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

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(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 ％

20年12月期 19,624 △3.7 795 △71.6 597 △79.2 449 △73.8

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

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 ％ ％ ％

20年12月期 17.58 ― 2.7 2.7 4.1
19年12月期 67.10 ― 10.4 13.5 13.8

（参考） 持分法投資損益 20年12月期  ―百万円 19年12月期  ―百万円

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

20年12月期 21,449 16,768 78.2 656.20
19年12月期 22,087 17,070 77.3 667.97

（参考） 自己資本   20年12月期  16,768百万円 19年12月期  17,070百万円

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

20年12月期 3,214 △2,944 491 2,718
19年12月期 776 △3,789 △307 2,097

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） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

19年12月期 ― 6.00 ― 6.00 12.00 281 17.9 1.9
20年12月期 ― 6.00 ― 6.00 12.00 306 68.3 1.8

21年12月期 
（予想）

― 5.00 ― 5.00 10.00 ――― ― ―――

3.  21年12月期の連結業績予想（平成21年1月1日～平成21年12月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

 

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

第2四半期連結累計期間 6,300 △44.9 170 △88.5 0 ― 0 ― 0.00
通期 14,000 △28.7 700 △11.9 500 △16.2 450 0.2 17.61



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） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たりの当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、24ページ「１株当たり情報」をご覧ください。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 20年12月期  25,675,675株 19年12月期  25,675,675株

② 期末自己株式数 20年12月期  122,471株 19年12月期  119,941株

（参考）個別業績の概要 

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

 

(2) 個別財政状態 

  

(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 ％

20年12月期 17,993 △4.6 561 △78.1 327 △87.3 72 △95.0

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

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

20年12月期 2.83 ―

19年12月期 56.14 ―

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

20年12月期 20,861 16,426 78.7 642.85
19年12月期 21,407 16,661 77.8 651.98

（参考） 自己資本 20年12月期  16,426百万円 19年12月期  16,661百万円

2.  21年12月期の個別業績予想（平成21年1月1日～平成21年12月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※ 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」をご覧ください。  

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

第2四半期累計期間 5,300 △49.8 0 ― △170 ― △170 ― △6.65

通期 12,000 △33.3 350 △37.6 150 △54.1 100 38.9 3.91



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、米国発の金融危機による世界同時不況により、年度後半以降、景気後退が急速
　に進み、混乱の中に年度末を迎えました。
　　このような状況におきまして、当企業集団はヨウ素事業及び金属化合物事業への適切な対応をはかるために、関
　連業界の動向が不透明ななかで、早期に諸施策の実施をはかりましたが、為替円高の急激な進展と金属原料国際相
　場の暴落により、業績は前年を大幅に割り込みました。
 
 　 この結果、当連結会計年度の売上高は、前年比3.7％減の196億2千4百万円、営業利益は同71.6％減の7億9千5百
　万円、経常利益は同79.2％減の5億9千7百万円、当期純利益は同73.8％減の4億4千9百万円となりました。
 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（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20年12月期 19,624 795 597 449 17.58円

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

伸長率 △3.7％ △71.6％ △79.2％ △73.8％ △73.8％ 

 
 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、主力のヨウ素事業は、為替円高の急伸もありましたが、前年を若干下回る水準にとどまりました。
 　　一方、営業利益は、為替円高の急伸の影響もあり、前年を下回る水準となりました。　
　　 この結果、ヨウ素及び天然ガス事業全体では、売上高は109億5千8百万円、営業利益は19億4千5百万円となり
　 ました。
 
  [金属化合物事業]
 　　売上高は、年度前半は原料国際相場の高値安定のなかで、比較的順調に推移しましたが、年度後半の出荷量減
　 少により、前年を下回る水準となりました。
　　 営業利益は年度末にかけての同相場の暴落により低価損失が７億円程度発生し、前年を下回る水準となり
　 ました。
 　　この結果、金属化合物事業全体では、売上高は85億3千万円、営業損失は5億2千3百万円となりました。 　　
 
　[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売上高は1億3千5百万円、営業利益は5千4百万円と

　 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 10,958 11,442 △483 △4.2 1,945 2,585 △640 △24.8

　金属化合物事業 8,530 8,788 △258 △2.9 △523 856 △1,380 △161.2

　その他事業 135 144 △8 △6.0 54 49 5 10.9

小計 19,624 20,375 △751 △3.7 1,476 3,490 △2,014 △57.7

　消去又は全社 － － － － △680 △686 6 －

合計 19,624 20,375 △751 △3.7 795 2,804 △2,008 △71.6

 
　　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。
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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、景気後退が急角度で深まるなかで、先行きの読みにくい厳しい状況が

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、関連業界の動向を注視しながら、忍耐強く、且つ臨機応変に各種対応を

はかり、やるべきことを断じてやり抜くことにより「企業体質の強化」をはかっていくことを目指してまいります。

　事業別には、主力のヨウ素事業は、国内外に亘る事業展開を積極的にはかると共に、品質面・技術面で一段の向上

をすることに注力してまいります。また、金属化合物事業は関連市場に向け、開発面を含めてタイムリーでスピード

ある対応をはかってまいります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（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21年12月期 14,000 700 500 450 17.61円

平成20年12月期 19,624 795 597 449 17.58円

伸長率 △28.7％ △11.9％ △16.2％ 0.2％ 0.2％ 

 

(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 21,449 22,087 △637

負　　　　　　　債 4,681 5,016 △335

純　　　資　　　産 16,768 17,070 △302

 

（資産）

　前連結会計年度に比べ、6億3千7百万円減少となりました。主な減少要因は、売上高の減少に伴い売上債権が

19億5百万円減少したことによります。

（負債）

　前連結会計年度に比べ、3億3千5百万円減少となりました。主な減少要因は、売上高の減少に伴い買掛・未払債務が

8億2千6百万円減少したこと等によります。

（純資産）

　前連結会計年度に比べ、3億2百万円減少となりました。主な減少要因は、為替換算調整勘定が4億3千5百万円減少し

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6億2千万円

増加し、27億1千8百万円となりました。

 

（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、32億1千4百万円となりました。

　その主な要因は、売上高減少に伴う売上債権の減少及びたな卸資産の減少による資金増や減価償却費の増加等によ

る資金の増加によるものであります。

 

（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、29億4千4百万円となりました。

　その主な要因は、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るものであります。

 

（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増加は、4億9千1百万円となりました。

　その主な要因は、短期借入れによる収入8億円によるものであります。

 

　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、27億1千8百万円となりました。

 

 

 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18年12月期 平成19年12月期 平成20年12月期

　自己資本比率（％） 76.6 77.3 78.2

　時価ベースの自己資本比率（％） 139.2 94.4 44.1

　キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年） － － 0.3

　インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） － － 534.2

 （注）自己資本比率：株式時価総額／総資産

 　　　時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

 　　　キャッシュ・フロー対有利子負債比率：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、キャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレスト・カバレッジ・レシオにつき

　　 ましては、平成18年度及び平成19年度は、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た諸施策を行ってまいります。

　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20年３月28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19年12月31日)
当連結会計年度

(平成20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   1,223,352   1,018,848  △204,504

２　受取手形及び売掛金 (注2)  6,438,385   4,532,513  △1,905,872

３　たな卸資産   3,127,737   2,967,683  △160,054

４　短期貸付金   874,496   1,699,697  825,200

５　未収還付法人税等   ─   377,971  377,971

６　未収入金   41,489   83,941  42,451

７　未収消費税等   78,470   ─  △78,470

８　前払費用   9,355   13,587  4,232

９　繰延税金資産   55,014   17,401  △37,612

10　その他   279   216  △62

11　貸倒引当金   △1,496   △1,302  194

流動資産合計   11,847,085 53.6  10,710,559 49.9 △1,136,526

Ⅱ　固定資産         

１　有形固定資産
(注1)
(注3)

       

(1) 建物及び構築物   1,356,545   2,217,788  861,242

(2) 機械装置及び運搬具   3,923,247   5,011,542  1,088,295

(3) 工具器具備品   189,221   203,425  14,203

(4) 土地   1,439,001   1,261,628  △177,372

(5) 建設仮勘定   2,471,231   1,008,788  △1,462,443

有形固定資産合計   9,379,247 42.5  9,703,173 45.2 323,926

２　無形固定資産         

その他の無形固定資産   187,029   165,926  △21,102

無形固定資産合計   187,029 0.8  165,926 0.8 △21,102

３　投資その他の資産         

(1) 投資有価証券   82,964   43,131  △39,832

(2) 長期貸付金   12,512   9,115  △3,396

(3) 長期前払費用   32,839   27,453  △5,385

(4) 繰延税金資産   493,527   724,838  231,311

(5) その他   51,879   65,339  13,460

(6) 貸倒引当金   △3   △2  1

投資その他の資産
合計

  673,720 3.1  869,877 4.1 196,156

固定資産合計   10,239,996 46.4  10,738,977 50.1 498,980

資産合計   22,087,082 100.0  21,449,536 100.0 △637,545
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前連結会計年度

(平成19年12月31日)
当連結会計年度

(平成20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   1,347,521   804,856  △542,664

２　短期借入金   ─   800,000  800,000

３　未払金   1,542,962   1,258,755  △284,206

４　未払費用   111,016   99,530  △11,486

５　未払法人税等   516,844   ─  △516,844

６　繰延税金負債   17,038   9,805  △7,232

７　賞与引当金   114,500   113,000  △1,500

８　役員賞与引当金   12,000   12,000  ─

９　その他 (注2)  379,764   422,300  42,535

流動負債合計   4,041,648 18.3  3,520,248 16.4 △521,399

Ⅱ　固定負債         

１　退職給付引当金   817,374   1,014,063  196,688

２　役員退職慰労引当金   48,051   51,671  3,620

３　環境対策引当金   40,000   40,000  ─

４　その他   69,478   55,452  △14,026

固定負債合計   974,903 4.4  1,161,186 5.4 186,282

負債合計   5,016,552 22.7  4,681,435 21.8 △335,116

         

(純資産の部)         

Ⅰ　株主資本         

１　資本金   3,599,819 16.3  3,599,819 16.8 ─

２　資本剰余金   3,932,449 17.8  3,931,607 18.3 △842

３　利益剰余金   9,834,549 44.5  9,967,144 46.4 132,594

４　自己株式   △85,170 △0.3  △85,145 △0.3 25

株主資本合計   17,281,648 78.3  17,413,426 81.2 131,777

Ⅱ　評価・換算差額等         

１　その他有価証券評価
差額金

  △22 △0.0  1,504 0.0 1,526

２　為替換算調整勘定   △211,095 △1.0  △646,828 △3.0 △435,733

評価・換算差額等合計   △211,117 △1.0  △645,324 △3.0 △434,206

純資産合計   17,070,530 77.3  16,768,101 78.2 △302,428

負債純資産合計   22,087,082 100.0  21,449,536 100.0 △637,545
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(2）連結損益計算書

  
前連結会計年度

(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成20年１月１日
至　平成20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   20,375,903 100.0  19,624,572 100.0 △751,330

Ⅱ　売上原価 (注1)  15,976,744 78.4  17,349,431 88.4 1,372,687

売上総利益   4,399,158 21.6  2,275,140 11.6 △2,124,017

Ⅲ　販売費及び一般管理費 (注2)  1,594,991 7.8  1,479,488 7.5 △115,502

営業利益   2,804,166 13.8  795,651 4.1 △2,008,514

Ⅳ　営業外収益         

１　受取利息  40,369   17,037    

２　受取配当金  1,031   1,158    

３　技術使用料  25,000   25,000    

４　受入手数料  6,792   7,224    

５　その他  16,417 89,611 0.4 18,570 68,991 0.3 △20,620

Ⅴ　営業外費用         

１　支払利息  ─   6,888    

２　為替差損  19,771   89,635    

３　休止固定資産減価償却
費等

 ─   170,326    

４　たな卸資産処分損  1,523 21,295 0.1 144 266,994 1.4 245,698

経常利益   2,872,481 14.1  597,648 3.0 △2,274,833

Ⅵ　特別利益         

１　固定資産売却益  3,372   12,601    

２　その他  346 3,718 0.0 195 12,796 0.1 9,077

Ⅶ　特別損失         

１　固定資産除却損 (注3) 128,227   85,947    

２　投資有価証券評価損  ─   42,377    

３　減損損失
(注4)
　

─   154,894    

４　その他  ─ 128,227 0.6 5,642 288,862 1.5 160,634

税金等調整前当期純
利益

  2,747,973 13.5  321,582 1.6 △2,426,390

法人税、住民税
及び事業税

 955,939   79,000    

法人税等調整額  76,624 1,032,563 5.1 △206,617 △127,617 △0.7 △1,160,180

当期純利益   1,715,409 8.4  449,200 2.3 △1,266,209
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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

 

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

伊勢化学工業㈱（4107）平成 20 年 12 月期決算短信

－ 10 －



当連結会計年度(自　平成20年１月１日　至　平成20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19年12月31日残高(千円) 3,599,819 3,932,449 9,834,549 △85,170 17,281,648

連結会計年度中の変動額      

剰余金の配当 ─ ─ △306,665 ─ △306,665

当期純利益 ─ ─ 449,200 ─ 449,200

自己株式の取得 ─ ─ ─ △7,863 △7,863

自己株式の処分 ─ △1,922 ─ 7,888 5,965

その他資本剰余金から
その他利益剰余金への振替

─ 1,080 △1,080 ─ ─

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 ─ ─ △8,859 ─ △8,859

連結会計年度中の変動額合計
(千円)

─ △842 132,594 25 131,777

平成20年12月31日残高(千円) 3,599,819 3,931,607 9,967,144 △85,145 17,413,426

 

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19年12月31日残高(千円) △22 △211,095 △211,117 17,070,530

連結会計年度中の変動額     

剰余金の配当 ─ ─ ─ △306,665

当期純利益 ─ ─ ─ 449,200

自己株式の取得 ─ ─ ─ △7,863

自己株式の処分 ─ ─ ─ 5,965

その他資本剰余金から
その他利益剰余金への振替

─ ─ ─ ─

株主資本以外の項目の
連結会計年度中の変動額(純額)

1,526 △435,733 △434,206 △434,206

海外子会社の年金債務調整額 ─ ─ ─ △8,859

連結会計年度中の変動額合計
(千円)

1,526 △435,733 △434,206 △302,428

平成20年12月31日残高(千円) 1,504 △646,828 △645,324 16,768,101
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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19年１月１日
至　平成19年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成20年１月１日
至　平成20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  2,747,973 321,582 △2,426,390

２　減価償却費  1,288,124 1,889,222 601,098

３　減損損失  ─ 154,894 154,894

４　貸倒引当金の増加(△減少)額  △346 △195 151

５　退職給付引当金の増加(△減少)額  △185,657 192,415 378,073

６　賞与引当金の増加(△減少)額  19,500 △1,500 △21,000

７　役員退職慰労引当金の増加（△減少）
額

 10,051 3,620 △6,430

８　受取利息及び受取配当金  △41,401 △18,195 23,205

９　支払利息  ─ 6,888 6,888

10　固定資産売却益  ─ △12,601 △12,601

11　固定資産除却損  128,227 85,947 △42,279

12　投資有価証券評価損  ─ 42,377 42,377

13　売上債権の減少(△増加)額  △1,220,368 1,854,019 3,074,387

14　たな卸資産の減少(△増加)額  △991,157 126,724 1,117,882

15　支払債務の増加(△減少)額  217,082 △575,036 △792,118

16　未収消費税等の減少(△増加)額  △78,470 78,470 156,940

17　未払消費税等の増加(△減少)額  △41,409 81,891 123,301

18　その他  20,042 △64,149 △84,192

小計  1,872,190 4,166,377 2,294,186

19　利息及び配当金の受取額  41,401 18,195 △23,205

20　利息の支払額  ─ △6,017 △6,017

21　法人税等の支払額  △1,136,676 △964,148 172,528

営業活動によるキャッシュ・フロー  776,915 3,214,406 2,437,491

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー     

１　有形固定資産の売却による収入  ─ 56,689 56,689

２　有形固定資産の取得による支出  △3,780,231 △2,987,837 792,393

３　無形固定資産の取得による支出  △8,570 △7,560 1,009

４　その他  △359 △5,483 △5,124

投資活動によるキャッシュ・フロー  △3,789,160 △2,944,191 844,968

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー     

１　短期借入れによる収入  ─ 800,000 800,000

２　配当金の支払額  △281,236 △306,665 △25,428

３　自己株式の取得による支出  △26,285 △9,785 16,499

４　自己株式の売却による収入  ─ 7,888 7,888

財務活動によるキャッシュ・フロー  △307,522 491,437 798,959

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額  △30,561 △140,955 △110,394

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加（△減少）
額

 △3,350,329 620,695 3,971,025

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  5,448,178 2,097,849 △3,350,329

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高  2,097,849 2,718,545 620,695
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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19年１月１日
至　平成19年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成20年１月１日
至　平成20年12月31日)

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

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20年３月28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19年１月１日
至　平成19年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成20年１月１日
至　平成20年12月31日)

 (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年度の営業利益、経
常利益、税金等調整前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19年１月１日
至　平成19年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成20年１月１日
至　平成20年12月31日)

 　　　　　　　　　　　─

 

 

(有形固定資産の減価償却の方法)

　法人税法の改正に伴い、平成19年３月31日以前に取得

した有形固定資産については、改正前の法人税法に基づ

く減価償却の方法の適用により取得価額の5％に到達した

連結会計年度の翌連結会計年度から取得価額の5％相当額

と備忘価額との差額を５年間にわたり均等償却し、減価

償却費に含めて計上しております。これによる損益に与

える影響は軽微であります。
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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19年12月31日)

当連結会計年度
(平成20年12月31日)

注１　有形固定資産に対する減価償却累計額

　　　　　　　　　　　　　　　　　　17,511,136千円

注１　有形固定資産に対する減価償却累計額

　　　　　　　　　　　　　　　　　18,632,144千円

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 72,849千円

その他(設備支払手形) 28,311 〃

受取手形 46,719千円

その他(設備支払手形) 33,915 〃

注３ 　　　　　　　　　　　─　 注３　有形固定資産には、以下の休止固定資産（期末帳

簿価額）を含めております。

建物及び機械装置等 1,797,679千円

伊勢化学工業㈱（4107）平成 20 年 12 月期決算短信

－ 15 －



（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成20年１月１日
至　平成20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評価
損の金額は、119,737千円であります。

注１　売上原価に算入されているたな卸資産の低価評価
損の金額は、751,387千円であります。

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 152,831千円

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 〃

販売手数料 136,677千円

運賃諸掛 101,439 〃

給料諸手当 407,941 〃

役員賞与引当金繰入額 12,000 〃

退職給付引当金繰入額 58,700 〃

役員退職慰労引当金繰入額 3,620 〃

旅費交通費・通信費 62,260 〃

租税公課 39,051 〃

減価償却費 73,257 〃

研究開発費 269,940 〃

その他 314,600 〃

販売費及び一般管理費計 1,479,488 〃

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 57,633千円

機械装置及び運搬具 69,537 〃

建物及び構築物 61,837千円

機械装置及び運搬具 23,519 〃

注４　　　　　　　　　　　－ 注４　減損損失
　　　　当連結会計年度において、当社グループは以下

の資産について減損損失を計上しております。

場所 用途 種類

一宮独身寮跡地
（千葉県長生郡一宮町）

未利用 土地

大網社宅跡地
（千葉県大網白里町）

未利用 土地

　　　　未利用土地については、将来の使用が見込まれず、
売却予定としたため、帳簿価額を回収可能額まで減
額し、当該減少額を減損損失（154,894千円）とし
て特別損失に計上しております。
　その内訳は、一宮独身寮跡地56,446千円、大網社
宅跡地98,448千円であります。
　なお、未利用土地の回収可能額は、固定資産税評
価額に合理的な調整を行って算出しております。
　また、当該資産については、減損損失計上後に売
却しております。
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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 5.00 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 6.00 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 6.00 平成19年12月31日 平成20年3月28日
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当連結会計年度(自　平成20年１月１日　至　平成20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) 119,941 13,730 11,200 122,471

　　　　合計 119,941 13,730 11,200 122,471

　(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、単元未満株主からの買増請求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

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20年3月27日
定時株主総会

普通株式 153,334 6.00 平成19年12月31日 平成20年3月28日

平成20年8月1日
取締役会

普通株式 153,330 6.00 平成20年6月30日 平成20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21年3月25日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 153,319 6.00 平成20年12月31日 平成21年3月26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19年１月１日
至　平成19年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成20年１月１日
至　平成20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 1,223,352千円

短期貸付金勘定 874,496 〃

現金及び現金同等物 2,097,849 〃

現金及び預金勘定 1,018,848千円

短期貸付金勘定 1,699,697 〃

現金及び現金同等物 2,718,545 〃
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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

 

当連結会計年度
(自　平成20年１月１日
至　平成20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

10,958,458 8,530,174 135,939 19,624,572 ─ 19,624,572

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

─ ─ ─ ─ (─) ─

計 10,958,458 8,530,174 135,939 19,624,572 (─) 19,624,572

営業費用 9,013,033 9,054,024 81,436 18,148,495 680,425 18,828,920

営業利益 1,945,424 △523,850 54,503 1,476,076 (680,425) 795,651

Ⅱ　資産、減価償却費及び
資本的支出

      

資産 12,800,071 4,666,583 65,433 17,532,089 3,917,447 21,449,536

減価償却費 1,447,279 175,133 303 1,622,715 266,507 1,889,222

資本的支出 1,989,476 400,740 114 2,390,330 239,082 2,629,413
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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 680,425千円 

　前連結会計年度 686,833千円 

 

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3,917,447千円であり、その主なものは、現金及び

預金487,257千円、短期貸付金1,699,697千円、未収入金459,957千円、投資有価証券43,131千円であります。

 

　当連結会計年度 3,917,447千円 

　前連結会計年度 2,905,459千円 
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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19年１月１日　至　平成19年12月31日)及び当連結会計年度(自　平成

20年１月１日　至　平成20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

 

当連結会計年度
(自　平成20年１月１日
至　平成20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) 1,969,142 1,945,782 1,458,638 5,373,562

Ⅱ　連結売上高(千円)    19,624,572

Ⅲ　連結売上高に占める
海外売上高の割合(％)

10.0 9.9 7.5 27.4

　(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、ドイツ等

　　　その他の地域 　インド、中国等

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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当連結会計年度(自　平成20年１月１日　至　平成20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

90,873 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

2,297,120 売掛金 677,577

かん水等

原料の仕

入

1,275,711 買掛金 283,274

未払金 4,671

営業取引

以外の取

引

ヨウ素排

水関連

11,585 未収入

金

2,300

出向者経

費等

4,239   

主要株主

(会社等)

三菱商事

㈱

東京都

千代田区

202,722 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

1,421,648 売掛金 314,179

塩素等原

料の仕入、

販売費用

等

5,863,893 買掛金 85,486

未払金 16,767

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

376

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19年 1月 1日
至　平成19年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成20年 1月 1日
至　平成20年12月31日)

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

１株当たり純資産額 656.20円

１株当たり当期純利益 17.58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19年12月31日)
当連結会計年度

(平成20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） 17,070,530 16,768,101

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）

17,070,530 16,768,101

期末普通株式数（千株） 25,555 25,553

(2) １株当たり当期純利益

 
前連結会計年度

(自　平成19年 1月 1日
至　平成19年12月31日)

当連結会計年度
(自　平成20年 1月 1日
至　平成20年12月31日)

１株当たり当期純利益   

当期純利益（千円） 1,715,409 449,200

普通株主に帰属しない金額（千円） ─ ─

普通株式に係る当期純利益（千円） 1,715,409 449,200

普通株式の期中平均株式数（千株） 25,563 25,554

（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

  
前事業年度

(平成19年12月31日)
当事業年度

(平成20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   493,185   487,257  △5,927

２　受取手形   365,838   258,669  △107,168

３　売掛金   5,775,391   4,097,799  △1,677,592

４　商品   92,316   105,147  12,831

５　製品   1,724,937   1,698,120  △26,817

６　原材料   812,898   688,917  △123,981

７　仕掛品   384,333   275,489  △108,843

８　貯蔵品   20,126   19,959  △166

９　前払費用   6,504   4,888  △1,616

10　短期貸付金   874,496   1,699,697  825,200

11　未収還付法人税等   ─   377,971  377,971

12　未収入金   41,489   83,941  42,451

13　未収消費税等   78,470   ─  △78,470

14　繰延税金資産   55,014   17,401  △37,612

15　その他   279   216  △62

16　貸倒引当金   △1,496   △1,302  194

流動資産合計   10,723,785 50.1  9,814,177 47.0 △909,608

Ⅱ　固定資産         

１　有形固定資産         

(1) 建物   789,883   1,405,233  615,349

(2) 構築物   559,847   807,675  247,827

(3) 機械装置   3,021,340   4,198,971  1,177,630

(4) 車両運搬具   1,982   2,075  93

(5) 工具器具備品   189,221   203,425  14,203

(6) 土地   1,436,478   1,259,616  △176,861

(7) 建設仮勘定   2,356,800   760,460  △1,596,339

有形固定資産合計   8,355,555 39.0  8,637,458 41.4 281,903

２　無形固定資産         

(1) 借地権   14,886   4,886  △10,000

(2) 鉱業権   58,619   56,153  △2,465

(3) ソフトウェア   21,716   12,017  △9,698

(4) 排出権   26,169   26,169  ─

(5) その他   9,224   12,106  2,881

無形固定資産合計   130,615 0.6  111,333 0.6 △19,282
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前事業年度

(平成19年12月31日)
当事業年度

(平成20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   82,964   43,131  △39,832

(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   12,512   9,115  △3,396

(5) 長期前払費用   32,839   27,453  △5,385

(6) 繰延税金資産   493,527   629,548  136,020

(7) その他   50,824   64,284  13,460

(8) 貸倒引当金   △3   △2  1

投資その他の資産
合計

  2,197,612 10.3  2,298,479 11.0 100,866

固定資産合計   10,683,784 49.9  11,047,271 53.0 363,487

資産合計   21,407,570 100.0  20,861,448 100.0 △546,121
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前事業年度

(平成19年12月31日)
当事業年度

(平成20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   1,284,010   751,044  △532,966

２　短期借入金   ─   800,000  800,000

３　設備支払手形   318,550   280,581  △37,968

４　未払金   1,463,257   1,176,110  △287,147

５　未払法人税等   516,844   ─  △516,844

７　未払費用   111,016   99,530  △11,486

８　賞与引当金   114,500   113,000  △1,500

９　役員賞与引当金   12,000   12,000  ─

10　その他   61,214   141,718  80,503

流動負債合計   3,881,394 18.1  3,373,984 16.2 △507,410

Ⅱ　固定負債         

１　退職給付引当金   776,411   968,826  192,415

２　役員退職慰労引当金   48,051   51,671  3,620

３　環境対策引当金   40,000   40,000  ─

固定負債合計   864,462 4.1  1,060,498 5.1 196,035

負債合計   4,745,857 22.2  4,434,482 21.3 △311,374
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前事業年度

(平成19年12月31日)
当事業年度

(平成20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 16.8  3,599,819 17.3 ─

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   ─    

資本剰余金合計   3,932,449 18.4  3,931,607 18.8 △842

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  103,547   39,513    

固定資産圧縮積立
金

 6,348   5,878    

別途積立金  6,810,000   7,510,000    

繰越利益剰余金  1,912,719   1,041,766    

利益剰余金合計   9,214,636 43.0  8,979,180 43.0 △235,456

４　自己株式   △85,170 △0.4  △85,145 △0.4 25

株主資本合計   16,661,734 77.8  16,425,461 78.7 △236,273

Ⅱ　評価・換算差額等         

１　その他有価証券評価
差額金

  △22   1,504  1,526

評価・換算差額等合
計

  △22 △0.0  1,504 0.0 1,526

純資産合計   16,661,712 77.8  16,426,966 78.7 △234,746

負債純資産合計   21,407,570 100.0  20,861,448 100.0 △546,121
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(2）損益計算書

  
前事業年度

(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

当事業年度
(自　平成20年１月１日
至　平成20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   18,858,267 100.0  17,993,542 100.0 △864,724

Ⅱ　売上原価   14,757,990 78.2  16,004,501 88.9 1,246,511

売上総利益   4,100,277 21.8  1,989,041 11.1 △211,236

Ⅲ　販売費及び一般管理費   1,535,867 8.2  1,427,405 8.0 △108,462

営業利益   2,564,409 13.6  561,635 3.1 △2,002,774

Ⅳ　営業外収益         

１　受取利息  13,229   2,617    

２　受取配当金  1,031   1,158    

３　技術使用料  25,000   25,000    

４　その他  1,807 41,068 0.2 4,511 33,288 0.2 △7,779

Ⅴ　営業外費用         

１　支払利息  ─   6,888    

２　為替差損  19,771   89,635    

３　休止固定資産減価償却
費等

 ─   170,326    

４　たな卸資産処分損  1,523 21,295 0.1 144 266,994 1.5 245,698

 　　　経常利益   2,584,181 13.7  327,929 1.8 △2,256,252

Ⅵ　特別利益         

１　固定資産売却益  3,372   12,601    

２　その他  346 3,718 0.0 195 12,796 0.1 9,077

Ⅶ　特別損失         

１　固定資産除却損  128,227   85,947    

２　投資有価証券評価損  ─   42,377    

３　減損損失  ─   154,894    

４　その他  ─ 128,227 0.7 5,642 288,862 1.6 160,634

 　　　税引前当期純利益   2,459,673 13.0  51,863 0.3 △2,407,810

 　　　法人税、住民税及び
 　　　事業税

 948,000   79,000    

 　　　法人税等調整額  76,624 1,024,624 5.4 △99,426 △20,426 △0.1 △1,045,050

 　　　当期純利益   1,435,049 7.6  72,289 0.4 △1,362,759
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(3）株主資本等変動計算書

前事業年度(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

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) ─ ─ ─ ─

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

固定資産
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 ─ ─ ─

固定資産圧縮積立金の取崩額 ─ ─ △507 ─ 507 ─ ─ ─

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) ─ △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

　(注)　１　探鉱準備金の取崩額は、当事業年度の決算手続きによる取崩額64,405千円であります。

２　固定資産圧縮積立金の取崩額は、当事業年度の決算手続きによる取崩額507千円であります。
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当事業年度(自　平成20年１月１日　至　平成20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19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 ─ ─ ─ ─

自己株式の処分 ─ ─ △1,922 △1,922

その他資本剰余金から
その他利益剰余金への振替

─ ─ 1,080 1,080

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) ─ ─ △842 △842

平成20年12月31日残高(千円) 3,599,819 3,931,607 ─ 3,931,607

 

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

事業年度中の変動額         

剰余金の配当 ─ ─ ─ ─ △306,665 △306,665 ─ △306,665

当期純利益 ─ ─ ─ ─ 72,289 72,289 ─ 72,289

自己株式の取得 ─ ─ ─ ─ ─ ─ △7,863 △7,863

自己株式の処分 ─ ─ ─ ─ ─ ─ 7,888 5,965

その他資本剰余金から
その他利益剰余金への振替

─ ─ ─ ─ △1,080 △1,080 ─ ─

探鉱準備金の取崩額 ─ △64,033 ─ ─ 64,033 ─ ─ ─

固定資産圧縮積立金の取崩額 ─ ─ △469 ─ 469 ─ ─ ─

別途積立金の積立額 ─ ─ ─ 700,000 △700,000 ─ ─ ─

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) ─ △64,033 △469 700,000 △870,953 △235,456 25 △236,273

平成20年12月31日残高(千円) 382,021 39,513 5,878 7,510,000 1,041,766 8,979,180 △85,145 16,425,461
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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19年12月31日残高(千円) △22 △22 16,661,712

事業年度中の変動額    

剰余金の配当 ─ ─ △306,665

当期純利益 ─ ─ 72,289

自己株式の取得 ─ ─ △7,863

自己株式の処分 ─ ─ 5,965

その他資本剰余金から
その他利益剰余金への振替

─ ─ ─

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)

1,526 1,526 1,526

事業年度中の変動額合計(千円) 1,526 1,526 △234,746

平成20年12月31日残高(千円) 1,504 1,504 16,426,966

　(注)　１　探鉱準備金の取崩額は、当事業年度の決算手続きによる取崩額64,033千円であります。

２　固定資産圧縮積立金の取崩額は、当事業年度の決算手続きによる取崩額469千円であります。
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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

前事業年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

当事業年度
(自　平成20年１月１日
至　平成20年12月31日)

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

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20年３月28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

前事業年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

当事業年度
(自　平成20年１月１日
至　平成20年12月31日)

 (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営業利益、
経常利益、税引前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

前事業年度
(自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日)

当事業年度
(自　平成20年１月１日
至　平成20年12月31日)

 　　　　　　　　　　　─

 

 

(有形固定資産の減価償却の方法)

　法人税法の改正に伴い、平成19年３月31日以前に取得

した有形固定資産については、改正前の法人税法に基づ

く減価償却の方法の適用により取得価額の5％に到達した

事業年度の翌事業年度から取得価額の5％相当額と備忘価

額との差額を５年間にわたり均等償却し、減価償却費に

含めて計上しております。これによる損益に与える影響

は軽微であります。
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