
(財)財務会計基準機構会員  

平成18年12月期 中間決算短信（連結） 平成18年 8月 4日
上 場 会 社 名　 東 亞 合 成 株 式 会 社 上 場 取 引 所 東　大　名　福

コ ー ド 番 号　 4045 本社所在都道府県 東 京 都 

（ＵＲＬ http://www.toagosei.co.jp/　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

代　　表　　者　役 職 名 代 表 取 締 役 社 長 氏　　名　山 寺　　炳 彦

問合せ先責任者　役 職 名 I R 広 報 室 長  

氏　　名 髙 村　　美 己 志 Ｔ Ｅ Ｌ（ 　03　 ）3597 － 7215

中間決算取締役会開催日 平成18年 8月 4日

親会社等の名称 －　　　　　（コード番号：　－　） 親会社等における当社の議決権所有比率： － ％

米国会計基準採用の有無 無

１．18年 6月中間期の連結業績（平成18年 1月 1日 ～ 平成18年 6月30日）

（ 1 ）連結経営成績　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　（百万円未満切捨）  

売　 上　 高 営　業　利　益 経　常　利　益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年 6月中間期 75,055 1.0 5,658 △27.8 6,309 △25.8

17年 6月中間期 74,347 6.1 7,841 36.4 8,505 51.3

17年12月期 151,443 - 15,236 - 16,584 -

中間（当期）純利益
１株当たり中間
（当期）純利益

  潜在株式調整後１株当たり
  中間（当期）純利益

百万円 ％ 円　銭 円　銭

18年 6月中間期 3,122 △38.7 11.95 11.95

17年 6月中間期 5,091 96.3 19.49 19.48

17年12月期 12,131 - 46.31 46.29
（ 注 ）1.持分法投資損益 18年 6月中間期 263百万円 17年 6月中間期 206百万円
 17年12月期 439百万円    

2.期中平均株式数（連結） 18年 6月中間期 261,386,595株 17年 6月中間期 261,291,875株
 17年12月期 261,323,282株    
3.会計処理方法の変更 無
4.売上高、営業利益、経常利益、中間（当期）純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率

（ 2 ）連結財政状態  

総　 資　 産 純　 資　 産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円　銭

18年 6月中間期 186,213 111,374 54.1 385.20

17年 6月中間期 172,766 88,702 51.3 339.35

17年12月期 186,521 99,501 53.3 380.59
（ 注 ）期末発行済株式数（連結） 18年 6月中間期 261,385,238株 17年 6月中間期 261,385,813株
 17年12月期 261,364,222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 6月中間期 6,430 △4,035 △3,240 11,064

17年 6月中間期 12,557 △3,493 △9,226 10,431

17年12月期 18,380 △6,889 △10,711 11,440

（ 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 22社 持分法適用非連結子会社数 －社 持分法適用関連会社数 2社

（ 5 ）連結範囲及び持分法の適用の異動状況
連結（新規） 3社 （除外） －社 持分法（新規） －社 （除外） －社

２．18年12月期の連結業績予想（平成18年 1月 1日 ～ 平成18年12月31日）
売　 上　 高 経　常　利　益 当　期　純　利　益

百万円 百万円 百万円

通　　期 154,000 14,800 7,600

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　　29円08銭

 　　　　　営業利益：通期　13,900百万円

上記の業績予想には、本資料の発表日現在入手可能な情報に基づく予測が含まれております。実際の業績は、今後様々な変動要因により、上記数

値と異なる可能性があります。なお上記業績予想に関する事項は、添付資料８ページをご覧ください。
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企業集団の概況

　当社の企業集団は、当社、子会社27社および関連会社13社で構成され、その主な事業内容と、当社お

よび主要な関係会社の当該事業にかかる位置付けは次の通りであります。

　なお、張家港東亞迪愛生化学有限公司、トウアゴウセイ・ホンコン・リミテッド、東亞合成(珠海)有

限公司につきましては、重要性が増加したことにより、当中間連結会計期間より連結子会社に含めるこ

とにいたしました。

１．化学品事業

①基礎化学品部門

　苛性ソーダおよび無機塩化物の製造・販売を、当社および連結子会社である鶴見曹達㈱が行っ

ております。なお、当社は鶴見曹達㈱より、製品の一部を購入しております。

　韓国における苛性ソーダおよび無機塩化物の販売を、非連結子会社である鶴見曹達ＫＯＲＥＡ

㈱が行っております。

　塩素系有機溶剤およびその他塩素系製品の製造・販売を、当社が行っております。

　高圧ガス関連製品の製造・販売を、連結子会社である東亞テクノガス㈱および持分法適用関連

会社である中部液酸㈱他８社が行っております。また、同社は中部液酸㈱他８社より、製品の一

部を購入しております。

　硫酸などその他基礎化学品の製造・販売を、当社他１社が行っております。

②アクリル製品部門

　アクリル酸エステル、アクリル酸などの製造を、当社および連結子会社である大分ケミカル㈱

が行い、販売を当社が行っております。なお、当社は、同社の原料の一部を代理購入しておりま

す。

　シンガポールにおけるアクリル酸エステル、アクリル酸の製造・販売を、連結子会社であるト

ウアゴウセイ・シンガポール・ピーティーイー・リミテッド他１社が行っております。

　アクリル系ポリマ－の製造・販売は、当社および連結子会社である日本純薬㈱が行っておりま

す。なお、当社は、日本純薬㈱に原料の一部を供給しており、同社より製品の一部を購入してお

ります。

　高分子凝集剤、建築・土木製品などその他アクリル製品の製造・販売を、当社および東亞建装

㈱が行っております。

③機能製品部門

　アクリル系オリゴマーの製造・販売を、当社が行っております。

　台湾におけるアクリル系オリゴマーの製造を連結子会社である東昌化学股份有限公司が行い、

販売を連結子会社である台湾東亞合成股份有限公司が行っております。なお、当社は、台湾東亞

合成股份有限公司を通じ、製品の一部を購入しております。

　中国におけるアクリル系オリゴマーの製造を、連結子会社である張家港東亞迪愛生化学有限公

司が行っております。なお、当社は、張家港東亞迪愛生化学有限公司に原料の一部を供給してお

り、同社より製品の一部を購入しております。

　接着剤の製造・販売を、当社および連結子会社であるアロンエバーグリップ・リミテッドが行っ

ております。なお、当社は同社より製品の一部を購入しております。また、当社接着剤の包装充

填業務の一部を、連結子会社であるアロン包装㈱が行っております。

　米国における接着剤の製造、販売および化学技術等の調査業務を、連結子会社であるトウアゴ

ウセイ・アメリカ・インクおよび持分法適用関連会社であるエルマーズ・アンド・トウアゴウセ

イ・カンパニーが行っております。なお、当社はトウアゴウセイ・アメリカ・インクに原料の一

部を供給しております。
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　中国における接着剤の製造を連結子会社である東亞合成(珠海)有限公司が行い、販売を連結子

会社であるトウアゴウセイ・ホンコン・リミテッドが行っております。なお、当社はトウアゴウ

セイ・ホンコン・リミテッドを通じ、東亞合成(珠海)有限公司に原料の一部を供給しております。

　開発製品などその他機能製品の製造・販売を当社が行っております。

④樹脂加工製品部門

　管工機材、家庭用品などの樹脂成形加工・販売を、連結子会社であるアロン化成㈱他２社が行っ

ております。

２．その他の事業

　連結子会社である㈱ＴＧコーポレーションは、当社および連結子会社である鶴見曹達㈱の製品の

一部を販売しております。

　当社製品の運送の一部を、連結子会社である東亞物流㈱、北陸東亞物流㈱、四国東亞物流㈱およ

び東亞興業㈱他１社が行っております。

　当社の不動産管理、広告宣伝および庶務業務などの一部を、連結子会社である東亞エステート㈱

他１社が行っております。

　当社の設備などの建設業務および修繕業務の一部を、連結子会社であるＴＯＡエンジニアリング

㈱が行っております。

　以上に述べた事項を系統図に示すと、次ページの通りになります。
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経　営　方　針

１．経営の基本方針

企業理念

 化学事業を通じてより多くの人々とより多くの幸福を分かち合う

　

　当社は、“化学事業を通じてより多くの人々とより多くの幸福を分かち合う”を企業理念とし、化学

事業を通じて優れた化学製品を提供し、快適な生活環境を実現することで社会へ貢献し、株主、取引先、

従業員にとって魅力ある会社になること、あわせて良き企業市民として地域社会に貢献することを経営

の基本方針としております。

　また、安全と環境問題につきましては、レスポンシブルケア活動を通じ製品の製造から廃棄と再利用

までのすべての段階で、安全性を確保するとともに、環境の保全と積極的な環境改善により地域環境と

調和した会社の発展を図ってまいります。

２．中長期的な経営戦略と課題

　当社グループは、2005年度を初年度とし2007年度を最終年度とする中期経営計画を策定し、遂行して

おります。

　中期経営計画では、次に示す通り、「成長」の面をこれまで以上に鮮明に意識し、当社グループを高

収益な企業グループとして再構築してまいります。

（１）目指すべき企業像

　“マーケットNo.1製品を創出する存在感のある企業”

（２）テーマ

　“実行と実効”― Do ＆ Results ―

　計画を確実に実行し結果につなげることが最も重要であると考えます。

（３）基本戦略

○重点事業の加速

　「光硬化型樹脂」、「接着剤」および「無機高純度品」を重点事業と位置付け、拡大・成長を図りま

す。

○既存事業の再構築

　既存の各事業の位置付けを明確にし、収益改善、事業提携、撤退などを確実に実行し、事業再構築を

図ります。

（４）支援戦略

○R＆Dと営業力の強化

○製造技術の強化

○効率化の推進

　基本戦略を三つの方向から支援していきます。
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３．利益配分に関する基本方針

　利益配分の基本方針につきましては、当期の業績、今後の事業展開、業績の進展等を総合的に勘案し

て、１株当たり６円を安定配当の標準とし、株主の皆様への安定的な利益還元に努めることを基本方針

としてまいります。

　また、内部留保資金につきましては、健全な財務体質を確立することの重要性に留意しつつ、今後予

想される競争激化に備えるための研究開発および設備投資の原資として活用してまいります。

　なお、当期の中間配当金につきましては、１株あたり３円75銭をお支払いすることを決議いたしまし

た。期末の利益配当金についても３円75銭を予定しておりますので、１株あたりの年間配当金は前期と

同額の７円50銭となる予定であります。

４．投資単位の引下げに関する考え方および方針等

　当社は、投資単位の引下げを、株式の流動性を向上させ幅広い投資家層のさらなる市場参加を促進さ

せるための有効な施策の一つとして認識しておりますが、現時点では、投資単位の引下げは考えており

ません。

５．目標とする経営指標

　当社グループは、2005年度を初年度とし2007年度を最終年度とする中期経営計画に基づき、計画最終

年度（2007年度）における数値目標を次の通り定め、目標とする営業利益の達成を第一義に考え、収益

力と成長性の向上を目指してまいります。

＜2007年度目標値（連結）＞

○売上高　　　　　　　　　　1,630億円

○営業利益　　　　　　　　　　170億円

○営業利益率　　　　　　　　　 10.4％

○経常利益　　　　　　　　　　165億円

○当期純利益　　　　　　　　　 85億円

○１株当たり当期純利益　　　　 32円

６．会社の対処すべき課題

　下半期の見通しにつきましては、個人消費の増加や雇用情勢の回復などにより国内景気は回復基調が

続くものと期待されますが、原油価格の上昇による原燃料価格の一層の高騰、米国経済の減速などが企

業収益や個人消費に与える影響が懸念されます。

　当社グループを取巻く事業環境といたしましては、主にアクリル製品のアジア市場での需給動向が不

透明であり、原燃料価格の上昇による収益の圧迫が懸念され先行きは予断を許さない状況にあります。

　このような経営環境のもとで、平成18年10月には、高分子凝集剤事業を、簡易型吸収分割により三井

化学アクアポリマー株式会社に承継し、同社は当社の連結子会社となる予定であり、競争の激化や市場

の国際化に対応できる事業体質への転換を図ってまいります。

　当社グループといたしましては、一層の効率化と製品価格の是正につとめ、2005年度からスタートし

ました中期経営計画の重点事業である光硬化型樹脂、接着剤、無機高純度品の各事業を着実に拡大する

とともに、既存事業を再構築することにより、景気や市況の動向に左右されない安定した収益基盤の確

立を図ってまいります。　

７．親会社等に関する事項

　当社は、親会社等を有しないので、該当事項はありません。

８．その他、会社の経営上の重要な事項

　該当事項はありません。
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経営成績および財政状態

１．経営成績

（１）当中間連結会計期間の概況

　当中間連結会計期間におけるわが国経済は、設備投資が増加し、個人消費は緩やかな拡大傾向が続き、

雇用情勢も改善するなど、景気は着実に回復しております。

　化学業界におきましては、原油価格の上昇に伴い、原燃料価格の高騰が続き、厳しい事業環境のうち

に推移いたしました。

　当社グループは、このような状況のもとで、採算重視の営業活動を展開し、原燃料価格の高騰に伴う

製品価格の是正につとめましたものの、中国をはじめとするアジアでの市況下落の影響を受けて、企業

収益が圧迫される状況となりました。

　これらの結果、当中間連結会計期間の当社グループの売上高は、750億５千５百万円と前中間連結会計

期間に比べ７億８百万円、1.0％増加いたしました。

　損益につきましては、営業利益は56億５千８百万円と前年同期に比べ21億８千３百万円、27.8％減少

いたしました。経常利益は63億９百万円と前年同期に比べ21億９千５百万円、25.8％減少いたしました。

中間純利益は、31億２千２百万円と前年同期に比べ19億６千８百万円、38.7％減少いたしました。

（２）部門別の営業の概況

（イ）化学品事業

（ａ）基礎化学品部門

　苛性ソーダ、無機高純度品は、出荷が堅調に推移しましたことに加え、製品価格の是正を一部実施し

ましたため、売上高は前年同期に比べ増加いたしました。

　無機塩化物は、過塩化鉄液が大手需要家の事業撤退の影響により出荷数量が減少しましたものの、原

料価格の高騰に伴う製品価格の是正を実施しましたため、売上高は前年同期に比べやや増加いたしまし

た。

　塩素系有機溶剤は、国内外需要の減少により出荷が大幅に減少しましたことに加え、市況が軟化しま

したため、売上高は前年同期に比べ減少いたしました。

　硫酸は、出荷が堅調に推移しましたため、売上高は前年同期に比べやや増加いたしました。

　工業用ガスは、出荷が堅調に推移しましたため、売上高は前年同期に比べ微増となりました。

  この結果、基礎化学品部門の売上高は、246億３千８百万円となり、前年同期に比べ、７億９千８百万

円、3.3％の増加となりました。

（ｂ）アクリル製品部門

　アクリル酸エステルは、中国をはじめとするアジアでの市況が下落しましたことにより売上高は前年

同期に比べ大幅に減少いたしました。

　アクリル系ポリマーは、新規製品の投入などによる積極的な営業活動が功を奏し、売上高は前年同期

に比べ増加いたしました。

　建築・土木製品は、建築補修材の出荷は減少しましたものの、地盤改良剤、土木補修材の出荷が好調

に推移しましたため、売上高は前年同期に比べやや増加いたしました。

　高分子凝集剤は、出荷が低調に推移しましたものの、採算改善のため製品価格の是正を一部実施しま

したため、売上高は前年同期に比べ増加いたしました。

　この結果、アクリル製品部門の売上高は、212億８千７百万円となり、前年同期に比べ、15億９千５百

万円、7.0％の減少となりました。
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（ｃ）機能製品部門

　接着剤につきましては、一般用は、出荷が低調に推移しましたため、売上高は前年同期に比べやや減

少いたしました。工業用は、ホットメルト系接着剤の出荷が順調に推移しましたため、売上高は前年同

期に比べて増加いたしました。

　アクリル系オリゴマー「アロニックス」は、中国、台湾などの海外向け出荷が好調でありましたため、

売上高は前年同期に比べ大幅に増加いたしました。

　開発製品につきましては、半導体市場が好調でありましたため、無機イオン交換体の出荷が好調に推

移し、売上高は前年同期に比べ大幅に増加いたしました。

　この結果、機能製品部門の売上高は、119億２千６百万円となり、前年同期に比べ、13億４千６百万円、

12.7％の増加となりました。

（ｄ）樹脂加工製品部門

　管工機材製品は、電力通信ケーブル用保護管の出荷が低調に推移しましたものの、他の製品群が堅調

に推移しましたため、売上高は前年同期に比べやや増加いたしました。

　生活用品関連製品は、日用雑貨品の出荷が低調に推移しましたものの、介護関連製品の出荷が堅調に

推移しましたため、売上高は前年同期に比べ微増となりました。

　合成樹脂コンパウンドは、食品用途の出荷が低調に推移しましたものの、合成樹脂成型製品の出荷が

好調でありましたため、売上高は前年同期に比べやや増加いたしました。

　この結果、樹脂加工製品部門の売上高は151億５千１百万円となり、前年同期に比べ、４億２千万円、

2.9％の増加となりました。

（ロ）その他の事業

　農薬関連製品は、平成17年９月に事業譲渡を実施しましたため、売上高は前年同期に比べ大幅に減少

いたしました。

　輸送関係の売上高は、前年同期に比べ増加いたしました。設備等の建設および修繕関係の売上高は、

前年同期に比べ減少いたしました。

　この結果、その他の事業の売上高は、20億５千１百万円となり、前年同期に比べ、２億６千１百万円、

11.3％の大幅な減少となりました。

（３）通期の業績見通し

　通期の見通しにつきましては、「経営方針　６．会社の対処すべき課題」に記載のとおり、原燃料価

格の上昇により厳しい経営環境が続くものと予想されます。このような状況下、当社グループといたし

ましては、原燃料価格の上昇による影響を、鋭意、製品価格の是正と中期経営計画の重点事業の拡大に

よりカバーしてまいる所存です。したがいまして、平成18年２月15日に公表いたしました通期の業績予

想は変更しておりません。

＜平成18年12月期連結業績予想＞

通期（平成18年１月１日～平成18年12月31日）　　　　　　　　　

 （単位　百万円）

平成18年12月期
前連結会計年度比

増減額 増減率

売上高 154,000 2,556 1.7%

営業利益 13,900 △1,336 △8.8%

経常利益 14,800 △1,784 △10.8%

当期純利益 7,600 △4,531 △37.4%
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２．財政状態

（１）当中間連結会計期間の概況

　営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前中間純利益が減少しましたことに加え、前連結

会計年度の課税所得増加に伴う法人税等支払額の増加、債務保証の履行による支出等がありましたため、

前中間連結会計期間に比べ収入が61億２千７百万円減少し、64億３千万円の収入となりました。

  投資活動によるキャッシュ・フローは、短期貸付金の回収額が減少しましたため、前中間連結会計期

間に比べ支出が５億４千２百万円増加し、40億３千５百万円の支出となりました。

　財務活動によるキャッシュ・フローは、コマーシャルペーパーの発行額の減少幅が小さかったため、

前中間連結会計期間に比べ支出が59億８千６百万円減少し、32億４千万円の支出となりました。

  なお、当中間連結会計期間より新たに３社を連結対象にしたことにより、現金および現金同等物が５

億６千４百万円増加しております。

  以上の結果、当中間連結会計期間末の現金および現金同等物の残高は110億６千４百万円となり、前中

間連結会計期間末に比べ６億３千３百万円の増加となりました。

（２）通期の見通し

　営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益の減少により、150億円の収入を見込

んでおります。

　投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出の増加により、110億円の支出

を見込んでおります。

　財務活動によるキャッシュ・フローは、有利子負債圧縮に努めることにより、40億円の支出を見込ん

でおります。

（３）当社グループのキャッシュ・フロー指標の推移

平成17年度6月期末 平成17年度12月期末 平成18年度6月期末

自己資本比率（％） 51.3 53.3 54.1

時価ベースの自己資本比率（％） 70.2 90.1 62.7

債務償還年数（年） 2.9 2.0 5.4

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 64.5 47.2 36.3

　（注）

１．各指標は、いずれも連結ベースの財務数値を用いて、以下の計算式により算出しております。

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

２．株式時価総額は、期末株価終値×自己株式控除後の期末発行済株式数により算出しております。

３．有利子負債は、連結貸借対照表上に計上されている負債のうち、利息を支払っている全ての負債

を対象としております。

４．営業キャッシュ・フローおよび利払いは、連結キャッシュ・フロー計算書に計上されている「営

業活動によるキャッシュ・フロー」および「利息の支払額」を用いております。

３．事業等のリスク

　「経営成績および財政状態」の記載の前提として、投資家の判断に重要な影響を及ぼす可能性のあ

る事項には、以下のようなものが含まれております。

　なお、以下記載の中には将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は当中間決算発表日（平

成18年８月４日）現在において判断したものであります。
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（１）競合他社との価格競争の影響について

　当社グループが製造・販売する製品には、性質・性能面において他社製品との差別化が困難なもの

が多く、激化する価格競争の環境下においては、営業活動の強化および生産コストの低減に取り組ん

でいるものの、当社製品と同等の製品をより低価格で販売可能な競合他社に対して、当社グループが

優位性を維持することができなくなり、当社グループの経営成績および財政状態に影響を及ぼすおそ

れがあります。

（２）原油・ナフサ価格の変動による影響について

　当社グループが製造・販売する製品の主原料購入価格は、原油・ナフサ価格の変動に影響されるた

め、当該価格変動を反映した製品価格の是正および合理化が十分に実施できなかった場合、当社グルー

プの経営成績および財政状態に影響を及ぼすおそれがあります。

（３）製造物責任による影響について

　製品の品質維持には万全の体制で取り組んでいるものの、当社グループが製造・販売する製品の予

期せぬ欠陥に起因して、顧客および第三者に対して損害を与えた場合、発生する損失全てを製造物責

任賠償保険によって補填できない可能性があり、当社グループの経営成績および財政状態に影響を及

ぼすおそれがあります。

（４）災害による影響について

　当社グループの生産拠点は、主に東海地区に立地しており、東海大地震等の震災が発生した場合、

操業の停止をはじめとした多くの損害が予想され、当社グループの経営成績および財政状態に影響を

及ぼすおそれがあります。

（５）重要な訴訟等による影響について

　現在係争中の訴訟事件等はありませんが、将来において当社グループの事業活動に関して、重要な

訴訟等が提起された場合、当社グループの経営成績および財政状態に影響を及ぼすおそれがあります。

（６）繰延税金資産の回収可能性による影響について

　当社グループの繰延税金資産は、将来の課税所得の予測を基に回収可能性を判断し、計上した金額

を基礎としております。将来の課税所得の予測と実績に乖離が生じた場合などは、当社グループの経

営成績および財政状態に影響を及ぼすおそれがあります。

（７）為替レート変動による影響について

　当中間連結会計期間の当社グループにおける海外売上高は14.6％となっております。また、海外に

連結子会社８社、持分法適用関連会社１社を有しております。そのため、為替レートに著しい変動が

生じた場合、当社グループの経営成績および財政状態に影響を及ぼすおそれがあります。

（８）金利変動による影響について

　当社グループは、より一層の金融収支の改善を図るために、有利子負債削減を進めておりますが、

金利に著しい変動が生じた場合、当社グループの経営成績および財政状態に影響を及ぼすおそれがあ

ります。

（９）固定資産の減損会計適用による影響について

　当社グループは、前連結会計年度から固定資産の減損に係る会計基準を適用しております。この基

準の適用に伴い、今後の土地等の時価や事業環境の大幅な変動によって、当社グループの経営成績お

よび財政状態に影響を及ぼすおそれがあります。
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予想数値は、現時点において入手可能な情報に基づき当社グループが判断した数値であり、今後の様々

な要因によって予想値とは異なる結果となる可能性があります。
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中間連結貸借対照表
（単位　百万円）

前連結会計年度末
（Ａ）

（平成17年12月31日）

当中間連結会計
期間末（Ｂ）

（平成18年 6月30日）

差　異
（Ｂ）－（Ａ）

前中間連結会計
期間末（Ｃ）

（平成17年 6月30日）

 金 額 構成比 金額 構成比 金 額 増減率 金 額 構成比

（資産の部）  ％  ％  ％  ％

         

流動資産         

現金および預金 11,467  11,091  △375  10,429  

受取手形および売掛金 47,926  46,223  △1,702  46,630  

有価証券 2  2  -  22  

たな卸資産 14,377  15,948  1,571  13,871  

短期貸付金 8,993  8,999  5  9,038  

繰延税金資産 601  980  378  896  

その他の流動資産 1,563  1,241  △322  1,367  

貸倒引当金 △ 3,378  △ 3,377  0  △ 3,567  

流動資産合計 81,552 43.7 81,108 43.6 △ 444 △ 0.5 75,688 43.8

固定資産         

有形固定資産         

建物および構築物 23,683  23,540  △143  24,154  

機械装置および運搬具 22,891  23,688  796  22,682  

工具器具備品 3,444  3,603  158  3,109  

土地 18,381  18,338  △43  18,388  

建設仮勘定 2,892  4,776  1,883  2,618  

有形固定資産合計 71,294 38.2 73,946 39.6 2,652 3.7 70,954 41.1

         

無形固定資産 1,004 0.5 864 0.5 △139 △13.9 1,098 0.6

         

投資その他の資産         

投資有価証券 28,283  26,504  △1,778  20,463  

長期貸付金 280  243  △37  233  

繰延税金資産 314  278  △36  353  

その他の投資その他の資産 3,900  3,379  △521  4,125  

貸倒引当金 △109  △111  △2  △150  

投資その他の資産合
計

32,670 17.6 30,293 16.3 △2,376 △7.3 25,025 14.5

固定資産合計 104,968 56.3 105,105 56.4 136 0.1 97,078 56.2

         

資産合計 186,521 100.0 186,213 100.0 △308 △ 0.2 172,766 100.0
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（単位　百万円）

 

前連結会計年度末
（Ａ）

（平成17年12月31日）

当中間連結会計
期間末（Ｂ）

（平成18年 6月30日）

差　異
（Ｂ）－（Ａ）

前中間連結会計
期間末（Ｃ）

（平成17年 6月30日）

金　額 構成比 金　額 構成比 金　額 増減率 金　額 構成比

（負債の部）  ％  ％  ％  ％

流動負債         

支払手形および買掛金 19,854  20,504  650  18,766  

短期借入金 5,822  5,578  △243  5,544  

１年内償還予定の社債 5,000  5,000  -  -  

コマーシャルペーパー 9,000  8,000  △1,000  8,000  

未払法人税等 3,264  1,203  △2,061  2,226  

繰延税金負債 0  4  3  0  

賞与引当金 209  626  417  658  

債務保証損失引当金 1,085  -  △1,085  1,021  

その他の流動負債 7,862  9,219  1,357  7,126  

流動負債合計 52,098 28.0 50,137 26.9 △1,961 △3.8 43,344 25.1

固定負債         

社債 -  -  -  5,000  

長期借入金 16,340  16,429  89  17,994  

繰延税金負債 2,658  3,404  745  1,541  

退職給付引当金 1,842  1,454  △387  2,109  

役員退職慰労引当金 309  153  △156  312  

負ののれん 1,023  703  △320  1,343  

その他固定負債 2,436  2,556  119  2,498  

固定負債合計 24,611 13.2 24,701 13.3 90 0.4 30,800 17.9

負債合計 76,710 41.2 74,839 40.2 △1,871 △2.4 74,145 43.0

（少数株主持分）         

少数株主持分 10,309 5.5 - - △10,309 - 9,919 5.7

（資本の部）         

資本金 20,886 11.2 - - △20,886 - 20,886 12.1

　資本剰余金 15,063 8.1 - - △15,063 - 15,054 8.7

　利益剰余金 54,644 29.2 - - △54,644 - 48,519 28.1

　その他有価証券評価差額金 9,697 5.2 - - △9,697 - 5,121 2.9

　為替換算調整勘定 △239 △0.1 - - 239 - △395 △0.2

　自己株式 △550 △0.3 - - 550 - △484 △0.3

資本合計 99,501 53.3 - - △99,501 - 88,702 51.3

負債、少数株主持分およ
び資本合計

186,521 100.0 - - △186,521 - 172,766 100.0

（純資産の部）         

 株主資本         

　資本金 - - 20,886 11.2 20,886 - - -

　資本剰余金 - - 15,068 8.1 15,068 - - -

　利益剰余金 - - 56,859 30.5 56,859 - - -

　自己株式 - - △573 △0.3 △573 - - -

株主資本合計 - - 92,240 49.5 92,240 - - -

 評価・換算差額等         

　その他有価証券評価差額金 - - 8,687 4.7 8,687 - - -

　繰延ヘッジ損益 - - 12 0.0 12 - - -

　為替換算調整勘定 - - △253 △0.1 △253 - - -

評価・換算差額等合計 - - 8,446 4.6 8,446 - - -

少数株主持分 - - 10,687 5.7 10,687 - - -

純資産合計 - - 111,374 59.8 111,374 - - -

負債および純資産合計 - - 186,213 100.0 186,213 - - -
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中間連結損益計算書
（単位　百万円）

項　目

前中間連結会計期間
（Ａ）

（17.1.1～17. 6.30）

当中間連結会計期間
（Ｂ）

（18.1.1～18. 6.30）

差　異
（Ｂ）－（Ａ）

前連結会計年度
（Ｃ）

（17.1.1～17.12.31）

金　額 百分率 金　額 百分率 金　額 増減率 金　額 百分率

  ％  ％  ％  ％

         

売上高 74,347 100.0 75,055 100.0 708 1.0 151,443 100.0

売上原価 51,356 69.1 54,140 72.1 2,784 5.4 105,645 69.8

　売上総利益 22,990 30.9 20,915 27.9 △2,075 △9.0 45,798 30.2

販売費および一般管理費 15,148 20.4 15,256 20.4 107 0.7 30,561 20.1

　営業利益 7,841 10.5 5,658 7.5 △2,183 △27.8 15,236 10.1

         

営業外収益         

受取利息および配当金 299  289  △10  491  

負ののれん償却額 320  320  -  640  

持分法による投資利益 206  263  57  439  

　雑収入 312  291  △21  780  

計 1,138 1.5 1,164 1.6 25 2.2 2,351 1.6

営業外費用         

　支払利息 183  170  △13  384  

　雑支出 291  342  50  620  

計 474 0.6 512 0.7 37 7.9 1,004 0.7

　経常利益 8,505 11.4 6,309 8.4 △2,195 △25.8 16,584 11.0

         

特別利益         

固定資産売却益 76  -  △76  415  

投資有価証券売却益 14  -  △14  14  

貸倒引当金取崩益 522  11  △511  704  

事故和解金 200  -  △200  200  

計 813 1.1 11 0.0 △801 △98.6 1,333 0.9

特別損失         

固定資産処分損 737  136  △600  998  

債務保証損失引当金繰入額 -  -  -  63  

債務保証引受による損失 -  91  91  -  

減損損失 8  -  △8  8  

計 745 1.0 227 0.3 △518 △69.4 1,071 0.8

税金等調整前中間
（当期）純利益

8,572 11.5 6,093 8.1 △2,479 △28.9 16,846 11.1

         

法人税、住民税および
事業税

2,478 3.3 1,564 2.0 △914 △36.9 4,952 3.3

法人税等調整額 744 1.0 1,107 1.5 362 48.8 △914 △0.6

少数株主利益 258 0.4 298 0.4 40 15.7 677 0.4

中間（当期）純利益 5,091 6.8 3,122 4.2 △1,968 △38.7 12,131 8.0

－ 14 －



中間連結剰余金計算書

１．資本剰余金の部

（単位　百万円）

科　　　　　目

前中間連結会計期間
（Ａ）

（17.1.1～17.6.30）

前連結会計年度
（Ｃ）

（17.1.1～17.12.31）

金　　額 金　　額

１．資本剰余金期首残高 15,031 15,031

   

２．資本剰余金増加高   

自己株式処分差益 22 31

小計 22 31

   

３．資本剰余金減少高 - -

   

４．資本剰余金中間期末（期末）残高 15,054 15,063

２．利益剰余金の部

（単位　百万円）

科　　　　　目

前中間連結会計期間
（Ａ）

（17.1.1～17.6.30）

前連結会計年度
（Ｃ）

（17.1.1～17.12.31）

金　　額 金　　額

１．利益剰余金期首残高 44,363 44,363

   

２．利益剰余金増加高   

中間（当期）純利益 5,091 12,131

小計 5,091 12,131

   

３．利益剰余金減少高   

配当金 914 1,829

取締役賞与 21 21

小計 935 1,850

   

４．利益剰余金中間期末（期末）残高 48,519 54,644

－ 15 －



中間連結株主資本等変動計算書
 

当中間連結会計期間（自平成18年１月１日　至平成18年６月30日）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位　百万円）　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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

平成17年12月31日　残高 20,886 15,063 54,644 △550 90,044

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当   △1,045  △1,045

取締役賞与   △29  △29

中間純利益   3,122  3,122

自己株式の取得    △46 △46

自己株式の処分  4  22 27

連結子会社の増加   166  166

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額）
     

中間連結会計期間中の変動額合計  4 2,214 △23 2,196

平成18年6月30日　残高 20,886 15,068 56,859 △573 92,240

評価・換算差額等
少数株主持分

 

 

 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
評価・換算差額等
合計

平成17年12月31日　残高 9,697 - △239 9,457 10,309 109,811

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当     △77 △1,123

取締役賞与     △3 △32

中間純利益     298 3,421

自己株式の取得      △46

自己株式の処分      27

連結子会社の増加     142 309

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額）
△1,010 12 △13 △1,011 17 △993

中間連結会計期間中の変動額合計 △1,010 12 △13 △1,011 377 1,563

平成18年6月30日　残高 8,687 12 △253 8,446 10,687 111,374

－ 16 －



中間連結キャッシュ・フロー計算書
（単位　百万円）

科　目

前中間連結会計期間
自平成17年 1月 1日
至平成17年 6月30日

当中間連結会計期間
自平成18年 1月 1日
至平成18年 6月30日

増　減　額
（Ｂ）－（Ａ）

前連結会計年度
自平成17年 1月 1日
至平成17年12月31日

（Ａ） （Ｂ）  （Ｃ）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー     

税金等調整前中間（当期）純利益 8,572 6,093 △2,479 16,846

減価償却費 4,058 4,025 △33 8,157

減損損失 8 － △8 8

負ののれん償却額 △320  △320 －  △640

貸倒引当金の増加額(△減少額) △519 2 521 △749

退職給付引当金の減少額 △263 △387 △123 △530

その他引当金の増加額 436 417 △19 55

受取利息および受取配当金 △299 △289 10 △491

支払利息 183 170 △13 384

為替差損益 △108 20 129 △186

持分法による投資損益 △206 △263 △57 △439

固定資産売却益 △76 － 76 △415

投資有価証券売却益 △14 － 14 △14

固定資産処分損 737 136 △600 998

事故和解金 △200 － 200 △200

売上債権の減少額（△増加額） 2,452 2,219 △233 △1,714

たな卸資産の増加額 △1,084 △1,149 △64 △1,525

仕入債務の増加額（△減少額） △245 △404 △158 755

未払費用の増加額 1,391 1,492 100 －

取締役賞与の支払額  △24 △32 △7  △24

その他（資産、負債）の増減額 △142 △663 △521 1,259

小計 14,337 11,067 △3,270 21,533

利息および配当金の受取額 299 527 227 491

利息の支払額 △194 △176 17 △389

法人税等の支払額 △1,862 △3,809 △1,947 △3,428

債務保証の履行による支出 － △1,176 △1,176 －

事故復旧関係費用の支払額 △22 －  22 △27

事故和解金の受取額 － － －  200

営業活動によるキャッシュ・フロー 12,557 6,430 △6,127 18,380

     

Ⅱ　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 － 0 0 △28

有価証券の売却による収入 120 －  △120 140

投資有価証券の取得による支出 △18 △105 △87 △63

投資有価証券の売却による収入 33 － △33 33

有形固定資産の取得による支出 △3,936 △3,754 182 △7,333

有形固定資産の売却による収入 81 122 41 438

短期貸付金増減額 296 △17 △313 406

長期貸付による支出 △20 - 20 △118

長期貸付金の回収による収入 1 49 47 5

その他の投資活動による収支 △50 △329 △278 △368

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,493 △4,035 △542 △6,889

     

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー     

短期借入金増減額 △157 376 533 －

コマーシャルペーパーの純増減額 △7,000 △1,000 6,000 △6,000

長期借入金の返済による支出 △1,030 △1,401 △370 △2,545

自己株式の売却による収入 101 27 △73 118

自己株式の取得による支出 △76 △46 30 △150

リース債務の返済による支出 △77 △78 △1 △154

親会社による配当金の支払額 △911 △1,043 △132 △1,824

少数株主への配当金の支払額 △74 △74 0 △155

財務活動によるキャッシュ・フロー △9,226 △3,240 5,986 △10,711

Ⅳ　現金および現金同等物に係る換算差額 92 △95 △188 160

Ⅴ　現金および現金同等物の増加額（△減少額） △68 △940 △871 940

Ⅵ　現金および現金同等物の期首残高 10,500 11,440 940 10,500

Ⅶ　新規連結に伴う現金および現金同等物の増加額 － 564 564 －

Ⅷ 現金および現金同等物の中間期末（期末）残高 10,431 11,064 633 11,440

－ 17 －



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

１．連結の範囲に関する事項

（１）連結子会社　　　　　　22社　アロン化成㈱、鶴見曹達㈱　ほか

　なお、前連結会計年度まで非連結子会社でありました張家港東亞迪愛生化学有限公司、トウアゴウセイ・ホンコン・

リミテッド、東亞合成(珠海)有限公司につきましては、重要性が増加したことにより、当連結会計期間より連結子会社

に含めることにいたしました。

（２）非連結子会社　　　　　５社　東亞建装㈱、㈱ＴＧサポート　ほか

（３）非連結子会社の総資産の合計額、売上高の合計額、中間純損益の合計額および利益剰余金の合計額は、全体とし

て中間連結財務諸表に重要な影響を及ぼしておりません。

２．持分法の適用に関する事項

（１）持分法適用関連会社　　２社　中部液酸㈱、エルマーズ・アンド・トウアゴウセイ・カンパニー

（２）非連結子会社５社および関連会社東洋電化工業㈱ほか10社は、それぞれ中間純損益および利益剰余金に及ぼす影

響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため、これらの会社に対する投資については持分法を適用せず、

原価法によっております。

３．連結子会社の（中間）決算日等に関する事項

　連結子会社のうち、アロン化成㈱の中間会計期間末日は９月30日でありますが、中間連結財務諸表作成の基礎となる

中間財務諸表を作成するための決算を行っております。

４．会計処理基準に関する事項

（１）重要な資産の評価基準および評価方法

たな卸資産　　　　　　…　主として移動平均法による原価法

有価証券

満期保有目的債券　　…　償却原価法

その他有価証券

時価のあるもの　　…　中間決算日前１ヶ月の市場価格等の平均に基づく時価法

なお、評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定し

ております。

時価のないもの　　…　移動平均法による原価法

デリバティブ　　　　　…　時価法

（２）重要な減価償却資産の減価償却の方法

有形固定資産　　　　　…　親会社および連結子会社14社は定額法、他の５社は定率法

なお、主な耐用年数は以下の通りであります。

建物および構築物　　　　　　３～75年

機械装置および運搬具　　　　２～17年

工具器具備品　　　　　　　　２～20年

（３）重要な引当金の計上基準

貸倒引当金　　　　　　　…　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸

倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を

計上しております。

賞与引当金　　　　　　　…　従業員賞与の支給に充てるため、連結子会社５社は、支給見込額を計上しておりま

す。

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いて発生していると認めら

れる退職給付債務および年金資産の見込額に基づき、当中間会計期間末において発

生していると認められる額を計上しております。

数理計算上の差異については、親会社においては、その発生時の従業員の平均残存

勤務期間（14年から15年）に渡る定額法により翌連結会計年度から費用処理してお

ります。原則法を採用している連結子会社２社においては、平均残存勤務期間以内

の一定の年数（５年もしくは10年）に渡る定額法により翌連結会計年度から費用処

理しております。

また、親会社が平成16年４月１日付で退職年金支給規則および退職手当支給規則を

改訂したことにより、過去勤務債務（債務の減額）が発生しており、発生時におけ

る従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（14年）による定額法により費用処

－ 18 －



理しております。連結子会社１社においては、平成17年４月１日付で退職年金支給

規則および社員退職慰労金規定を改訂したことにより、過去勤務債務（債務の減額）

が発生しており、発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（５

年）による定額法により費用処理しております。

役員退職慰労引当金　　　…　役員の退職慰労金の支払に充てるため、親会社および連結子会社４社の役員につい

ては、内規に基づく当中間連結会計期間末要支給額を計上しております。

なお、親会社および連結子会社４社は、内規の改訂に伴い、役員に対する退職慰労

金制度が廃止されたため、内規上の経過措置から生じる要支給額のみを計上してお

ります。

（４）重要な外貨建の資産または負債の本邦通貨への換算基準

　外貨建金銭債権債務は、中間連結会計期間末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、在外子会社等の資産および負債ならびに収益および費用は、中間連結会計期間末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および純資産の部における為替換算調整勘定に含めております。

（５）重要なリース取引の処理方法

　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。

（６）重要なヘッジ会計の方法

①ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、特例処理の要件を満たす金利スワップについては特例処理を、振

当処理の要件を満たす為替予約取引については振当処理を採用しております。

②ヘッジ手段とヘッジ対象

ａ．ヘッジ手段：金利スワップ　　　　ヘッジ対象：借入金

ｂ．ヘッジ手段：為替予約取引　　　　ヘッジ対象：外貨建金銭債権

③ヘッジ方針

　借入金に係る金利について変動・固定変換をすることにより、金利変動リスク回避、資金調達コスト低減化お

よびキャッシュ・フロー固定化のために、金利スワップを実施しております。また、外貨建金銭債権について為

替レートの変動を回避するために、為替予約取引を実施しております。なお、当該取引は、この方針に基づき財

務経理担当役員の個別取引毎の決裁を得て、財務経理担当部門が実行し、毎月ポジション・損益状況を管理して

おります。

④ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ手段とヘッジ対象の相場変動またはキャッシュ・フロー総額の変動額の割合の相関関係を求めることに

より、有効性の評価を行っております。なお、特例処理によっている金利スワップおよび振当処理によっている

為替予約取引については、有効性の評価を省略しております。

（７）消費税等の会計処理

　税抜方式を採用しております。

５．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（現金および現金同等物）は、手許現金、随時引き出し可能な預金およ

び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到

来する短期投資からなっております。

中間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

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準） 

当中間連結会計期間から「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号　平成17年12月9日）

および「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号　平成17年12月

9日）を適用しております。

従来の資本の部の合計に相当する金額は100,674百万円であります。

なお、中間連結財務諸表規則の改正により、当中間連結会計期間における中間連結貸借対照表の純資産の部については、

改正後の中間連結財務諸表規則により作成しております。
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追加情報

（会社分割による高分子凝集剤事業の統合に関する分割契約書の締結）

　平成18年６月26日開催の当社取締役会において、下記の通り、当社の高分子凝集剤事業を会社分割し、三井化学株式

会社の100％子会社である三井化学アクアポリマー株式会社に承継する会社分割契約を締結することを決議し、同日、当

事者間で分割契約書を締結いたしました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記

 

１．会社分割の目的

　本会社分割により、当社と三井化学アクアポリマー株式会社がそれぞれ行っております高分子凝集剤事業を統合して、

生産・販売・研究の一体運営により今後予測される競業他社との競争激化および市場の国際化に対応できる事業体質へ

の転換を図ることを目的としております。

 ２．会社分割の要旨

（１）会社分割の方式

　機動的な事業統合を実現するため、法的手続きの簡便さやスケジュールの観点から当社を分割会社とし、三井化学ア

クアポリマー株式会社を承継会社とする、簡易分割による吸収分割方式を採用いたします。

（２）日程

分割契約書締結　　　　　　　　平成18年６月26日

分割契約書承認株主総会　　　　会社法第784条第３項により株主総会の承認を得ずに分割します。

分割期日　　　　　　　　　　　平成18年10月1日（予定）

分割登記　　　　　　　　　　　平成18年10月1日（予定）

（３）株式の割当

①割当株式数

　三井化学アクアポリマー株式会社が会社分割に際して発行する普通株式114,490株の全数を当社に割当交付いたします。

割当交付する株式数の算定根拠となった当社と承継会社の対象事業の価値比率は以下の通りです。　　

 承継会社の全発行済株式の価値 承継対象事業の価値

 価値比率 1 1.0408

 

②価値比率の算定根拠

　上記価値比率は、東亞合成株式会社と三井化学アクアポリマー株式会社がそれぞれ、第三者機関による価値評価を依

頼し、その算定結果について各社が慎重に検討して、両社で協議の上、決定したものです。

③配当起算日

　新株の配当起算日は、分割期日（平成18年10月1日を予定）となります。

（４）分割により変動する資本の額等

　本会社分割により、当社の資本金および資本準備金の額の変動はありません。また、三井化学アクアポリマー株式会

社は資本金の額の変動はありませんが、資本準備金の額は当社から承継する資産の額から承継する負債の額を控除した

額が増加することとなります。

（５）分割交付金

　分割交付金の支払はありません。　

（６）承継会社が承継する権利義務の内容

　本会社分割により三井化学アクアポリマー株式会社は、当社から高分子凝集剤に属する資産および負債ならびに当該

事業に付随する権利、義務、契約上の地位を承継いたします。ただし、当社は、本事業統合後の承継会社に対してその

事業遂行に必要な人員を当社に在籍のまま出向させるものとし、当社の従業員を承継会社へ移籍させることはないもの

とします。

（７）債務の履行見込み
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　本会社分割により、当社および三井化学アクアポリマー株式会社が負担すべき債務の履行の見込みに問題はないと判

断しております。

（８）承継会社に新たに就任する役員

　未定です。

３．承継会社（三井化学アクアポリマー株式会社）の概要

 承継会社

 商号  三井化学アクアポリマー株式会社 

 事業内容  水処理薬品および水溶性の合成樹脂の製造・販売等 

 設立年月日  昭和42年５月10日

 本店所在地  東京都中央区日本橋室町四丁目４番10号

 代表者  代表取締役社長　細谷　好夫

 資本金  460百万円

 発行済株式総数  110,000株

 株主資本  1,387百万円

 総資産  2,674百万円

 決算期  ３月31日

 従業員数  22名 

 主要販売先

 

 仕入先  三井化学㈱　他 

 販売先  伊藤忠ケミカルフロンティア㈱　他 

 大株主および持株比率  三井化学㈱　            100.00% 

 主要取引銀行
 ㈱三井住友銀行

 ㈱みずほコーポレート銀行 

  

 当事会社との関係

 資本関係：資本関係はありません。

 人的関係：人的関係はありません。

 取引関係：製品の販売はあります。

※三井化学アクアポリマー株式会社の数値は平成18年３月31日現在のものです。

 最近３決算期間の業績（承継会社（三井化学アクアポリマー株式会社））      　　　　　　　   (単位　百万円)

決          算         期 16年3月期(*) 17年3月期 18年3月期

 売          上         高 2,161 4,796 5,035

 営     業      利      益 197 605 617

 経     常      利      益 187 598 611

 当    期   純    利    益 98 358 361

 １株当たり当期純利益(円） 891 3,255 3,282

 １株当たり配当金   （円） 0 600 2,500

 １株当たり純資産   （円） 9,363 12,617 15,300

(*) 当該事業開始15年10月1日より16年3月31日までの半期分のみ。
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 ４．本事業統合における会社分割の内容

（１）会社分割部門の内容

　当社のアクリル事業部が営む高分子凝集剤事業

（２）会社分割部門の平成17年12月期における売上高　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位　百万円）

 分割部門(a) 当社平成17年12月期実績(b) 比率（a/b）

 売上高 5,529 79,466 6.96%

 

（３）会社分割部門の平成17年12月期における資産・負債の項目および金額　　　　　　　　　　　（単位　百万円）

 資産 負債 

 項目  帳簿価額  項目  帳簿価額 

 流動資産 2,911 流動負債 765

 固定資産 755 固定負債 64

 合計 3,666 合計 829

 

５．会社分割後の承継会社の商号

　三井化学アクアポリマー株式会社は、会社分割の期日と同日に社名をＭＴアクアポリマー株式会社に変更します。

 

６．会社分割後の当社の状況

　商号、事業内容、本店所在地、代表者、資本金および決算期の変更はありません。

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上

　注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

前中間連結会計期間末
（平成17年６月30日）

当中間連結会計期間末
（平成18年６月30日）

前連結会計年度末
（平成17年12月31日）

　１　有形固定資産の
　　　減価償却累計額　

　１　有形固定資産の
　　　減価償却累計額

　１　有形固定資産の
　　　減価償却累計額

 　　　　　　　　　　170,943百万円  　　　　　　　　　　175,387百万円  　　　　　　　　　　172,895百万円

　２　保証債務　　　　2,116百万円
 

　２　保証債務　　　　1,023百万円
 

　２　保証債務　　　　1,885百万円
 

　３　自己株式数　　　2,606千株 　３　自己株式数　　　2,607千株 　３　自己株式数　　　2,628千株
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（中間連結株主資本等変動計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成17年1月１日
至　平成17年6月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年1月１日
至　平成18年6月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年1月１日
 至　平成17年12月31日）

 － １　発行済株式の種類および総数なら
びに自己株式の種類および株式数
に関する事項

 
発行済株式の

種類

自己株式の種

類

 普通株式 普通株式 

 前連結会計

年度末株式数

(千株)

263,992 2,628

 当中間連結

会計期間増加

株式数(千株)

- 85

 当中間連結

会計期間減少

株式数(千株)

- 106

 当中間連結

会計期間末株

式数(千株)

263,992 2,607

 －

 （注）１．当中間連結会計期間増加株

式数は、単元未満株式の買

取によるものであります。

 　　　２．当中間連結会計期間減少株

式数は、旧商法第210条ノ２

に基づくストックオプショ

ン（自己株式譲渡方式）の

権利行使および単元未満株

式の売却によるものであり

ます。

 
 ２　配当に関する事項
　　（１）配当金支払額

平成18年３月30日開催の第93回定
時株主総会において次の通り決議
しております。
普通株式の配当に関する事項
①配当金の総額　1,045百万円
②１株当たりの配当額　４円
③基準日　平成17年12月31日
④効力発生日　平成18年３月31
日
（２）基準日が当中間連結会計期
間に属する配当のうち、配当の効
力発生日が当中間連結会計期間以
降となるもの
平成18年８月４日開催の取締役会
において次の通り決議しておりま
す。
普通株式の配当に関する事項
①配当金の総額　980百万円
②１株当たりの配当額　３円75
銭
③基準日　平成18年６月30日
④効力発生日　平成18年９月６日
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（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

現金および現金同等物の中間連結会計期間末（期末）残高と中間連結貸借対照表（連結貸借対照表）に掲記されてい

る科目の金額との関係

 前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度

 
（自　平成17年１月１日

    至　平成17年６月30日）

（自　平成18年１月１日

　  至　平成18年６月30日）

（自　平成17年１月１日

　  至　平成17年12月31日）

現金および預金勘定 10,429  百万円 11,091  百万円 11,467  百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 - 百万円 △29 百万円 △28 百万円 

有価証券勘定に含まれる現金同等物 2 百万円 2 百万円 2 百万円 

現金および現金同等物 10,431 百万円 11,064 百万円 11,440 百万円 

 

 （リース取引関係）

 ＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため記載を省略しております。
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有価証券関係およびデリバティブ取引関係

（有価証券関係）

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの

 （単位　百万円）

前中間連結会計期間末
（平成17年６月30日現在）

当中間連結会計期間末
（平成18年６月30日現在）

前連結会計年度末
（平成17年12月31日現在）

中間連結貸
借対照表計

上額
時価 差額

中間連結貸
借対照表計

上額
時価 差額

連結
貸借対照表
計上額

時価 差額

社債 100 103 3 100 101 1 100 102 2

合計 100 103 3 100 101 1 100 102 2

２．その他有価証券で時価のあるもの

 （単位　百万円）

前中間連結会計期間末
（平成17年６月30日現在）

当中間連結会計期間末
（平成18年６月30日現在）

前連結会計年度末
（平成17年12月31日現在）

取得原価
中間連結貸
借対照表計

上額
差額 取得原価

中間連結貸
借対照表計

上額
差額 取得原価

連結
貸借対照表
計上額

差額

上場株式 7,630 16,321 8,690 7,692 22,411 14,719 7,578 24,023 16,444

国債・公社債 19 19 △0 - - - - - -

その他 1 1 0 51 89 38 51 78 27

合計 7,651 16,342 8,690 7,743 22,501 14,758 7,629 24,102 16,472

３．時価評価されていない主な有価証券

 （単位　百万円）

前中間連結会計期間末
（平成17年６月30日現在）

当中間連結会計期間末
（平成18年６月30日現在）

前連結会計年度末
（平成17年12月31日現在）

中間連結貸借対照表計上額 中間連結貸借対照表計上額 連結貸借対照表計上額

子会社および関連会社株式 2,273 2,162 2,291

その他有価証券    

非上場株式 1,153 1,177 1,193

（店頭売買株式を除く）    

その他 616 565 598

 

（デリバティブ取引関係）

 ＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため記載を省略しております。
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セグメント情報

１．事業の種類別セグメント情報

《前中間連結会計期間、当中間連結会計期間および前連結会計年度》

　当社および連結子会社の事業区分については、「化学品事業」とこれに属さない「その他の事業」に分類した結果、全

セグメントの売上高の合計、営業利益および全セグメントの資産の合計額に占める「化学品事業」の割合がいずれも90％

超となっております。また、当該セグメント以外に開示基準に該当するセグメントはありません。このため、事業の種類

別セグメント情報の記載を省略いたしました。 
 
２．所在の種類別セグメント情報

前中間連結会計期間（自　平成17年１月１日　至　平成17年６月30日） （単位　百万円）

日本 日本以外
消去または

全社 連結

　売上高および営業損益     
売上高     
(1）外部顧客に対する売上高 66,990 7,357 - 74,347
(2）セグメント間の内部売上高または振替高 1,217 1,647 △2,864 -

計 68,207 9,004 △2,864 74,347

営業費用 62,027 7,237 △2,759 66,505

営業利益 6,180 1,766 △104 7,841

（注）１．国または地域の区分の方法は、地理的近接度によっておりますが、全セグメントの売上高の10％以上であるセ

グメントが存在しないため、日本以外の全てのセグメントを「日本以外」として一括標記しております。

２．日本以外の区分に属する主な国または地域は以下の通りであります。

日本以外　　：アメリカ、シンガポール、台湾

３．「消去または全社」に記載された金額および主な内容は、セグメント間の内部取引となります。

当中間連結会計期間（自　平成18年１月１日　至　平成18年６月30日） （単位　百万円）

日本 日本以外
消去または

全社 連結

　売上高および営業損益     
売上高     
(1）外部顧客に対する売上高 68,797 6,258 - 75,055
(2）セグメント間の内部売上高または振替高 1,218 2,587 △3,806 -

計 70,016 8,845 △3,806 75,055

営業費用 64,109 9,115 △3,827 69,397

営業利益 5,906 △269 21 5,658

（注）１．国または地域の区分の方法は、地理的近接度によっておりますが、全セグメントの売上高の10％以上であるセ

グメントが存在しないため、日本以外の全てのセグメントを「日本以外」として一括標記しております。

２．日本以外の区分に属する主な国または地域は以下の通りであります。

日本以外　　：アメリカ、シンガポール、台湾

３．「消去または全社」に記載された金額および主な内容は、セグメント間の内部取引となります。

前連結会計年度（自　平成17年１月１日　至　平成17年12月31日） （単位　百万円）

日本 日本以外
消去または

全社 連結

　売上高および営業損益     
売上高     
(1）外部顧客に対する売上高 137,499 13,944 - 151,443
(2）セグメント間の内部売上高または振替高 2,371 3,303 △5,674 -

計 139,870 17,248 △5,674 151,443

営業費用 127,167 14,504 △5,465 136,206

営業利益 12,702 2,743 △209 15,236

（注）１．国または地域の区分の方法は、地理的近接度によっておりますが、全セグメントの売上高の10％以上であるセ

グメントが存在しないため、日本以外の全てのセグメントを「日本以外」として一括標記しております。

２．日本以外の区分に属する主な国または地域は以下の通りであります。

日本以外　　：アメリカ、シンガポール、台湾

３．「消去または全社」に記載された金額および主な内容は、セグメント間の内部取引となります。
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３．海外売上高

前中間連結会計期間（自　平成17年１月１日　至　平成17年６月30日） （単位　百万円）

アジア 北米 欧州 その他 合計

Ⅰ 海外売上高 8,038 1,595 1,204 260 11,098

Ⅱ 連結売上高     74,347

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合 10.8 % 2.1% 1.6% 0.3% 14.9%

（注）１．国または地域の区分の方法は、地理的近接度によっております。

２．各区分に属する主な国または地域は以下の通りであります。

アジア　：シンガポール、韓国、台湾、中国

北米　　：アメリカ

欧州　　：ベルギー、イギリス、フランス

３．海外売上高は、当社および連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高であります。

当中間連結会計期間（自　平成18年１月１日　至　平成18年６月30日） （単位　百万円）

アジア 北米 欧州 その他 合計

Ⅰ 海外売上高 6,707 2,265 1,135 883 10,991

Ⅱ 連結売上高     75,055

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合 8.9% 3.0% 1.5% 1.2% 14.6%

（注）１．国または地域の区分の方法は、地理的近接度によっております。

２．各区分に属する主な国または地域は以下の通りであります。

アジア　：台湾、中国、インド、韓国

北米　　：アメリカ

欧州　　：ポーランド、ベルギー、フランス

３．海外売上高は、当社および連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高であります。

前連結会計年度（自　平成17年１月１日　至　平成17年12月31日） （単位　百万円）

アジア 北米 欧州 その他 合計

Ⅰ 海外売上高 16,206 3,427 1,703 637 21,975

Ⅱ 連結売上高     151,443

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合 10.7% 2.3% 1.1% 0.4% 14.5%

（注）１．国または地域の区分の方法は、地理的近接度によっております。

２．各区分に属する主な国または地域は以下の通りであります。

アジア　：中国、台湾、インド、韓国

北米　　：アメリカ

欧州　　：フランス、ベルギー、ポーランド

３．海外売上高は、当社および連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高であります。
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部門別売上高

（単位　百万円）

期　　別 前中間連結会計期間（Ａ）

（17.1.1～17.6.30）

当中間連結会計期間（Ｂ）

（18.1.1～18.6.30）

差　異

（Ｂ）－（Ａ）

前連結会計年度（Ｃ）

（17.1.1～17.12.31）

部　　門 金　額 構成比 金　額 構成比 金　額 増減率 金　額 構成比

％ ％ ％ ％

         

基礎化学品部門 23,839 32.1 24,638 32.8 798 3.3 47,892 31.6

         

アクリル製品部門 22,883 30.8 21,287 28.4 △1,595 △7.0 45,111 29.8

         

機能製品部門 10,579 14.2 11,926 15.9 1,346 12.7 22,351 14.8

         

樹脂加工製品部門 14,731 19.8 15,151 20.2 420 2.9 31,655 20.9

         

化学品事業　小計 72,034 96.9 73,004 97.3 969 1.3 147,010 97.1

         

その他の事業 2,312 3.1 2,051 2.7 △261 △11.3 4,433 2.9

         

合　　　　　　計 74,347 100.0 75,055 100.0 708 1.0 151,443 100.0

１．総販売実績に対し10％以上に該当する取引先はありません。
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