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１．平成18年12月期の業績（平成18年１月１日～平成18年12月31日）

(1）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 81,012 1.9 5,973 △5.2 7,811 2.3

17年12月期 79,466 6.0 6,300 57.9 7,637 33.6

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 4,253 5.4 16.27 16.27 6.0 5.7 9.6

17年12月期 4,036 12.3 15.39 15.38 6.0 5.7 9.6

（注）1.期中平均株式数 18年12月期 261,357,394株 17年12月期 261,323,282株

2.会計処理の方法の変更 無

3.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）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 138,330 71,515 51.7 273.72

17年12月期 136,867 70,515 51.5 269.74

（注）1.期末発行済株式数 18年12月期 261,272,709株 17年12月期 261,364,222株

2.期末自己株式数 18年12月期 2,719,889株 17年12月期 2,628,376株

２．平成19年12月期の業績予想（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 39,500 4,300 2,700

通期 80,000 8,800 5,400

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　20円67銭

営業利益：中間期　　 3,300百万円　　通期　　　7,200百万円

 

３．配当状況

・現金配当 １株当たり配当金（円） 配当金総額
(百万円)

配当性向
(％)

純資産配当率
(％) 中間期末  　期末 年間

17年12月期  3.50  4.00 7.50 1,960 48.7 2.8

18年12月期  3.75  3.75 7.50 1,959 46.1 2.8

19年12月期（予想）  3.75  3.75 7.50    

（注）18年12月期期末配当金の内訳　記念配当　－円－銭　特別配当　－円－銭

※　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。
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個別財務諸表等

(1）貸借対照表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位　百万円）  

期　別 第93期（Ａ）
（平成17年12月31日）

第94期（Ｂ）
（平成18年12月31日）

増　減
（Ｂ）－（Ａ）

科　目 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 5,830 9,336 3,506

受取手形 4,809 4,854 45

売掛金 20,044 19,316 △728

製品 5,093 4,652 △441

半製品 695 792 96

原材料および貯蔵品 1,811 2,000 188

短期貸付金 8,856 9,187 330

関係会社短期貸付金 4,860 2,373 △2,486

繰延税金資産 293 157 △135

その他の流動資産 2,464 2,617 152

貸倒引当金 △4,810 △3,015 1,794

流動資産合計 49,949 36.5 52,273 37.8 2,323 4.7

固定資産

有形固定資産

建物 12,234 10,943 △1,290

構築物 3,442 3,258 △183

機械装置 12,841 12,792 △49

車両運搬具 72 158 86

工具器具備品 1,154 1,167 12

土地 14,533 14,056 △476

建設仮勘定 1,513 1,569 55

有形固定資産合計 45,791 33.4 43,947 31.8 △1,844 △4.0

無形固定資産       

　設備利用権 192  191  0  

　特許権 0  0  0  

　ソフトウェア 469  422  △47  

 　　　  　無形固定資産合計 662 0.5 614 0.4 △47 △7.2

投資その他の資産

投資有価証券 22,572 21,370 △1,201

関係会社株式 15,334 17,859 2,525

出資金 11 11 －

関係会社出資金 360 360 －

長期貸付金 1,235 1,023 △211

長期前払費用 445 438 △6

その他の投資その他の資産 547 473 △74

貸倒引当金 △42 △41 1

投資その他の資産合計 40,463 29.6 41,495 30.0 1,031 2.5

固定資産合計 86,917 63.5 86,057 62.2 △860 △1.0

資産合計 136,867 100.0 138,330 100.0 1,463 1.1
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　（単位　百万円） 

期　別 第93期（Ａ）
（平成17年12月31日）

第94期（Ｂ）
（平成18年12月31日）

増　減
（Ｂ）－（Ａ）

科　目 金　額 構成比 金　額 構成比 金　額 増減率

（負債の部） ％ ％ ％
流動負債
買掛金 9,642 9,646 3
短期借入金 5,770 13,478 7,707
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
未払金 4,863 4,781 △81
未払法人税等 2,324 342 △1,982
未払費用 258 288 30
預り金 8,369 9,287 918
役員賞与引当金 － 12 12
債務保証損失引当金 1,085 － △1,085
その他の流動負債 166 11 △155

流動負債合計 46,480 34.0 52,847 38.2 6,367 13.7

固定負債
長期借入金 16,160 9,912 △6,248
繰延税金負債 2,391 3,395 1,004
退職給付引当金 794 231 △562
役員退職慰労引当金 184 107 △77
その他の固定負債 340 319 △21

固定負債合計 19,871 14.5 13,966 10.1 △5,904 △29.7

負債合計 66,352 48.5 66,814 48.3 462 0.7

（資本の部）
資本金 20,886 15.2 － － △20,886 －
資本剰余金
資本準備金 18,031 － △18,031
その他資本剰余金 297 － △297

資本剰余金合計 18,329 13.4 － － △18,329 －

利益剰余金
利益準備金 3,990 － △3,990
任意積立金    
　圧縮記帳積立金 3,088 － △3,088
　別途積立金 8,415 － △8,415
当期未処分利益 8,047 － △8,047

利益剰余金合計 23,541 17.2 － － △23,541 －

その他有価証券評価差額金 8,308 6.1 － － △8,308 －
自己株式 △550 △0.4 － － 550 －

資本合計 70,515 51.5 － － △70,515 －

負債資本合計 136,867 100.0 － － △136,867 －

（純資産の部）       
株主資本       
　資本金 － － 20,886 15.1 20,886 －
　資本剰余金       
　　資本準備金 －  18,031  18,031  
　　その他資本剰余金 －  304  304  

　　　　　　 　資本剰余金合計 － － 18,335 13.3 18,335 －

　利益剰余金       
　　利益準備金 －  3,990  3,990  
　　その他利益剰余金       
　　　別途積立金 －  8,415  8,415  
　　　繰越利益剰余金 －  13,348  13,348  

 　　　　　　　利益剰余金合計 － － 25,753 18.6 25,753 －

　自己株式 － － △624 △0.5 △624 －

 　　　　　　　　株主資本合計 － － 64,351 46.5 64,351 －

評価・換算差額等       
　その他有価証券評価差額金 － － 7,156 5.2 7,156 －
　繰延ヘッジ損益 － － 8 0.0 8 －

 　　　　評価・換算差額等合計 － － 7,164 5.2 7,164 －

純資産合計 － － 71,515 51.7 71,515 －

 負債純資産合計 － － 138,330 100.0 138,330 －
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(2）損益計算書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位　百万円）  

期　別 第93期（Ａ）
(17.1.1～17.12.31)

第94期（Ｂ）
(18.1.1～18.12.31)

増　減
（Ｂ）－（Ａ）

項　目 金　額 百分比 金　額 百分比 金　額 増減率

％ ％ ％

売上高 79,466 100.0 81,012 100.0 1,546 1.9

売上原価 58,215 73.3 60,475 74.6 2,260 3.9

  売上総利益 21,250 26.7 20,536 25.4 △713 △3.4

販売費および一般管理費 14,950 18.8 14,562 18.0 △387 △2.6

  営業利益 6,300 7.9 5,973 7.4 △326 △5.2

営業外収益

　受取利息および配当金 1,398 2,142 743

　雑収入 622 551 △71

計 2,020 2.5 2,693 3.3 672 33.3

営業外費用

　支払利息 339 327 △11

　雑支出 344 528 183

計 683 0.8 855 1.1 172 25.2

　経常利益 7,637 9.6 7,811 9.6 174 2.3

特別利益

固定資産売却益 76 － △76

投資有価証券売却益 － 617 617

貸倒引当金取崩益 554 307 △247

計 631 0.8 925 1.1 293 46.5

特別損失

固定資産処分損 474 348 △126

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 － 1,623 1,623

計 538 0.7 2,063 2.5 1,524 283.2

　税引前当期純利益 7,730 9.7 6,672 8.2 △1,057 △13.7

  　法人税、住民税および事業税 2,330 2.9 500 0.6 △1,830  

　  法人税等調整額 1,363 1.7 1,919 2.3 555  

　当期純利益 4,036 5.1 4,253 5.3 217 5.4

　前期繰越利益 4,925 － －

　中間配当額 914 － －

　当期未処分利益 8,047 － －
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(3）利益処分計算書および株主資本等変動計算書

利益処分計算書　　　　　　　　　　　　　　　　（単位　百万円）

株主総会承認年月日  
第93期

(平成18年３月30日)

区分
 
 

金額

当期未処分利益   8,047

任意積立金取崩額    

圧縮記帳積立金取崩額  125 125

合計   8,172

利益処分額    

配当金  1,045  

取締役賞与金  15 1,060

次期繰越利益   7,112
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株主資本等変動計算書

第94期（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
本合計資本準

備金

その他
資本剰
余金

資本剰
余金合
計

利益準
備金

その他利益剰余金
利益剰
余金合
計

圧縮記
帳積立
金

別途積
立金

繰越利
益剰余
金

平成17年12月31日　残高 20,886 18,031 297 18,329 3,990 3,088 8,415 8,047 23,541 △550 62,206

事業年度中の変動額

剰余金の配当        △1,045 △1,045  △1,045

剰余金の配当（中間配当）        △980 △980  △980

取締役賞与        △15 △15  △15

圧縮記帳積立金の取崩（前期）      △125  125 －  －

圧縮記帳積立金の取崩（当期）      △2,963  2,963 －  －

当期純利益        4,253 4,253  4,253

自己株式の取得          △98 △98

自己株式の処分   6 6      23 30

株主資本以外の項目の事業年度

中の変動額（純額）
           

事業年度中の変動額合計 － － 6 6 － △3,088 － 5,301 2,212 △74 2,144

平成18年12月31日　残高 20,886 18,031 304 18,335 3,990 － 8,415 13,348 25,753 △624 64,351

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評
価差額金

繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等
合計

平成17年12月31日　残高 8,308 － 8,308 70,515

事業年度中の変動額

剰余金の配当    △1,045

剰余金の配当（中間配当）    △980

取締役賞与    △15

圧縮記帳積立金の取崩（前期）    －

圧縮記帳積立金の取崩（当期）    －

当期純利益    4,253

自己株式の取得    △98

自己株式の処分    30

株主資本以外の項目の事業年度

中の変動額（純額）
△1,151 8 △1,143 △1,143

事業年度中の変動額合計 △1,151 8 △1,143 1,000

平成18年12月31日　残高 7,156 8 7,164 71,515
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重要な会計方針

１．有価証券の評価基準および評価方法

　満期保有目的の債券 … 償却原価法

　子会社株式および関連会社株式

… 移動平均法による原価法

　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

２．デリバティブの評価基準… 時価法

 

３．たな卸資産の評価基準および評価方法

　 … 移動平均法による原価法

４．固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 … 定額法

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 ３～75年

機械装置および車両運搬具 ２～15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いては、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。

長期前払費用 … 定額法

５．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。

役員賞与引当金 … 役員賞与の支給に充てるため、当期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、当期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、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、翌期から費用処理しております。

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。

役員退職慰労引当金 … 第89期における内規の改訂に伴い、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。

６．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。

７．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、特例処理を採用しております。

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段 ：金利スワップ ヘッジ対象 ：借入金

(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。

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。
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(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については、有効性の評価を省略しております。

８．その他財務諸表作成のための基本となる重要事項

　　消費税等の会計処理

　税抜方式を採用しております。

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）

当事業年度より、「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12百万円増加し、営業利益、経常利益および税引前当期

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） 

当事業年度より、「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71,507百万円であります。

なお、財務諸表等規則の改正により、当期における貸借対照表の純資産の部については、改正後の財務諸表等規則に

より作成しております。

（企業結合に係る会計基準） 

当事業年度より、「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

（貸借対照表関係）

第93期
（平成17年12月31日）

第94期
（平成18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

 　　　　　　　　　　103,846百万円  　　　　　　　　　　100,658百万円

　２．保証債務　　　　1,826百万円
 

　２．保証債務　　　　1,643百万円
 

（損益計算書関係）

第93期
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

第94期
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

　１．減価償却実施額 　１．減価償却実施額

有形固定資産 3,518百万円

無形固定資産   278百万円

有形固定資産 3,369百万円

無形固定資産   288百万円

 　２．研究開発費     3,735百万円

 　　　　　　 　　　　

―――――

 　２．研究開発費　　 3,524百万円

 

 　３．減損損失

　　当社は、以下の資産グループについて減損損失を計

上しております。

 （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

　　（経緯およびグルーピングの方法）

当社は、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）

なお、当事業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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（株主資本等変動計算書関係）

第93期
（自　平成17年１月１日
至　平成17年12月31日）

第94期
（自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日）

―――――  　１．自己株式の種類および株式数に関する事項

 株式の種類

 普通株式 

 前事業年度末株式数(千株) 2,628

 当事業年度増加株式数(千株) 203

 当事業年度減少株式数(千株) 112

 当事業年度末株式数(千株) 2,719

  （注）１．当事業年度増加株式数は、単元未満株式の買取

によるものであります。

  　　　２．当事業年度減少株式数は、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。

（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。

（有価証券関係）

第93期(平成17年12月31日)

子会社株式および関連会社株式で時価のあるもの

  貸借対照表計上額  時価  差額

子会社株式  2,505百万円  15,639百万円  13,134百万円

第94期(平成18年12月31日)

子会社株式および関連会社株式で時価のあるもの

  貸借対照表計上額  時価  差額

子会社株式  2,505百万円  13,729百万円  11,223百万円
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（税効果会計関係）

第93期
(平成17年12月31日)

第94期
(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  

有価証券評価損否認額 4,349百万円

退職給付引当金繰入超過額 2,116

貸倒引当金繰入超過額 1,968

債務保証損失引当金繰入否認額 440

役員退職慰労引当金繰入超過額 74

ゴルフ会員権評価損否認額 47

未払事業税否認 221

その他 214

繰延税金資産小計 9,434

評価性引当額 △2,999

繰延税金資産合計 6,434

  

繰延税金負債  

固定資産圧縮積立金 △2,020

退職給付信託設定益 △847

その他有価証券評価差額金 △5,664

繰延税金負債合計 △8,532

繰延税金負債の純額 △2,097

繰延税金資産  

有価証券評価損否認額 1,503百万円

退職給付引当金繰入超過額 1,888

貸倒引当金繰入超過額 1,240

役員退職慰労引当金繰入超過額 43

ゴルフ会員権評価損否認額 47

未払事業税否認 82

その他 1,093

繰延税金資産小計 5,900

評価性引当額 △3,412

繰延税金資産合計 2,488

  

繰延税金負債  

退職給付信託設定益 △841

その他有価証券評価差額金 △4,879

繰延ヘッジ損益 △5

繰延税金負債合計 △5,726

繰延税金負債の純額 △3,237

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に算入され

ない項目
0.91

受取配当金等永久に益金に算入

されない項目
△2.87

住民税均等割 0.34

評価性引当額 16.59

租税特別措置法特別税額控除 △4.74

外国間接税額控除 △2.54

その他 △0.43

税効果会計適用後の法人税等の

負担率
47.79

法定実効税率 40.54％

(調整)  

交際費等永久に損金に算入され

ない項目
1.02

受取配当金等永久に益金に算入

されない項目
△7.88

住民税均等割 0.38

評価性引当額 6.19

租税特別措置法特別税額控除 △1.50

外国間接税額控除 △2.92

役員賞与引当金 0.07

その他 0.36

税効果会計適用後の法人税等の

負担率
36.26
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役員の異動

　平成19年３月29日開催の定時株主総会および取締役会で次のとおり選任ならびに退任の予定であります。（執行役員

は取締役会のみで選任および退任）

１．代表者の異動

なし

２．その他の役員の異動

①　新任取締役候補

取締役経営企画部長　　　　　　橋本　　太（現　執行役員徳島工場長）

②　新任監査役候補

監査役（常勤）　　　　　　　　滝　　寛男（現　アロン化成株式会社取締役事業支援部長、

３月28日同社取締役退任予定）

③　退任予定監査役

現　監査役（常勤）　　　　　　伊東　洋只

３．執行役員の異動

①　新任執行役員候補

執行役員機能樹脂事業部長      中川　和明（現　接着剤事業部長）

執行役員徳島工場長　　　　　　清田　一夫（現　徳島工場次長）

執行役員大阪支店長　　　　　　小峰　　朗（現　大阪支店長代行）

②　退任予定執行役員

現　執行役員技術統括部生産技術研究所長

杉下　健司（当社常任顧問に就任予定）

以　上
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