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1.  21年3月期の連結業績（平成20年4月1日～平成21年3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 ％

21年3月期 26,037 △1.7 206 △67.2 317 △56.3 81 △74.6

20年3月期 26,493 7.6 631 △5.9 727 △8.8 321 △25.5

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 ％ ％ ％

21年3月期 3.38 ― 0.7 1.7 1.2
20年3月期 13.28 ― 2.6 3.4 2.4

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  12百万円 20年3月期  10百万円

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

21年3月期 17,823 10,964 61.4 451.86
20年3月期 19,789 12,050 60.7 496.12

（参考） 自己資本   21年3月期  10,941百万円 20年3月期  12,020百万円

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

21年3月期 1,277 △536 △246 2,585
20年3月期 1,108 △1,110 △1,013 2,121

2.  配当の状況 

注：次期の配当予想は、決算期変更予定に伴う9ヶ月の変則決算を前提とした配当の予想であります。 

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 ％ ％

20年3月期 ― 5.00 ― 5.00 10.00 242 75.3 2.0
21年3月期 ― 5.00 ― 5.00 10.00 242 296.0 2.1

21年12月期 
（予想）

― 5.00 ― 2.50 7.50 51.9

3.  21年12月期の連結業績予想（平成21年4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

17,100 ― 460 ― 530 ― 300 ― 12.39

通期 25,000 ― 570 ― 650 ― 350 ― 14.45



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） 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期 24,298,647株 20年3月期 24,298,647株

② 期末自己株式数 21年3月期  84,442株 20年3月期  70,373株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年3月期の個別業績（平成20年4月1日～平成21年3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 ％

21年3月期 18,329 0.1 251 △46.2 384 △30.7 180 △38.4

20年3月期 18,318 3.5 466 △9.4 554 △14.7 292 △22.4

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

21年3月期 7.44 ―

20年3月期 12.08 ―

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

21年3月期 15,376 10,415 67.7 430.15
20年3月期 17,288 11,366 65.7 469.14

（参考） 自己資本 21年3月期  10,415百万円 20年3月期  11,366百万円

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
次期は決算期変更に伴う9ヶ月の変則決算を予定しているため、予想の前期比較を行っておりません。なお本資料に記した予想数値は現時点で入手可能
な情報に基づき記載したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。なお前頁の予想に関する事項は、添付資
料の4ページ（通期の見通し）をご参照下さい。 



 

  

Ⅱ 定性的情報・財務諸表等 

1.経営成績 

（1）経営成績に関する分析 

（当期の経営成績） 

当連結会計年度におけるわが国経済は、米国経済のバブル崩壊で米国消費に支えられた世界経済の構造が 100 年に一度

という金融危機により大きくゆらぎ、米国向け輸出で潤った自動車・電機など製造業の景気後退が一気に深刻さを増しました。こ

のため株価の急落や企業収益の減少、雇用状況の悪化ならびに個人消費の低価格志向の拡大が急速に強まっており、政府に

よる内需拡大の政策実施による景気回復がいつになるのか、見通しが立たない状況が続くものと予想されております。 

当社グループの主要事業であります炭酸ガス事業におきましては、受託生産による出荷量は増加しましたが、下期に入り市

場の急速な需要縮小により出荷が減少し、全体としては若干の増収にとどまりました。また、一般ガス事業においては代替冷媒

をはじめとして売上は全般的に減少となりました。 

ガス関連機器およびその他事業では、機器類は売上が増加しましたが化成品が減収となり、全体の売上でも若干の減収とな

りました。 

海外においては、タイおよび中国でも市場の景気後退の影響をうけて販売状況は一段と厳しくなりました。 

以上によりまして、グループとしての営業の成果となります当連結会計年度の売上高は 26,037 百万円（前期比 455 百万円、

1.7％の減収）、営業利益は 206 百万円（前期比 424 百万円、67.2％の減益）、経常利益は 317 百万円（前期比 409 百万円、

56.3％の減益）、当期純利益は 81 百万円（前期比 239 百万円、74.6％の減益）となりました。 

なお、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。 

 [炭酸ガス事業] 

液化炭酸ガスでは、主用途の溶接用は、造船向けは堅調に推移しましたが、自動車や建機向けは一段と減少いたしました。

飲料用は、一部飲料メーカーへの出荷増により若干の増収となっております。また、食品冷却用については需要先の使用方

法の変更により引き続き減少しております。液化炭酸ガス全体としては、受託生産の出荷増はありましたが、数量・金額ともに

減少しました。 

ドライアイスは、７月から８月中旬までの天候に恵まれ、食品冷却および低温物流向けに需要は拡大しましたが、依然として

販売価格の低下傾向が続き、金額は微増にとどまりました。 

混合ガスは、食品用、滅菌用ともに金額は増加しました。 

この結果、炭酸ガス事業の売上高は 13,684 百万円（前期比 0.2％の増収）、営業利益は 125 百万円（前期比 69.0％の減

益）となりました。 

[一般ガス事業] 

窒素は、飲料用と工業向けは増収となりましたが、バリ取り用および食品向けは減収となりました。 

冷媒ガスは、発泡向けは増収となりましたが、建築不況の影響等を受け指定フロンおよび代替冷媒の販売が大幅に減少し

ました。 

その他ガスは、新規火力発電向け脱硝用アンモニアが増収となりましたが、アルゴン、ヘリウム等は減収となりました。 

この結果、一般ガス事業の売上高は 5,880 百万円（前期比 6.6％の減収）、営業利益は 28 百万円（前期比 74.5％の減益）

となりました。 

[ガス関連機器およびその他事業] 

機器類は、バリ取り、食品関連機器などの売上は減少しましたが、発泡設備、工事関係の受注による売上が増加し、機器

類全体では増収となりました。 

その他事業は、トレイ等の化成品は新商品向けが伸びましたが、既存の食品、飲料向けのフィルム加工品および包装副資



 

  

材等の化成品が大幅な減少となりました。 

この結果、ガス関連機器およびその他事業の売上高は 6,472 百万円（前期比 1.1％の減収）、営業利益は 52 百万円（前期

比 53.9％の減益）となりました。 

 

（中期経営計画等の進捗状況) 

当連結会計年度は、新中期経営計画（Ｖプラン）の２年目であり、目標達成のための諸施策に取組みましたが、売上高・利益

とも計画に到達することはできませんでした。 

 

（次期の見通し) 

未曾有の経済危機とされる昨今、当社グループも急激な景気後退の波に大きく影響され、当連結会計年度の下半期にかけ

ては特に大幅な業績の悪化を余儀なくされております。 

こうした状況下、従来より炭酸ガス事業における需要構造の変化に起因する業績低迷の続く当社グループでは、昭和電工グ

ループと連携し抜本的な事業再編を現在進めております。次期にかけてこの連携強化を本格化する一方、事業再編のもうひと

つの軸である当社グループの炭酸ガス事業におけるドライアイス関連業務の効率化を推進し、製販の一体化を主眼とした事業

形態の見直しに向けた諸施策を実施してまいります。 

これらを前提に、次期におきましては、当社グループの化成品事業譲渡による減収の影響もありますが、昭和電工グループ内

での産業ガス事業における中枢として 64 億円程度の売上増を見込む他、ドライアイスの新規製造設備導入に伴うコストダウン等

による炭酸ガス事業の利益改善を見込んでおります。 

以上により次期業績の見通しとして、売上高 25,000 百万円（前年同期比 22.2％増収）、営業利益 570 百万円(前年同期比

12.9％増益)、経常利益 650 百万円（前年同期比 19.0％増益）、当期純利益 350 百万円（前年同期比 22.5％増益）を予想してお

ります。 

（なお当社グループでは決算期変更を実施して昭和電工グループと事業年度を一致させる予定であり、経過期間となる次期は

平成 21 年 4 月 1 日から平成 21 年 12 月 31 日の 9 ヶ月からなる変則決算となる見通しです。当社グループの主要取扱製品で

あるドライアイスや炭酸ガスは夏季にその需要が集中する傾向にあり、この特性により当社グループの年間収益構造は上期に利

益が集中する一方、例年下期においては利益が落ち込む構造となっております。特に 1 月から 3 月にかけては利益がマイナスと

なるため、この期間を除く 9 ヶ月決算では通年と比較して見かけの利益が大幅に増加する形となります。なお上記文中の前年同

期比は参考として前年の第 3 四半期累計との比較を記載しております。） 

 

（2）財務状態に関する分析 

（財政状態の分析） 

（流動資産） 

 当連結会計年度末における流動資産の残高は 9,593 百万円（前連結会計年度末は 9,492 百万円）となり 100 百万円増加し

ました。主な要因は、現金及び預金が、1,135百万円減少しましたが、昭和電工グループにおけるCMS(キャッシュ・マネジメン

ト・システム）親口座への預け金が 1,700 百万円増加したことによるものです。 

（固定資産） 

 当連結会計年度末における固定資産の残高は、8,230 百万円（前連結会計年度末は 10,297 百万円）となり 2,067 百万円減

少しました。主な要因は、減価償却費が設備投資額を上回ったことより有形固定資産が 466 百万円減少したこと、また売却な

らびに時価評価額の下落等により投資有価証券が 1,534 百万円減少したこと等によるものです。 



 

  

（流動負債） 

 当連結会計年度末における流動負債の残高は、5,848 百万円（前連結会計年度末は 6,076 百万円）となり 227 百万円減少

しました。主な要因は、未払法人税等の減少によるものです。 

（固定負債） 

 当連結会計年度末における固定負債の残高は、1,010 百万円（前連結会計年度末は 1,663 百万円）となり 653 百万円減少

しました。主な要因は、投資有価証券評価益に係る繰延税金負債が減少したことによるものです。 

（純資産の部） 

 当連結会計年度末における純資産の部の残高は、10,964 百万円（前連結会計年度末は 12,050 百万円）となり 1,085 百万

円減少しました。利益剰余金が 160 百万円減少し、また投資有価証券の売却ならびに時価評価額の下落等によりその他有

価証券評価差額金が 898 百万円減少したことによるものです。 

 

（キャッシュ・フローの分析） 

 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、以下に記載のキャッシュ・フローにより、前連結会計

年度末より 464 百万円増加し、2,585 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 1,277 百万円（前年同期比 169 百万円収入増）となりました。税金

等調整前当期純利益を 202 百万円、減価償却費を 1,123 百万円、有形固定資産除売却損を 53 百万円計上するとともに売

掛債権の減少による 348 百万円の増加がありました。また、仕入債務による資金の減少が前年同期では 1,101 百万円ありまし

たが、当連結会計年度は 23 百万円の資金の増加となったこと等により、営業活動による資金の増加は前年同期を上回りまし

た。 

（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り使用した資金は 536 百万円（前連結会計年度は 1,110 百万円）となりました。主な

内容は、設備投資の支払額 598 百万円（前連結会計年度は 1,506 百万円）と、投資有価証券の売却による収入 79 百万円で

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り使用した資金は 246 百万円（前連結会計年度 1,013 百万円）となりました。これは

主に配当金の支払額 241 百万円(前連結会計年度 242 百万円)です。 

 

キャッシュ・フロー指標の推移 

 第 63 期 第 64 期 第 65 期 第 66 期 第 67 期 

 平成 17 年 3 月期 平成 18 年 3 月期 平成 19 年 3 月期 平成 20 年 3 月期 平成 21 年 3 月期

自己資本比率（％） 55.9 57.5 55.5 60.7 61.4

時価ベースの自己資本比率（％） 43.9 53.9 45.2 34.9 39.4

債務償還年数（年） 0.7 1.1 0.6 － －

インタレスト・カバレッジ・レシオ 183 119 170 117 2,501

※自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 



 

  

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

1. 各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

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。また、利払

いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 

 

（3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 経営方針の重要課題と位置づけており、長期にわたっての安定的な株主配当を実施することを基本として、株主の投資効率

の向上に報いるため、業績に見合った適正な株主配当および今後の成長戦略に投資するための内部留保にも配慮して、利益

配分を実施してゆく方針でおります。 

 配当につきましては、中間配当金を 1 株につき 5 円を実施し、期末配当金につきましても１株につき５円とし通期で 10 円とする

予定であります。なお、次期の配当につきましては、9 ヶ月の変則決算となるため、通期で 7 円 50 銭を予定しております。 

 この結果、当連結会計年度の配当性向は 296.0％、純資産配当率は 2.1％、となります。また、内部留保資金につきましては、

生産性の向上とユーザーへの安定供給をはかるべく生産体制の整備と、多様化が進む顧客のニーズに対する技術・開発力の

強化に向けての有効投資を考えております。 

 

2.企業集団の状況 

当社グループは、当社、親会社１社、子会社 3 社及び関連会社 7 社で構成され、液化炭酸ガス、ドライアイスその他の製造販

売を主な内容としております。 

 当グループの事業に係る当社、親会社、子会社及び関連会社の位置づけは次のとおりであります。 

 なお、次の３部門は、「連結財務諸表に関する注記事項」に掲げる事業の種類別セグメント情報の区分と同一であります。 

炭酸ガス事業 

液化炭酸ガス…当社が製造販売するほか、子会社 昭炭商事株式会社が当社より仕入れて販売しております。 

関連会社 近畿液炭株式会社、大阪炭酸株式会社においても製造販売しており、一部は、当社で仕入

れて販売しております。 

関連会社 北関東昭炭株式会社、昭協タンサン株式会社においては、当社の液化炭酸ガスの容器充填

を行っております。 

親会社 昭和電工株式会社は、当社に原料ガス等の供給を行い、当社より製品を購入し、販売しておりま

す。 

ドライアイス…当社が製造し、子会社 昭炭商事株式会社が販売しております。 

関連会社 東京カーボニックス株式会社においても販売しております。 

関連会社 大阪炭酸株式会社においても製造販売しており、一部は、当社で仕入れて販売しておりま

す。 

一般ガス事業 

冷媒ガス・窒素等……当社が仕入販売するほか、子会社 昭炭商事株式会社、SIAM SHOWA T&T CO.,LTD.が当社より

仕入れて販売しております。 



 

ガス関連機器およびその他事業 

関連機器・化成品等…当社が仕入販売するほか、子会社 昭炭商事株式会社，SIAM SHOWA T&T CO.,LTD. 関連会

社 南京昭凌精密機械有限公司も仕入販売を行っております。 

 事業の系統図は次のとおりであります。 

 

 

当  社  昭 和 炭 酸 株 式 会 社                 

親会社 
昭 和 電 工 株 式 会 社

子会社 
昭 炭 商 事 株 式 会 社 
S I A M  S H O W A  T & T 
C O M P A N Y  L I M I T E D 

関連会社 
北 関 東 昭 炭 株 式 会 社
昭協タンサン株式会社
東京カーボニックス株式会社
南京昭凌精密機械有限公司

関連会社 
近 畿 液 炭 株 式 会 社
大 阪 炭 酸 株 式 会 社

原
料
及
び 

製
品
の
購
入 

製
品
の
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売 

製
品
の
販
売

製
品
の
購
入

製
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売
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 親会社、連結子会社、非連結子会社及び関連会社は次のとおりであります。 

親会社 関連会社（持分法適用） 

 昭和電工株式会社  南京昭凌精密機械有限公司 

連結子会社 関連会社 

 昭炭商事株式会社  近畿液炭株式会社 

 SIAM SHOWA T&T CO.,LTD.  北関東昭炭株式会社 

非連結子会社  東京カーボニックス株式会社 

 STT 株式会社  大阪炭酸株式会社 

   昭協タンサン株式会社 

   有限会社前田商事 

 

3. 経営方針 

（1）会社の経営の基本方針 

当社グループは、炭酸ガスを活かす事業を柱として、 

① お客様に信頼される製品を安定してお届けし、適切な技術サービスを提供します。 

② 環境との調和を図り、独創的な技術・開発力を高め、社会に役立つことを目指します。 

③ 人を育て、能力を活かし、明るい会社づくりを進めます。 

以上を経営理念として掲げ、また、社会の一員として当社グループにおいて働く役員・従業員全員が遵守すべき企業行動指針と環

境方針を定め、これらに基づき事業を進めております。 

当社グループを取り巻く事業環境は、需要先・生産拠点の海外移転などにより価格競争と需要の減退が同時に早いスピ

ードで進行しております。この情勢を克服すべく、当社グループは機構・組織の見直しをはじめ、事業構造の改革に取り

  



 

  

組んでおります。また、企業価値の向上を目指して、市場のニーズ・お客様の視点から発想する提案営業の推進、新規の

市場ならびに用途開発に注力するため経営資源の集中を進めております。 

 

（2）目標とする経営指標 

経営指標といたしましては、営業利益率および ROA（総資産営業利益率）を向上させるとともに、安定配当を維持できる当期純

利益の確保をめざしてまいります。 

 

（3）中長期的な会社の経営戦略及び会社の対処すべき課題 

今後のわが国の経済見通しにつきましては、世界経済悪化による影響が、わが国の輸出、生産活動、設備投資等の実体経済に

も急速に影響を及ぼし、引続き極めて厳しい企業経営環境が予想され、炭酸ガス市場の回復にはかなり時間がかかるものと思われ

ます。当社グループではこのような環境のもと、収益性の改善を図るべく、事業再編により事業構造の再構築を図るとともに、次に

掲げる課題に取組んでまいります。 

① 生産力優位の当社グループの強みを構築する 

・業界優位に立つためグループ全体のコストダウンを図る 

・生産力の強化、品質・稼動の安定と生産効率の強化 

② 産業ガスのマーケットの開拓 

   ・産業ガスのマーケティングと営業力強化 

   ・代替冷媒のビジネスチャンスを活かす 

③ 産業機材事業の基盤と強化 

   ・業務運営の管理体制の強化 

④ 技術部門の運営・機能の再構築と強化 

   ・製品の新規用途開発と機器開発によるガス事業への発現 

   ・産業機材事業の技術面からのサポート 

⑤ ドライアイス事業の製販一体体制の構築 

   ・従来は生産と販売の役割区分をして事業運営してきたが、今後は製販一体にした事業戦略に基づいて事業活動を実行 

 

（4）その他、会社の経営上重要な事項 

該当事項はありません。 

 

 



４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,021 885

グループ内預け金 － 1,700

受取手形及び売掛金 6,729 6,314

有価証券 100 －

たな卸資産 384 －

商品及び製品 － 394

原材料及び貯蔵品 － 14

繰延税金資産 174 137

その他 86 156

貸倒引当金 △3 △10

流動資産合計 9,492 9,593

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 7,690 7,693

減価償却累計額 △6,409 △6,484

建物及び構築物（純額） 1,280 1,209

機械装置及び運搬具 9,242 9,239

減価償却累計額 △6,956 △7,349

機械装置及び運搬具（純額） 2,286 1,890

工具、器具及び備品 2,343 2,380

減価償却累計額 △1,962 △2,012

工具、器具及び備品（純額） 380 368

土地 1,011 1,011

リース資産 － 4

減価償却累計額 － △1

リース資産（純額） － 3

建設仮勘定 30 40

有形固定資産合計 4,989 4,522

無形固定資産   

電話取得権等 20 20

ソフトウエア 180 151

無形固定資産合計 201 171

投資その他の資産   

投資有価証券 4,578 3,044

長期貸付金 3 1

長期前払費用 23 47

敷金 252 249

繰延税金資産 49 28

その他 355 265

貸倒引当金 △156 △101



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

投資その他の資産合計 5,106 3,535

固定資産合計 10,297 8,230

資産合計 19,789 17,823

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,430 4,385

未払金 283 385

未払費用 733 688

リース債務 － 1

未払法人税等 170 3

繰延税金負債 3 3

賞与引当金 279 236

修繕引当金 46 27

その他 127 117

流動負債合計 6,076 5,848

固定負債   

リース債務 － 1

繰延税金負債 739 193

退職給付引当金 671 621

修繕引当金 27 32

長期未払金 209 146

長期預り金 15 15

固定負債合計 1,663 1,010

負債合計 7,739 6,859

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,079 2,079

資本剰余金 2,156 2,156

利益剰余金 6,186 6,025

自己株式 △25 △29

株主資本合計 10,396 10,231

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,621 722

繰延ヘッジ損益 0 －

為替換算調整勘定 1 △13

評価・換算差額等合計 1,623 709

少数株主持分 30 22

純資産合計 12,050 10,964

負債純資産合計 19,789 17,823



（２）連結損益計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 26,493 26,037

売上原価 18,687 18,728

売上総利益 7,805 7,309

販売費及び一般管理費   

販売費 2,647 2,718

一般管理費 4,526 4,383

販売費及び一般管理費合計 7,174 7,102

営業利益 631 206

営業外収益   

受取利息 15 12

受取配当金 90 82

持分法による投資利益 10 12

保険金収入 17 10

手数料収入 － 22

雑収入 16 17

営業外収益合計 150 158

営業外費用   

支払利息 9 0

コンサルティング費用 － 11

コミットメントフィー － 4

為替差損 39 8

貸倒引当金繰入額 － 18

雑支出 5 5

営業外費用合計 54 48

経常利益 727 317

特別利益   

固定資産売却益 2 1

投資有価証券売却益 284 60

過年度損益修正益 11 5

特別利益合計 298 66



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

特別損失   

固定資産除売却損 168 53

投資有価証券評価損 8 56

貸倒引当金繰入額 26 17

PCB処理費用 － 15

会員権評価損 0 2

会員権売却損 2 －

貸倒損失 1 0

過年度定期修繕引当金繰入額 65 －

過年度人件費 79 －

前期損益修正損 － 30

その他 － 3

特別損失合計 351 181

税金等調整前当期純利益 674 202

法人税、住民税及び事業税 316 48

過年度法人税等戻入額 － 19

法人税等調整額 32 99

法人税等合計 349 128

少数株主利益又は少数株主損失（△） 3 △7

当期純利益 321 81



（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 2,079 2,079

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,079 2,079

資本剰余金   

前期末残高 2,156 2,156

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,156 2,156

利益剰余金   

前期末残高 6,106 6,186

当期変動額   

剰余金の配当 △242 △242

当期純利益 321 81

当期変動額合計 79 △160

当期末残高 6,186 6,025

自己株式   

前期末残高 △22 △25

当期変動額   

自己株式の取得 △2 △4

当期変動額合計 △2 △4

当期末残高 △25 △29

株主資本合計   

前期末残高 10,319 10,396

当期変動額   

剰余金の配当 △242 △242

当期純利益 321 81

自己株式の取得 △2 △4

当期変動額合計 77 △165

当期末残高 10,396 10,231



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 2,213 1,621

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △592 △898

当期変動額合計 △592 △898

当期末残高 1,621 722

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 － 0

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 0 △0

当期変動額合計 0 △0

当期末残高 0 －

為替換算調整勘定   

前期末残高 0 1

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1 △14

当期変動額合計 1 △14

当期末残高 1 △13

評価・換算差額等合計   

前期末残高 2,213 1,623

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △590 △913

当期変動額合計 △590 △913

当期末残高 1,623 709

少数株主持分   

前期末残高 － 30

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 30 △7

当期変動額合計 30 △7

当期末残高 30 22

純資産合計   

前期末残高 12,533 12,050

当期変動額   

剰余金の配当 △242 △242

当期純利益 321 81

自己株式の取得 △2 △4

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △560 △920

当期変動額合計 △483 △1,085

当期末残高 12,050 10,964



（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

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 674 202

減価償却費（長期前払費用の償却を含む） 1,033 1,123

固定資産除売却損益（△は益） 168 53

固定資産売却損益（△は益） △2 △1

投資有価証券売却損益（△は益） △284 △60

投資有価証券評価損益（△は益） 8 56

会員権評価損 0 2

貸倒引当金の増減額（△は減少） 19 △48

賞与引当金の増減額（△は減少） 21 △42

退職給付引当金の増減額（△は減少） △37 △49

修繕引当金の増減額 73 △14

受取利息及び受取配当金 △106 △95

支払利息 9 0

持分法による投資損益（△は益） △10 △12

為替差損益（△は益） 34 20

売上債権の増減額（△は増加） 520 348

たな卸資産の増減額（△は増加） △3 △31

仕入債務の増減額（△は減少） △1,101 23

未払費用の増減額（△は減少） 68 △43

未払消費税等の増減額（△は減少） 47 △16

その他の資産の増減額（△は増加） 240 95

その他の負債の増減額（△は減少） △95 △47

小計 1,281 1,465

利息及び配当金の受取額 104 100

利息の支払額 △9 △0

法人税等の支払額 △268 △287

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,108 1,277

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の払戻による収入 40 －

投資有価証券の売却による収入 434 79

投資有価証券の取得による支出 △10 △29

貸付金の回収による収入 1 1

有形及び無形固定資産の売却による収入 △31 10

有形及び無形固定資産の取得による支出 △1,506 △598

出資金の払込による支出 △37 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,110 △536



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △768 －

自己株式の取得による支出 △2 △4

配当金の支払額 △242 △241

少数株主への配当金の支払額 － △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,013 △246

現金及び現金同等物に係る換算差額 △31 △29

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,047 464

現金及び現金同等物の期首残高 3,148 2,121

新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高 19 －

現金及び現金同等物の期末残高 2,121 2,585
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(５)継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

(６)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 

連 結 子 会 社・・・・2 社  昭炭商事(株)，SIAM SHOWA T&T CO.,LTD. 

非 連 結 子 会 社・・・・1 社  ＳＴＴ（株） 

(連結の範囲から除いた理由) 

非連結子会社は小規模であり、総資産、売上高、当期純損益及び利益剰余金等は、いずれも連結財務諸表に重要な

影響を及ぼしていないためであります。 

２.持分法の適用に関する事項 

(1）持分法適用の関連会社 1 社 南京昭凌精密機械有限公司 

 同社の決算日は連結決算日と異なりますが、同社の事業年度に係る計算書類を使用しております。 

(2）持分法非適用の関連会社 6 社 

 関連会社 6 社（近畿液炭㈱、北関東昭炭㈱、東京カーボニックス㈱、大阪炭酸㈱、昭協タンサン㈱、㈲前田商事）につ

いては、当期純損益及び利益剰余金等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持分法は適用

しておりません。 

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、SIAM SHOWA T&T CO.,LTD. の決算日は 12 月 31 日であります。連結財務諸表の作成に当た

っては、決算日現在の財務諸表を使用しております。ただし、連結決算日までの期間に発生した重要な取引につ

いては、連結上必要な調整を行っております。 

４.会計処理基準に関する事項 

(イ)重要な資産の評価基準及び評価方法 

①有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

 決算日の市場価格等に基づく時価法（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） 

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 

時価法 

③たな卸資産 

主として総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を採用し

ております。 

[会計方針の変更] 

当連結会計年度より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第 9 号 平成 18 年 7 月 5 日公表分）を

適用しております。 

  これにより、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益は、それぞれ 3 百万円減少しております。なお、

セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 
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 (ロ)重要な減価償却資産の減価償却の方法 

①有形固定資産 （リース資産を除く） 

主として定率法による減価償却を実施しております。 

ただし、平成 10 年４月１日以降取得した建物（建物附属設備は除く）については定額法によっております。 

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 

建物及び構築物 3 ～ 38 年 

機械装置及び運搬具 5 ～  8 年 

[追加情報] 

 当社グループの機械装置については、従来、耐用年数を 5～10 年としておりましたが、法人税法改正に伴い、当連

結会計年度より 5～8 年に変更しました。 

これにより、当連結会計年度の営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益は、それぞれ 118 百万円減少し

ております。なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 

②無形固定資産 （リース資産を除く） 

 定額法を採用しております。 なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づ

く定額法を採用しております。  

③リース資産 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成 20 年 3 月 31 日以前のリース取引につ

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。 

(ハ)重要な引当金の計上基準 

①貸倒引当金 

 金銭債権等の取立不能による損失に備えるために、一般債権については、貸倒実績率による計算額を、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検討し回収不能見込額を計上しております。 

②賞与引当金 

 従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当連結会計年度負担額を計上しておりま

す。 

③修繕引当金 

 製造設備の定期修繕に要する支出に備えるため、その支出見込額に基づき、当連結会計年度末までに負担すべ

き金額を計上しております。 

④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ける退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、を

計上しております。 

 また、当社における数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の

年数（10 年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理することとしております。 

（ニ）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。また、為替変動リスクのヘッジについて振当処理の要件を充たしている場合に

は振当処理を採用しております。 
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②ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段 ヘッジ対象 

為替予約 外貨建債権債務取引 

③ヘッジ方法 

 為替予約取引に関する内規に基づき通常の仕入取引の範囲で、将来の為替レートの変動リスクを回避する目的で

為替予約取引を行っております。 

 為替予約以外のデリバティブ取引は一切行っておりません。 

④ヘッジ有効性評価の方法 

 ヘッジ手段とヘッジ対象が対応していることを確認することにより、有効性を評価しております。 

（ホ）その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

消費税及び地方消費税の会計処理 

 税抜方式によっております。 

５.連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

連結子会社の資産及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.のれんの償却に関する事項 

のれんの償却については、５年間の均等償却を行っております。 

７.連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

 手許現金、随時引き出し可能な預金及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。なお、昭和電工グループにおける CMS(キャッ

シュ・マネジメント・システム）親口座への預け金を「グループ内預け金」として現金同等物に含めております。 

 

(７)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 

（連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い） 

 当連結会計年度より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第

18 号 平成 18 年 5 月 17 日）を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。 

 なお、この変更による損益への影響はありません。 

（リース取引に関する会計基準） 

 所有権移転外ファイナンス･リース取引については、従来、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した

が、当連結会計年度より、「リース取引に関する会計基準」 （企業会計基準第 13 号 （平成 5 年 6 月 17 日 （企業会計審

議会第一部会）、平成 19 年 3 月 30 日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第

16 号（平成 6 年 1 月 18 日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成 19 年 3 月 30 日改定））を適用し、通常の売買

取引に係る方法に準じた会計処理によっております。 

 なお、この変更による損益への影響はありません。 

 

(８)表示方法の変更 

（貸借対照表） 

「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」 （平成 20 年 8 月 7 日 内閣府

令第 50 号）が適用となることに伴い、前連結会計年度において 「たな卸資産」 として掲記されていたものは、当連結会

計年度から 「商品及び製品」 「原材料及び貯蔵品」 に区分掲記しております。 
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（９）連結財務諸表に関する注記事項
(前連結会計年度) (当連結会計年度)

　（連結貸借対照表関係）

1.有形固定資産に対する
減価償却累計額 15,327 百万円 15,847 百万円

2. 偶発債務
     非連結子会社等の金融機関からの借入金に対する保証金

従業員 （住宅融資） 2 百万円 8 百万円

3.グループ内預け金

4.コミットメントライン契約
貸出コミットメント契約の総額 1,000 百万円 1,000 百万円
借入実行残高 － －

1,000 1,000

　（連結損益計算書関係）
1.販売費及び一般管理費の主な費目及び金額の内訳

運送費 2,069 百万円 2,120 百万円
委託充填・販売費 326 320
従業員給料 1,327 1,290
従業員賞与 318 230

賞与引当金繰入額 177 198
退職給付費用 122 118
役員報酬 253 231
減価償却費 432 418

2.一般管理費に含まれる研究開発費の総額
106 百万円 117 百万円

　(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4月1日　至　平成20年3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

（注）

2.配当に関する事項
　（1）配当金支払額

グループ内預け金は、昭和電工㈱に対する預け金であり、昭和電工グループ内の資金を一元管理して
効率活用することを目的としております。

普通株式の自己株式の株式数の増加 6千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

前連結会計年度末 当連結会計年度 当連結会計年度 当連結会計年度

株式数（千株） 増加株式数（千株） 減少株式数（千株） 末株式数（千株）

発行済株式
　　　普通株式 24,298 ― ― 24,298

合計 24,298 ― ― 24,298
自己株式
　　　普通株式　（注） 64 6 ― 70

合計 64 6 ― 70

配当金の
総額

１株当たり
配当額

(百万円) （円）

平成19年６月28日

定時株主総会

平成19年10月31日

取締役会

　(決議)
株式の種類 基準日 効力発生日

平成19年６月29日

普通株式 121 5 平成19年9月30日 平成19年12月10日

普通株式 121 5 平成19年3月31日
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　（2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの
次のとおり、決議を予定しております。

　　当連結会計年度　（自　平成20年4月1日　至　平成21年3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

（注）

2.配当に関する事項
　（1）配当金支払額

　（2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの
次のとおり、決議を予定しております。

　（連結キャッシュフロー計算書関係）
  1.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

(前連結会計年度) (当連結会計年度)
現金及び預金勘定 2,021 百万円 885 百万円
預入期間が３か月を超える定期預金 ― ―
グループ内預け金勘定 ― 1,700
有価証券勘定に含まれる譲渡性預金 100 ―
現金及び現金同等物 2,121 2,585

普通株式の自己株式の株式数の増加 14千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

配当金の
総額

１株当たり
配当額

(百万円) （円）

平成20年６月27日
定時株主総会

　(決議)

株式
の種類

配当の原資 基準日 効力発生日

普通株式 121 利益剰余金 5 平成20年3月31日 平成20年6月30日

前連結会計年度末 当連結会計年度 当連結会計年度 当連結会計年度

株式数（千株） 増加株式数（千株） 減少株式数（千株） 末株式数（千株）

発行済株式
　　　普通株式 24,298 ― ― 24,298

合計 24,298 ― ― 24,298
自己株式
　　　普通株式　（注） 70 14 ― 84

合計 70 14 ― 84

配当金の
総額

１株当たり
配当額

(百万円) （円）

平成20年６月27日

定時株主総会

平成20年11月10日

取締役会

平成20年６月30日

普通株式 121 5 平成20年9月30日 平成20年12月10日

普通株式 121 5 平成20年3月31日

　(決議)
株式の種類 基準日 効力発生日

配当金の
総額

１株当たり
配当額

(百万円) （円）

平成21年６月26日
定時株主総会

効力発生日

普通株式 121 利益剰余金 5 平成21年3月31日 平成21年6月29日

　(決議)

株式
の種類

配当の原資 基準日
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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 　     (単位：百万円未満切捨)

      (注）1.事業区分は、売上集計区分によっている。
     2.各事業の主要な製品

　(1)炭酸ガス事業　　----------------- 液化炭酸ガス・ドライアイス・混合ガス
　(2)一般ガス事業　　----------------- 窒素・冷媒ガス・アンモニア
　(3)ガス関連機器およびその他事業　　--化成品・ドライアイスブラスト機・バリ取り機などのガス関連機器

     3.会計処理基準等の変更
　    （前連結会計年度）

　    （当連結会計年度）
(棚卸資産の評価に関する会計基準)

　　4.追加情報

2．地域別セグメント情報
　本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地セグメント
情報の記載を省略しております。

3．海外売上高
海外売上高は連結売上高の10％未満であるので記載を省略しました。

　当連結会計年度より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第9号　平成18年7月5日公
表分）を適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、営業利益が「一般ガス
事業」で1百万円、「ガス関連機器およびその他事業」で2百万円それぞれ減少しております。「炭酸ガス
事業」につきましては軽微です。

　当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当連結会計年度より、平成19年４月１日以降
に取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。
この結果、従来の方法と比較して、「炭酸ガス事業」については、営業費用58,145千円増加し営業利益
は同額減少、「一般ガス事業」については、営業費用2,497千円増加し営業利益は同額減少、「ガス関連
機器およびその他事業」については営業費用1,326千円増加し営業利益は同額減少しております。

　また、当社及び国内連結子会社は、法人税法改正に伴い、平成19年３月31日以前に取得した資産に
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より、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。この結果、従来の方法と比較して、「炭酸ガス事業」につい
ては、営業費用53,153千円増加し営業利益は同額減少、「一般ガス事業」については、営業費用5,231
千円増加し営業利益は同額減少、「ガス関連機器およびその他事業」については営業費用1,179千円増
加し営業利益は同額減少しております。

　当社グループの機械装置については、従来、耐用年数を5～10年としておりましたが、法人税法改正
に伴い、当連結会計年度より5～8年に変更しました。この結果、従来の方法と比較して営業利益が 「炭
酸ガス事業」で115百万円、「一般ガス事業」で1百万円、「ガス関連機器およびその他事業」で1百万円
それぞれ減少しております。

前連結会計年度 当連結会計年度

(自　平成19年４月１日 　至 平成20年３月３１日)　 (自　平成20年４月１日 　至 平成21年３月３１日)　

炭酸ｶﾞｽ 一般ｶﾞｽ ｶﾞｽ関連機器 消    去 炭酸ｶﾞｽ 一般ｶﾞｽ ｶﾞｽ関連機器 消    去

およびその他 およびその他

事　  業 事 　 業 事  　業 計  又は全社 連  結 事　  業 事 　 業 事  　業 計  又は全社 連  結

Ⅰ 売    上    高

 (1) 外部顧客に対する 13,655 6,295 6,541 26,493 ―　 26,493 13,684 5,880 6,472 26,037 ―　 26,037

     売上高

 (2) ｾｸﾞﾒﾝﾄ間の内部売 ―　 ―　 ―　 ―　 ―　 ―　 ―　 ―　 ―　 ―　 ―　 ―　

   　上高又は振替高

　　　　　　計 13,655 6,295 6,541 26,493 ―　 26,493 13,684 5,880 6,472 26,037 ―　 26,037

    営  業  費  用 13,251 6,184 6,426 25,861 ―　 25,861 13,558 5,852 6,419 25,830 ―　 25,830

　　営  業  利　益 404 111 115 631 ―　 631 125 28 52 206 ―　 206

Ⅱ 資産、減価償却費

   及び資本的支出

　 資           産 7,804 2,222 2,277 12,305 7,484 19,789 7,273 1,970 2,174 11,419 6,404 17,823

   減 価 償 却 費 876 95 53 1,025 ―　 1,025 974 88 45 1,108 ―　 1,108

   資 本 的 支 出 920 70 25 1,017 ―　 1,017 651 37 11 699 ―　 699
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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、下記のとおりであり、その主なものは親会社
　　での余資運用資金(現預金及び有価証券)及び長期投資資金(投資有価証券）等である。

前連結会計年度 7,484 百万円
当連結会計年度 6,404 百万円

　（関連当事者との取引）
　前連結会計年度 （自　平成19年4月1日　至　平成20年3月31日）

　親会社及び法人主要株主等

取引条件ないし取引条件の決定方針等
　（1）原材料の購入に関しては、市場価格を参考にし毎期契約により、価格を決定しております。
　（2）商品の購入、炭酸ガス等の販売に関しては、価格その他の取引は、当社と関連を有していない
　　　他の当事者と同様の条件によっています。

取引条件ないし取引条件の決定方針等
　（1）薬品類等の販売について、価格その他の取引条件は、当社と関連を有しない他の当事者
　　　と同様の条件によっています。
　（2）本社事務所の賃借については、近隣の取引実態に基づいて、2年ごとの契約により所定金額
　　　を決定しております。

上記の金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高には消費税等を含んで表示しております。

　当連結会計年度 （自　平成20年4月1日　至　平成21年3月31日）
　　親会社及び法人主要株主等

取引条件ないし取引条件の決定方針等
　（1）原材料の購入に関しては、市場価格を参考にし毎期契約により、価格を決定しております。
　（2）商品の購入、炭酸ガス等の販売に関しては、価格その他の取引は、当社と関連を有していない
　　　他の当事者と同様の条件によっています。

取引条件ないし取引条件の決定方針等
　（1）薬品類等の販売について、価格その他の取引条件は、当社と関連を有しない他の当事者
　　　と同様の条件によっています。
　（2）本社事務所の賃借については、近隣の取引実態に基づいて、2年ごとの契約により所定金額
　　　を決定しております。

上記の金額のうち、取引金額は消費税等を含まず、期末残高には消費税等を含んで表示しております。

役員の
兼任等

事業上の
関係

（被所有） 買掛金 254
直接 未払費用 1

20.80%
炭酸ガス等の
販売

227 売掛金 88

2,108昭和電工
㈱製品の
購入

原材料の購入商
品の仕入他

121,903
総合化
学工業

その他の
関係会社

昭和電工
㈱

東京都
港区

関係内容

兼任
　2名

科目
期末残高
（百万円）

事業の
内容又
は職業

議決権等の
所有（被所
有）割合

取引の内容
取引金額
（百万円）

属性
会社等の

名称
住所

資本金
（百万円）

役員の
兼任等

事業上の
関係

（被所有）
直接

20.80%
本社事務所
の賃借敷金

― 敷金 115

― ―
兼任
　2名

本社事務
所の賃貸

本社事務所
の賃借

63
㈱ニチレイ

東京都
中央区

30,307
総合
食品

資本金
（百万円）

事業の
内容又
は職業

その他の
関係会社

属性
会社等の

名称
住所 科目

期末残高
（百万円）

関係内容議決権等の
所有（被所
有）割合

取引の内容
取引金額
（百万円）

役員の
兼任等

事業上の
関係

（被所有） 買掛金 260
直接 未払費用 2

50.65%
炭酸ガス等の
販売

236 売掛金 73

総合化
学工業

兼任
　2名

親会社
昭和電工
㈱

東京都
港区

121,903

取引金額
（百万円）

科目
期末残高
（百万円）

昭和電工
㈱製品の
購入

原材料の購入商
品の仕入他 2,177

属性
会社等の

名称
住所

資本金
（百万円）

事業の
内容又
は職業

議決権等の
所有（被所
有）割合

関係内容
取引の内容

役員の
兼任等

事業上の
関係

（被所有）
直接

13.52%
本社事務所
の賃借敷金

― 敷金 115

63 ― ―
総合
食品

兼任
　1名

本社事務
所の賃貸

本社事務所
の賃借主要株主

（法人）
㈱ニチレイ

東京都
中央区

30,307

取引の内容
取引金額
（百万円）

科目
期末残高
（百万円）

事業の
内容又
は職業

議決権等の
所有（被所
有）割合

関係内容
属性

会社等の
名称

住所
資本金

（百万円）
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　（税効果会計）
  1.繰延税金資産及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 (前連結会計年度) (当連結会計年度)

賞与引当金 111 百万円 96 百万円
未払事業税 15 －
設備撤去損失否認 24 －
長期未払金 83 59
退職給付引当金 265 251
修繕引当金 29 24
貸倒引当金 25 35
会員権等評価損 33 32
その他 32 21
繰延税金資産 小計 620 520
評価性引当額 △ 58 △ 65
繰延税金資産 合計 561 455

     繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 △ 1,060 百万円 △ 471 百万円
国庫補助金圧縮積立準備金 △ 11 △ 9
その他 △ 10 △ 5
 繰延税金資産合計 △ 1,082 △ 486

     繰延税金資産(マイナス負債）の純額 △ 520 百万円 △ 30 百万円

  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差異の原因となった主要な項目別
　　の内訳
     法定実効税率 39.5 ％ 40.7 ％
       (調  整)

交際費等永久に損金に算入されない項目 2.6 8.6
△ 3.6 △ 12.3

住民税均等割 3.5 10.0
評価性引当額 8.7 2.5
連結子会社の当期損失額等 - 14.8
その他 1.1 △ 1.0

     税効果会計適用後の法人税の負担率 51.8 ％ 63.3 ％

受取配当金等永久に益金に算入されない項目



昭和炭酸㈱（4096）平成21年3月期決算短信

　（有価証券）　
　 前連結会計年度（平成20年３月31日）

１．その他有価証券で時価のあるもの

連結貸借対照表

計　 上 　額

(1) 株式 1,483 4,215 2,732
(2) 債券 ― ― ―

時価が連結貸借対照表 　国債・地方債等 ― ― ―
計上額を超えるもの 　社債 ― ― ―

　その他 ― ― ―
(3) その他 ― ― ―

1,483 4,215 2,732

(1) 株式 282 231 △ 51
(2) 債券 ― ― ―

時価が連結貸借対照表 　国債・地方債等 ― ― ―
計上額を超えないもの 　社債 ― ― ―

　その他 ― ― ―
(3) その他 ― ― ―

282 231 △ 51

1,765 4,447 2,681

２.売却したその他有価証券

３．時価のない主な有価証券の内訳

(１)その他有価証券
　　譲渡性預金
　　非上場株式
(２)関連会社株式
　　非上場株式

　 当連結会計年度（平成21年３月31日）
１．その他有価証券で時価のあるもの

連結貸借対照表

計　 上 　額

(1) 株式 1,246 2,524 1,277
(2) 債券 ― ― ―

時価が連結貸借対照表 　国債・地方債等 ― ― ―
計上額を超えるもの 　社債 ― ― ―

　その他 ― ― ―
(3) その他 ― ― ―

1,246 2,524 1,277

(1) 株式 454 371 △ 83
(2) 債券 ― ― ―

時価が連結貸借対照表 　国債・地方債等 ― ― ―
計上額を超えないもの 　社債 ― ― ―

　その他 ― ― ―
(3) その他 ― ― ―

454 371 △ 83

1,701 2,895 1,194

２.売却したその他有価証券

３．時価のない主な有価証券の内訳

(１)その他有価証券
　　譲渡性預金
　　非上場株式
(２)子会社及び関連会社株式
　　非上場株式

25

100

　　(単位:百万円未満切捨)

105

連結貸借対照表計上額 摘　　　　要

　　(単位:百万円未満切捨)

合　　　　計

436 284 －

　　(単位:百万円未満切捨)

売却額 売却益の合計 売却損の合計

小　　計

―

小　　計

種　　　類 取得原価 差　　額

43

105

連結貸借対照表計上額 摘　　　　要

80 60 －

　　(単位:百万円未満切捨)

　　(単位:百万円未満切捨)

売却額 売却益の合計 売却損の合計

小　　計

合　　　　計

小　　計

　　(単位:百万円未満切捨)

種　　　類 取得原価 差　　額
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　（退職給付）
  1.採用している退職給付制度

退職一時金制度及び適格退職年金制度

  2.退職給付債務に関する事項
(前連結会計年度) (当連結会計年度)

①退職給付債務 △ 1,437 百万円 △ 1,312 百万円
②年金資産 586 460

③未積立退職給付債務 △ 851 △ 851
④未認識数理計算上の差異 180 229
⑤退職給付引当金 △ 671 △ 621

  3.退職給付費用に関する事項
①勤務費用 93 百万円 84 百万円
②利息費用 22 22
③期待運用収益 ― △ 5
④数理計算上の差異の費用処理 30 40
⑤退職給付費用 147 142

  4.退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
①退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 期間定額基準

②割引率 2.0 ％ 2.0 ％
③期待運用収益率 0.0 ％ 1.0 ％
④数理計算上の差異の処理年数 10 年 10 年

　（1株当たり情報）
1株当たり純資産額 496.12 円 451.86 円
1株当たり当期純利益金額 13.28 3.38

 1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、下記のとおりであります。

当期純利益 321 百万円 81 百万円
普通株主に帰属しない金額 ―  ―  
普通株式に係る当期純利益 321 81
期中平均株式数 24,230 千株 24,219 千株

　（開示の省略）

　（重要な後発事象）
(親会社との産業ガス事業の提携強化)

（子会社の一部事業譲渡）

(子会社との事業再編)

　なお、事業再編の手段・方法等については検討中であります。

　当社は、平成21年5月7日開催の取締役会で、平成22年1月1日を目処に当社の連結子会社である昭
炭商事との間で、製販一体の事業戦略・事業構造を構築することで、競争力強化を図ること等を目的とし
て事業再編をすることを決定しました。

　当社の親会社である昭和電工株式会社と当社は、平成21年4月1日より当社を中枢として、昭和電工グ
ループの酸素・窒素・アルゴン・水素などの産業ガス事業を展開していくことになりましたので、これにより
当社の売上高は年間換算（決算期変更に伴い、第68期は平成21年4月1日から平成21年12月31日まで
の9ヵ月間という変則事業年度になる）で85億円の増加を見込んでおります。

　当社の連結子会社である昭炭商事株式会社の化成品事業を平成21年4月1日付けで、昭和電工グ
ループの昭光通商株式会社およびその子会社である昭光プラスチック製品株式会社へ譲渡しました
が、この事業譲渡による当社連結業績に与える影響は軽微であります。

　なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、前期、当期とも潜在株式が存在しないため
記載しておりません。

　リース取引、デリバティブ取引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。



５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：百万円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,711 693

グループ内預け金 － 1,700

受取手形 860 580

売掛金 4,739 4,483

有価証券 100 －

商品及び製品 251 280

原材料 0 －

貯蔵品 14 －

原材料及び貯蔵品 － 14

前渡金 54 19

前払費用 5 5

繰延税金資産 145 110

未収入金 115 68

その他 11 101

貸倒引当金 △1 △8

流動資産合計 8,008 8,048

固定資産   

有形固定資産   

建物 1,263 1,272

減価償却累計額 △828 △847

建物（純額） 434 424

構築物 5,850 5,832

減価償却累計額 △5,230 △5,267

構築物（純額） 619 564

機械及び装置 8,747 8,893

減価償却累計額 △6,584 △7,054

機械及び装置（純額） 2,163 1,839

車両運搬具 258 138

減価償却累計額 △217 △129

車両運搬具（純額） 40 8

工具、器具及び備品 2,050 2,097

減価償却累計額 △1,713 △1,779

工具、器具及び備品（純額） 336 318

土地 607 607

建設仮勘定 30 40

有形固定資産合計 4,233 3,803

無形固定資産   

ソフトウエア 112 100



（単位：百万円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

電話取得権 13 13

施設利用権 0 －

無形固定資産合計 125 114

投資その他の資産   

投資有価証券 4,094 2,893

関係会社株式 465 148

関係会社出資金 37 37

長期貸付金 3 1

破産更生債権等 0 19

長期前払費用 22 44

敷金 189 188

会員権 202 85

その他 54 77

貸倒引当金 △148 △88

投資その他の資産合計 4,920 3,409

固定資産合計 9,279 7,327

資産合計 17,288 15,376

負債の部   

流動負債   

支払手形 15 25

買掛金 3,001 2,810

未払金 268 382

未払費用 603 569

未払法人税等 170 －

前受金 24 18

預り金 26 27

賞与引当金 221 184

修繕引当金 46 27

未払消費税等 42 31

流動負債合計 4,420 4,077

固定負債   

繰延税金負債 736 193

退職給付引当金 582 560

修繕引当金 27 32

長期未払金 155 96

固定負債合計 1,501 883

負債合計 5,921 4,960



（単位：百万円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,079 2,079

資本剰余金   

資本準備金 2,156 2,156

資本剰余金合計 2,156 2,156

利益剰余金   

利益準備金 498 498

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金 17 14

別途積立金 3,994 4,144

繰越利益剰余金 1,031 822

利益剰余金合計 5,542 5,480

自己株式 △25 △29

株主資本合計 9,752 9,686

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,613 729

繰延ヘッジ損益 0 －

評価・換算差額等合計 1,613 729

純資産合計 11,366 10,415

負債純資産合計 17,288 15,376



（２）損益計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 18,318 18,329

売上原価   

製品及び商品期首たな卸高 231 251

当期商品仕入高 9,042 9,189

当期製品製造原価 3,848 4,045

合計 13,122 13,487

他勘定振替高 － 3

製品及び商品期末たな卸高 251 280

売上原価合計 12,870 13,203

売上総利益 5,448 5,125

販売費及び一般管理費   

販売費 1,709 1,715

一般管理費 3,271 3,159

販売費及び一般管理費合計 4,981 4,874

営業利益 466 251

営業外収益   

受取利息 16 12

受取配当金 105 106

保険金収入 10 10

手数料収入 － 22

雑収入 16 24

営業外収益合計 148 177

営業外費用   

支払利息 7 0

コンサルティング費用 － 11

コミットメントフィー － 4

為替差損 47 5

貸倒引当金繰入額 － 18

雑支出 5 5

営業外費用合計 60 44

経常利益 554 384

特別利益   

固定資産売却益 0 1

投資有価証券売却益 284 60

過年度損益修正益 11 －

特別利益合計 296 61



（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

特別損失   

固定資産除売却損 160 50

投資有価証券評価損 8 56

貸倒引当金繰入額 26 14

PCB処理費用 － 15

会員権売却損 2 －

会員権評価損 0 2

貸倒損失 0 0

過年度定期修繕引当金繰入額 65 －

その他 － 3

特別損失合計 264 143

税引前当期純利益 586 301

法人税、住民税及び事業税 293 48

法人税等調整額 0 73

法人税等合計 293 121

当期純利益 292 180



（３）株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 2,079 2,079

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,079 2,079

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 2,156 2,156

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,156 2,156

資本剰余金合計   

前期末残高 2,156 2,156

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,156 2,156

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 498 498

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 498 498

その他利益剰余金   

特別償却準備金   

前期末残高 1 －

当期変動額   

特別償却準備金の取崩 △1 －

当期変動額合計 △1 －

当期末残高 － －

固定資産圧縮積立金   

前期末残高 22 17

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の取崩 △4 △3

当期変動額合計 △4 △3

当期末残高 17 14

別途積立金   

前期末残高 3,794 3,994

当期変動額   

別途積立金の積立 200 150



（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当期変動額合計 200 150

当期末残高 3,994 4,144

繰越利益剰余金   

前期末残高 1,174 1,031

当期変動額   

特別償却準備金の取崩 1 －

固定資産圧縮積立金の取崩 4 3

別途積立金の積立 △200 △150

剰余金の配当 △242 △242

当期純利益 292 180

当期変動額合計 △143 △208

当期末残高 1,031 822

利益剰余金合計   

前期末残高 5,491 5,542

当期変動額   

特別償却準備金の取崩 － －

固定資産圧縮積立金の取崩 － －

別途積立金の積立 － －

剰余金の配当 △242 △242

当期純利益 292 180

当期変動額合計 50 △61

当期末残高 5,542 5,480

自己株式   

前期末残高 △22 △25

当期変動額   

自己株式の取得 △2 △4

当期変動額合計 △2 △4

当期末残高 △25 △29

株主資本合計   

前期末残高 9,704 9,752

当期変動額   

剰余金の配当 △242 △242

当期純利益 292 180

自己株式の取得 △2 △4

当期変動額合計 47 △66

当期末残高 9,752 9,686



（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 2,185 1,613

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △572 △884

当期変動額合計 △572 △884

当期末残高 1,613 729

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 － 0

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 0 △0

当期変動額合計 0 △0

当期末残高 0 －

評価・換算差額等合計   

前期末残高 2,185 1,613

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △571 △884

当期変動額合計 △571 △884

当期末残高 1,613 729

純資産合計   

前期末残高 11,890 11,366

当期変動額   

剰余金の配当 △242 △242

当期純利益 292 180

自己株式の取得 △2 △4

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △571 △884

当期変動額合計 △524 △950

当期末残高 11,366 10,415



(4) 継続企業の前提に関する注記

　　該当事項はありません

(5) 重要な会計方針に関する注記

　1.有価証券の評価方法及び評価基準

       子会社及び関連会社       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 決算日の市場価格等に基づく時価法(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)

  時価のないもの 移動平均法による原価法

　2.デリバティブ取引の評価方法及び評価基準

       時価法

  3.たな卸資産の評価方法及び評価基準

　　　製品及び商品 総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの

方法により算定)

　　　原材料及び貯蔵品 先入先出法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの

方法により算定)

  4.固定資産の減価償却の方法

　　　有形固定資産 (リース資産を除く)

定率法　　ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（附属設備を除く)については定額法に

よっております。なお主な耐用年数は次のとおりです。

　建物                              3～38年

　構築物                                10年

　機械及び装置                       8年

　　　[会計方針の変更]

　　　当社の機械及び装置については、従来、耐用年数を10年としておりましたが、法人税法改正に伴い、

　　　当事業年度より8年に変更しました。これにより営業利益、経常利益及び税引前当期純利益がそれぞれ

       118百万円減少しております。

　　　無形固定資産 (リース資産を除く)

定額法    なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づく

定額法を採用しております。

　　　リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

なお、所有権移転外ファイナンスリース取引のうち、リース開始日が平成20年3月31日以前

の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。

  5.引当金の計上基準

 　　 　貸倒引当金

金銭債権等の取立不能による損失に備えるために、一般債権については、貸倒実績率による

計算額を、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検討し回収不能

見込額を計上しております。

 　　 　賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当事業年度負担額を

計上しております。



　　　　修繕引当金

製造設備の定期修繕に要する支出に備えるため、その支出見込額に基づき、当事業年度末まで

に負担すべき金額を計上しております。

 　 　　退職給付引当金

従業員に対する退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の

見込額に基づき、当事業年度末に発生していると認められる額を計上しております。また、数理

計算上の差異は、各事業年度の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

(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとして

おります。

  6.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。また、為替変動リスクのヘッジについて振当処理の要件を充たして

　　　　いる場合に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

ヘッジ手段・・・・為替予約

ヘッジ対象・・・・外貨建債権債務取引

　　③ヘッジ方針

　　　為替予約取引に関する内規に基づき通常の仕入取引の範囲内で、将来の為替レートの変動リスクを回避

　　　する目的で為替予約取引を行っております。

　　　為替予約以外のデリバティブ取引は一切行っておりません。

　　④ヘッジ有効性評価の方法

　　　ヘッジ手段とヘッジ対象が対応していることを確認することにより、有効性を評価しております。

  7.消費税等の会計処理

　　　消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

[会計方針の変更]

所有権移転外ファイナンスリース取引については、従来賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

おりましたが、当事業年度より「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号(平成5年6月17日(企業

会計審議会第一部会)、平成19年3月30日改正))及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」(企業会計

基準適用指針第16号(平成6年1月18日(日本公認会計士協会　会計制度委員会)、平成19年3月30日改正))

を適用し、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっております。
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