年度
（平成17年３月31日）

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

対前年比

 増減

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額
（千円）

（負債の部）  

Ⅰ．流動負債  

１．支払手形及び買掛金 2,263,918 2,054,767 △209,151

２．短期借入金 ※2 2,348,451 3,569,000 1,220,548

３．未払金 1,666,632 2,537,165 870,532

４．未払法人税等 570,651 375,899 △194,751

５．賞与引当金 210,600 241,573 30,973

６．その他 347,584 384,990 37,406

流動負債合計 7,407,838 25.3 9,163,396 26.3 1,755,557

Ⅱ．固定負債  

１．長期借入金 ※2 8,182,800 10,193,800 2,011,000

２．退職給付引当金 826,403 805,425 △20,977

３．役員退職慰労引当金 886,957 928,061 41,104

４. その他 30,354 26,916 △3,437

固定負債合計 9,926,514 33.8 11,954,203 34.2 2,027,688

負債合計 17,334,353 59.1 21,117,599 60.5 3,783,245

 

（少数株主持分）  

少数株主持分 189,736 0.7 246,669 0.7 56,932

 

（資本の部）  

Ⅰ．資本金 ※3 1,180,367 4.0 1,180,367 3.4 －

Ⅱ．資本剰余金 1,667,042 5.7 1,667,042 4.8 －

Ⅲ．利益剰余金 8,637,395 29.5 9,783,203 28.0 1,145,807

Ⅳ．その他有価証券評価差額
金

334,573 1.1 537,257 1.5 202,684

Ⅴ．為替換算調整勘定 △20,630 △0.1 377,118 1.1 397,748

Ⅵ．自己株式 ※4 △817 △0.0 △1,415 △0.0 △597

資本合計 11,797,931 40.2 13,543,574 38.8 1,745,643

負債、少数株主持分及び
資本合計

29,322,022 100.0 34,907,843 100.0 5,585,821
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(2）連結損益計算書

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

対前年比

 増減

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額
（千円）

Ⅰ．売上高 21,736,215 100.0 24,463,239 100.0 2,727,023

Ⅱ．売上原価 14,296,330 65.8 16,801,110 68.7 2,504,779

売上総利益 7,439,885 34.2 7,662,128 31.3 222,243

Ⅲ．販売費及び一般管理費 ※1,2 5,322,519 24.5 5,754,207 23.5 431,687

営業利益 2,117,365 9.7 1,907,920 7.8 △209,444

Ⅳ．営業外収益  

１．受取利息 21,335 22,175  

２．受取配当金 8,294 11,448  

３．為替差益 44,185 365,075  

４．持分法による投資利益 － 28,248  

５．デリバティブ取引益 14,572 14,744  

６．その他 24,615 113,003 0.6 49,531 491,223 2.0 378,220

Ⅴ．営業外費用  

１．支払利息 102,906 135,944  

２．減価償却費 ※3 3,566 －  

３. 持分法による投資損失 23,050 －  

４．その他 1,986 131,510 0.6 28,028 163,973 0.7 32,462

経常利益 2,098,857 9.7 2,235,171 9.1 136,313

Ⅵ．特別利益  

１．固定資産売却益 ※4 368 －  

２．投資有価証券売却益 35 －  

３．会員権売却益 － 4,482  

４．貸倒引当金戻入益 828 1,232 0.0 － 4,482 0.0 3,250

Ⅶ．特別損失  

１．たな卸資産廃棄損 ※5 80,066 －  

２．固定資産売却損 ※6 476 1,509  

３．固定資産除却損 ※7 42,615 50,188  

４．会員権評価損 800 1,350  

５．会員権売却損 841 －  

６．貸倒引当金繰入額 － 124,799 0.6 9,000 62,047 0.2 △62,752

税金等調整前当期純利益 1,975,290 9.1 2,177,607 8.9 202,316

法人税、住民税及び事業
税

810,891 793,646  

法人税等調整額 △123,500 687,390 3.2 △32,138 761,507 3.1 74,116

少数株主利益 35,176 0.1 34,489 0.2 △687

当期純利益 1,252,723 5.8 1,381,610 5.6 128,887
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(3）連結剰余金計算書

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

対前年比

 増減

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
金額

（千円）

（資本剰余金の部）  

Ⅰ．資本剰余金期首残高 1,667,042 1,667,042 －

Ⅱ．資本剰余金期末残高 1,667,042 1,667,042 －

 

（利益剰余金の部）  

Ⅰ．利益剰余金期首残高 7,547,340 8,637,395 1,090,055

Ⅱ．利益剰余金増加高  

当期純利益 1,252,723 1,252,723 1,381,610 1,381,610 128,887

Ⅲ．利益剰余金減少高  

１．配当金 126,033 189,049  

２．役員賞与 35,000 45,000  

３. その他 1,634 162,668 1,752 235,802 73,134

Ⅳ．利益剰余金期末残高 8,637,395 9,783,203 1,145,807
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(4）連結キャッシュ・フロー計算書

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

対前年比

 増減

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
金額

（千円）

Ⅰ．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

1,975,290 2,177,607 202,316

減価償却費 1,240,975 1,491,980 251,005

連結調整勘定償却額 3,673 3,673 －

貸倒引当金の増減額 2,204 14,883 12,678

賞与引当金の増減額 21,394 30,973 9,579

退職給付引当金の増減
額

1,901 △20,977 △22,878

役員退職慰労引当金の
増減額

32,786 41,104 8,318

受取利息及び受取配当
金

△29,629 △33,624 △3,994

支払利息 102,906 135,944 33,037

為替差損益 △29,288 △185,720 △156,432

持分法による投資利益 － △28,248 △28,248

持分法による投資損失 23,050 － △23,050

有形固定資産売却益 △368 － 368

有形固定資産売却損 476 1,509 1,032

有形固定資産除却損 42,615 50,188 7,572

投資有価証券売却益 △35 － 35

会員権売却益 － △4,482 △4,482

会員権売却損 841 － △841

会員権評価損 800 1,350 550

売上債権の増減額 △938,273 △825,511 112,762

たな卸資産の増減額 △1,215,205 △608,695 606,509

未収入金の増減額 △89,631 30,989 120,621

仕入債務の増減額 △321,152 △257,247 63,905

未払費用の増減額 12,706 21,402 8,696

未収消費税等の増減額 75,182 △22,927 △98,109

未払消費税等の増減額 34,432 △32,486 △66,918

その他 △65,174 156,150 221,324

役員賞与の支払額 △35,000 △45,000 △10,000

小計 847,479 2,092,834 1,245,355
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前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

対前年比

 増減

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
金額

（千円）

利息及び配当金の受取
額

30,173 33,614 3,441

利息の支払額 △106,167 △140,774 △34,607

法人税等の支払額 △547,402 △979,825 △432,423

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

224,082 1,005,849 781,767

Ⅱ．投資活動によるキャッ
シュ・フロー

有形固定資産の取得に
よる支出

△1,744,532 △3,623,221 △1,878,689

有形固定資産の売却に
よる収入

7,333 8,369 1,035

無形固定資産の取得に
よる支出

△11,773 △106,771 △94,998

投資有価証券の取得に
よる支出

△20,147 △18,423 1,724

投資有価証券の売却に
よる収入

51 － △51

投資有価証券の償還に
よる収入

17,000 － △17,000

短期貸付金の実行によ
る支出

－ △7,673 △7,673

短期貸付金の回収によ
る収入

4,000 － △4,000

長期貸付金の実行によ
る支出

－ △8,922 △8,922

長期貸付金の回収によ
る収入

325 246 △79

その他 △41,773 △158,823 △117,050

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

△1,789,516 △3,915,221 △2,125,705
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前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

対前年比

 増減

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
金額

（千円）

Ⅲ．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 400,000 780,000 380,000

長期借入れによる収入 3,000,000 3,300,000 300,000

長期借入金の返済によ
る支出

△1,102,700 △848,450 254,250

自己株式の取得による
支出

－ △597 △597

配当金の支払額 △126,033 △189,049 △63,016

少数株主への配当金の
支払額

△3,251 △3,187 63

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

2,168,014 3,038,714 870,700

Ⅳ．現金及び現金同等物に係
る換算差額

13,505 98,452 84,946

Ⅴ．現金及び現金同等物の増
減額

616,086 227,795 △388,291

Ⅵ．現金及び現金同等物の期
首残高

3,255,441 3,871,527 616,086

Ⅶ．現金及び現金同等物の期
末残高

※１ 3,871,527 4,099,322 227,795
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前連結会計年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．連結の範囲に関する事項 (イ)連結子会社の数　　　　　　 ５社

　主要な連結子会社名は、「第１　企業

の概況　４．関係会社の状況」に記載し

ているため省略いたしました。

(イ)連結子会社の数　　　　　　 ５社

同　　　左

(ロ)非連結子会社

　該当事項はありません。

(ロ)非連結子会社

同　　　左

(ハ)非連結子会社について連結の範囲から

除いた理由

　該当事項はありません。

(ハ)非連結子会社について連結の範囲から

除いた理由

同　　　左

２．持分法の適用に関する事項 (イ)持分法適用の関連会社数　　　１社

　主要な持分法適用の関連会社名は、

「第１　企業の概況　４．関係会社の状

況」に記載しているため省略いたしまし

た。

(イ)持分法適用の関連会社数　　　１社

同　　　左

(ロ)持分法を適用していない非連結子会社

及び関連会社

　該当事項はありません。

(ロ)持分法を適用していない非連結子会社

及び関連会社

同　　　左

(ハ)持分法適用会社のうち、決算日が連結

決算日と異なる会社については、連結決

算日現在で、本決算に準じた仮決算を

行った財務諸表を基礎としております。

(ハ)　　　　 同　　　左

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項

　連結子会社の決算日が連結決算日と異な

る会社は次のとおりであります。

同　　　左

会社名 決算日

青島扶桑精製加工有限公司 12月31日

青島扶桑貿易有限公司 12月31日

青島扶桑第二精製加工有限公

司

12月31日

　連結財務諸表を作成するにあたっては、

連結決算日現在で、本決算に準じた仮決算

を行った財務諸表を基礎としております。

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

(イ)有価証券 (イ)有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

　決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部資本直入法により処

理し、売却原価は主として移動平均法

により算定）

その他有価証券

同　　　左
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項目
前連結会計年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

時価のないもの

　移動平均法による原価法

時価のないもの

同　　　左

(ロ)デリバティブ

　時価法

(ロ)デリバティブ

同　　　左

(ハ)たな卸資産

　主として移動平均法による原価法

(ハ)たな卸資産

同　　　左

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法

(イ)有形固定資産

　当社及び国内連結子会社は、定率法に

よっております。在外連結子会社は主と

して定額法によっております。

　ただし、当社及び国内連結子会社が平

成10年４月１日以降に取得した建物（附

属設備を除く）については、定額法を採

用しております。

　なお、主な耐用年数は次のとおりであ

ります。

(イ)有形固定資産

同　　　左

建物及び構築物 10～50年

機械装置及び運搬具 ４～８年

(ロ)無形固定資産

　定額法を採用しております。

　なお、営業権については５年均等償却、

自社利用のソフトウェアについては、社

内における利用可能期間に（５年）に基

づいております。

(ロ)無形固定資産

同　　　左

(3）重要な引当金の計上基準 (イ)貸倒引当金

　売上債権、貸付金等の貸倒損失に備え

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。

(イ)貸倒引当金

同　　　左

(ロ)賞与引当金

　従業員の賞与支給に備えて、賞与支給

見込額の当連結会計年度負担額を計上し

ております。

(ロ)賞与引当金

同　　　左

(ハ)退職給付引当金

　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計上しており

ます。

　なお、数理計算上の差異および過去勤

務債務については、当連結会計年度にお

いて全額一括償却しております。

(ハ)退職給付引当金

同　　　左
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項目
前連結会計年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

(ニ)役員退職慰労引当金

　当社の役員の退職慰労金の支給に備え

るため、役員退職慰労金規程に基づく期

末要支給額を計上しております。

(ニ)役員退職慰労引当金

同　　　左

(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、連結決算日の直

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並びに

収益及び費用は、連結決算日の直物為替相

場により円貨に換算し、換算差額は少数株

主持分及び資本の部における為替換算調整

勘定に含めております。

同　　　左

(5）重要なリース取引の処

理方法

　当社及び国内子会社は、リース物件の所

有権が借主に移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取引については、

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計

処理によっております。

同　　　左

(6）重要なヘッジ会計の方法 (イ)ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理によっております。た

だし、為替予約等が付されている外貨建

金銭債権債務等については、振当処理を

行っております。

　さらに、特例処理の要件を満たす金利

スワップ取引については、特例処理を採

用しております。

(イ)ヘッジ会計の方法

同　　　左

(ロ)ヘッジ手段とヘッジ対象

ａ．ヘッジ手段…為替予約

ヘッジ対象…外貨建輸出取引

ｂ．ヘッジ手段…通貨スワップ

ヘッジ対象…外貨建予定輸入取引

ｃ．ヘッジ手段…金利スワップ

ヘッジ対象…借入金

(ロ)ヘッジ手段とヘッジ対象

ａ．ヘッジ手段…為替予約

ヘッジ対象…外貨建輸出取引

ｂ．ヘッジ手段…金利スワップ

ヘッジ対象…借入金

(ハ)ヘッジ方針

　相場変動リスク及びキャッシュ・フ

ロー変動リスクを回避する目的で、

キャッシュ・フローを固定するデリバ

ティブ取引を利用しております。

(ハ)ヘッジ方針

同　　　左
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項目
前連結会計年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

(ニ）ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ対象のキャッシュ・フローが固

定され、その変動が継続して回避される

ことを確認しております。

　また、金利スワップについては、特例

処理の要件に該当すると判定されるため、

当該判定をもって有効性の判定に代えて

おります。

(ニ）ヘッジ有効性評価の方法

同　　　左

(7）その他連結財務諸表作

成のための重要な事項

(イ）消費税等の会計処理

　消費税及び地方消費税の会計処理は、

税抜方式によっております。

(イ）消費税等の会計処理

同　　　左

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

　連結子会社の資産及び負債の評価につい

ては、全面時価評価法を採用しております。

同　　　左

６．連結調整勘定の償却に関

する事項

 連結調整勘定の償却については、５年間

の均等償却を行っております。

同　　　左

７．利益処分項目等の取扱い

に関する事項

　連結剰余金計算書は、連結会社の利益処

分について連結会計年度中に確定した利益

処分に基づいて作成しております。

同　　　左

８．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範囲

　連結キャッシュ・フロー計算書における

資金（現金及び現金同等物）は、手許現金、

随時引き出し可能な預金及び容易に換金可

能であり、かつ、価値の変動について僅少

なリスクしか負わない取得日から３ヵ月以

内に償還期限の到来する短期投資を範囲と

しております。

同　　　左

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

────── （固定資産の減損に係る会計基準）

   当連結会計年度より、固定資産の減損に係る会計基準

（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に係る意見書」

（企業会計審議会 平成14年8月9日））及び「固定資産の減

損に係る会計基準の適用指針（企業会計基準適用指針第6号  

平成15年10月31日）を適用しております。これによる当連結

会計年度の損益に与える影響はありません。

表示方法の変更

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日

至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

（連結貸借対照表）

　「未払金」は、前連結会計年度まで、流動負債の「その

他」に含めて表示しておりましたが、当連結会計年度にお

いて、負債、少数株主持分及び資本の合計額の100分の５

を超えたため区分掲記いたしました。

 なお、前連結会計年度末の「未払金」は761,350千円であ

ります。

──────
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成17年３月31日）

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

※１　関連会社に対するものは次のとおりであります。 ※１　関連会社に対するものは次のとおりであります。

投資その他の資産（その他）

（出資）

79,242千円 投資その他の資産（その他）

（出資）

      116,968千円

※２　担保に供している資産及びこれに対応する債務は次

のとおりであります。

(1）投資有価証券

　投資有価証券のうち、155,170千円は長期借入金（１

年以内返済予定分を含む）1,176,000千円の担保に供

しております。

※２　担保に供している資産及びこれに対応する債務は次

のとおりであります。

(1）投資有価証券

　投資有価証券のうち、199,760千円は長期借入金（１

年以内返済予定分を含む）1,012,000千円の担保に供

しております。

(2）有形固定資産 (2）有形固定資産

（工場財団）

建物及び構築物 625,120千円

機械装置及び運搬具 91,965

土地 686,007

その他 351

計 1,403,444千円

（工場財団）

建物及び構築物 1,077,196千円

機械装置及び運搬具 91,630

土地 686,007

その他 351

計       1,855,186千円

　上記の資産について工場財団を組成し、長期借入金

（１年以内返済予定分を含む）1,079,400千円の担保

に供しております。

　上記の資産について工場財団を組成し、長期借入金

（１年以内返済予定分を含む）779,100千円の担保に

供しております。

（その他）

建物及び構築物 348,767千円

土地 1,575,159

計 1,923,927千円

（その他）

建物及び構築物        327,439千円

土地 1,575,159

計      1,902,598千円

　上記の資産は、長期借入金（１年以内返済予定分を

含む）1,000,750千円の担保に供しております。

　上記の資産は、長期借入金（１年以内返済予定分を

含む）1,201,000千円の担保に供しております。

※３．発行済株式の総数 ※３．発行済株式の総数

普通株式 6,302,200株 普通株式  6,302,200株

※４．自己株式

　当社が保有する自己株式の数

※４．自己株式

　当社が保有する自己株式の数

普通株式 513株 普通株式 650株

  ５．偶発債務   ５．偶発債務

輸出手形買取未決済高 90,635千円 輸出手形買取未決済高 132,460千円

－ 22 －



（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※１　一般管理費に含まれる研究開発費は、次のとおりで

あります。

619,637千円

※１　一般管理費に含まれる研究開発費は、次のとおりで

あります。

       606,930千円

※２　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、

次のとおりであります。

※２　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、

次のとおりであります。

運搬費 1,258,336千円

給与手当 1,007,048

賞与引当金繰入額 224,400

退職給付引当金繰入額 29,582

役員退職慰労引当金繰入額 31,366

減価償却費 405,689

連結調整勘定の当期償却額 3,673

運搬費    1,485,896千円

給与手当 1,145,689

賞与引当金繰入額 292,600

退職給付引当金繰入額 19,313

役員退職慰労引当金繰入額 38,867

減価償却費 429,452

連結調整勘定の当期償却額 3,673

※３　休止固定資産に係る減価償却費並びに低操業度によ

る非原価部分であります。

※３　　　　　　　　──────

※４　固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。 ※４　              ──────

建物及び構築物 －千円

機械装置及び運搬具 359

土地 －

その他 8

計 368千円

※５　たな卸資産廃棄損の内訳は次のとおりであります。 ※５　              ──────

製品 78,377千円

原料 658

仕掛品 947

廃棄費用 82

計 80,066千円

※６　固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。 ※６　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 476千円

その他 －

計 476千円

機械装置及び運搬具    1,386千円

その他 122

計    1,509千円

※７　固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 ※７　固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

建物及び構築物 14,506千円

機械装置及び運搬具 12,821

その他 794

廃棄費用 14,492

計 42,615千円

建物及び構築物       6,565千円

機械装置及び運搬具 24,255

その他 197

廃棄費用 19,170

計       50,188千円

－ 23 －



（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16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18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は次のとおりであ

ります。

（平成17年３月31日現在）

※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は次のとおりであ

ります。

（平成18年３月31日現在）

（千円)

現金及び預金勘定 3,871,527

預け入れ期間が３ヵ月を超える定

期預金
－

現金及び現金同等物 3,871,527

（千円)

現金及び預金勘定 4,099,322

預け入れ期間が３ヵ月を超える定

期預金
－

現金及び現金同等物 4,099,322

－ 24 －



①　リース取引

   当社は、証券取引法第27条の30の６の規定に基づき電子開示手続きを行っているため、記載を省略しております。

 

 

②　有価証券

１．その他有価証券で時価のあるもの

種類

前連結会計年度（平成17年３月31日） 当連結会計年度（平成18年３月31日）

取得原価
（千円）

連結貸借対照
表計上額

（千円）
差額（千円）

取得原価
（千円）

連結貸借対照
表計上額

（千円）
差額（千円）

連結貸借対照表計

上額が取得原価を

超えるもの

(1）株式 322,409 885,949 563,539 340,832 1,245,764 904,931

(2）債券

①　国債・地方債等 － － － － － －

②　社債 － － － － － －

③　その他 － － － － － －

(3）その他 － － － － － －

小計 322,409 885,949 563,539 340,832 1,245,764 904,931

連結貸借対照表計

上額が取得原価を

超えないもの

(1）株式 － － － － － －

(2）債券

①　国債・地方債等 － － － － － －

②　社債 － － － － － －

③　その他 － － － － － －

(3）その他 － － － － － －

小計 － － － － － －

合計 322,409 885,949 563,539 340,832 1,245,764 904,931

　（注）　減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ30％以上下落した場合には、全て減損処理を行っ

ております。

２．前連結会計年度及び当連結会計年度中に売却したその他有価証券

前連結会計年度
（自平成16年４月１日　至平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

売却額（千円）
売却益の合計額

（千円）
売却損の合計額

（千円）
売却額（千円）

売却益の合計額
（千円）

売却損の合計額
（千円）

52 35 － － － －

－ 25 －



３．時価評価されていない主な有価証券の内容

前連結会計年度（平成17年３月31日） 当連結会計年度（平成18年３月31日）

連結貸借対照表計上額（千円） 連結貸借対照表計上額（千円）

(1）満期保有目的債券

非上場内国債券 － －

(2）その他有価証券

非上場株式（店頭売買株式を

除く）
25,922 25,922

 

 

③　デリバティブ取引

   当社は、証券取引法第27条の30の６の規定に基づき電子開示手続きを行っているため、記載を省略しております。

 

 

－ 26 －



④　退職給付

１．採用している退職給付制度の概要

　当社及び国内連結子会社は、確定給付型の制度として、適格退職年金制度及び退職一時金制度を設けており

ます。また、従業員の退職等に際して、退職給付会計に準拠した数理計算による退職給付債務の対象とされな

い割増退職金を支払う場合があります。

　当社については、昭和54年に設定した適格退職年金制度及び退職一時金制度を併用しており、国内連結子会

社は、退職一時金制度のみを有しております。また、米国にある連結子会社については、確定拠出年金制度を

設けております。

２．退職給付債務及びその内訳

前連結会計年度
（平成17年３月31日）

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

(1) 退職給付債務（千円） △1,104,811 △1,171,088

(2) 年金資産（千円） 278,408 365,663

(3) 退職給付引当金（千円） △826,403 △805,425

　（注）　国内連結子会社は、退職給付債務の算定に簡便法を採用しております。

３．退職給付費用の内訳

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

退職給付費用

(1) 勤務費用（千円） 68,281 68,936

(2) 利息費用（千円） 26,303 26,636

(3) 期待運用収益（千円） △4,956 △5,568

(4) 数理計算上の差異の費用処理額（千円） △13,083 △18,948

(5) 過去勤務債務の費用処理額（千円） △15,849 △33,880

(6) 退職給付費用（千円） 60,695 37,175

　（注）　簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は「(1）勤務費用」に計上しております。

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

前連結会計年度
（平成17年３月31日）

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

(1）割引率 2.5％ 2.5％

(2）期待運用収益率 2.0％ 2.0％

(3）退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 期間定額基準

(4) 過去勤務債務の額の処理年数 １年 １年

(5) 数理計算上の差異の処理年数 １年 １年

－ 27 －



⑤　税効果会計

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

（単位：千円）

前連結会計年度
（平成17年３月31日）

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

繰延税金資産

役員退職慰労引当金繰入超過額

退職給付引当金繰入超過額

賞与引当金繰入超過額

税務上の繰越欠損金

会員権

未払事業税

その他

繰延税金資産小計

評価性引当額

繰延税金資産合計

繰延税金負債

その他有価証券評価差額

その他

繰延税金負債合計

繰延税金資産の純額

360,370

320,189

85,593

31,542

31,946

45,068

180,294

1,055,004

△31,542

1,023,462

228,966

121

229,087

794,374

377,071

327,260

98,180

39,255

14,130

34,641

204,444

1,094,983

△39,255

1,055,727

367,673

248

367,921

687,806

　繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれております。

前連結会計年度
（平成17年３月31日）

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

流動資産－繰延税金資産

固定資産－繰延税金資産

流動負債－繰延税金負債

固定負債－繰延税金負債

236,145

787,317

△113

△228,974

249,176

806,551

△177

△367,743

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳

（単位：％）

前連結会計年度
（平成17年３月31日）

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

国内の法定実効税率

（調整）

交際費等永久に損金に算入されない

項目

受取配当金等永久に益金に算入され

ない項目

住民税均等割額等

海外子会社との税率差異

欠損金子会社の未認識税務利益

租税特別措置法による税額控除

その他

税効果会計適用後の法人税等の負担率

40.63

 

0.92

△0.06

0.42

△4.05

△0.65

△2.26

△0.16

34.79

40.63

 

0.88

△0.08

0.38

△3.31

0.35

△2.31

△1.58

34.96
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⑥　セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

前連結会計年度（自　平成16年４月１日　至　平成17年３月31日）

ライフサイ
エンス事業
（千円）

電子材料お
よび機能性
化学品事業
（千円）

その他の事
業（千円）

計（千円）
消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

Ⅰ　売上高及び営業損益

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 14,687,025 6,440,381 608,808 21,736,215 － 21,736,215

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
235,764 31,568 71,496 338,829 (338,829) －

計 14,922,790 6,471,950 680,304 22,075,045 (338,829) 21,736,215

営業費用 13,446,266 5,255,942 666,189 19,368,398 250,451 19,618,850

営業利益 1,476,524 1,216,007 14,115 2,706,646 (589,281) 2,117,365

Ⅱ　資産、減価償却費及び資本的

支出

資産 13,600,736 10,625,352 235,316 24,461,404 4,860,617 29,322,022

減価償却費 462,365 745,327 358 1,208,051 32,924 1,240,975

資本的支出 751,723 1,875,922 － 2,627,645 42,945 2,670,590

当連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

ライフサイ
エンス事業
（千円）

電子材料お
よび機能性
化学品事業
（千円）

その他の事
業（千円）

計（千円）
消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

Ⅰ　売上高及び営業損益

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 15,985,899 7,952,030 525,309 24,463,239 － 24,463,239

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
58,800 － 117,283 176,084 (176,084) －

計 16,044,699 7,952,030 642,592 24,639,323 (176,084) 24,463,239

営業費用 14,995,253 6,480,039 638,231 22,113,525 441,792 22,555,318

営業利益 1,049,445 1,471,991 4,360 2,525,797 (617,876) 1,907,920

Ⅱ　資産、減価償却費及び資本的

支出

資産 14,822,598 14,247,972 271,234 29,341,806 5,566,037 34,907,843

減価償却費 535,270 925,453 326 1,461,050 30,930 1,491,980

資本的支出 1,008,873 3,591,050 － 4,599,924 29,545 4,629,470

－ 29 －



　（注）１．上記事業は、製品及び商品の種類・性質、製造方法、販売市場等の類似性等を勘案して区分しております。

２．各事業の主要な製品及び商品等

(1）ライフサイエンス事業………………リンゴ酸、クエン酸、その他果実酸、食添製剤、グルコン酸

(2）電子材料および機能性化学品事業…超高純度コロイダルシリカ、樹脂添加剤、医薬品原料、写真薬原料

(3）その他の事業…………………………化粧品原料（商品）、ＨＥＭＡ

３．「消去又は全社」に含めた金額及び主な内容は、次のとおりであります。

前連結会計年度
（千円）

当連結会計年度
（千円）

主な内容

消去又は全社の項目に含め

た配賦不能営業費用の金額
606,643 635,881

提出会社の総務部門・経理部門等、一般管理部

門に係る費用

消去又は全社の項目に含め

た全社資産の金額
4,932,092 5,600,727

提出会社における余資運用資金（現金及び有価

証券）、長期投資資金（投資有価証券）及び管

理部門に係る資産等

ｂ．所在地別セグメント情報

前連結会計年度（自　平成16年４月１日　至　平成17年３月31日）

日本
（千円）

中国
（千円）

アメリカ
（千円）

計
（千円）

消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

Ⅰ　売上高及び営業損益

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 18,796,129 402,060 2,538,026 21,736,215 － 21,736,215

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
307,483 2,823,421 561,609 3,692,514 (3,692,514) －

計 19,103,612 3,225,481 3,099,636 25,428,730 (3,692,514) 21,736,215

営業費用 16,705,304 3,001,806 3,090,186 22,797,297 (3,178,446) 19,618,850

営業利益 2,398,308 223,674 9,450 2,631,433 (514,067) 2,117,365

Ⅱ　資産 22,497,577 3,392,517 2,442,248 28,332,343 989,678 29,322,022

当連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

日本
（千円）

中国
（千円）

アメリカ
（千円）

計
（千円）

消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

Ⅰ　売上高及び営業損益

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 20,849,448 710,916 2,902,873 24,463,239 － 24,463,239

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
274,254 3,663,983 605,011 4,543,249 (4,543,249) －

計 21,123,703 4,374,900 3,507,885 29,006,489 (4,543,249) 24,463,239

営業費用 18,557,697 4,477,577 3,554,936 26,590,211 (4,034,893) 22,555,318

営業利益 2,566,005 △102,676 △47,050 2,416,277 (508,356) 1,907,920

Ⅱ　資産 26,673,931 4,217,385 2,987,216 33,878,532 1,029,310 34,907,843

　（注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２．「消去又は全社」に含めた金額及び主な内容は、［事業の種類別セグメント情報］の（注）３．と同一であ

ります。
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ｃ．海外売上高

前連結会計年度（自　平成16年４月１日　至　平成17年３月31日）

ヨーロッパ 北米 その他 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 1,382,080 3,374,287 2,011,328 6,767,696

Ⅱ　連結売上高（千円） － － － 21,736,215

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上

高の割合（％）
6.4 15.5 9.2 31.1

当連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

ヨーロッパ 北米 アジア その他 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 1,494,034 3,663,715 2,564,171 201,521 7,923,442

Ⅱ　連結売上高（千円） － － － － 24,463,239

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上

高の割合（％）
6.1 15.0 10.5 0.8 32.4

　（注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２．各区分に属するおもな国又は地域は以下のとおりであります。

ヨーロッパ：ドイツ、イギリス

北米：アメリカ

アジア：中国、韓国、台湾

３．アジア地域の売上高につきましては、当連結会計期間において連結売上高に占める割合が100分の10を超えた

ため、区分掲記いたしました。

なお、前連結会計期間における同地域の売上高は1,769,444千円（連結売上高に占める割合8.1％）であります。

４．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。
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⑦　関連当事者との取引

前連結会計年度（自　平成16年４月１日　至　平成17年３月31日）

役員及び個人主要株主等

属性
会社等の名
称

住所
資本金又
は出資金
（千円）

事業の内容
又は職業

議決権等の
所有（被所
有）割合

関係内容
取引の内
容

取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上
の関係

主要株主（個

人）及びその

近親者が議決

権の過半数を

所有している

会社等（当該

会社等の子会

社を含む）

㈱壽世堂

（注）１

大阪市

中央区
10,000

損害保険代

理店業、不

動産の管理

及び賃貸業

(被所有)

直接

17.4％

兼任

1名

保険業

務代行

保険料の

支払
7,731 － －

　（注）１．議決権については、当社の主要株主であり役員である藤岡実佐子及びその近親者が100％を直接所有しており

ます。

２．取引金額には、消費税等は含まれておりません。

３．取引条件及び取引条件の決定方針

株式会社壽世堂との取引条件及び取引条件の決定方針は、他の一般の取引先と同様であります。

当連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

役員及び個人主要株主等

属性
会社等の名
称

住所
資本金又
は出資金
（千円）

事業の内容
又は職業

議決権等の
所有（被所
有）割合

関係内容
取引の内
容

取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上
の関係

主要株主（個

人）及びその

近親者が議決

権の過半数を

所有している

会社等（当該

会社等の子会

社を含む）

㈱壽世堂

（注）１

大阪市

中央区
10,000

損害保険代

理店業、不

動産の管理

及び賃貸業

(被所有)

直接

17.4％

兼任

1名

保険業

務代行

保険料の

支払
9,546 － －

帝國地所㈱

（注）１

大阪市

中央区
10,000

不動産の管

理及び賃貸

業

 

－

 

兼任

2名

不動産

の賃借

不動産賃

借料の支

払(東京

支店）

554
差入保証

金
33,150

役員 北島徹夫 － －
当社代表取

締役社長

(被所有)

直接

0.1％

－ －
社宅の賃

貸
2,066

差入保証

金
2,200

　（注）１．議決権については、当社の主要株主であり役員である藤岡実佐子及びその近親者が100％を直接所有しており

ます。

２．取引金額には、消費税等は含まれておりません。

３．取引条件及び取引条件の決定方針

株式会社壽世堂および帝國地所株式会社との取引条件及び取引条件の決定方針は、他の一般の取引先と同様

であります。

社宅の賃貸料は近隣の取引実勢を考慮して決定しております。
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（１株当たり情報）

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１株当たり純資産額 1,865.04円

１株当たり当期純利益金額 191.65円

１株当たり純資産額         2,142.10円

１株当たり当期純利益金額       212.10円

　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。

　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。

　（注）　１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前連結会計年度
(自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

当期純利益（千円） 1,252,723 1,381,610

普通株主に帰属しない金額（千円） 45,000 45,000

（うち利益処分による役員賞与金） (45,000) (45,000)

普通株式に係る当期純利益（千円） 1,207,723 1,336,610

期中平均株式数（株） 6,301,687 6,301,639
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５．生産、受注及び販売の状況
(1）生産実績

事業の種類別セグメントの
名称

前連結会計年度 当連結会計年度 増減

金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 増減率（％）

ライフサイエンス 10,753,383 60.5 14,175,636 63.8 3,422,253 31.8

電子材料および機能性化学品 6,892,838 38.8 8,036,099 36.2 1,143,260 16.6

その他 118,981 0.7 9,987 0.0 △108,993 △91.6

合計 17,765,202 100.0 22,221,723 100.0 4,456,521 25.1

　（注）１．金額は販売価格によっており、セグメント間の内部振替前の数値によっております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(2）受注状況

　当社グループは、見込み生産を行っているため、受注高及び受注残高を把握しておりません。

(3）販売実績

事業の種類別セグメントの
名称

前連結会計年度 当連結会計年度 増減

金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 増減率（％）

ライフサイエンス 14,687,025 67.6 15,985,899 65.3 1,298,873 8.8

電子材料および機能性化学品 6,440,381 29.6 7,952,030 32.5 1,511,649 23.5

その他 608,808 2.8 525,309 2.2 △83,499 △13.7

合計 21,736,215 100.0 24,463,239 100.0 2,727,023 12.5

　（注）１．セグメント間の取引については相殺消去しております。

２．最近２連結会計年度における主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は、次の

とおりであります。

前連結会計年度 当連結会計年度

株式会社フジミインコーポレーテッド
金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％）

2,668,664 12.3 3,322,334 13.6

３．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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