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１．18年12月期の連結業績（平成18年１月１日～平成18年12月31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12月期 155,804 2.9 12,950 △15.0 13,603 △18.0

17年12月期 151,443 5.0 15,236 20.8 16,584 32.8

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

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
経常利益率

百万円 ％ 円　銭 円　銭 ％ ％ ％

18年12月期 6,961 △42.6 26.64 26.63 6.8 7.1 8.7

17年12月期 12,131 34.9 46.31 46.29 13.3 9.2 11.0

（注）１．持分法投資損益 18年12月期 583百万円 17年12月期 439百万円

２．期中平均株式数（連結） 18年12月期 261,357,394株 17年12月期 261,323,282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 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12月期 195,607 116,913 53.1 397.56

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12月期 261,272,709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

現金および現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

18年12月期 11,600 △10,093 583 14,186

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） ４社 （除外） １社 持分法（新規） －社 （除外） －社

２．19年12月期の連結業績予想（平成19年１月１日～平成19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

中間期 80,000 6,800 3,300

通期 164,000 15,200 7,400

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　28円32銭

営業利益：中間期　　 6,600百万円　　通期　　　14,900百万円

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９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とおりであります。

　なお、当連結会計年度において、下記のとおり、連結の範囲に変更がありました。

①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

ドおよび東亞合成(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、当連結会計年度より連結子会社に含

めることにいたしました。

②平成18年10月１日を効力発生日とする吸収分割により、三井化学アクアポリマー㈱へ当社の高分子凝集剤事業に関す

る権利義務を承継させ、同社は同日付でＭＴアクアポリマー㈱へ商号変更し、当社の連結子会社となりました。

③トウアゴウセイ・アジア・ピーティーイー・リミテッドは平成18年10月19日に清算結了したことにより、連結の範囲

から除外しております。ただし、同社の清算結了時までの損益計算書については連結しております。 

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。なお、トウアゴウセイ・アジア・ピー

ティーイー・リミテッドは、平成18年10月19日に清算結了となりました。

　アクリル系ポリマ－の製造・販売を、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。

　高分子凝集剤は、ＭＴアクアポリマー㈱が製造・販売を行い、当社は原料の一部を供給しております。

　建築・土木製品などその他アクリル製品の製造・販売を、当社および非連結子会社である東亞建装㈱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・販売を、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。

　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。
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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、広告宣伝および事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、次ページのとおりになります。
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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全ての

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．利益配分に関する基本方針

　利益配分につきましては、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・維持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、当期の期末配当金につきましては、１株につき３円75銭とさせていただきたいと存じます。当期は中間配当

金３円75銭をお支払いしておりますので、１株当たりの年間配当金は前期と同額の７円50銭となります。

３．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。

４．中長期的な経営戦略と課題

　当社グループは、平成17年度を初年度とし平成19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、次に示すとおり、「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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５．目標とする経営指標

　当社グループは、平成17年度を初年度とし平成19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（平

成19年度）における数値目標を次のとおり定め、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。

＜中期経営計画の平成19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

　今後の見通しにつきましては、設備投資や国内民間需要に支えられた景気回復が続くと期待されますものの、化学

業界におきましては、原油、ナフサ価格の先行きが不透明であり、アジアでのアクリル酸エステルの需給動向などの

懸念材料があり、当社グループを取り巻く事業環境は引き続き厳しい状況が続くと思われます。

　平成19年は、平成17年からスタートしました中期経営計画の最終年であり、総仕上げの年であります。基本戦略と

して掲げた「重点事業の加速」と「既存事業の再構築」は、着実に成果を収めつつありますものの、市況の影響を強

く受ける体質から脱却して高収益型企業グループとなるために、アクションプランをより早くかつ確実に実行するこ

とにより、目標の完遂を目指してまいります。

　また、環境と保安に関する基本方針として「製品の開発から使用後の廃棄に至る過程のあらゆる段階において、保

安を確保し、環境の改善に努める」を掲げ、製品の安全性の確認、地域社会の皆様との共生および環境保全に係わる

活動を、グループ全体が一丸となって実施します。また、コンプライアンスを徹底した経営を推し進め、内部統制シ

ステムの整備・充実に注力してまいります。

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。

－ 6 －



経営成績および財政状態
１．経営成績

(1）当連結会計年度の概況

　当連結会計年度におけるわが国経済は、企業収益の改善や需要の増加を受けて設備投資が増加し、期の前半は個

人消費も緩やかに増加するなど、回復基調のうちに推移いたしました。

　しかしながら化学業界におきましては、原油、ナフサ価格の上昇により、原燃料価格の高止まりの状況が続き、

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、安定した収益基盤の確立に向けた施策を進めてまいりました。平成

18年７月には鶴見曹達株式会社の高純度液化塩化水素の第二生産拠点を、当社徳島工場内に新設いたしました。ま

た、平成18年10月には高分子凝集剤事業を分割し、三井化学株式会社との合弁により、連結子会社としてＭＴアク

アポリマー株式会社が新たに発足いたしました。一方、原燃料価格の高止まりに対応して製品価格の是正に努め、

生産の効率化に注力しましたものの、コスト上昇分を補うには至らず、また、特に期の前半にアクリル酸エステル

のアジアでの市況が軟調に推移しましたため、企業収益が圧迫される状況となりました。

　これらの結果、当連結会計年度の当社グループの売上高は、1,558億４百万円と前連結会計年度に比べ 43億６千

万円、2.9％増加いたしました。

　損益につきましては、営業利益は129億５千万円と前連結会計年度に比べ22億８千５百万円、15.0％減少いたしま

した。経常利益は136億３百万円と前連結会計年度に比べ29億８千万円、18.0％減少いたしました。当期純利益は、

69億６千１百万円と前連結会計年度に比べ51億７千万円、42.6％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、原燃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、売上高は前連

結会計年度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が低調に推移しましたものの、塩酸の

出荷が順調に推移しましたことに加え、各種塩化物の製品価格の是正により、売上高は前連結会計年度に比べ

増加いたしました。

　塩素系有機溶剤は、国内外の需要の減少に加え、塩ビ原料用途向けの市況軟化により、売上高は前連結会計

年度に比べやや減少いたしました。

　硫酸は、出荷が堅調に推移しましたため、売上高は前連結会計年度に比べ増加いたしました。

　工業用ガスは、出荷が堅調に推移しましたため、売上高は前連結会計年度に比べやや増加いたしました。

　この結果、基礎化学品部門の売上高は、514億８千６百万円となり、前連結会計年度に比べ、35億９千４百万

円、7.5％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、国内向けの出荷は堅調に推移しましたものの、原燃料価格の高騰に対応した製品価

格の是正はコスト上昇分を補えず、また、期の前半に中国をはじめとするアジアでの市況が軟調に推移しまし

たことにより、売上高は前連結会計年度に比べ大幅に減少いたしました。

　アクリル系ポリマーは、新規製品の拡販に注力しましたため、売上高は前連結会計年度に比べ大幅に増加い

たしました。

　建築・土木製品は、土木補修材の出荷が好調に推移しましたため、売上高は前連結会計年度に比べやや増加

いたしました。

　高分子凝集剤は、事業統合により、平成18年10月１日にＭＴアクアポリマー株式会社が発足して連結子会社

となりましたため、売上高は前連結会計年度に比べ大幅に増加いたしました。

　この結果、アクリル製品部門の売上高は、431億１千５百万円となり、前連結会計年度に比べ、19億９千５百

万円、4.4％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、国内向け一般用は、出荷が低調に推移しましたため、売上高は前連結会計年度に比

べ減少いたしました。国内向け工業用は、ホットメルト系接着剤や反応型接着剤の出荷が好調に推移しました

ため、売上高は前連結会計年度に比べ増加いたしました。海外販売は、東亞合成(珠海)有限公司およびトウア

ゴウセイ・ホンコン・リミテッドが連結子会社となりましたため、売上高は前連結会計年度に比べ大幅に増加

いたしました。

　アクリル系オリゴマー「アロニックス」は、電子機器用途などへの出荷が好調に推移しましたことに加え、

張家港東亞迪愛生化学有限公司が連結子会社となりましたため、売上高は前連結会計年度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、銀系無機抗菌剤「ノバロン」の出荷が好調に推移しましたため、売上高は前連結

会計年度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、249億９千３百万円となり、前連結会計年度に比べ、26億４千２百万円、

11.8％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、需要の減少により出荷は低調に推移しましたが、製品価格の一部是正を実施しましたため、

売上高は前連結会計年度に比べやや増加いたしました。

　生活用品関連製品は、介護関連製品の出荷が堅調に推移しましたため、売上高は前連結会計年度に比べやや

増加いたしました。

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

でありましたため、売上高は前連結会計年度に比べやや減少いたしました。

　この結果、樹脂加工製品部門の売上高は、320億７千６百万円となり、前連結会計年度に比べ、４億２千１百

万円、1.3％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、売上高は前連結会計年度に比べ大幅に減少い

たしました。

　設備等の建設および修繕関係の売上高は、前連結会計年度に比べ増加いたしました。また、輸送関係の売上高

は、前連結会計年度に比べ増加いたしました。

　この結果、その他の事業の売上高は、41億３千１百万円となり、前連結会計年度に比べ、３億１百万円、6.8％

の減少となりました。
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(3）次期の業績見通し

　平成19年12月期の連結業績予想は、平成18年12月期に比べて増収増益となる見通しであります。しかしながら、

アジアにおけるアクリル酸エステルの市況は弱含みに推移しており、大幅な市況の改善は困難であると見込まれま

す。一方、主原料でありますプロピレン、アルコールともに需給の逼迫が続いており原料価格の高止まりが予想さ

れます。これらの状況は中期経営計画策定段階での想定を超えるものであります。

　以上のような状況を前提とした平成19年12月期連結業績予想は、原燃料価格の高止まりに対応した製品価格の是

正と拡販により、売上高につきましては中期経営計画最終年度の目標値を達成する見込みでありますが、利益につ

きましては、営業利益は149億円、経常利益は152億円、当期純利益は74億円と中期経営計画最終年度の目標値を下

回る見込みであります。

　当社グループといたしましては、原燃料価格上昇分の製品価格への転嫁を鋭意実施するとともに、素材型製品か

ら高付加価値製品へのシフトを推し進めます。さらに中期経営計画の基本戦略である重点事業（「光硬化型樹脂」、

「接着剤」および「無機高純度品」）の加速と既存事業の再構築を強力に推進することにより、中期経営計画最終

年度の利益目標の達成を目指してまいります。

＜平成19年12月期連結業績予想＞

通期（平成19年１月１日～平成19年12月31日）

平成19年12月期
前連結会計年度比

増減額 増減率（％）

売上高（百万円） 164,000 8,196 5.3

営業利益（百万円） 14,900 1,950 15.1

経常利益（百万円） 15,200 1,597 11.7

当期純利益（百万円） 7,400 439 6.3
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２．財政状態

(1）当期の概況

　営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益が減少しましたことに加え、法人税等の支払額

の増加、債務保証の履行による支出等がありましたため、前連結会計年度に比べ収入が67億８千万円減少し、116億

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、有形固定資産の取得による支出が増加しましたこと等により、前連結会

計年度に比べ支出が32億４百万円増加し、100億９千３百万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、社債の償還による支出がありましたが、コマーシャルペーパーの発行額

が増加しましたため、前連結会計年度に比べ収入が112億９千４百万円増加し、５億８千３百万円の収入となりまし

た。

　なお、当連結会計年度より連結子会社が増加しましたことにより、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、当連結会計年度の現金および現金同等物の残高は141億８千６百万円となり、前連結会計年度末に比

べ27億４千５百万円の増加となりました。

(2）次期の見通し

　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増加等により、170億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等により、120億円の支出を見込ん

でおります。　

　財務活動によるキャッシュ・フローは、有利子負債の圧縮に努めること等により、50億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16年度期末 平成17年度期末 平成18年度期末

自己資本比率（％） 47.8 53.3 53.1

時価ベースの自己資本比率（％） 54.0 90.1 57.6

債務償還年数（年） 3.0 2.0 3.5

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 26.1 47.2 31.3

（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×100

時価ベースの自己資本比率　　　　：株式時価総額／総資産×100

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、当該事項は当決算発表日（平成19年２月14日）

現在において判断したものであります。

(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、当社グ

ループの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。
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(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況

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

　当連結会計年度の当社グループにおける海外売上高の割合は13.9％となっております。また、海外に連結子会

社７社、持分法適用関連会社１社を有しております。そのため、為替レートの変動は、当社グループの経営成績

および財政状況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、金利変動は、

当社グループの経営成績および財政状況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、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況に影響を及ぼすおそれがあり

ます。

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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連結財務諸表等

(1)連結貸借対照表

（単位　百万円）

前連結会計年度（Ａ）
（平成17年12月31日）

当連結会計年度（Ｂ）
（平成18年12月31日）

増　減
（Ｂ）－（Ａ）

 金 額 構成比 金額 構成比 金 額 増減率

（資産の部）  ％  ％  ％

       

流動資産       

現金および預金 11,467  14,213  2,746  

受取手形および売掛金 47,926  49,214  1,288  

有価証券 2  2  0  

たな卸資産 14,377  17,333  2,956  

短期貸付金 8,993  9,315  322  

繰延税金資産 601  603  1  

その他の流動資産 1,563  2,074  511  

貸倒引当金 △3,378  △3,165  213  

流動資産合計 81,552 43.7 89,592 45.8 8,040 9.9

固定資産       

有形固定資産       

建物および構築物 23,683  23,401  △282  

機械装置および運搬具 22,891  25,418  2,527  

工具器具備品 3,444  3,938  493  

土地 18,381  17,862  △518  

建設仮勘定 2,892  2,276  △616  

有形固定資産合計 71,294 38.2 72,897 37.3 1,603 2.2

       

無形固定資産       

のれん -  1,156  1,156  

その他の無形固定資産 1,004  1,074  70  

無形固定資産合計 1,004 0.5 2,230 1.1 1,226 122.1

       

投資その他の資産       

投資有価証券 28,283  26,816  △1,466  

長期貸付金 280  227  △53  

繰延税金資産 314  262  △52  

その他の投資その他の資産 3,900  3,685  △215  

貸倒引当金 △109  △105  3  

投資その他の資産合計 32,670 17.6 30,886 15.8 △1,784 △5.5

固定資産合計 104,968 56.3 106,014 54.2 1,045 1.0

       

資産合計 186,521 100.0 195,607 100.0 9,085 4.9
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（単位　百万円）

 

前連結会計年度（Ａ）
（平成17年12月31日）

当連結会計年度（Ｂ）
（平成18年12月31日）

増　減
（Ｂ）－（Ａ）

金　額 構成比 金　額 構成比 金　額 増減率

（負債の部）  ％  ％  ％

流動負債       

支払手形および買掛金 19,854  21,204  1,349  

短期借入金 5,822  14,375  8,553  

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  15,000  6,000  

未払法人税等 3,264  1,837  △1,427  

繰延税金負債 0  3  2  

賞与引当金 209  225  16  

役員賞与引当金 -  26  26  

債務保証損失引当金 1,085  -  △1,085  

その他の流動負債 7,862  7,973  111  

流動負債合計 52,098 28.0 60,646 31.0 8,547 16.4

固定負債       

長期借入金 16,340  10,657  △5,682  

繰延税金負債 2,658  3,623  964  

退職給付引当金 1,842  1,151  △691  

役員退職慰労引当金 309  153  △156  

連結調整勘定 1,023  -  △1,023  

その他の固定負債 2,436  2,461  25  

固定負債合計 24,611 13.2 18,048 9.2 △6,563 △26.7

負債合計 76,710 41.2 78,694 40.2 1,983 2.6

（少数株主持分）       

少数株主持分 10,309 5.5 - - △10,309 -

（資本の部）       

資本金 20,886 11.2 - - △20,886 -

　資本剰余金 15,063 8.1 - - △15,063 -

　利益剰余金 54,644 29.2 - - △54,644 -

　その他有価証券評価差額金 9,697 5.2 - - △9,697 -

　為替換算調整勘定 △239 △0.1 - - 239 -

　自己株式 △550 △0.3 - - 550 -

資本合計 99,501 53.3 - - △99,501 -

負債、少数株主持分および資
本合計

186,521 100.0 - - △186,521 -

（純資産の部）       

 株主資本       

　資本金 - - 20,886 10.7 20,886 -

　資本剰余金 - - 15,069 7.7 15,069 -

　利益剰余金 - - 59,717 30.5 59,717 -

　自己株式 - - △624 △0.3 △624 -

株主資本合計 - - 95,048 48.6 95,048 -

 評価・換算差額等       

　その他有価証券評価差額金 - - 8,418 4.3 8,418 -

　繰延ヘッジ損益 - - 8 0.0 8 -

　為替換算調整勘定 - - 395 0.2 395 -

評価・換算差額等合計 - - 8,822 4.5 8,822 -

少数株主持分 - - 13,042 6.7 13,042 -

純資産合計 - - 116,913 59.8 116,913 -

負債純資産合計 - - 195,607 100.0 195,607 -
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(2)連結損益計算書

（単位　百万円）

項　目

前連結会計年度（Ａ）
（17.1.1～17. 12.31）

当連結会計年度（Ｂ）
（18.1.1～18.12.31）

増　減
 （Ｂ）－（Ａ）

金　額 百分率 金　額 百分率 金　額 増減率

  ％  ％  ％

       

売上高 151,443 100.0 155,804 100.0 4,360 2.9

売上原価 105,645 69.8 111,799 71.8 6,154 5.8

　売上総利益 45,798 30.2 44,005 28.2 △1,793 △3.9

販売費および一般管理費 30,561 20.1 31,054 19.9 492 1.6

　営業利益 15,236 10.1 12,950 8.3 △2,285 △15.0

       

営業外収益       

受取利息および配当金 491  508  16  

連結調整勘定償却額 640  -  △640  

負ののれん償却額 -  559  559  

持分法による投資利益 439  583  143  

　雑収入 780  558  △222  

計 2,351 1.6 2,209 1.4 △142 △6.1

営業外費用       

　支払利息 384  363  △20  

　雑支出 620  1,192  572  

計 1,004 0.7 1,556 1.0 552 55.0

　経常利益 16,584 11.0 13,603 8.7 △2,980 △18.0

       

特別利益       

固定資産売却益 415  -  △415  

投資有価証券売却益 14  617  603  

貸倒引当金取崩益 704  307  △396  

事故和解金 200  -  △200  

持分変動差益 -  1,205  1,205  

計 1,333 0.9 2,130 1.4 796 59.7

特別損失       

固定資産処分損 998  496  △502  

債務保証損失引当金繰入額 63  -  △63  

債務保証引受による損失 -  91  91  

減損損失 8  1,623  1,615  

計 1,071 0.8 2,211 1.4 1,139 106.4

税金等調整前
当期純利益

16,846 11.1 13,522 8.7 △3,324 △19.7

       

法人税、住民税および事業税 4,952 3.3 3,923 2.5 △1,028 △20.8

法人税等調整額 △914 △0.6 1,933 1.2 2,847  -

少数株主利益 677 0.4 703 0.5 26 4.0

当期純利益 12,131 8.0 6,961 4.5 △5,170 △42.6
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(3)連結剰余金計算書および連結株主資本等変動計算書

連結剰余金計算書

１．資本剰余金の部

（単位　百万円）

科　　　　　目

前連結会計年度
（17.1.1～17.12.31）

金　　額

１．資本剰余金期首残高 15,031

  

２．資本剰余金増加高  

自己株式処分差益 31

小計 31

  

３．資本剰余金減少高 -

  

４．資本剰余金期末残高 15,063

２．利益剰余金の部

（単位　百万円）

科　　　　　目

前連結会計年度
（17.1.1～17.12.31）

金　　額

１．利益剰余金期首残高 44,363

  

２．利益剰余金増加高  

当期純利益 12,131

小計 12,131

  

３．利益剰余金減少高  

配当金 1,829

取締役賞与 21

小計 1,850

  

４．利益剰余金期末残高 54,644
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連結株主資本等変動計算書

 

当連結会計年度（自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31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

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当   △2,025  △2,025

取締役賞与   △29  △29

当期純利益   6,961  6,961

自己株式の取得    △98 △98

自己株式の処分  6  23 30

連結子会社の増加   166  166

株主資本以外の項目の連結会計

年度中の変動額（純額）
     

連結会計年度中の変動額合計 - 6 5,073 △74 5,004

平成18年12月31日　残高 20,886 15,069 59,717 △624 95,048

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

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当     △171 △2,197

取締役賞与     △3 △32

当期純利益     703 7,665

自己株式の取得      △98

自己株式の処分      30

連結子会社の増加     2,148 2,315

株主資本以外の項目の連結会計

年度中の変動額（純額）
△1,278 8 635 △635 54 △580

連結会計年度中の変動額合計 △1,278 8 635 △635 2,732 7,102

平成18年12月31日　残高 8,418 8 395 8,822 13,042 116,913
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(4)連結キャッシュ・フロー計算書

（単位　百万円）

科目 

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)

当連結会計年度
(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

増減額
(Ｂ)－(Ａ)

(Ａ) (Ｂ)  

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 16,846 13,522 △3,324

減価償却費 8,157 8,467 310

減損損失 8 1,623 1,615

連結調整勘定償却額 △640 ― 640

負ののれん償却額 ― △559 △559

貸倒引当金の減少額 △749 △222 527

債務保証損失引当金の増加額(△減少額) 63 △1,085 △1,149

退職給付引当金の減少額 △530 △747 △216

その他引当金の増加額(△減少額) △8 4 12

受取利息および受取配当金 △491 △508 △16

支払利息 384 363 △20

為替差損益 △186 556 743

持分法による投資利益 △439 △583 △143

持分変動差益 ― △1,205 △1,205

固定資産売却益 △415 ― 415

投資有価証券売却益 △14 △617 △603

固定資産処分損 998 496 △502

事故和解金 △200 ― 200

売上債権の減少額（△増加額） △1,714 651 2,365

たな卸資産の増加額 △1,525 △2,044 △519

仕入債務の増加額(△減少額) 755 △951 △1,706

取締役賞与の支払額 △24 △32 △7

その他(資産、負債)の増減額 1,259 357 △901

小計 21,533 17,485 △4,047

利息および配当金の受取額 491 972 480

利息の支払額 △389 △370 19

法人税等の支払額 △3,428 △5,310 △1,882

債務保証の履行による支出 ― △1,176 △1,176

事故和解金の受取額 200 ― △200

事故復旧関係費用の支払額 △27 ― 27

営業活動によるキャッシュ・フロー 18,380 11,600 △6,780

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 △28 △1 27

有価証券の売却による収入 140 ― △140

投資有価証券の取得による支出 △63 △922 △858

投資有価証券の売却による収入 33 713 679

有形固定資産の取得による支出 △7,333 △9,225 △1,891

有形固定資産の売却による収入 438 117 △321

短期貸付金増減額 406 △332 △738

長期貸付による支出 △118 △27 91

長期貸付金の回収による収入 5 90 85

新規連結子会社株式の取得による収入 ― 272 272

その他の投資活動による収支 △368 △779 △410

投資活動によるキャッシュ・フロー △6,889 △10,093 △3,204

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー    

短期借入金増減額 ― 583 583

コマーシャルペーパーの純増減額 △6,000 6,000 12,000

長期借入による収入 ― 3,300 3,300

長期借入金の返済による支出 △2,545 △1,892 652

社債の償還による支出 ― △5,000 △5,000

自己株式の売却による収入 118 30 △88

自己株式の取得による支出 △150 △99 51

リース債務の返済による支出 △154 △146 7

親会社による配当金の支払額 △1,824 △2,021 △197

少数株主への配当金の支払額 △155 △171 △15

財務活動によるキャッシュ・フロー △10,711 583 11,294

Ⅳ　現金および現金同等物に係る換算差額 160 91 △68

Ⅴ　現金および現金同等物の増加額 940 2,181 1,240

Ⅵ　現金および現金同等物の期首残高 10,500 11,440 940

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期末残高 11,440 14,186 2,745

－ 17 －



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、当連結会計年度において、下記のとおり、連結の範囲に変更がありました。

　①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

　ミテッドおよび東亞合成(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、当連結会計年度より連結

　子会社に含めることにいたしました。

  ②平成18年10月１日を効力発生日とする吸収分割により、三井化学アクアポリマー㈱へ当社の高分子凝集剤事業に

　関する権利義務を承継させ、同社は同日付でＭＴアクアポリマー㈱へ商号変更し、連結子会社となりました。  

  ③トウアゴウセイ・アジア・ピーティーイー・リミテッドは平成18年10月19日に清算結了したことにより、連結の

  範囲から除外しております。ただし、同社の清算結了時までの損益計算書については連結しております。

 

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、それぞれ当期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．連結子会社の事業年度等に関する事項

　連結子会社のうち、アロン化成㈱の決算日は３月31日でありますが、連結財務諸表作成の基礎となる財務諸表を作成

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

満期保有目的の債券　　…　償却原価法

その他有価証券

時価のあるもの　　　…　期末日前１ヶ月の市場価格等の平均に基づく時価法

なお、評価差額は全部純資産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

デリバティブ取引　　　　…　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　　　　　　…　当社および連結子会社14社は定額法、他の６社は定率法

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物および構築物　　　　　　２～75年

機械装置および運搬具　　　　２～17年

工具器具備品　　　　　　　　２～20年

無形固定資産　　　　　　…　定額法

なお、自社利用のソフトウェアにつきましては、社内における利用可能期間（５年）

に基づく定額法によっております。

（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６社は、支給見込額を計上しておりま

す。

役員賞与引当金　　　　　…　役員賞与の支給に充てるため、当社および連結子会社２社は、当連結会計年度末に

おける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計上しております。

数理計算上の差異については、当社においては、その発生時の従業員の平均残存勤

務期間（13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
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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、当社が平成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、当社および連結子会社４社の役員について

は、内規に基づいて計算した当連結会計年度末要支給額を計上しております。

なお、当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、連結会計年度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、連結会計年度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：外貨建金銭債権債務

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、外貨建金銭債権債務につい

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。
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５．連結子会社の資産および負債に関する事項

　連結子会社の資産およ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。

６．のれんおよび負ののれんの償却に関する事項

　のれんおよび負ののれんは発生日以後５年間で均等償却しております。

７．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。

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

（役員賞与に関する会計基準）

当連結会計年度より、「役員賞与に関する会計基準」（企業会計基準第４号　平成17年11月29日）を適用し、発生時に費

用処理しております。これにより、従来の方法に比べ、販売費および一般管理費が26百万円増加し、営業利益、経常利益

および税金等調整前当期純利益がそれぞれ同額減少しております。

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準） 

当連結会計年度より、「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103,862百万円であります。

なお、連結財務諸表規則の改正により、当連結会計年度における連結貸借対照表の純資産の部については、改正後の連結

財務諸表規則により作成しております。

（企業結合に係る会計基準） 

当連結会計年度より、「企業結合に係る会計基準」（「企業結合に係る会計基準の設定に関する意見書」（企業会計審議

会　平成15年10月31日））および「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号　平成17年12月27日）ならびに

「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成17年12月27日）を

早期適用しております。
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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12月31日）

当連結会計年度
（平成18年12月31日）

　１．有形固定資産の
　　　減価償却累計額
 

172,895百万円
 

　１．有形固定資産の
　　　減価償却累計額
 

 174,427百万円

　２．保証債務　　　　
 

 1,885百万円
 

　２．保証債務　　　　
 

 822百万円
 

　３．自己株式数　　　  2,628千株 　３．自己株式数　　　 －
    
　  　４．のれんおよび負ののれん 

　　 のれんおよび負ののれんは、両者を相殺した差額
   を表示しております。
　　 なお、相殺前ののれんおよび負ののれんの総額は
   次のとおりであります。

　　のれん 1,541 百万円

　　負ののれん △384 百万円

　　差引 1,156 百万円

 

（連結損益計算書関係）

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）

当連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

　１．減損損失

以下の資産について減損損失を計上しております。

　１．減損損失

以下の資産について減損損失を計上しております。

用途 遊休資産

種類 建物および構築物

場所 広島県福山市

減損損失 ８百万円

 （単位　百万円）

場所 用途 種類 減損損失

茨城県つくば市 遊休資産
土地および

建物等
1,051

　名古屋市 遊休資産 機械装置等 572

合計 1,623

当社および各社は、遊休資産については個々の単位

でグルーピングしており、将来における具体的な使

用計画がないことおよび回収可能価額が帳簿価額を

下回るものについて、帳簿価額を回収可能価額まで

減額し、当該減少額を減損損失(８百万円)として特

別損失に計上しております。

なお、当期に計上した減損損失の測定における回収

可能価額は正味売却価額により測定しており、不動

産鑑定評価基準に基づく鑑定評価額により算出して

おります。

（経緯およびグルーピングの方法）

当社および各社は、遊休資産については個々の単位

でグルーピングしており、将来における具体的な使

用計画がないことおよび回収可能価額が帳簿価額を

下回るものについて、帳簿価額を回収可能価額まで

減額し、当該減少額を減損損失(1,623百万円)とし

て特別損失に計上しております。

（減損損失の内訳）

減損損失の内訳は、建物584百万円、機械装置528百

万円、土地473百万円、他37百万円であります。

（回収可能価額の算定方法等）

当連結会計年度に計上した減損損失の測定における

回収可能価額は、正味売却価額により測定しており、

不動産鑑定評価基準に基づく鑑定評価額等により算

出しております。
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（連結株主資本等変動計算書関係）

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）

当連結会計年度
（自　平成18年1月１日
至　平成18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

 当連結会計年度増

加株式数(千株)
- 203

 当連結会計年度減

少株式数(千株)
- 112

 当連結会計年度末

株式数(千株)
263,992 2,719

 （注）１．当連結会計年度増加株式数は、単元未満株式の

買取によるものであります。

 　　　２．当連結会計年度減少株式数は、旧商法第210条ノ

２第２項の規定に基づくストックオプション（自

己株式取得方式）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。

 　　　３．当社は、平成13年３月29日開催の第88回定時株

主総会決議により、平成13年４月24日付で旧商

法第210条ノ２第２項の規定に基づく自己株式取

得方式によるストックオプション制度を採用し

ておりました。

　　　　　　①付与対象者の区分および人数

　　　　　　　平成13年４月１日に在任した取締役（７

名）、執行役員（15名）および在籍した従業

員（56名）

　　　　　　②株式の数

　　　　　　　取締役　　270,000株（累計）

執行役員　250,000株（累計）　　　　　　

従業員　　280,000株（累計）

　　　　　　③譲渡の価額　１株につき246円

　　　　　　④権利行使期間　

平成15年４月１日から平成18年３月31日まで

 　　　　　 ※上記のうち、70名分760,000株が権利行使期

間内に権利行使されました。
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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）

当連結会計年度
（自　平成18年1月１日
至　平成18年12月31日）

 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
次のとお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
平成18年８月４日開催の取締役会において次のとおり
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

（２）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当
の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
平成19年３月29日開催予定の第94回定時株主総会にお
いて次のとおり付議する予定でおります。
普通株式の配当に関する事項
①配当金の総額　979百万円
②配当の原資　利益剰余金
③１株当たりの配当額　３円75銭
④基準日　平成18年12月31日
⑤効力発生日　平成19年３月30日
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（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17年１月１日
至　平成17年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

１．現金およ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

１．現金およ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

(平成17年12月31日)  

現金および預金勘定 11,467百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △28

有価証券勘定に含まれる現金同等物 2

現金および現金同等物 11,440

(平成18年12月31日)  

現金および預金勘定 14,213百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △29

有価証券勘定に含まれる現金同等物 2

現金および現金同等物 14,186

  

 ２．株式の取得により新たに連結子会社となった会社の資

産および負債の主な内訳

　株式の取得により新たにＭＴアクアポリマー株式会

社を連結したことに伴う連結開始時の資産および負債

の内訳ならびに同社株式の取得価額と、同社株式取得

による収入（純額）との関係は次のとおりであります。

    

流動資産 2,423百万円

固定資産 783

流動負債 △1,501

固定負債 △68

のれん 1,620

少数株主持分 △802

同社株式の取得価額 2,455

会社分割により承継した当社の資

産および負債
△2,479

会社分割による取得価額と同社株

式の取得に要した額との差額
24

株式の取得に直接要した費用 35

差引：現金支出を伴う取得価額 35

現金および現金同等物 307

 差引：同社株式取得による収入 272

  

（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）

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの

種類

前連結会計年度
(平成17年12月31日)

当連結会計年度
(平成18年12月31日)

連結貸借対
照表計上額
(百万円)

時価
(百万円)

差額
(百万円)

連結貸借対
照表計上額
(百万円)

時価
(百万円)

差額
(百万円)

時価が連結貸借対

照表計上額を超え

るもの

社債 100 102 2 100 101 1

合計 100 102 2 100 101 1

２．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12月31日)

当連結会計年度
(平成18年12月31日)

取得原価
(百万円)

連結貸借対
照表計上額
(百万円)

差額
(百万円)

取得原価
(百万円)

連結貸借対
照表計上額
(百万円)

差額
(百万円)

連結貸借対照表計

上額が取得原価を

超えるもの

株式 7,566 24,011 16,445 7,766 22,123 14,357

その他 51 78 27 51 120 69

小計 7,617 24,090 16,472 7,817 22,243 14,426

連結貸借対照表計

上額が取得原価を

超えないもの

株式 12 11 △0 635 538 △97

合計 7,629 24,102 16,472 8,453 22,782 14,328

３．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17年１月31日）
（至　平成17年12月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年１月31日）
（至　平成18年12月31日）

売却額
（百万円）

売却額の合計額
（百万円）

売却損の合計額
（百万円）

売却額
（百万円）

売却額の合計額
（百万円）

売却損の合計額
（百万円）

33 14 - 713 617 -

４．時価のない主な有価証券の内容および連結貸借対照表計上額

前連結会計年度
（平成17年12月31日）

当連結会計年度
（平成18年12月31日）

連結貸借対照表計上額
（百万円）

連結貸借対照表計上額
（百万円）

子会社および関連会社株式 2,291 2,186

その他有価証券   

非上場株式 1,193 1,177

その他 598 572

（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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（ストック・オプション等関係）

 該当事項はありません。

 

（退職給付関係）

１．採用している退職給付制度の概要

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

ます。

　なお、当社は退職給付信託を設定しております。

２．退職給付債務に関する事項

 
前連結会計年度

(平成17年12月31日)
当連結会計年度

(平成18年12月31日)

 (百万円) (百万円)

①退職給付債務 △18,018 △17,654

②年金資産 17,079 17,568

③未積立退職給付債務(①＋②) △938 △86

④未認識数理計算上の差異 △623 △809

⑤未認識過去勤務債務(債務の減額) △280 △255

⑥退職給付引当金(③＋④＋⑤) △1,842 △1,151

前連結会計年度
(平成17年12月31日)

 
当連結会計年度

(平成18年12月31日)

（注）　一部の連結子会社は、退職給付債務の算定に当

たり、簡便法を採用しております。

 （注）　同左

３．退職給付費用に関する事項

 
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)

当連結会計年度
(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

 (百万円) (百万円)

①勤務費用 799 793

②利息費用 336 334

③期待運用収益 △120 △107

④数理計算上の差異の費用処理額 236 △61

⑤過去勤務債務の費用処理額 △24 △25

⑥退職給付費用(①＋②＋③＋④＋⑤) 1,226 932

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)

 
当連結会計年度

(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

（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。

 （注）　同左
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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

(自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

①退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 同左

②割引率 主として2.0％ 同左

③期待運用収益率 主として0.75％ 同左

④数理計算上の差異の処理年数 当社は、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。

当社は、平均残存勤務期間(13

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。

 原則法を適用している連結子

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。

同左

⑤過去勤務債務の処理年数 当社は、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

法により費用処理しておりま

す。

同左

 連結子会社１社においては、

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。
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（税効果会計関係）

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)

当連結会計年度

(自　平成18年１月１日

至　平成18年12月31日)

１．繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 １．繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産  

未実現損益の消去にかかる税額 1,413百万円

有価証券評価損否認額 4,439

退職給付引当金繰入超過額 2,519

減価償却超過額 107

役員退職慰労引当金繰入超過額 125

未払事業税否認 297

ゴルフ会員権評価損否認額 71

貸倒引当金繰入超過額 1,991

債務保証損失引当金繰入超過額 440

賞与引当金繰入超過額 79

繰越欠損金 1,272

その他 320

繰延税金資産小計 13,079

評価性引当額 △4,270

繰延税金資産合計 8,809

繰延税金資産  

未実現損益の消去にかかる税額 1,468百万円

有価証券評価損否認額 1,593

退職給付引当金繰入超過額 2,205

減価償却超過額 65

役員退職慰労引当金繰入超過額 62

未払事業税否認 202

ゴルフ会員権評価損否認額 70

貸倒引当金繰入超過額 1,279

賞与引当金繰入超過額 85

繰越欠損金 1,540

その他 1,302

繰延税金資産小計 9,877

評価性引当額 △4,952

繰延税金資産合計 4,924

繰延税金負債  

固定資産圧縮積立金 △2,426

海外子会社パートナーシップ

留保利益
△591

退職給付信託設定益 △847

その他有価証券評価差額金 △6,681

その他 △4

繰延税金負債合計 △10,552

繰延税金負債の純額 △1,743

繰延税金負債  

固定資産圧縮積立金 △399

海外子会社パートナーシップ

留保利益
△614

退職給付信託設定益 △841

その他有価証券評価差額金 △5,819

繰延ヘッジ損益 △5

その他 △4

繰延税金負債合計 △7,686

繰延税金負債の純額 △2,761

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

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

法定実効税率 40.54％

(調整)  

交際費等永久に損金算入されない項目 1.07

受取配当金等永久に益金算入されない項目 △0.43

住民税均等割 0.44

連結調整勘定当期償却額 △1.54

持分法投資利益 △1.06

評価性引当額 4.33

海外子会社の税率差異 △2.24

連結子会社への投資損失等に

かかる税効果の認識
△14.70

租税特別措置法特別税額控除 △2.51

その他 0.07

税効果会計適用後の法人税等の負担率 23.97

法定実効税率 40.54％

(調整)  

交際費等永久に損金算入されない項目 1.26

受取配当金等永久に益金算入されない項目 △2.62

住民税均等割 0.56

負ののれん当期償却額 △1.68

持分法投資利益 △1.75

評価性引当額 5.20

海外子会社の税率差異 1.11

租税特別措置法特別税額控除 △1.01

その他 0.52

税効果会計適用後の法人税等の負担率 43.31
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（企業結合等関係）

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)

当連結会計年度
(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

－ （パーチェス法関係）

１．被取得企業の名称および事業の内容、企業結合を行っ

た主な理由、企業結合日、企業結合の法的形式、取得し

た議決権比率

 (1)被取得企業の名称および事業の内容

 ＭＴアクアポリマー株式会社（平成18年10月1日より三

井化学アクアポリマー株式会社から商号を変更してお

ります。）

 水処理薬品および水溶性の合成樹脂の製造・販売等

 (2)企業結合を行った主な理由

 当社とＭＴアクアポリマー株式会社が生産・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。

 (3)企業結合日

 平成18年10月1日

 (4)企業結合の法的形式

 簡易分割による吸収分割

 (5)取得した議決権比率

 51%

２．連結財務諸表に含まれている被取得企業の業績の期間

平成18年10月１日から平成18年12月31日

３．被取得企業の取得原価およびその内訳

当社の高分子凝集剤事業の資産 3,135百万円

当社の高分子凝集剤事業の負債 △655百万円

株式取得に直接要した費用    35百万円

被取得企業の取得原価 2,514百万円

４．発生したのれんの金額、発生原因、償却方法および償

却期間

(1) 発生したのれんの金額　1,620百万円

(2) 発生原因

企業結合時の被取得企業の純資産(当社持分)が同社事

業の公正な時価(当社持分)を下回ったため、その差額

をのれんとして認識しております。

(3) 償却方法および償却期間

発生日以後５年間で均等償却

５．企業結合日に受け入れた資産および引き受けた負債の

額ならびにその主な内訳

(1) 資産の額

流動資産 2,423百万円

固定資産   783百万円

合計 3,206百万円

(2) 負債の額

流動負債 1,501百万円

固定負債    68百万円

合計 1,570百万円
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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)

当連結会計年度
(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

６．企業結合が連結会計年度の開始の日に完了したと仮定

した場合の当連結会計年度の連結損益計算書に及ぼす影

響の概算額

売上高および損益情報

売上高 4,174百万円

営業利益   528百万円

経常利益   527百万円

税金等調整前当期純利益   598百万円

当期純利益   175百万円

１株当たり当期純利益 67銭

（概算額の算定方法および重要な前提条件）

概算額の算定につきましては、三井化学アクアポリ

マー株式会社の中間損益計算書（平成18年4月1日から

平成18年9月30日）の月中平均額を連結会計年度開始

の日に遡って按分して算出したものであります。
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

前連結会計年度および当連結会計年度のセグメント情報は、次のとおりであります。

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)

　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、当連結会計年度については、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金

額の合計額に占める「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。

当連結会計年度(自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日)

　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、当連結会計年度については、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金

額の合計額に占める「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。
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【所在地別セグメント情報】

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)

 
日本

(百万円)
日本以外
(百万円)

消去
または全社
(百万円)

連結
(百万円)

Ⅰ　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

Ⅱ　資産 178,892 10,709 △3,080 186,521

　（注）１．国または地域の区分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および資産の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」として一括表記しております。

２．日本以外の区分に属する主な国または地域

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額になります。

当連結会計年度(自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日)

 
日本

(百万円)
日本以外
(百万円)

消去
または全社
(百万円)

連結
(百万円)

Ⅰ　売上高     

(1) 外部顧客に対する売上高 143,720 12,084 - 155,804

(2) セグメント間の内部売上高または

振替高
2,468 4,009 △6,478 -

計 146,188 16,094 △6,478 155,804

営業費用 132,592 16,716 △6,455 142,853

営業利益 13,595 △621 △22 12,950

Ⅱ　資産 187,380 11,093 △2,866 195,607

　（注）１．国または地域の区分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および資産の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」として一括表記しております。

２．日本以外の区分に属する主な国または地域

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額になります。
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【海外売上高】

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)

  アジア 北米 欧州 その他 合計

Ⅰ　海外売上高 (百万円) 16,206 3,427 1,703 637 21,975

Ⅱ　連結売上高 (百万円)     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

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。

当連結会計年度(自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日)

  アジア 北米 欧州 その他 合計

Ⅰ　海外売上高 (百万円) 13,519 3,627 2,469 2,053 21,669

Ⅱ　連結売上高 (百万円)     155,804

Ⅲ　連結売上高に占める

海外売上高の割合
(％) 8.7 2.3 1.6 1.3 13.9

　（注）１．国または地域の区分は、地理的近接度によっております。

２．各区分に属する主な国または地域

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。

（関連当事者との取引）

１．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)

関連当事者との取引

開示すべき関連当事者の取引はございません。

２．当連結会計年度(自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日)

関連当事者との取引

開示すべき関連当事者の取引はございません。
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生産、受注および販売の状況
(1) 生産実績

事業 部門
前連結会計年度

（17.1.1～17.12.31）
金額(百万円)

当連結会計年度
（18.1.1～18.12.31）

金額(百万円)
前年同期比(％)

化学品事業

　基礎化学品 35,789 38,331 7.1

　アクリル製品 35,741 34,034 △4.8

　機能製品 18,437 20,269 9.9

　樹脂加工製品 30,662 32,473 5.9

合計 120,629 125,108 3.7

　（注）１．その他の事業につきましては、主としてサービス業ですので記載しておりません。

２．金額は、販売価格により算出しております。

３．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

当社および各社は受注生産はほとんど行わず、主として見込み生産であります。

(3) 販売実績

部門

前連結会計年度（Ａ）
（17.1.1～17.12.31）

当連結会計年度（Ｂ）
（18.1.1～18.12.31）

増　減
（Ｂ）－（Ａ）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
増減率
（％）

　基礎化学品 47,892 31.6 51,486 33.0 3,594 7.5

　アクリル製品 45,111 29.8 43,115 27.7 △1,995 △4.4

　機能製品 22,351 14.8 24,993 16.0 2,642 11.8

　樹脂加工製品 31,655 20.9 32,076 20.6 421 1.3

化学品事業　小計 147,010 97.1 151,672 97.3 4,662 3.2

その他の事業 4,433 2.9 4,131 2.7 △301 △6.8

合計 151,443 100.0 155,804 100.0 4,360 2.9

　（注）１．総販売実績に対し10％以上に該当する販売先はありません。

２．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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