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１．平成19年12月期の連結業績（平成19年１月１日～平成19年12月31日）

(1）連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

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 ％

19年12月期 20,375 31.6 2,804 21.9 2,872 20.9 1,715 52.6

18年12月期 15,484 39.2 2,301 126.9 2,376 124.4 1,124 78.2

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
営業利益率

円　銭 円　銭 ％ ％ ％

19年12月期 67.10 － 10.4 13.5 13.8

18年12月期 43.94 － 7.3 12.3 14.9

（参考）持分法投資損益 19年12月期 －百万円 18年12月期 －百万円

(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

19年12月期 22,087 17,070 77.3 667.97

18年12月期 20,583 15,768 76.6 616.59

（参考）自己資本 19年12月期 17,070百万円 18年12月期 15,768百万円

(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

19年12月期 776 △3,789 △307 2,097

18年12月期 1,504 △1,743 △258 5,448

２．配当の状況

１株当たり配当金 配当金総額
(年間)

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（基準日） 中間期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

18年12月期 5 00 5 00 10 00 230 22.8 1.7

19年12月期 6 00 6 00 12 00 281 17.9 1.9

20年12月期（予想） 6 00 6 00 12 00 － 17.0 －

３．平成20年12月期の連結業績予想（平成20年１月１日～平成20年12月31日）

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

中間期 10,500 5.0 1,450 △12.4 1,450 △15.0 950 △6.6 37 17

通期 21,000 3.1 2,500 △10.8 2,500 △13.0 1,500 △12.5 58 70
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４．その他

(1）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）　無

(2）連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本となる重要な

事項の変更に記載されるもの）

①　会計基準等の改正に伴う変更　有

②　①以外の変更　　　　　　　　無

（注）詳細は、13ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」をご覧ください。

(3）発行済株式数（普通株式）

①　期末発行済株式数（自己株式を含む） 19年12月期 25,675,675株 18年12月期 25,675,675株

②　期末自己株式数 19年12月期 119,941株 18年12月期 101,867株

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、23ページ「１株当たり情報」をご覧

ください。

（参考）個別業績の概要

１．平成19年12月期の個別業績（平成19年１月１日～平成19年12月31日）

(1）個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

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 ％

19年12月期 18,858 31.9 2,564 24.6 2,584 23.9 1,435 65.6

18年12月期 14,295 38.1 2,057 119.5 2,085 119.4 866 65.3

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

円　銭 円　銭

19年12月期 56.14 －

18年12月期 33.87 －

(2）個別財政状態

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

19年12月期 21,407 16,661 77.8 651.98

18年12月期 20,108 15,555 77.4 608.25

（参考）自己資本 19年12月期 16,661百万円 18年12月期 15,555百万円

２．平成20年12月期の個別業績予想（平成20年１月１日～平成20年12月31日）

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

中間期 9,300 △1.4 1,150 △27.8 1,150 △28.9 620 △32.7 24 26

通期 18,600 △1.4 1,850 △27.9 1,850 △28.4 960 △33.1 37 57

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

　上記業績予想は現時点で入手可能な情報に基づいた予想で、実際の業績は異なる結果となる可能性があります。

業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、３ページ「１．経営成績(1)

経営成績に関する分析」をご覧下さい。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

①当連結会計期間の経営成績

　当連結会計年度のわが国経済は、民間設備投資と雇用が堅調であったものの、期後半の米国のサブプライムローン

問題を契機とする米国景気の減速懸念や原油高・円高の動きなどにより、景気の先行き警戒感が鮮明になる状況で推

移しました。

　このような状況におきまして、当企業集団は中長期の課題である「事業規模の拡大」と「収益力の向上」をはかる

ため、引き続きヨウ素事業の競争力向上施策の展開と金属化合物事業の積極的展開に取り組みました。

 

 　この結果、当連結会計年度の売上高は、前期比31.6％増の203億7千5百万円、営業利益は同21.9％増の28億4百万円、

経常利益は同20.9％増の28億7千2百万円、当期純利益は同52.6％増の17億1千5百万円となりました。

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円、百万円未満切捨て）

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり

当期純利益

平成19年12月期 20,375 2,804 2,872 1,715 67.10円

平成18年12月期 15,484 2,301 2,376 1,124 43.94円 

伸長率 31.6％ 21.9％  20.9％  52.6％ 52.7％

 

 

 事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。

  [ヨウ素及び天然ガス事業]

 　　売上高は、主力のヨウ素で国内及び海外でともに需要の拡がりを見せるなかで、供給力の確保・増強とともに回

収事業にも力を注ぎ、輸出・国内・化合物の各分野で引き続き好調に推移しました。

 　　この結果、ヨウ素及び天然ガス事業全体では、前年比増収の売上高は114億4千2百万円となりました。

 

  [金属化合物事業]

 　　売上高は、出荷数量の面で年間を通じて関連業界への安定的な出荷を行ったことに加え、原料国際相場の大幅な

上昇に伴う売値高により、前年に比べて大幅な増加となりました。

 　　この結果、金属化合物事業全体では、前年比大幅増収の売上高は87億8千8百万円となりました。

 

　[その他事業]

 　　その他事業は、電子関連部材向化合物等の出荷減により前年比減収の売上高は1億4千4百万円となりました。

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円、百万円未満切捨て）

 売上高 営業利益

 当期 前期 増減 増減率% 当期 前期 増減 増減率%

　ヨウ素及び天然ガス事業 11,442 10,294 1,148 11.2 2,585 2,328 257 11.0

　金属化合物事業 8,788 5,040 3,748 74.4 856 481 375 78.0

　その他事業 144 150 △5 △3.9 49 57 △8 △14.3

小計 20,375 15,484 4,891 31.6 3,490 2,866 624 21.8

　消去又は全社 － － － － △686 △565 △121 －

合計 20,375 15,484 4,891 31.6 2,804 2,301 503 21.9

 

　　なお、当社の当期の配当につきましては、既に1株当たり6円00銭の中間配当金を実施しております。

　期末配当金は、当期の収益状況並びに次期の見通しなどを勘案して、１株当たり6円00銭とし、年間配当金は

　1株当たり12円00銭を予定しております。

伊勢化学工業㈱ (4107) 平成 19 年 12 月期決算短信

－ 3 －



②次期の見通し

　今後の見通しとしましては、わが国経済は、米国景気後退リスク、原油高・円高などの懸念要因を抱えながら、厳

しい状況が続いていくものと見込まれます。

 

　このような状況のなかで、当企業集団は国内外の関連市場動向を細かく見据えながら供給体制を整え、「事業規模

の拡大」とそれをベースにした「収益力の向上」をはかることで、卓越した競争力のある企業集団として成長を続け

ていくことを目指します。

　これを実現するために、

　第１番目に「主力のヨウ素事業の資源確保・回収・新用途開発による相対的拡大」をはかります。

　第２番目には、関連市場にフォーカスした「金属化合物事業の積極展開」をはかります。

　また、これら二つの課題を効果的且つ有機的に支えるため、「企業風土の変革」を引き続き推進してまいります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円、百万円未満切捨て）

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり

当期純利益

平成20年12月期 21,000 2,500 2,500 1,500 58.70円

平成19年12月期 20,375 2,804 2,872 1,715 67.10円 

伸長率 3.1％ △10.8％ △13.0％ △12.5％ △12.5％ 

 

(2）財政状態に関する分析

①資産、負債及び純資産の状況に関する分析

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円、百万円未満切捨て）

 当連結会計年度 前連結会計年度 増減

資　　　　　　　産 22,087 20,583 1,503

負　　　　　　　債 5,016 4,815 201

純　　　資　　　産 17,070 15,768 1,301

 

（資産）

　前連結会計年度に比べ、15億3百万円増加となりました。主な増加要因は、売上高の伸長に伴う売掛債権の

12億7百万円増加と、有形固定資産が26億3千5百万円増加したことによります。

（負債）

　前連結会計年度に比べ、2億1百万円増加となりました。主な増加要因は、売上高の伸長に伴う生産高の増加、及び

設備増強に伴う買掛・未払債務が4億9千4百万円増加したこと等によります。

（純資産）

　前連結会計年度に比べ、13億1百万円増加となりました。主な増加要因は、利益剰余金が14億2千9百万円増加したこ

とによります。
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②キャッシュ・フローの状況に関する分析

　当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ33億5千万円

減少し、20億9千7百万円となりました。

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当連結会計年度における営業活動による資金の増加は、7億7千6百万円となりました。

　これは主に売上高増加に伴う売上債権の増加による資金減がありましたが、税金等調整前当期純利益、減価償却費

の増加等による資金の増加によります。

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当連結会計年度における投資活動による資金の減少は、37億8千9百万円となりました。

　これは主にヨウ素事業関係設備の有形固定資産の取得による支出によります。

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当連結会計年度における財務活動による資金の減少は、3億7百万円となりました。

　これは主に配当金支払による支出によります。

 

　以上の結果、現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は、20億9千7百万円となりました。

 

 

 なお、当社グループのキャッシュ・フロー指標は次のとおりであります。

 平成17年12月期 平成18年12月期 平成19年12月期

　自己資本比率（％） 83.2 76.6 77.3

　時価ベースの自己資本比率（％） 95.3 139.2 94.4

　債務償還年数（年） － － －

　インスタント・ガバレッジ・レシオ（倍） － － －

 （注）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算出しております。

 ※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）により算出しております。

 ※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。

 　　　上記トレンドのうち、債務償還年数及びインタレスト・カバレッジ・レシオにつきましては、平成17年度以

 　　後は、各年度末で有利子負債がありませんので、記載しておりません。

 

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

　当社は、株主の皆様への利益還元に努めることを経営上の重要課題と考えております。利益配分につきましては、

安定的な配当を維持することを基本としつつ、中長期的な経営基盤の強化に向け、新技術・新製品の研究開発、製造

設備の新増設・合理化等に投資してまいります。

　当社は、中間配当と期末配当の年２回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。

これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。

　当期の配当につきましては、上記方針に基づき既に1株当たり6円00銭、中間配当を実施しておりますが、期末配当

は１株当たり6円00銭とし、年間配当は1株当たり12円00銭を予定しております。
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２．企業集団の状況
　最近の有価証券報告書（平成19年３月29日提出）における「事業系統図」及び「関係会社の状況」から重要な変更

がないため、開示を省略しております。

 

３．経営方針
　平成18年12月期決算短信（平成19年２月２日）に開示を行った内容から重要な変更がないため、開示を省略してお

ります。

　なお決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。

　（当社ホームページ）

　　http://www.isechem.co.jp/

　（東京証券取引所ホームページ（上場会社情報検索ページ））

　　http://www.tse.or.jp/listing/compsearch/index.html
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４．連結財務諸表
(1）連結貸借対照表

  
前連結会計年度

(平成18年12月31日)
当連結会計年度

(平成19年12月31日)
対前年比

区分
注記
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

増減
（千円）

(資産の部)         

Ⅰ　流動資産         

１　現金及び預金   1,183,631   1,223,352  39,721

２　受取手形及び売掛金 (注2)  5,230,612   6,438,385  1,207,773

３　たな卸資産   2,140,334   3,127,737  987,403

４　短期貸付金   4,264,547   874,496  △3,390,050

５　未収入金   18,585   41,489  22,903

６　未収消費税等   ─   78,470  78,470

７　前払費用   6,630   9,355  2,725

８　繰延税金資産   140,772   55,014  △85,758

９　その他   134   279  144

10　貸倒引当金   △1,841   △1,496  345

流動資産合計   12,983,406 63.1  11,847,085 53.6 △1,136,320

Ⅱ　固定資産         

１　有形固定資産 (注1)        

(1) 建物及び構築物   1,322,115   1,356,545  34,430

(2) 機械装置及び運搬具   3,160,878   3,923,247  762,368

(3) 工具器具備品   163,726   189,221  25,495

(4) 土地   1,435,254   1,439,001  3,746

(5) 建設仮勘定   662,184   2,471,231  1,809,046

有形固定資産合計   6,744,159 32.7  9,379,247 42.5 2,635,087

２　無形固定資産         

その他の無形固定資産   163,284   187,029  23,744

無形固定資産合計   163,284 0.8  187,029 0.8 23,744

３　投資その他の資産         

(1) 投資有価証券   118,073   82,964  △35,108

(2) 長期貸付金   18,456   12,512  △5,944

(3) 長期前払費用   37,248   32,839  △4,409

(4) 繰延税金資産   470,349   493,527  23,177

(5) その他   48,806   51,879  3,073

(6) 貸倒引当金   △4   △3  1

投資その他の資産
合計

  692,930 3.4  673,720 3.1 △19,209

固定資産合計   7,600,373 36.9  10,239,996 46.4 2,639,622

資産合計   20,583,780 100.0  22,087,082 100.0 1,503,301
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前連結会計年度

(平成18年12月31日)
当連結会計年度

(平成19年12月31日)
対前年比

区分
注記
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

増減
（千円）

(負債の部)         

Ⅰ　流動負債         

１　支払手形及び買掛金   1,320,330   1,347,521  27,191

２　未払金   1,075,392   1,542,962  467,569

３　未払費用   92,040   111,016  18,976

４　未払法人税等   706,589   516,844  △189,744

５　繰延税金負債   12,373   17,038  4,664

６　未払消費税等   41,409   ─  △41,409

７　賞与引当金   95,000   114,500  19,500

８　役員賞与引当金   12,000   12,000  ─

９　その他 (注2)  310,311   379,764  69,453

流動負債合計   3,665,447 17.8  4,041,648 18.3 376,201

Ⅱ　固定負債         

１　退職給付引当金   998,613   817,374  △181,238

２　役員退職慰労引当金   38,000   48,051  10,051

３　環境対策引当金   40,000   40,000  ─

４　その他   73,078   69,478  △3,599

固定負債合計   1,149,691 5.6  974,903 4.4 △174,787

負債合計   4,815,138 23.4  5,016,552 22.7 201,413

         

(純資産の部)         

Ⅰ　株主資本         

１　資本金   3,599,819 17.5  3,599,819 16.3 ─

２　資本剰余金   3,932,449 19.1  3,932,449 17.8 ─

３　利益剰余金   8,404,615 40.8  9,834,549 44.5 1,429,934

４　自己株式   △58,885 △0.3  △85,170 △0.3 △26,285

株主資本合計   15,877,999 77.1  17,281,648 78.3 1,403,648

Ⅱ　評価・換算差額等         

１　その他有価証券評価
差額金

  21,042 0.1  △22 △0.0 △21,065

２　為替換算調整勘定   △130,400 △0.6  △211,095 △1.0 △80,695

評価・換算差額等合計   △109,357 △0.5  △211,117 △1.0 △101,760

純資産合計   15,768,641 76.6  17,070,530 77.3 1,301,888

負債純資産合計   20,583,780 100.0  22,087,082 100.0 1,503,301
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(2）連結損益計算書

  
前連結会計年度

(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

対前年比

区分
注記
番号

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

増減
（千円）

Ⅰ　売上高   15,484,719 100.0  20,375,903 100.0 4,891,183

Ⅱ　売上原価 (注1)  11,801,980 76.2  15,976,744 78.4 4,174,764

売上総利益   3,682,739 23.8  4,399,158 21.6 716,418

Ⅲ　販売費及び一般管理費 (注2)  1,381,649 8.9  1,594,991 7.8 213,342

営業利益   2,301,090 14.9  2,804,166 13.8 503,076

Ⅳ　営業外収益         

１　受取利息  37,655   40,369    

２　受取配当金  2,074   1,031    

３　技術使用料  25,000   25,000    

４　受入手数料  9,487   6,792    

５　その他  12,094 86,312 0.5 16,417 89,611 0.4 3,299

Ⅴ　営業外費用         

１　為替差損  5,289   19,771    

２　たな卸資産処分損  1,306   1,523    

３　その他  4,757 11,353 0.1 ─ 21,295 0.1 9,942

経常利益   2,376,048 15.3  2,872,481 14.1 496,432

Ⅵ　特別利益         

１　固定資産売却益  ─   3,372    

２　投資有価証券売却益  57,996   ─    

３　その他  ─ 57,996 0.4 346 3,718 0.0 △54,277

Ⅶ　特別損失         

１　固定資産除却損 (注3) 96,800   128,227    

２　臨時償却 (注4) 481,903   ─    

３　環境対策引当金繰入
額

 40,000 618,704 4.0 ─ 128,227 0.6 △490,477

税金等調整前当期純
利益

  1,815,340 11.7  2,747,973 13.5 932,632

法人税、住民税
及び事業税

 844,474   955,939    

法人税等調整額  △153,274 691,200 4.4 76,624 1,032,563 5.1 341,363

当期純利益   1,124,140 7.3  1,715,409 8.4 591,269
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(3）連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度(自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日)

 
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(千円) 3,599,819 3,932,060 7,556,750 △30,797 15,057,833

連結会計年度中の変動額      

剰余金の配当 ─ ─ △230,326 ─ △230,326

当期純利益 ─ ─ 1,124,140 ─ 1,124,140

自己株式の取得 ─ ─ ─ △28,546 △28,546

自己株式の処分 ─ 388 ─ 459 847

利益処分による役員賞与 ─ ─ △8,000 ─ △8,000

株主資本以外の項目の
連結会計年度中の変動額(純額)

─ ─ ─ ─ ─

海外子会社の会計処理方法
に伴う変動額

─ ─ △37,948 ─ △37,948

連結会計年度中の変動額合計
(千円)

─ 388 847,864 △28,088 820,166

平成18年12月31日残高(千円) 3,599,819 3,932,449 8,404,615 △58,885 15,877,999

項目

評価・換算差額等

純資産合計その他
有価証券
評価差額金

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(千円) 64,685 △148,756 △84,070 14,973,762

連結会計年度中の変動額     

剰余金の配当 ─ ─ ─ △230,326

当期純利益 ─ ─ ─ 1,124,140

自己株式の取得 ─ ─ ─ △28,546

自己株式の処分 ─ ─ ─ 847

利益処分による役員賞与 ─ ─ ─ △8,000

株主資本以外の項目の
連結会計年度中の変動額(純額)

△43,643 18,356 △25,287 △25,287

海外子会社の会計処理方法
変更に伴う変動額（注）

─ ─ ─ △37,948

連結会計年度中の変動額合計
(千円)

△43,643 18,356 △25,287 794,880

平成18年12月31日残高(千円) 21,042 △130,400 △109,357 15,768,641

　(注)　海外子会社の確定給付型年金の追加積立による会計処理の変更に伴う変動額であります。
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当連結会計年度(自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31日)

 
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18年12月31日残高(千円) 3,599,819 3,932,449 8,404,615 △58,885 15,877,999

連結会計年度中の変動額      

剰余金の配当 ─ ─ △281,236 ─ △281,236

当期純利益 ─ ─ 1,715,409 ─ 1,715,409

自己株式の取得 ─ ─ ─ △26,285 △26,285

株主資本以外の項目の
連結会計年度中の変動額(純額)

─ ─ ─ ─ ─

海外子会社の年金債務調整額 ─ ─ △4,238 ─ △4,238

連結会計年度中の変動額合計
(千円)

─ ─ 1,429,934 △26,285 1,403,648

平成19年12月31日残高(千円) 3,599,819 3,932,449 9,834,549 △85,170 17,281,648

項目

評価・換算差額等

純資産合計その他
有価証券
評価差額金

為替換算
調整勘定

評価・換算差額等
合計

平成18年12月31日残高(千円) 21,042 △130,400 △109,357 15,768,641

連結会計年度中の変動額     

剰余金の配当 ─ ─ ─ △281,236

当期純利益 ─ ─ ─ 1,715,409

自己株式の取得 ─ ─ ─ △26,285

株主資本以外の項目の
連結会計年度中の変動額(純額)

△21,065 △80,695 △101,760 △101,760

海外子会社の年金債務調整額 ─ ─ ─ △4,238

連結会計年度中の変動額合計
(千円)

△21,065 △80,695 △101,760 1,301,888

平成19年12月31日残高(千円) △22 △211,095 △211,117 17,070,530
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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18年１月１日
至　平成18年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

対前年比

区分
注記
番号

金額(千円) 金額(千円)
増減

（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー     

１　税金等調整前当期純利益  1,815,340 2,747,973 932,632

２　減価償却費  917,449 1,288,124 370,674

３　貸倒引当金の増加(△減少)額  69 △346 △415

４　退職給付引当金の増加(△減少)額  △36,346 △185,657 △149,311

５　賞与引当金の増加(△減少)額  9,000 19,500 10,500

６　役員賞与引当金の増加(△減少)額  12,000 ─ △12,000

７　役員退職慰労引当金の増加（△減少）
額

 12,000 10,051 △1,949

８　環境対策引当金の増加(△減少)額  40,000 ─ △40,000

９　受取利息及び受取配当金  △39,730 △41,401 △1,670

10　投資有価証券売却益  △57,996 ─ 57,996

11　固定資産除却損  96,800 128,227 31,426

12　臨時償却  481,903 ─ △481,903

13　売上債権の減少(△増加)額  △1,913,197 △1,220,368 692,829

14　たな卸資産の減少(△増加)額  △59,274 △991,157 △931,882

15　支払債務の増加(△減少)額  457,583 217,082 △240,500

16　未収消費税等の減少(△増加)額  ─ △78,470 △78,470

17　未払消費税等の増加(△減少)額  △34,481 △41,409 △6,928

18　役員賞与の支払額  △8,000 ─ 8,000

19　その他  21,825 20,042 △1,782

小計  1,714,945 1,872,190 157,245

20　利息及び配当金の受取額  39,730 41,401 1,670

21　法人税等の支払額  △250,290 △1,136,676 △886,386

営業活動によるキャッシュ・フロー  1,504,385 776,915 △727,470

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー     

１　有形固定資産の取得による支出  △1,775,896 △3,780,231 △2,004,334

２　無形固定資産の取得による支出  △53,216 △8,570 44,646

３　投資有価証券の売却による収入  83,895 ─ △83,895

４　その他  1,982 △359 △2,341

投資活動によるキャッシュ・フロー  △1,743,234 △3,789,160 △2,045,925

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー     

１　配当金の支払額  △230,326 △281,236 △50,909

２　自己株式の取得による支出  △28,546 △26,285 2,260

３　その他  848 ─ △848

財務活動によるキャッシュ・フロー  △258,025 △307,522 △49,497

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額  3,519 △30,561 △34,081

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加（△減少）
額

 △493,354 △3,350,329 △2,856,974

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  5,941,532 5,448,178 △493,354

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高  5,448,178 2,097,849 △3,350,329
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(5）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

前連結会計年度
(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

１　会計処理基準に関する事項 １　会計処理基準に関する事項
    重要な減価償却資産の減価償却の方法
　　有形固定資産

……定率法によっております。
但し、当社が、平成10年４月１日以降に取得し
た建物(建物附属設備を除く)については、定額
法によっております。
また、連結子会社の有形固定資産のうち、機械
装置の一部(坑井関係設備)については、生産高
比例法、その他の有形固定資産については、会
社の見積耐用年数による定額法によっておりま
す。

    重要な減価償却資産の減価償却の方法
　　有形固定資産

平成19年３月31日以前に取得した有形固定資産
旧定率法によっております。但し、当社が、平
成10年４月１日以降に取得した建物(建物附属設
備を除く)については、旧定額法によっておりま
す。
また、連結子会社の有形固定資産のうち、機械
装置の一部(坑井関係設備)については、生産高
比例法、その他の有形固定資産については、会
社の見積耐用年数による旧定額法によっており
ます。
平成19年４月１日以後に取得した有形固定資産
定率法によっております。但し、建物(建物附属
設備を除く)については、定額法によっておりま
す。
また、連結子会社の有形固定資産のうち、機械
装置の一部(坑井関係設備)については、生産高
比例法、その他の有形固定資産については、会
社の見積耐用年数による定額法によっておりま
す。

　なお、上記以外の事項については、最近の有価証券報告書（平成19年３月29日提出）における記載から重要な変更が

　ないため開示を省略します。
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(6）会計方針の変更

前連結会計年度
(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

(役員賞与に関する会計基準)
　当連結会計年度から、「役員賞与に関する会計基準」
(企業会計基準委員会 平成17年11月29日企業会計基準第4
号)を適用しております。
　この結果、従来の方法に比べ、販売費及び一般管理費
が12,000千円増加し、営業利益、経常利益及び税金等調
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」(企業会計基準委員会 平成17年12
月9日企業会計基準第5号)及び「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」(企業会計基準委
員会 平成17年12月9日企業会計基準適用指針第8号)を適
用しております。
　従来の資本の部に相当する金額は15,768,641千円であ
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。

 　　　　　　　　　　　─

 

 

 

(環境対策引当金の計上)
　「ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の適正な処理の推進
に関する特別措置法」により、平成28年7月までにPCB廃
棄物を処理することが義務付けられており、当連結会計
年度に当該処理に関わる費用を合理的に見積もることと
したため、その処理費用見積額40,000千円について環境
対策引当金を設定し、同繰入額を特別損失として計上し
ております。
　これにより従来と同一の方法によった場合と比較して
税金等調整前当期純利益が40,000千円減少しております。
また、当中間連結会計年度において当連結会計年度と同
一の会計処理を適用した場合、当中間連結財務諸表の税
金等調整前中間純利益は、40,000千円減少いたします。

 　　　　　　　　　　　─

 

 

 　　　　　　　　　　　─

 

 

 (有形固定資産の減価償却の方法)
　平成19年度の法人税法の改正に伴い、平成19年４月１
日以降に取得した有形固定資産の減価償却の方法につい
ては、改正後の法人税法の定めと同一の基準による方法
に変更しております。
　なお、この変更による当連結会計期間の営業利益、経
常利益、税引等調整前当期純利益、当期純利益に与える
損益の影響額は、67,049千円であります。また、セグメ
ント別に与える損益の影響額は、セグメント情報に記載
しております。

(7）追加情報

前連結会計年度
(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

(臨時償却)

　当社は、有形固定資産の減価償却について、取得価額

の5％までの償却をしておりましたが、当連結会計年度よ

り取得価額の5％まで償却が達した資産につき、その翌連

結会計年度に備忘価額までの償却をすることに変更いた

しました。これは有形固定資産の減価償却終了後の処分

価額が概ね零に近く、処分費用も発生するという現状を

踏まえたものです。

　この変更により、当連結会計年度において、過年度に

おいて5％まで償却が達したもの481,903千円について臨

時償却として特別損失にて一括計上することといたしま

した。

　この結果、従来の方法によった場合と比べ、税金等調

整前当期純利益は481,903千円減少しております。

 　　　　　　　　　　　─
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(8）連結財務諸表に関する注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
(平成18年12月31日)

当連結会計年度
(平成19年12月31日)

注１　有形固定資産に対する減価償却累計額

　　　　　　　　　　　　　　　　　　17,009,195千円

注１　有形固定資産に対する減価償却累計額

　　　　　　　　　　　　　　　　　17,511,136千円

注２　期末日満期手形の会計処理は、手形交換日をもっ

て決済処理しております。当連結会計年度末日が

金融機関の休日であったため、次の期末日満期手

形が期末残高に含まれております。

注２　期末日満期手形の会計処理は、手形交換日をもっ

て決済処理しております。当連結会計年度末日が

金融機関の休日であったため、次の期末日満期手

形が期末残高に含まれております。

受取手形 60,681千円

その他(設備支払手形) 31,223 〃

受取手形 72,849千円

その他(設備支払手形) 28,311 〃

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

注１　売上原価に算入されているたな卸資産の低価法評

価損の金額は、212,788千円であります。

注１　売上原価に算入されているたな卸資産の低価法評

価損の金額は、119,737千円であります。

注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。

注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。

販売手数料 152,186千円

運賃諸掛 124,179 〃

給料諸手当 374,939 〃

役員賞与引当金繰入額 12,000 〃

退職給付引当金繰入額 42,463 〃

役員退職慰労引当金繰入額 12,000 〃

旅費交通費・通信費 48,363 〃

租税公課 40,878 〃

減価償却費 17,699 〃

研究開発費 284,336 〃

その他 272,606 〃

販売費及び一般管理費計 1,381,649 〃

販売手数料 152,831千円

運賃諸掛 117,802 〃

給料諸手当 494,280 〃

役員賞与引当金繰入額 12,000 〃

退職給付引当金繰入額 17,143 〃

役員退職慰労引当金繰入額 10,051 〃

旅費交通費・通信費 47,884 〃

租税公課 41,094 〃

減価償却費 23,644 〃

研究開発費 351,693 〃

その他 326,564 〃

販売費及び一般管理費計 1,594,991 〃

注３　固定資産除却損のうち主なものは、次のとおりで

あります。

注３　固定資産除却損のうち主なものは、次のとおりで

あります。

建物及び構築物 17,268千円

機械装置及び運搬具 79,178 〃

建物及び構築物 57,633千円

機械装置及び運搬具 69,537 〃

注４　臨時償却の内訳は以下のとおりであります。 注４　　　　　　　　　　　－

 建物 4,258千円

 構築物 125,269千円

 機械装置 337,427千円

 車両運搬具 1,800千円

 工具器具備品 13,148千円
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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18年１月１日　至　平成18年12月31日)

１　発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前連結会計年度末

株式数
当連結会計年度増加

株式数
当連結会計年度減少

株式数
当連結会計年度末

株式数

発行済株式     

　　普通株式(株) 25,675,675 ─ ─ 25,676,675

　　　　合計 25,675,675 ─ ─ 25,676,675

自己株式     

　　普通株式(株) (注1.2) 75,100 27,567 800 101,867

　　　　合計 75,100 27,567 800 101,867

　(注)　１．自己株式の増加は、単元未満株式の買取りによる増加分であります。

２．自己株式の減少は、単元未満株式の売渡しによる減少分であります。

２　配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり配当額

(円)
基準日 効力発生日

平成18年3月29日
定時株主総会

普通株式 102,402 4.00 平成17年12月31日 平成18年3月30日

平成18年8月1日
取締役会

普通株式 127,924 5.00 平成18年6月30日 平成18年9月11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

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成19年3月28日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 127,869 5.00 平成18年12月31日 平成19年3月29日
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当連結会計年度(自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31日)

１　発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前連結会計年度末

株式数
当連結会計年度増加

株式数
当連結会計年度減少

株式数
当連結会計年度末

株式数

発行済株式     

　　普通株式(株) 25,675,675 ─ ─ 25,675,675

　　　　合計 25,675,675 ─ ─ 25,675,675

自己株式     

　　普通株式(株) (注) 101,867 18,074 ─ 119,941

　　　　合計 101,867 18,074 ─ 119,941

　(注)　自己株式の増加は、単元未満株式の買取りによる増加分であります。

 

２　配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり配当額

(円)
基準日 効力発生日

平成19年3月28日
定時株主総会

普通株式 127,869 5.0 平成18年12月31日 平成19年3月29日

平成19年8月1日
取締役会

普通株式 153,367 6.0 平成19年6月30日 平成19年9月10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

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成20年3月27日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 153,334 6.0 平成19年12月31日 平成20年3月28日

（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18年１月１日
至　平成18年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

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

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

現金及び預金勘定 1,183,631千円

短期貸付金勘定 4,264,547 〃

現金及び現金同等物 5,448,178 〃

現金及び預金勘定 1,223,352千円

短期貸付金勘定 874,496 〃

現金及び現金同等物 2,097,849 〃

伊勢化学工業㈱ (4107) 平成 19 年 12 月期決算短信

－ 17 －



（セグメント情報）

1．事業の種類別セグメント情報

 

前連結会計年度
(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

ヨウ素及び
天然ガス事業

(千円)

金属化合物
事業
(千円)

その他事業

(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

10,294,260 5,040,107 150,351 15,484,719 ─ 15,484,719

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

─ ─ ─ ─ (─) ─

計 10,294,260 5,040,107 150,351 15,484,719 (─) 15,484,719

営業費用 7,966,035 4,559,019 92,990 12,618,045 565,583 13,183,629

営業利益 2,328,225 481,087 57,360 2,866,674 (565,583) 2,301,090

Ⅱ　資産、減価償却費及び
資本的支出

      

資産 10,141,697 4,110,284 13,245 14,265,227 6,318,552 20,583,780

減価償却費 709,493 148,336 337 858,207 59,242 917,449

資本的支出 2,004,531 198,576 307 2,203,414 92,830 2,296,244

 

当連結会計年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

ヨウ素及び
天然ガス事業

(千円)

金属化合物
事業
(千円)

その他事業

(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

11,442,431 8,788,932 144,539 20,375,903 ─ 20,375,903

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

─ ─ ─ ─ (─) ─

計 11,442,431 8,788,932 144,539 20,375,903 (─) 20,375,903

営業費用 8,856,959 7,932,545 95,398 16,884,903 686,833 17,571,736

営業利益 2,585,471 856,386 49,141 3,490,999 (686,833) 2,804,166

Ⅱ　資産、減価償却費及び
資本的支出

      

資産 13,073,240 6,046,741 61,640 19,181,622 2,905,459 22,087,082

減価償却費 1,072,210 147,880 435 1,220,526 67,597 1,288,124

資本的支出 3,646,995 238,048 107 3,885,152 105,075 3,990,228
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　(注)　１　事業区分は、売上集計区分によっておりますが、天然ガスは、ヨウ素の主原料である地下かん水採取に随伴

して生産されるため同一のセグメントとしております。

２　各事業の主要な製品

　ヨウ素及び天然ガス事業 　ヨウ素、ヨウ素化合物並びに天然ガス

　金属化合物事業 　塩化ニッケル、四三酸化コバルト等

　その他事業 　有機化合物等 

 

３　営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、当社の本社管理部門に係る費用で

あり、金額は下記のとおりです。

　当連結会計年度 686,833千円 

　前連結会計年度 565,583千円 

 

４　資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は2,905,459千円であり、その主なものは、短期貸付

金874,496千円、現金及び預金1,223,352千円、投資有価証券82,964千円であります。

 

　当連結会計年度 2,905,459千円 

　前連結会計年度 6,318,552千円 

 

５　「会計方針の変更」に記載のとおり、当連結会計期間から有形固定資産の減価償却の方法を改正後の法人税

法の定めと同一の基準による方法に変更しております。この結果、従来の方法に比べ、営業費用がセグメン

ト別にヨウ素及び天然ガス事業63,994千円、金属化合物事業1,035千円、その他事業25千円、消去又は全社

1,994千円増加し、営業利益が各セグメント別に同額減少しております。
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2．所在地別セグメント情報

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

19年１月１日　至　平成19年12月31日)

　本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額

の合計額に占める割合がいずれも90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略して

おります。

3．海外売上高

 

前連結会計年度
(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

北アメリカ ヨーロッパ その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高(千円) 1,906,079 1,918,645 726,705 4,551,430

Ⅱ　連結売上高(千円)    15,484,719

Ⅲ　連結売上高に占める
海外売上高の割合(％)

12.3 12.4 4.7 29.4

 

当連結会計年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

北アメリカ ヨーロッパ その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高(千円) 2,035,573 2,111,130 759,185 4,905,889

Ⅱ　連結売上高(千円)    20,375,903

Ⅲ　連結売上高に占める
海外売上高の割合(％)

10.0 10.4 3.7 24.1

　(注)　１　国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域

　国又は地域の区分の方法 　地理的近接度によっている。

　各区分に属する主な国又は地域 　

　　　北アメリカ 　米国

　　　ヨーロッパ 　イギリス、フランス、ドイツ

　　　その他の地域 　インド、中国

２　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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（関連当事者との取引）

前連結会計年度(自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日)

(1) 親会社及び法人主要株主等

属性
会社等
の名称

住所

資本金
又は
出資金
(百万円)

事業の
内容又は
職業

議決権
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

親会社 旭硝子㈱ 東京都

千代田区

90,472 ガラス建

材、化学

品及びセ

ラミック

ス製品等

の製造販

売

(被所有)

直接53.2

転籍３名

兼任２名

提出会社

製品の販

売

かん水等

原料の仕

入

営業取引 ヨウ素

及び天然

ガスの販

売

1,755,453 売掛金 535,620

かん水等

原料の仕

入

758,800 買掛金 260,239

未払金 1,466

営業取引

以外の取

引

ヨウ素排

水関連

45,802 未収入

金

2,296

出向者経

費等

24,993   

主要株主

(会社等)

三菱商事

㈱

東京都

千代田区

196,300 総合商社 (被所有)

直接11.4

兼任１名 提出会社

製品の販

売

原料の仕

入

営業取引 ヨウ素等

の販売

1,874,781 売掛金 402,183

塩素等原

料の仕入、

販売費用

等

2,876,914 買掛金 309,285

未払金 24,947

取引条件及び取引条件の決定方針等

　価格その他の取引条件については、個別に交渉のうえ一般取引と同様に決定しております。

　(注)　消費税等の会計処理は、税抜き方式を採用しておりますが、債権、債務額には消費税等が含まれております。

(2) 兄弟会社等

属性
会社等
の名称

住所

資本金
又は
出資金
(百万円)

事業の
内容又は
職業

議決権
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

親会社の

子会社

エイ・

ジー・

ファイナ

ンス㈱

東京都

千代田区

800 関係会社

の資金調

達、斡旋、

融資及び

ファクタ

リング業

(所有)

(被所有)

―

なし 資金取引 営業取引

以外の取

引

短期資金

の預託

─ 短期

貸付金

3,964,788

資金の貸付条件

　利率は市場金利を勘案して合理的に決定しており、１週間以上１年以内の期間で預託しております。

　(注)　消費税等の会計処理は、税抜き方式を採用しております。
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当連結会計年度(自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31日)

(1) 親会社及び法人主要株主等

属性
会社等
の名称

住所

資本金
又は
出資金
(百万円)

事業の
内容又は
職業

議決権
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

親会社 旭硝子㈱ 東京都

千代田区

90,859 ガラス建

材、化学

品及びセ

ラミック

ス製品等

の製造販

売

(被所有)

直接53.3

転籍３名

兼任２名

提出会社

製品の販

売

かん水等

原料の仕

入

営業取引 ヨウ素

及び天然

ガスの販

売

2,049,654 売掛金 641,301

かん水等

原料の仕

入

1,034,368 買掛金 299,284

未払金 2,083

営業取引

以外の取

引

ヨウ素排

水関連

10,276 未収入

金

22,316

出向者経

費等

33,420   

主要株主

(会社等)

三菱商事

㈱

東京都

千代田区

201,277 総合商社 (被所有)

直接11.4

兼任１名 提出会社

製品の販

売

原料の仕

入

営業取引 ヨウ素等

の販売

1,750,119 売掛金 188,363

塩素等原

料の仕入、

販売費用

等

5,840,024 買掛金 346,535

未払金 9,379

取引条件及び取引条件の決定方針等

　価格その他の取引条件については、個別に交渉のうえ一般取引と同様に決定しております。

　(注)　消費税等の会計処理は、税抜き方式を採用しておりますが、債権、債務額には消費税等が含まれております。

(2) 兄弟会社等

属性
会社等
の名称

住所

資本金
又は
出資金
(百万円)

事業の
内容又は
職業

議決権
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

親会社の

子会社

ＡＧＣ

ファイナ

ンス㈱

東京都

千代田区

800 関係会社

の資金調

達、斡旋、

融資及び

ファクタ

リング業

― なし 資金取引 営業取引

以外の取

引

短期資金

の預託

─ 短期

貸付金

245,328

資金の貸付条件

　利率は市場金利を勘案して合理的に決定しており、１週間以上１年以内の期間で預託しております。

　(注)　消費税等の会計処理は、税抜き方式を採用しております。
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（１株当たり情報）

前連結会計年度
(自　平成18年 1月 1日
至　平成18年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年 1月 1日
至　平成19年12月31日)

１株当たり純資産額 616.59円

１株当たり当期純利益 43.94円

１株当たり純資産額 667.97円

１株当たり当期純利益 67.10円

　(注)　１　潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式がないため記載しておりません。

２　算定上の基礎

(1) １株当たり純資産額

 
前連結会計年度

(平成18年12月31日)
当連結会計年度

(平成19年12月31日)

１株当たり純資産額   

期末の純資産の部の合計額（千円） 15,768,641 17,070,530

期末の純資産の部の合計額から
控除する金額（千円）

─ ─

普通株式に係る
期末の純資産の部の合計額（千円）

15,768,641 17,070,530

期末普通株式数（千株） 25,573 25,555

(2) １株当たり当期純利益

 
前連結会計年度

(自　平成18年 1月 1日
至　平成18年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成19年 1月 1日
至　平成19年12月31日)

１株当たり当期純利益   

当期純利益（千円） 1,124,140 1,715,409

普通株主に帰属しない金額（千円） ─ ─

（うち利益処分による取締役賞与金） (─) (─)

普通株式に係る当期純利益（千円） 1,124,140 1,715,409

普通株式の期中平均株式数（千株） 25,585 25,563

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

（開示の省略）

　リース取引、税効果会計、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、ストック・オプション等に

関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を

省略しております。
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５．個別財務諸表
(1）貸借対照表

  
前会計期間末

(平成18年12月31日)
当会計期間末

(平成19年12月31日)
対前年比

区分
注記
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

増減
（千円）

(資産の部)         

Ⅰ　流動資産         

１　現金及び預金   520,890   493,185  △27,705

２　受取手形   398,870   365,838  △33,032

３　売掛金   4,548,674   5,775,391  1,226,717

４　商品   84,917   92,316  7,401

５　製品   979,382   1,724,937  745,555

６　仕掛品   288,600   384,333  95,732

７　原材料   697,295   812,898  115,603

８　貯蔵品   17,881   20,126  2,244

９　前払費用   3,684   6,504  2,820

10　短期貸付金   4,264,547   874,496  △3,390,050

11　未収入金   18,585   41,489  22,903

12　未収消費税等   ─   78,470  78,470

13　繰延税金資産   140,772   55,014  △85,758

14　その他   134   279  144

15　貸倒引当金   △1,841   △1,496  345

流動資産合計   11,962,392 59.5  10,723,785 50.1 △1,238,607

Ⅱ　固定資産         

１　有形固定資産         

(1) 建物   739,353   789,883  50,530

(2) 構築物   578,100   559,847  △18,252

(3) 機械装置   2,318,362   3,021,340  702,977

(4) 車両運搬具   3,274   1,982  △1,292

(5) 工具器具備品   163,726   189,221  25,495

(6) 土地   1,432,621   1,436,478  3,856

(7) 建設仮勘定   579,812   2,356,800  1,776,988

有形固定資産合計   5,815,251 28.9  8,355,555 39.0 2,540,303

２　無形固定資産         

(1) 借地権   14,886   14,886  ─

(2) 鉱業権   63,020   58,619  △4,401

(3) ソフトウェア   26,067   21,716  △4,351

(4) 排出権   ─   26,169  26,169

(5) その他   9,739   9,224  △514

無形固定資産合計   113,714 0.6  130,615 0.6 16,901
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前会計期間末

(平成18年12月31日)
当会計期間末

(平成19年12月31日)
対前年比

区分
注記
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

増減
（千円）

３　投資その他の資産         

(1) 投資有価証券   118,073   82,964  △35,108

(2) 関係会社株式   1,523,892   1,523,892  ─

(3) 出資金   1,055   1,055  ─

(4) 従業員長期貸付金   18,456   12,512  △5,944

(5) 長期前払費用   37,248   32,839  △4,409

(6) 繰延税金資産   470,349   493,527  23,177

(7) その他   47,751   50,824  3,073

(8) 貸倒引当金   △4   △3  1

投資その他の資産
合計

  2,216,822 11.0  2,197,612 10.3 △19,209

固定資産合計   8,145,788 40.5  10,683,784 49.9 2,537,995

資産合計   20,108,181 100.0  21,407,570 100.0 1,299,388
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前会計期間末

(平成18年12月31日)
当会計期間末

(平成19年12月31日)
対前年比

区分
注記
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

増減
（千円）

(負債の部)         

Ⅰ　流動負債         

１　買掛金   1,244,768   1,284,010  39,242

２　設備支払手形   277,479   318,550  41,071

３　未払金   1,010,741   1,463,257  452,516

４　未払法人税等   706,589   516,844  △189,744

５　未払消費税等   41,409   ─  △41,409

６　未払費用   92,040   111,016  18,976

７　賞与引当金   95,000   114,500  19,500

８　役員賞与引当金   12,000   12,000  ─

９　その他   32,832   61,214  28,381

流動負債合計   3,512,861 17.4  3,881,394 18.1 368,533

Ⅱ　固定負債         

１　退職給付引当金   962,069   776,411  △185,657

２　役員退職慰労引当金   38,000   48,051  10,051

３　環境対策引当金   40,000   40,000  ─

固定負債合計   1,040,069 5.2  864,462 4.1 △175,606

負債合計   4,552,931 22.6  4,745,857 22.2 192,926
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前会計期間末

(平成18年12月31日)
当会計期間末

(平成19年12月31日)
対前年比

区分
注記
番号

金額(千円)
構成比
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

増減
（千円）

(純資産の部)         

Ⅰ　株主資本         

１　資本金   3,599,819 17.9  3,599,819 16.8 ─

２　資本剰余金         

(1) 資本準備金  3,931,607   3,931,607    

(2) その他資本剰余金  842   842    

資本剰余金合計   3,932,449 19.6  3,932,449 18.4 ─

３　利益剰余金         

(1) 利益準備金  382,021   382,021    

(2) その他利益剰余金         

探鉱準備金  167,953   103,547    

固定資産圧縮積立
金

 6,856   6,348    

別途積立金  6,410,000   6,810,000    

繰越利益剰余金  1,093,992   1,912,719    

利益剰余金合計   8,060,823 40.1  9,214,636 43.0 1,153,812

４　自己株式   △58,885 △0.3  △85,170 △0.4 △26,285

株主資本合計   15,534,207 77.3  16,661,734 77.8 1,127,527

Ⅱ　評価・換算差額等         

１　その他有価証券評価
差額金

  21,042   △22  △21,065

評価・換算差額等合
計

  21,042 0.1  △22 0.0 △21,065

純資産合計   15,555,250 77.4  16,661,712 77.8 1,106,462

負債純資産合計   20,108,181 100.0  21,407,570 100.0 1,299,388
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(2）損益計算書

  
前会計期間

(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

当会計期間
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

対前年比

区分
注記
番号

金額(千円)
百分比
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

増減
（千円）

Ⅰ　売上高   14,295,640 100.0  18,858,267 100.0 4,562,626

Ⅱ　売上原価   10,905,753 76.3  14,757,990 78.2 3,852,236

売上総利益   3,389,887 23.7  4,100,277 21.8 710,389

Ⅲ　販売費及び一般管理費   1,332,578 9.3  1,535,867 8.2 203,288

営業利益   2,057,309 14.4  2,564,409 13.6 507,100

Ⅳ　営業外収益         

１　受取利息  9,343   13,229    

２　受取配当金  2,074   1,031    

３　技術使用料  25,000   25,000    

４　その他  3,042 39,460 0.3 1,807 41,068 0.2 1,607

Ⅴ　営業外費用         

１　為替差損  5,289   19,771    

２　たな卸資産処分損  1,306   1,523    

３　その他  4,757 11,353 0.1 ─ 21,295 0.1 9,942

 　　　経常利益   2,085,416 14.6  2,584,181 13.7 498,765

Ⅵ　特別利益         

１　固定資産売却益  ─   3,372    

２　投資有価証券売却益  57,996   ─    

３　その他  ─ 57,996 0.4 346 3,718 0.0 △54,277

Ⅶ　特別損失         

１　固定資産除却損  96,800   128,227    

２　臨時償却  481,903   ─    

３　環境対策引当金繰入額  40,000 618,704 4.3 ─ 128,227 0.7 490,477

 　　　税引前当期純利益   1,524,707 10.7  2,459,673 13.0 934,965

 　　　法人税、住民税及び
 　　　事業税

 846,802   948,000    

 　　　法人税等調整額  △188,625 658,177 4.6 76,624 1,024,624 5.4 366,446

 　　　当期純利益   866,530 6.1  1,435,049 7.6 568,519
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(3）株主資本等変動計算書

前会計期間(自　平成18年１月１日　至　平成18年12月31日)

 

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計

平成17年12月31日残高(千円) 3,599,819 3,931,607 453 3,932,060

事業年度中の変動額     

剰余金の配当 ─ ─ ─ ─

利益処分による役員賞与 ─ ─ ─ ─

当期純利益 ─ ─ ─ ─

自己株式の取得 ─ ─ ─ ─

自己株式の処分 ─ ─ 388 388

探鉱準備金の積立額 ─ ─ ─ ─

探鉱準備金の取崩額 ─ ─ ─ ─

固定資産圧縮積立金の取崩額 ─ ─ ─ ─

別途積立金の積立額 ─ ─ ─ ─

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(千円) ─ ─ 388 388

平成18年12月31日残高(千円) 3,599,819 3,931,607 842 3,932,449

 

株主資本

利益剰余金

自己株式
株主資本
合計利益準備金

 

その他利益剰余金
利益剰余金

合計探鉱
準備金

固定資産
圧縮積立金

別途
積立金

繰越利益
剰余金

平成17年12月31日残高(千円) 382,021 197,381 7,995 6,010,000 835,221 7,432,619 △30,797 14,933,702

事業年度中の変動額         

剰余金の配当 ─ ─ ─ ─ △230,326 △230,326 ─ △230,326

利益処分による役員賞与 ─ ─ ─ ─ △8,000 △8,000 ─ △8,000

当期純利益 ─ ─ ─ ─ 866,530 866,530 ─ 866,530

自己株式の取得 ─ ─ ─ ─ ─ ─ △28,546 △28,546

自己株式の処分 ─ ─ ─ ─ ─ ─ 459 847

探鉱準備金の積立額 ─ 103,547 ─ ─ △103,547 ─ ─ ─

探鉱準備金の取崩額 ─ △132,975 ─ ─ 132,975 ─ ─ ─

固定資産圧縮積立金の取崩額 ─ ─ △1,139 ─ 1,139 ─ ─ ─

別途積立金の積立額 ─ ─ ─ 400,000 △400,000 ─ ─ ─

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(千円) ─ △29,428 △1,139 400,000 258,771 628,204 △28,088 600,504

平成18年12月31日残高(千円) 382,021 167,953 6,856 6,410,000 1,093,992 8,060,823 △58,885 15,534,207
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評価・換算差額等

純資産合計その他
有価証券
評価差額金

評価・換算
差額等合計

平成17年12月31日残高(千円) 64,685 64,685 14,998,388

事業年度中の変動額    

剰余金の配当 ─ ─ △230,326

利益処分による役員賞与 ─ ─ △8,000

当期純利益 ─ ─ 866,530

自己株式の取得 ─ ─ △28,546

自己株式の処分 ─ ─ 847

探鉱準備金の積立額 ─ ─ ─

探鉱準備金の取崩額 ─ ─ ─

固定資産圧縮積立金の取崩額 ─ ─ ─

別途積立金の積立額 ─ ─ ─

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額(純額)

△43,643 △43,643 △43,643

事業年度中の変動額合計(千円) △43,643 △43,643 556,861

平成18年12月31日残高(千円) 21,042 21,042 15,555,250
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当会計期間(自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31日)

 

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計

平成18年12月31日残高(千円) 3,599,819 3,931,607 842 3,932,449

事業年度中の変動額     

剰余金の配当 ─ ─ ─ ─

当期純利益 ─ ─ ─ ─

自己株式の取得 ─ ─ ─ ─

探鉱準備金の取崩額 ─ ─ ─ ─

固定資産圧縮積立の取崩額 ─ ─ ─ ─

別途縮積立の積立金 ─ ─ ─ ─

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(千円) ─ ─ ─ ─

平成19年12月31日残高(千円) 3,599,819 3,931,607 842 3,932,449

 

株主資本

利益剰余金

自己株式
株主資本
合計利益準備金

 

その他利益剰余金
利益剰余金

合計探鉱
準備金

固定遺産
圧縮積立金

別途
積立金

繰越利益
剰余金

平成18年12月31日残高(千円) 382,021 167,953 6,856 6,410,000 1,093,992 8,060,823 △58,885 15,534,207

事業年度中の変動額         

剰余金の配当 ─ ─ ─ ─ △281,236 △281,236 ─ △281,236

当期純利益 ─ ─ ─ ─ 1,435,049 1,435,049 ─ 1,435,049

自己株式の取得 ─ ─ ─ ─ ─ ─ △26,285 △26,285

探鉱準備金の取崩額 ─ △64,405 ─ ─ 64,405 ─ ─ ─

固定資産圧縮積立の取崩額 ─ ─ △507 ─ 507 ─ ─ ─

別途縮積立の積立金 ─ ─ ─ 400,000 △400,000 ─ ─ ─

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(千円)  △64,405 △507 400,000 818,726 1,153,812 △26,285 1,127,527

平成19年12月31日残高(千円) 382,021 103,547 6,348 6,810,000 1,912,719 9,214,636 △85,170 16,661,734
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評価・換算差額等

純資産合計その他
有価証券
評価差額金

評価・換算
差額等合計

平成18年12月31日残高(千円) 21,042 21,042 15,555,250

事業年度中の変動額    

剰余金の配当 ─ ─ △281,236

当期純利益 ─ ─ 1,435,049

自己株式の取得 ─ ─ △26,285

探鉱準備金の取崩額 ─ ─ ─

固定資産圧縮積立金の取崩額 ─ ─ ─

別途積立金の積立額 ─ ─ ─

株主資本以外の項目の
事業年度中の変動額(純額)

△21,065 △21,065 △21,065

事業年度中の変動額合計(千円) △21,065 △21,065 1,106,462

平成19年12月31日残高(千円) △22 △22 16,661,712
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(4）財務諸表作成のための基本となる重要な事項

前会計期間
(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

当会計期間
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

１　会計処理基準に関する事項 １　会計処理基準に関する事項
    重要な減価償却資産の減価償却の方法
　　有形固定資産

定率法によっております。但し、平成10年４月
１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）
については、定額法によっております。

    重要な減価償却資産の減価償却の方法
　　有形固定資産

平成19年３月31日以前に取得した有形固定資産
旧定率法によっております。但し、当社が、平
成10年４月１日以降に取得した建物(建物附属設
備を除く)については、旧定額法によっておりま
す。
平成19年４月１日以後に取得した有形固定資産
定率法によっております。但し、建物(建物附属
設備を除く)については、定額法によっておりま
す。

　なお、上記以外の事項については、最近の有価証券報告書（平成19年３月29日提出）における記載から重要な変更が

　ないため開示を省略します。

　

(5）会計方針の変更

前会計期間
(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

当会計期間
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

(役員賞与に関する会計基準)
　当事業年度から、「役員賞与に関する会計基準」(企業会
計基準委員会 平成17年11月29日企業会計基準第4号)を適用
しております。
　この結果、従来の方法に比べ、販売費及び一般管理費が
12,000千円増加し、営業利益、経常利益及び税引前当期純
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」(企業会計基準委員会 平成17年12月9日企業
会計基準第5号)及び「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」(企業会計基準委員会 平成17
年12月9日企業会計基準適用指針第8号)を適用しております。
　従来の資本の部に相当する金額は15,555,250千円であり
ます。
　なお、財務諸表等規則の改正により、当事業年度におけ
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。

 　　　　　　　　　　　 ─
　
 

(環境対策引当金の計上)
　「ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の適正な処理の推進に
関する特別措置法」により、平成28年7月までにPCB廃棄物
を処理することが義務付けられており、当下期に当該処理
に関わる費用を合理的に見積もることとしたため、その処
理費用見積額40,000千円について環境対策引当金を設定し、
同繰入額を特別損失として計上しております。
　これにより従来と同一の方法によった場合と比較して税
引前当期純利益が40,000千円減少しております。また、当
中間期において当事業年度と同一の会計処理を適用した場
合、当中間財務諸表の税引前中間純利益は、40,000千円減
少いたします。

 　　　　　　　　　　　 ─
 
 

 　　　　　　　　　　　 ─
　
 

(有形固定資産の減価償却の方法)
 平成19年度の法人税法の改正に伴い、平成19年４月１日以
降に取得した有形固定資産の減価償却の方法については、
改正後の法人税法の定めと同一の基準による方法に変更し
ております。なお、この変更による当事業年度の会計期間
の営業利益、経常利益、税引前当期純利益、当期純利益に
与える影響額は、67,049千円であります。
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(6）追加情報

前会計期間
(自　平成18年１月１日
至　平成18年12月31日)

当会計期間
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

(臨時償却)

　当社は、有形固定資産の減価償却について、取得価額

の5％までの償却をしておりましたが、当事業年度より取

得価額の5％まで償却が達した資産につき、その翌事業年

度に備忘価額までの償却をすることに変更いたしました。

これは有形固定資産の減価償却終了後の処分価額が概ね

零に近く、処分費用も発生するという現状を踏まえたも

のです。

　この変更により、当事業年度において、過年度におい

て5％まで償却が達したもの481,903千円について臨時償

却として特別損失にて一括計上することといたしまし

た。

　この結果、従来の方法によった場合と比べ、税引前当

期純利益は481,903千円減少しております。

 　　　　　　　　　　　─
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