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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 100,961 △7.9 4,382 △43.3 2,070 △68.5 923 △83.2
20年3月期 109,639 14.4 7,732 34.2 6,567 22.0 5,511 139.8

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 9.48 ― 1.9 1.8 4.3
20年3月期 56.57 ― 11.4 5.4 7.1

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  △54百万円 20年3月期  167百万円

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 106,819 48,617 44.1 483.90
20年3月期 122,462 52,699 41.6 522.56

（参考） 自己資本   21年3月期  47,140百万円 20年3月期  50,911百万円

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 7,396 △4,587 △2,966 8,689
20年3月期 7,376 △1,955 △5,522 9,396

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 ％ ％

20年3月期 ― 0.00 ― 7.00 7.00 681 12.4 1.4
21年3月期 ― 0.00 ― 7.00 7.00 681 73.9 1.4
22年3月期 

（予想） ― 0.00 ― 7.00 7.00 31.0

3.  22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3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

43,000 △20.4 1,600 △48.0 1,200 △47.8 600 △53.9 6.16

通期 89,000 △11.8 4,800 9.5 4,000 93.2 2,200 138.2 22.58
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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） 

（注）詳細は、14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の変更及び追加情報」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定上の基礎となる株式数については、18ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

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 98,369,186株 20年3月期 98,369,186株
② 期末自己株式数 21年3月期  949,747株 20年3月期  942,172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 56,473 △3.6 2,133 △57.3 954 △80.5 375 △92.3
20年3月期 58,611 9.1 4,991 △6.5 4,906 △13.8 4,880 81.2

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
円 銭 円 銭

21年3月期 3.85 ―
20年3月期 50.10 ―

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 84,554 46,359 54.8 475.88
20年3月期 88,714 47,044 53.0 482.87

（参考） 自己資本 21年3月期  46,359百万円 20年3月期  47,044百万円

2.  22年3月期の個別業績予想（平成21年4月1日～平成22年3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 
連結および個別業績予想は、現時点で入手可能な情報に基づき算出したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって異なる結果となる可能性が
あります。 
なお、業績予想の背景、前提条件等については、4ページ「次期の見通し」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

26,000 △20.0 400 △78.4 400 △76.0 560 △46.2 5.75

通期 55,000 △2.6 2,600 21.9 2,500 162.0 1,800 379.7 18.48
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１．経営成績 

(1) 経営成績に関する分析 

①当期の経営成績                                                                （単位：百万円） 

 売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 当期純利益 

平成21年3月期 100,961  4,382  2,070   923  

平成20年3月期 109,639  7,732  6,567   5,511  

増    減 △8,677  △3,349  △4,496   △4,588  

増 減 率（％） △7.9  △43.3  △68.5   △83.2  

当連結会計年度における経済環境は、第 2 四半期以前は原燃料価格の高騰、第 3 四半期以降は米国発の

金融危機に端を発する世界的な個人消費および設備投資等の実需の減少、さらに大幅な在庫調整や円高も

加わり、極めて厳しい状況の中で推移しました。 

このような状況のもと当社グループは、スペシャリティ化の推進、適正な製品価格の維持、コスト削減

の推進等による収益の確保に努めてまいりましたが、第 2 四半期までの原燃料価格の高騰およびかかる在

庫の第 3 四半期以降の受払差の影響、急激な国内外需要の後退による売上数量減、為替相場の大幅な変動

の影響などにより売上高および収益面で極めて厳しい状況が続きました。 

その結果、当連結会計年度の連結業績につきましては、売上高は前連結会計年度に比べ86億7千7百万円減

少し、1,009億6千1百万円（前連結会計年度比7.9％減）となりました。営業利益は前連結会計年度に比べ33

億4千9百万円減少し、43億8千2百万円（同43.3％減）となりました。経常利益は急激な円高による為替差損

の計上もあり、前連結会計年度に比べ44億9千6百万円減少し、20億7千万円（同68.5％減）となりました。当

期純利益は前連結会計年度に比べ45億8千8百万円減少し、9億2千3百万円（同83.2％減）となりました。 

 

②当期のセグメント別の概況 

＜化学品部門＞ 

合成樹脂部門 

ＰＶＯＨ樹脂の「ゴーセノール」では、国内外での売買スプレッドの改善および販売体制の再構築等に努

めてまいりましたが、第3四半期以降は需要の減少およびユーザーでの在庫調整、円高など厳しい状況が続い

たこと、また二次加工分野の機能フィルムでも、光学用途の「ＯＰＬフィルム」の3系生産設備の商業運転を

昨年2月より開始し需要拡大に対応してまいりましたが、第3四半期央からは需要が減少したこと等により、

ＰＶＯＨ全体では、通期の売上高は減少いたしました。 

ＥＶＯＨ樹脂「ソアノール」では、期央までは食品包装用途を中心に堅調に推移しましたが、第3四半期央

以降は数量減および円高による為替換算差もあり、通期での売上高は減少いたしました。 

アクリル系共重合樹脂「コーポニール」、高分子量飽和ポリエステル樹脂「ニチゴーポリエスター」、紫

外線硬化樹脂「紫光」をはじめとする粘・接着樹脂および機能性コーティング樹脂分野のスペシャリティポ

リマーでは、光学用途、電子材料用途などの情報電子分野を中心に期央までは順調に推移しましたが、第3四

半期央以降は需要収縮により売上高は大幅に減少しました。通期では、ニチゴー・モビニール㈱の15ヶ月間

の売上高を連結（本年4月1日に当社に吸収合併）していることにより微増となりました。 

以上の結果、合成樹脂部門の売上高は645億3千9百万円（前連結会計年度比6.2％減）となりました。営業

利益は、期央以降における家電・自動車・住宅関連用途等の急激な需要収縮による売上高の減少、かかる生

産調整による製造コストの増加およびＯＰＬフィルム生産新設備の減価償却負担が大きく、42億1千2百万円

（同44.4％減）となりました。 

有機合成部門 

酢酸、酢酸ビニルモノマー等の工業薬品ならびに酢酸誘導体を中心とするファインケミカル製品等から構

成される有機合成部門では、期央以降の需要の急減速により売上高は326億4千4百万円（前連結会計年度比10.

9％減）となりました。営業利益につきましては、売買スプレッドの改善および一部製品の拡販等により2億9

千2百万円（同54.0％増）となりました。 

 

化学品部門の売上高は971億8千3百万円（前連結会計年度比7.8％減）となり、営業利益は化学品部門の共

通費用1億7千9百万円を控除し、43億2千4百万円（同42.8％減）となりました。 

 

＜その他部門＞ 

設備工事、環境分析、物流サービス事業等を主体とするその他部門の売上高は37億7千8百万円（前連結会

計年度比9.9％減）、営業利益は3千8百万円（同74.9％減）となりました。 
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③次期の見通し                                                     （単位：百万円） 

 売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 当期純利益 

平成22年3月期予想    89,000     4,800        4,000        2,200 

平成21年3月期 100,961  4,382  2,070   923  

増    減     △11,961          418        1,930        1,277 

増 減 率（％）       △11.8      9.5         93.2        138.2 

   次期におきましては、世界同時不況による国内外の需要の低迷や不安定な為替動向など、経営環境の先行

き不透明感が強まり、一層厳しい状況が予想されます。当社グループでは、引き続きスペシャリティ化の推

進および適正な製品価格の維持やコスト削減の推進による収益力改善に取り組むなど、グループ全体の収益

力強化に努めてまいります。平成22年3月期の通期連結業績は、売上高890億円、営業利益48億円、経常利益 

40億円、当期純利益22億円となる見通しです。なお、次期の為替レートおよび原料価格につきましては、米

ドルは95円、ユーロは120円、国産ナフサ価格は38,000円/KLと想定しています。 

 

  (注)平成21年3月期の業績には、ニチゴー・モビニール㈱を平成21年4月1日に当社に吸収合併したことにより、

同社の平成20年12月31日を決算日とする12ヶ月間の損益と平成21年3月31日を決算日とする3ヶ月間の損益を

合算した合計15ヶ月間の損益を含んでいます。 

 

＜化学品部門＞ 

合成樹脂部門 

ＰＶＯＨ樹脂「ゴーセノール」では、適正な製品価格の維持およびスペシャリティ分野での売上増による

製品構成の改善に努めてまいります。「ＯＰＬフィルム」は、液晶ディスプレイ市場における在庫調整後の

需要回復を見込み、期中に熊本工場内の4系生産設備の稼動を予定しております。かかる生産設備の減価償却

費を含む固定費負担増が見込まれますが、数量増等により収益の確保に努めてまいります。 

ＥＶＯＨ樹脂「ソアノール」は、円高による為替換算差で売上高は減少の見込みですが、適正な売買スプ

レッドの維持およびコスト削減等により収益の確保に努めてまいります。 

粘・接着樹脂および機能性コーティング樹脂では、重点分野製品の拡販および適正な売買スプレッドの確

保に努めてまいります。 

有機合成部門 

工業薬品およびファインケミカル等の有機合成部門は、適正な売買スプレッドの確保および生産効率化等

により収益の改善に取り組んでまいります。 

 

以上により、化学品部門全体では円高の影響もあり売上高は減収となりますが、営業利益では若干の増益を

見込んでおります。 

 

当社グループでは、スペシャリティ事業の強化拡大による高収益化を図り、基盤事業のさらなる強化、グロ

ーバルな事業展開に努めてまいりますが、国内外需要や為替の急激な変動などの先行き不透明なリスクにより、

業績予想から実際の業績を大きく乖離させる可能性があります。業績に変動を与える事情が生じた場合は、速

やかに業績予想の見直しの検討・実施を行い、証券取引所が定める適時開示基準に基づき公表を行います。 

 
(2) 財政状態に関する分析 

①資産、負債、純資産の状況に関する分析             （単位：百万円） 

 総 資 産 負 債 純 資 産 

平成21年3月期 106,819   58,201  48,617  

平成20年3月期 122,462  69,763  52,699   

総資産は、前連結会計年度末に比べ156億4千3百万円減少し、1,068億1千9百万円となりました。これは設

備の償却により有形固定資産が87億8千7百万円減少したこと等によるものです。 

   負債は、前連結会計年度末に比べ115億6千1百万円減少し、582億1百万円となりました。 

   純資産は、為替換算調整勘定が35億9千1百万円減少したこと等により前連結会計年度末に比べ40億8千2百

万円減少し、486億1千7百万円となりました。また、純資産から少数株主持分を引いた自己資本は、471億4千

万円となり、自己資本比率は44.1％となりました。 
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②キャッシュ・フローの状況に関する分析                       （単位：百万円） 

 平成20年3月期 平成21年3月期 増 減 

営業活動によるキャッシュ・フロー 7,376  7,396   20  

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,955  △4,587   △2,631  

財務活動によるキャッシュ・フロー △5,522  △2,966   2,555  

外貨換算差額 9  △549   △559  

現金及び現金同等物の期中増減額 △91  △706   △615  

現金及び現金同等物の期末残高 9,396  8,689   △706  

 

当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、73億9千6百万円のプラスになりました。これは

主に税金等調整前当期純利益20億1千8百万円、減価償却費68億6千5百万円によるものです。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、45億8千7百万円のマイナスとなりました。これは主に国内におけ

る設備投資によるものです。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、29億6千6百万円のマイナスとなりました。これは主に短期借入金

の純減25億7千3百万円によるものです。 

   以上の結果、現金及び現金同等物は前連結会計年度末より7億6百万円減少し、86億8千9百万円となりまし

た。 

 

③キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 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 36.0% 37.3% 37.9% 41.6% 44.1% 

時価ベースの自己資本比率 26.8% 47.4% 43.6% 58.2% 25.4% 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率 3.8年 15.8年 4.9年 5.0年 4.4年 

インタレスト・カバレッジ・レシオ 13.1倍 2.5倍 6.8倍 5.7倍 7.5倍 

（注）１．各指標はいずれも連結ベースの財務数値を用いて、以下の計算式により算出しています。 

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 

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 

２．株式時価総額は、期末株価終値×自己株式控除後の期末発行済株式数により算出しています。 

３．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、利子を払っている全ての負債を

対象にしています。 

４．営業キャッシュ・フローおよび利払いは、連結キャッシュ・フロー計算書に計上されている「営

業活動によるキャッシュ・フロー」および「利息の支払額」を用いています。 
 

(3) 利益配分に関する基本方針および当期・次期の配当 
当社は、株主の皆様への利益還元を経営の重要課題の一つとして認識しており、将来の事業展開に備えるた

めの内部留保の確保や企業体質強化を図りつつ、中期的な経営環境の変化、連結ベースでの業績動向を踏まえ

た配当を行うことを基本と考えております。この基本方針に基づき、当期の1株当たり配当金は7円、また、次

期の年間配当金は業績予想等を踏まえ、1株当たり7円とする予定です。 

内部留保資金につきましては、安全・環境・品質を担保する基盤強化、成長が期待できる分野への収益性投

資など、長期的展望に立った企業競争力強化のための投資等に充当いたします。 
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２．企業集団の状況 

 当企業集団は、日本合成化学工業株式会社（当社）、子会社１９社及び関連会社２社、その他の関係会社である三菱 

化学株式会社により構成され、化学品の製造・販売事業とその他事業を営んでいます。その主な関係会社の事業内容と

位置付けは次のとおりです。 

 会 社 名 住 所 
資 本 金 

又は出資金 
主要な事業内容 

議決権の

所有割合

（％） 
関 係 内 容 

 

 （化学品部門） 

 当     社 大 阪 府  17,989 百万円 化学品の製造・販売   

 関西化学工業㈱ 香 川 県     366 百万円 

合成樹脂ﾌｨﾙﾑの 

製造・販売 

100.0 

(24.2)
当社包装材料の購入 

 ﾆﾁｺﾞｰ･ﾓﾋﾞﾆｰﾙ㈱ 東 京 都 270 百万円 化学品の製造・販売 100.0 原料の供給 

 ﾆﾁｺﾞｰ･ﾓｰﾄﾝ㈱ 大 阪 府     450 百万円 

ﾄﾞﾗｲﾌｨﾙﾑﾌｫﾄﾚｼﾞｽﾄの 

製造・販売 
 50.0 

当社ﾄﾞﾗｲﾌｨﾙﾑﾌｫﾄﾚｼﾞｽﾄ製造技術供与、

当社の土地を賃貸、ﾕｰﾃｨﾘﾃｨを供給 

 大 成 化 薬 ㈱ 大 阪 府     100 百万円 化学品の製造・販売 
 77.9 

(29.2)
当社の販売代理店、原料の購入 

 日本合成産業㈱ 大 阪 府      50 百万円 化学品の販売 100.0 当社の販売代理店 

 
NIPPON GOHSEI 

(U.S.A.) Co., Ltd. 
米  国

千米ドル 

 40,625 ｿｱﾉｰﾙ(EVOH)の販売 100.0 
米国における関係会社への出資、 

米国の市場調査 

 NOLTEX L.L.C. 米  国
千米ドル 

 63,500 ｿｱﾉｰﾙの製造・販売 
 78.9 

(78.9)
当社ｿｱﾉｰﾙの製造技術供与 

 SOARUS L.L.C. 米  国
千米ドル 

    200 ｿｱﾉｰﾙの販売 
 83.9 

(83.9)
米国におけるｿｱﾉｰﾙの販売 

 
NIPPON GOHSEI 

Europe GmbH 
ド イ ツ

千ユーロ 

    153 化学品の販売 100.0 
欧州における当社製品の販売、 

欧州の市場調査 

 
NIPPON GOHSEI 

UK Ltd. 
英  国

千ユーロ 

 74,906 ｿｱﾉｰﾙの製造・販売 100.0 当社ｿｱﾉｰﾙの製造技術供与 

 

 （その他部門） 

 ニチゴー九州㈱ 熊 本 県     100 百万円 

建材の販売、 

環境分析、ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ
100.0 

当社の販売代理店、原料の供給、 

当社設備の建設、機械の製作・修理 

 日合ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ 岐 阜 県      30 百万円 ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 100.0 当社設備の建設、機械の製作・修理 

 水島ﾆﾁｺﾞｰ産業㈱ 岡 山 県      30 百万円 物流 100.0 包装・入出荷業務を委託 

 大垣ﾆﾁｺﾞｰｻｰﾋﾞｽ㈱ 岐 阜 県      30 百万円 物流 100.0 包装・入出荷業務を委託 

 熊本ﾆﾁｺﾞｰｻｰﾋﾞｽ㈱ 熊 本 県      30 百万円 物流 100.0 
包装・入出荷業務、当社熊本工場及び

熊本地区関係会社の事務を委託 

 ㈱日合ﾋﾞｼﾞﾈｽｾﾝﾀｰ 岐 阜 県      10 百万円 事務受託 100.0 
当社大垣工場及び大垣地区関係会社の

事務を委託 

 ㈱ 協   成 大 阪 府      40 百万円 保険代理、ﾘｰｽ   100.0 当社の保険代理店 

 ㈱大阪環境技術ｾﾝﾀｰ 大 阪 府      50 百万円 環境分析 100.0 当社の施設を賃貸 

 

㈱三菱ｹﾐｶﾙ 

ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 
東 京 都 50,000 百万円 

グループ会社の 

経営管理 

被所有割合 

 37.6 

(37.6)
 

 三 菱 化 学 ㈱ 東 京 都 50,000 百万円 化学品の製造・販売 
被所有割合 

 37.6 同社製品の購入、当社製品の販売 

 

 （注）1. 議決権の所有割合（ ）は、間接所有割合（内数）です。 

2. NIPPON GOHSEI Singapore Pte Ltd.は、平成21年3月19日をもって清算を結了いたしました。 

3. ニチゴー・モビニール㈱は、平成21年4月1日をもって当社と合併いたしました。 

 

「事業系統図」につきましては、 近の有価証券報告書（平成20年6月26日提出）から重要な変更がないため開示 

を省略しています。 

 

日本合成化学工業㈱　(4201)　平成21年3月期決算短信

6



 

 

 

 

 

３．経営方針 

(1) 会社の経営の基本方針 

   平成18年 3月期決算短信（平成18年 5月 12日開示）により開示を行った内容から重要な変更がないた

め開示を省略しています。当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

 

http://www.nichigo.co.jp/ir/tanshin.html http://www.tse.or.jp/listing/compsearch/index.html 

（当社ホームページ） （東京証券取引所ホームページ（上場会社情報検索ページ）） 

 

(2) 中長期的な会社の経営戦略、目標とする経営指標、会社の対処すべき課題 

当社グループでは、2010年に連結売上高1,200億円、営業利益120億円を達成目標とする中期経営計画「08

戦略」を昨年4月よりスタートいたしました。スペシャリティ化の推進による営業利益率10％達成を目指し、

そのための主な戦略は下記のとおりです。また、安全・環境・品質を担保する生産基盤を強化することで、

戦略の実現を支える体制づくりを行います。 

 

  ＜スペシャリティ化への取り組み＞ 

「情報電子」「ライフアメニティ」「環境」の3つの分野をターゲット市場として、当社グループの得意技

術の応用・拡大によるスペシャリティ化の推進を図る中で、ＰＶＯＨ事業・ＥＶＯＨ事業の更なる拡大とと

もに、それに続く第3の柱となる事業の育成・拡大に取り組むなど、高収益体質の企業グループを目指して

まいります。 

ＰＶＯＨ事業では、引き続きスペシャリティ分野での新たな用途開拓を推進して製品構成の改善に取り組

んでまいります。光学用途の「ＯＰＬフィルム」では、熊本工場の 4 系生産設備の商業運転を平成 22 年 3

月期第2四半期より開始する予定です。 

ＥＶＯＨ事業では、日本・米国・欧州の世界三極体制によるグローバル展開を推進し、欧米それぞれの地

域内では各製造・販売子会社を一体化した運営をすることで、さらなる収益力強化に取り組んでまいります。 

粘・接着樹脂および機能性コーティング樹脂を中核とするスペシャリティポリマー事業では、当社が長年

にかけて蓄積してきた固有技術を融合・複合させることで、情報電子分野を中心に多様化するニーズに対応

してまいります。また、本年4月にニチゴー・モビニール㈱を吸収合併したことにより、環境に配慮した水

系化の促進とＰＶＯＨ事業とのコラボレーションによる高機能エマルジョン用途の製品開発を加速させる

など、将来への新たな展開も視野に入れた収益力の向上を目指してまいります。 

新規事業では、アモルファスビニルアルコール系樹脂「ニチゴ－Ｇポリマー」の事業化を昨年 10 月に開

始しました。非晶性でありながら結晶性の機能を併せ持つ特徴を活かし、スペシャリティ事業として育成を

図ります。 

 

＜安全・環境・品質を担保する生産基盤の強化への取り組み＞ 

生産基盤強化のために効率的な維持投資・新規投資を進め、安全・安定操業を確保します。これにより品

質保証を万全なものとし、コスト競争力の向上を図ります。また、環境保全のためにレスポンシブル・ケア

（環境と安全に関する自主管理）活動を推進し、地球温暖化問題への対応を重要課題として進め、廃棄物・

化学物質排出量の 少化や省資源・省エネルギーにも取り組んでまいります。 

   

＜会社の対処すべき課題＞ 

今般の経済危機により、足元の事業環境は大きく変化いたしましたが、昨年スタートした中期経営計画「08

戦略」に掲げた方針および諸施策については基本的には変更の必要がないと認識しており、これらの着実か

つタイムリーな実行が経営の 重要課題と考えております。 

安全・安定生産の維持をベースに、スペシャリティ化の推進、環境負荷の低減、経営環境変化への迅速な

対応、人材育成と活性化、また一層のコスト削減を図り、今後の着実な発展に取り組んでまいります。 

また、当社グループは経営の透明化、法令の遵守を基本とし、コンプライアンス体制も含め内部統制シス

テムの一層の強化を図り、企業の社会的責任を果たしてまいります。 
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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 9,493    8,761     

   受取手形及び売掛金 22,144    18,876     

   たな卸資産 22,044    ―     

   商品及び製品 ―    16,840     

   仕掛品 ―    368     

   原材料及び貯蔵品 ―    3,017     

   未収入金 1,541    1,370     

   繰延税金資産 1,054    1,107     

   その他 1,162    1,247     

   貸倒引当金 △112    △99     

   流動資産合計 57,328    51,489     

 固定資産  

   有形固定資産  

    建物及び構築物（純額） 9,718    9,318     

     機械装置及び運搬具（純額） 38,184    26,338     

     土地 4,317    4,327     

    リース資産（純額） ―    11     

     建設仮勘定 770    4,186     

     その他（純額） 1,166    1,185     

    有形固定資産合計 54,157    45,369     

 無形固定資産  

     特許権 393    309     

     のれん 508    669     

     その他 309    257     

    無形固定資産合計 1,211    1,236     

 投資その他の資産  

    投資有価証券 4,955    4,014     

    長期貸付金 202    200     

    繰延税金資産 3,715    3,683     

    その他 1,056    1,039     

    貸倒引当金 △164    △214     

    投資その他の資産合計 9,765    8,723     

 固定資産合計 65,134    55,329     

 資産合計 122,462    106,819     
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(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） 

 

 負債の部  

 流動負債  

 支払手形及び買掛金 17,626    12,038     

   短期借入金 19,447    15,537     

   リース債務 ―    2     

   未払費用 2,339    2,194     

   未払法人税等 1,028    113     

   賞与引当金 1,160    1,129     

   役員賞与引当金 57    28     

   修繕引当金 337    633     

   その他 2,634    2,918     

 流動負債合計 44,631    34,595     

 固定負債  

 長期借入金 17,568    16,667     

 リース債務 ―    9     

 繰延税金負債 1,109    1,106     

 退職給付引当金 5,550    5,498     

 役員退職慰労引当金 88    72     

 その他 814    251     

 固定負債合計 25,131    23,605     

 負債合計 69,763    58,201     

 純資産の部  

 株主資本  

 資本金 17,989    17,989     

   資本剰余金 13,879    13,879     

   利益剰余金 15,709    15,951     

   自己株式 △187    △190     

 株主資本合計 47,391    47,630     

 評価・換算差額等  

   その他有価証券評価差額金 470    52     

   繰延ヘッジ損益 0    0     

   為替換算調整勘定 3,049    △541     

   評価・換算差額等合計 3,520    △489     

 少数株主持分 1,788    1,476     

  純資産合計 52,699    48,617     

 負債純資産合計 122,462    106,819     
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(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 109,639    100,961     

 売上原価 87,169    82,704     

 売上総利益 22,470    18,257     

 販売費及び一般管理費 14,738    13,874     

 営業利益 7,732    4,382     

 営業外収益  

 受取利息 226    60     

 受取配当金 84    92     

 受取賃貸料 137    129     

 持分法による投資利益 167    ―     

 受取保険金 75    11     

 その他 170    94     

  営業外収益合計 862    388     

 営業外費用  

 支払利息 1,302    1,042     

 貸与資産減価償却費 41    44     

 たな卸資産処分損 313    ―     

 為替差損 268    1,469     

 持分法による投資損失 ―    54     

 その他 101    89     

  営業外費用合計 2,027    2,699     

 経常利益 6,567    2,070     

 特別利益  

 固定資産売却益 27    2     

 国庫補助金 22    ―     

 事業構造改善益 119    ―     

 仲裁に伴う特別利益 ―    357     

 投資有価証券売却益 9    1     

 特別利益合計 179    361     

 特別損失  

 固定資産処分損 260    184     

 投資有価証券評価損 ―    165     

 減損損失 19    ―     

 特別退職金 ―    51     

 その他 15    12     

 特別損失合計 295    414     

 税金等調整前当期純利益 6,450    2,018     

 法人税、住民税及び事業税 2,031    284     

 法人税等調整額 △1,458    585     

 法人税等合計 573    869     

 少数株主利益 365    225     

 当期純利益 5,511    923     
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(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 17,989    17,989     

 当期変動額  

    当期変動額合計 ―    ―     

 当期末残高 17,989    17,989     

  資本剰余金  

   前期末残高 13,879    13,879     

 当期変動額  

    自己株式の処分 ―    0     

    当期変動額合計 ―    0     

 当期末残高 13,879    13,879     

  利益剰余金  

   前期末残高 10,782    15,709     

 当期変動額  

    剰余金の配当 △584    △681     

    当期純利益 5,511    923     

    当期変動額合計 4,927    241     

 当期末残高 15,709    15,951     

  自己株式  

   前期末残高 △182    △187     

 当期変動額  

    自己株式の取得 △4    △3     

    自己株式の処分 ―    0     

    当期変動額合計 △4    △2     

 当期末残高 △187    △190     

 株主資本合計  

   前期末残高 42,468    47,391     

 当期変動額  

    剰余金の配当 △584    △681     

    当期純利益 5,511    923     

    自己株式の取得 △4    △3     

    自己株式の処分 ―    0     

    当期変動額合計 4,922    238     

 当期末残高 47,391    47,630     
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(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 1,173    470     

   当期変動額  

 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △702    △418     

    当期変動額合計 △702    △418     

   当期末残高 470    52     

 繰延ヘッジ損益  

   前期末残高 12    0     

 当期変動額  

 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △12    0     

 当期変動額合計 △12    0     

   当期末残高 0    0     

 為替換算調整勘定  

   前期末残高 2,252    3,049     

 当期変動額  

 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 796    △3,591     

    当期変動額合計 796    △3,591     

   当期末残高 3,049    △541     

 評価・換算差額等合計  

   前期末残高 3,438    3,520     

 当期変動額  

 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 81    △4,009     

    当期変動額合計 81    △4,009     

   当期末残高 3,520    △489     

 少数株主持分  

  前期末残高 1,869    1,788     

 当期変動額  

 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △81    △311     

 当期変動額合計 △81    △311     

 当期末残高 1,788    1,476     

 純資産合計  

 前期末残高 47,776    52,699     

 当期変動額  

   剰余金の配当 △584    △681     

   当期純利益 5,511    923     

   自己株式の取得 △4    △3     

 自己株式の処分 ―    0     

 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 0    △4,320     

 当期変動額合計 4,923    △4,082     

 当期末残高 52,699    48,617     
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(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 6,450    2,018     

  減価償却費 5,934    6,865     

  のれん償却額 81    154     

  貸倒引当金の増減額（△は減少） 72    38     

  賞与引当金の増減額（△は減少） △4    △30     

  退職給付引当金の増減額（△は減少） △13    △52     

  為替差損益（△は益） △173    1,190     

  受取利息及び受取配当金 △311    △152     

  支払利息 1,302    1,042     

  持分法による投資損益（△は益） △167    54     

  事業構造改善益 △119    ―     

  固定資産処分損益（△は益） 260    184     

 固定資産売却損益（△は益） △27    △1     

  減損損失 19    ―     

  投資有価証券評価損益（△は益） ―    165     

  仲裁に伴う特別利益 ―    △357     

  売上債権の増減額（△は増加） △1,516    2,545     

  たな卸資産の増減額（△は増加） △1,438    165     

  仕入債務の増減額（△は減少） 698    △4,774     

  その他債権債務の増減額 227    500     

  その他 △354    264     

 小計 10,919    9,820     

 利息及び配当金の受取額 415    333     

  利息の支払額 △1,301    △991     

  法人税等の支払額 △2,657    △1,765     

  営業活動によるキャッシュ・フロー 7,376    7,396     

 投資活動によるキャッシュ・フロー  

  投資有価証券の売却による収入 12    9     

  投資有価証券の取得による支出 △305    △4     

  関係会社株式の売却による収入 2,809    ―     

  子会社株式の取得による支出 △497    △482     

  貸付けによる支出 △16    ―     

  貸付金の回収による収入 2,141    31     

  その他投資資産の売却による収入 3    59     

  長期前払費用の取得による支払 △124    △213     

  差入保証金の回収による収入 165    8     

  固定資産の売却による収入 92    22     

  固定資産の取得による支出 △5,960    △3,947     

  その他 △277    △70     

   投資活動によるキャッシュ・フロー △1,955    △4,587     

 財務活動によるキャッシュ・フロー  

 短期借入れによる収入 1,831    4,536     

  短期借入金の返済による支出 △1,670    △7,110     

  長期借入れによる収入 4,500    8,498     

  長期借入金の返済による支出 △9,263    △7,980     

  配当金の支払額 △584    △681     

  少数株主への配当金の支払額 △331    △225     

  自己株式の取得による支出 △4    △3     

  その他 ―    △0     

  財務活動によるキャッシュ・フロー △5,522    △2,966     

 現金及び現金同等物に係る換算差額 9    △549     

 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) △91    △706     

 現金及び現金同等物の期首残高 9,488    9,396     

 現金及び現金同等物の期末残高 9,396    8,689     
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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 

   下記の「(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及び追加情報」を除き、 近の有価

証券報告書（平成20年6月26日提出）における記載から重要な変更がないため、開示を省略しています。 

 

(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及び追加情報 

（会計処理方法の変更） 

①棚卸資産の評価基準及び評価方法の変更 

  当社及び連結子会社は、棚卸資産の評価方法について、従来、主として総平均法による原価法によって

いましたが、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）が適用されたことに伴い、総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性

の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定する方法に変更しています。 

また、従来、収益性の低下に伴う「たな卸資産処分損」は、営業外費用に計上していましたが、販売活

動を行ううえで不可避的に発生したものであるため、同基準の適用を契機として、当連結会計年度より、

売上原価に計上する手続きに変更しています。 

   これにより、従来の方法によった場合に比べて、当連結会計年度の営業利益は378百万円減少し、経常利

益及び税金等調整前当期純利益は、それぞれ304百万円減少しています。 

なお、セグメントに与える影響については、それぞれの該当箇所に記載しています。 

 

②リース取引に関する会計基準の適用 

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

よっていましたが、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会計処理によっています。 

なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、引

き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しています。 

また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却方法については、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います。 

これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益に与える影響はありません。 

 

（表示方法の変更） 

   「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、当連結会年度から「商品及び製品」「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」に区分掲記してい

   ます。 

   なお、前連結会計年度の「たな卸資産」に含まれる「商品及び製品」「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」

は、それぞれ18,165百万円、618百万円、3,260百万円です。 

 

（追加情報） 

   当社及び国内連結子会社は、平成20年度の法人税法の改正を契機として、法定耐用年数及び資産区分の

見直しを行い、当連結会計年度より有形固定資産のうち一部の機械装置については、改正後の法定耐用

年数を採用しています。 

   これにより、従来の法定耐用年数を採用した場合に比べて、当連結会計年度の減価償却費は154百万円増

加し、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益は、それぞれ119百万円減少しています。 

   なお、セグメントに与える影響についてはそれぞれの該当箇所に記載しています。 
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(8) 連結財務諸表に関する注記事項 

（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4月1日 至 平成20年3月31日） 

                                                 （単位：百万円） 

  化学品部門 その他部門 計 消去又は全社 連結  

 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 105,447 4,192 109,639

 

 

―   109,639

 

   (2) ｾｸﾞﾒﾝﾄ間の内部売上高又は振替高 817 2,434 3,252 (3,252)  ―  

 計 106,265 6,626 112,892 (3,252)  109,639  

 営 業 費 用 98,702 6,475 105,177 (3,270)  101,907  

 営 業 利 益 7,562 151 7,714 17   7,732  

 Ⅱ．資産、減価償却費及び資本的支出 

資     産 120,544 3,662 124,207

 

(1,744)  122,462

 

 減 価 償 却 費 5,918 42 5,961 (   27)  5,934  

 資 本 的 支 出 6,637 37 6,675 (   39)  6,635  

（注）1. 事業区分は、内部管理上採用している区分によっています。 

2. 各事業区分の内容は、次のとおりです。 

(1)化学品部門･･････化学工業製品の製造および販売 

(2)その他部門･･････設備工事、保守、環境分析および物流サービス事業等 

3. 減価償却費及び資本的支出には長期前払費用と同費用にかかる償却額が含まれています。 

4. 会計方針の変更 

      「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及び追加情報」に記載のとおり、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います。 

      これにより、従来の方法によった場合に比べて、「化学品部門」の減価償却費は87百万円、「その他部門」

の減価償却費は3百万円増加しています。また営業費用は、「化学品部門」は69百万円、「その他部門」は3

百万円増加し、営業利益は同額減少しています。 

5. 追加情報 

「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及び追加情報」に記載のとおり、法人税法改正に

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います。 

これにより、従来の方法によった場合に比べて、「化学品部門」の減価償却費は544百万円、「その他部門」

の減価償却費は4百万円増加しています。また営業費用は、「化学品部門」は425百万円、「その他部門」は4

百万円増加し、営業利益は同額減少しています。 

 

 

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） 

（単位：百万円） 

  化学品部門 その他部門 計 消去又は全社 連結  

 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 97,183 3,778 100,961

 

 

―   100,961

 

  (2) ｾｸﾞﾒﾝﾄ間の内部売上高又は振替高 883 2,021 2,905 (2,905)  ―  

 計 98,067 5,800 103,867 (2,905)  100,961  

 営 業 費 用 93,742 5,762 99,504 (2,925)  96,579  

 営 業 利 益 4,324 38 4,362 19   4,382  

 Ⅱ．資産、減価償却費及び資本的支出 

資     産 104,908 3,130 108,038

 

(1,219)  106,819

 

 減 価 償 却 費 6,859 43 6,902 (36)  6,865  

 資 本 的 支 出 6,028 54 6,082 (40)  6,042  
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（注）1. 事業区分は、内部管理上採用している区分によっています。 

2. 各事業区分の内容は、次のとおりです。 

(1)化学品部門･･････化学工業製品の製造および販売 

(2)その他部門･･････設備工事、保守、環境分析および物流サービス事業等 

3. 減価償却費及び資本的支出には長期前払費用と同費用にかかる償却額が含まれています。 

4. 会計方針の変更 

「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及び追加情報」に記載のとおり、当社及び連結子

会社は、棚卸資産の評価方法について、従来、主として総平均法による原価法によっていましたが、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）が適

用されたことに伴い、総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げ

の方法）により算定する方法に変更しています。 

また、従来、収益性の低下に伴う「たな卸資産処分損」は、営業外費用に計上していましたが、販売活動を

行ううえで不可避的に発生したものであるため、同基準の適用を契機として、当連結会計年度より、売上原

価に計上する手続きに変更しています。 

      これにより、従来の方法によった場合に比べて、当連結会計年度の「化学品部門」の営業利益は374百万円

減少し、「その他部門」の営業利益は3百万円減少しています。 

5. 追加情報 

「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及び追加情報」に記載のとおり、当社及び国内連

結子会社は、平成20年度の法人税法の改正を契機として、法定耐用年数及び資産区分の見直しを行い、当連

結会計年度より有形固定資産のうち一部の機械装置については、改正後の法定耐用年数を採用しています。

これにより、従来の法定耐用年数を採用した場合に比べて、当連結会計年度の「化学品部門」の減価償却費

は154百万円増加し、営業利益は119百万円減少しています。 

 

 

②所在地別セグメント情報 

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） 

（単位：百万円） 

 

 
 日 本 北 米 欧 州 アジア 計 

消去又は 

全社 
連 結 

 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 73,587 9,814 14,005 12,231 109,639 ―  109,639

 (2) ｾｸﾞﾒﾝﾄ間の内部売上高又は振替高 8,481 556 8 2,911 11,957 (11,957) ―

 
 

計 
 

82,069 10,371 14,013 15,143 121,596 (11,957) 109,639

 
 

営 業 費 用 
 

76,290 9,163 13,054 15,444 113,953 (12,045) 101,907

 
 

営業利益または営業損失（△） 
 

5,778 1,207 959 △301 7,643 88  7,732

 
 

Ⅱ．資       産 
 

101,586 11,969 31,427 ― 144,983 (22,520) 122,462

（注） 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 

(1)国又は地域の区分は、地理的な近接度によっています。 

(2)本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

北 米･･････アメリカ 

欧 州･･････ドイツ、イギリス 

アジア･･････シンガポール 
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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） 

                     （単位：百万円） 

  

 
日 本 北 米 欧 州 計 

消去又は 

全社 
連 結 

 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 77,099 9,840 14,021 100,961 ―   100,961

 (2) ｾｸﾞﾒﾝﾄ間の内部売上高又は振替高 3,911 219 19 4,150 (4,150)  ―

 
 

計 
 

81,011 10,059 14,040 105,111 (4,150)  100,961

 
 

営 業 費 用 
 

78,323 9,139 13,385 100,848 (4,268)  96,579

 
 

営 業 利 益 
 

2,687 920 655 4,263 118   4,382

 
 

Ⅱ．資       産 
 

96,571 9,297 20,202 126,071 (19,251)  106,819

（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 

(1)国又は地域の区分は、地理的な近接度によっています。 

(2)本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

北 米･･････アメリカ 

欧 州･･････ドイツ、イギリス 

      (3)従来、区分掲記していた「アジア」については、同地域に所在を置くNIPPON GOHSEI Singapore Pte Ltd.

を清算したことに伴い、当連結会計年度より該当がなくなっております。 

2. 会計方針の変更 

「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及び追加情報」に記載のとおり、当社及び連結子

会社は、棚卸資産の評価方法について、従来、主として総平均法による原価法によっていましたが、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）が適

用されたことに伴い、総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げ

の方法）により算定する方法に変更しています。 

また、従来、収益性の低下に伴う「たな卸資産処分損」は、営業外費用に計上していましたが、販売活動を

行ううえで不可避的に発生したものであるため、同基準の適用を契機として、当連結会計年度より、売上原

価に計上する手続きに変更しています。 

      これにより、従来の方法によった場合に比べて、当連結会計年度の「日本」の営業利益は378百万円減少し

ています。 

3. 追加情報 

「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及び追加情報」に記載のとおり、当社及び国内連

結子会社は、平成20年度の法人税法の改正を契機として、法定耐用年数及び資産区分の見直しを行い、当連

結会計年度より有形固定資産のうち一部の機械装置については、改正後の法定耐用年数を採用しています。

これにより、従来の法定耐用年数を採用した場合に比べて、当連結会計年度の「日本」の減価償却費は154

百万円増加し、営業利益は119百万円減少しています。 
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③海外売上高 

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） 

（単位：百万円） 

  

 
北 米 アジア 欧 州 その他 計 

 

 
 

Ⅰ．海外売上高 
 

   12,156    24,988    16,917       603    54,665  

 
 

Ⅱ．連結売上高 
 

      109,639  

 
 

Ⅲ．連結売上高に占める 

  海外売上高の割合 
 

    11.1%     22.8%     15.4%      0.6%     49.9% 
 

（注） 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 

(1)国又は地域の区分は、地理的な近接度によっています。 

(2)本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

北 米･･････アメリカ、カナダ 

アジア･･････東南アジア 

欧 州･･････ドイツ、イギリス 

 

 

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） 

                  （単位：百万円） 

  

 
北 米 アジア 欧 州 その他 計 

 

 
 

Ⅰ．海外売上高 
 

   11,600    17,938    15,991       724    46,255  

 
 

Ⅱ．連結売上高 
 

    100,961  

 
 

Ⅲ．連結売上高に占める 

  海外売上高の割合 
 

    11.5%     17.8%     15.8%      0.7%     45.8% 
 

（注） 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 

(1)国又は地域の区分は、地理的な近接度によっています。 

(2)本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

北 米･･････アメリカ、カナダ 

アジア･･････東南アジア 

欧 州･･････ドイツ、イギリス 

 

 

（１株当たり情報） 

項目 

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） 

1株当たり純資産額 522円56銭   483円90銭   

1株当たり当期純利益 56円57銭   9円48銭   

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

2. 1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりです。 

項目 

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） 

当期純利益（百万円） 5,511   923   

普通株主に帰属しない金額（百万円） ―   ―   

普通株式に係る当期純利益（百万円） 5,511   923   

普通株式の期中平均株式数（千株） 97,430   97,423   
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（重要な後発事象） 

該当事項はありません。 

 

 

（開示の省略） 

   以下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、 

開示を省略しています。 

 

・連結貸借対照表に関する注記 

・連結損益計算書に関する注記 

・連結株主資本等変動計算書に関する注記 

・リース取引に関する注記 

・関連当事者情報に関する注記 

・税効果会計に関する注記 

・有価証券に関する注記 

・デリバティブ取引に関する注記 

・退職給付に関する注記 
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５．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 4,123    6,645      

 受取手形 367    291      

 売掛金 13,167    10,130      

 商品及び製品 9,534    9,963      

 仕掛品 372    208      

 原材料及び貯蔵品 2,291    2,153      

 前払費用 189    193      

 繰延税金資産 786    854      

 関係会社短期貸付金 1,070    1,350      

 立替金 1,541    ―      

 未収入金 1,108    1,443      

 その他 248    248      

 貸倒引当金 △11    ―      

 流動資産合計 34,788    33,481      

 固定資産   

 有形固定資産   

 建物（純額） 6,306    6,018      

 構築物（純額） 2,244    2,189      

 機械及び装置（純額） 9,175    6,896      

 車両運搬具（純額） 28    22      

 工具、器具及び備品（純額） 734    783      

 土地 3,361    3,378      

 リース資産（純額） ―    2      

 建設仮勘定 500    3,685      

 有形固定資産合計 22,351    22,977      

 無形固定資産   

 特許権 393    309      

 ソフトウェア 89    56      

 施設利用権 16    16      

 その他 42    42      

 無形固定資産合計 541    424      

 投資その他の資産   

 投資有価証券 3,240    2,625      

 関係会社株式 17,287    17,120      

 出資金 1    1      

 関係会社出資金 21    21      

 従業員に対する長期貸付金 1    0      

 関係会社長期貸付金 6,527    4,094      

 長期前払費用 231    149      

 繰延税金資産 3,312    3,262      

 差入保証金 254    253      

 その他 188    177      

 貸倒引当金 △32    △36      

 投資その他の資産合計 31,033    27,671      

 固定資産合計 53,926    51,073      

 資産合計 88,714    84,554      
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                                         (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） 

 

 負債の部   

 流動負債   

 支払手形 335    187      

 買掛金 9,818    5,113      

 短期借入金 354    2,175      

 １年以内返済予定の長期借入金 5,318    6,767      

 リース債務 ―    0      

 未払金 1,303    1,500      

 未払費用 1,004    1,087      

 未払法人税等 815    ―      

 預り金 867    808      

 賞与引当金 897    845      

 役員賞与引当金 50    20      

 修繕引当金 337    633      

 設備関係支払手形 175    14      

 その他 347    364      

 流動負債合計 21,624    19,518      

 固定負債   

 長期借入金 15,404    14,036      

 リース債務 ―    2      

 退職給付引当金 4,597    4,635      

 長期未払金 44    2      

 固定負債合計 20,045    18,676      

 負債合計 41,670    38,194      

 純資産の部   

 株主資本   

 資本金 17,989    17,989      

 資本剰余金   

 資本準備金 13,878    13,878      

 その他資本剰余金 0    0      

 資本剰余金合計 13,879    13,879      

 利益剰余金   

 利益準備金 1,072    1,072      

 その他利益剰余金   

 固定資産圧縮積立金 291    278      

 別途積立金 7,980    11,480      

 繰越利益剰余金 5,579    1,785      

 利益剰余金合計 14,922    14,615      

 自己株式 △187    △190      

 株主資本合計 46,604    46,294      

 評価・換算差額等   

 その他有価証券評価差額金 440    64      

 評価・換算差額等合計 440    64      

 純資産合計 47,044    46,359      

 負債純資産合計 88,714    84,554      
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(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 58,611    56,473      

 売上原価 43,783    44,852      

 売上総利益 14,828    11,620      

 販売費及び一般管理費 9,836    9,486      

 営業利益 4,991    2,133      

 営業外収益   

 受取利息 380    292      

 受取配当金 342    225      

 受取賃貸料 171    169      

 受取保険金 71    5      

 その他 43    42      

 営業外収益合計 1,010    736      

 営業外費用   

 支払利息 360    365      

 貸与資産減価償却費 37    48      

 たな卸資産処分損 314    ―      

 為替差損 328    1,447      

 その他 54    55      

 営業外費用合計 1,095    1,915      

 経常利益 4,906    954      

 特別利益   

 投資有価証券売却益 9    ―      

 固定資産売却益 16    0      

 国庫補助金 22    ―      

 事業構造改善益 99    ―      

 貸倒引当金戻入額 ―    11      

 特別利益合計 148    11      

 特別損失   

 減損損失 14    ―      

 固定資産処分損 242    129      

 投資有価証券評価損 ―    150      

 その他 0    5      

 特別損失合計 257    284      

 税引前当期純利益 4,796    681      

 法人税、住民税及び事業税 1,700    68      

 法人税等調整額 △1,784    237      

 当期純利益 4,880    375      
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(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 17,989    17,989     

 当期変動額  

    当期変動額合計 ―    ―     

 当期末残高 17,989    17,989     

  資本剰余金  

   資本準備金  

    前期末残高 13,878    13,878     

 当期変動額  

     当期変動額合計 ―    ―     

 当期末残高 13,878    13,878     

   その他資本剰余金  

    前期末残高 0    0     

 当期変動額  

     自己株式の処分 ―    0     

     当期変動額合計 ―    0     

 当期末残高 0    0     

   資本剰余金合計  

    前期末残高 13,879    13,879     

 当期変動額  

     自己株式の処分 ―    0     

     当期変動額合計 ―    0     

 当期末残高 13,879    13,879     

  利益剰余金  

   利益準備金  

    前期末残高 1,072    1,072     

 当期変動額  

     当期変動額合計 ―    ―     

 当期末残高 1,072    1,072     

   その他利益剰余金  

    固定資産圧縮積立金  

     前期末残高 324    291     

 当期変動額  

      固定資産圧縮積立金の取崩 △33    △12     

      当期変動額合計 △33    △12     

 当期末残高 291    278     

    別途積立金  

     前期末残高 5,980    7,980     

 当期変動額  

      別途積立金の積立 2,000    3,500     

      当期変動額合計 2,000    3,500     

 当期末残高 7,980    11,480     
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(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） 
 

    繰越利益剰余金  

     前期末残高 3,250    5,579     

 当期変動額  

      剰余金の配当 △584    △681     

      固定資産圧縮積立金の取崩 33    12     

      当期純利益 4,880    375     

      別途積立金の積立 △2,000    △3,500     

      当期変動額合計 2,329    △3,794     

 当期末残高 5,579    1,785     

   利益剰余金合計  

    前期末残高 10,626    14,922     

 当期変動額  

     剰余金の配当 △584    △681     

     固定資産圧縮積立金の取崩 ―    ―     

     当期純利益 4,880    375     

     別途積立金の積立 ―    ―     

     当期変動額合計 4,296    △306     

 当期末残高 14,922    14,615     

  自己株式  

   前期末残高 △182    △187     

 当期変動額  

    自己株式の取得 △4    △3     

    自己株式の処分 ―    0     

    当期変動額合計 △4    △2     

 当期末残高 △187    △190     

  株主資本合計  

   前期末残高 42,312    46,604     

 当期変動額  

    剰余金の配当 △584    △681     

    当期純利益 4,880    375     

    自己株式の取得 △4    △3     

    自己株式の処分 ―    0     

    当期変動額合計 4,291    △309     

 当期末残高 46,604    46,294     
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(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 1,082    440     

   当期変動額  

 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △642    △375     

    当期変動額合計 △642    △375     

  当期末残高 440    64     

 評価・換算差額等合計  

   前期末残高 1,082    440     

 当期変動額  

 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △642    △375     

    当期変動額合計 △642    △375     

   当期末残高 440    64     

 純資産合計  

  前期末残高 43,394    47,044     

 当期変動額  

   剰余金の配当 △584    △681     

   当期純利益 4,880    375     

   自己株式の取得 △4    △2     

   自己株式の処分 ―    0     

 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △642    △375     

   当期変動額合計 3,649    △684     

 当期末残高 47,044    46,359     

 

 

(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) 個別財務諸表に関する注記事項 

（重要な後発事象） 

［連結子会社との合併］ 

  当社は、平成20年10月24日開催の取締役会において、平成21年4月1日を期日として、当社の連結子会社であるニチゴー・

モビニール株式会社を吸収合併することを決議し、同日付で合併契約書を締結いたしました。 

１ 結合当事企業の名称及びその事業の内容、企業結合の法的形式、結合後企業の名称、取引の目的を含む取引の概要並び

に子会社株式消滅益の金額 

  (1) 結合当事企業の名称 

     ニチゴー・モビニール株式会社 

  (2) 事業の内容 

     化学工業製品の製造、販売 

  (3) 企業結合の法的形式 

     当社を存続会社とする吸収合併 

     （簡易合併並びに略式合併） 

  (4) 結合後企業の名称 

     日本合成化学工業株式会社 

  (5) 取引の目的を含む取引の概要 

     粘・接着樹脂事業分野における一層のスペシャリティ化を推進するため、当社の連結子会社であるニチゴー・ 

モビニール株式会社を平成21年4月1日付で吸収合併することにより、経営資源の効率化を図り、新中期経営計画 

「08戦略」の早期達成を目指すものです。 
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  (6) 子会社株式消滅益の金額 

     298百万円 

２ 実施した会計処理の概要 

   合併は、「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議会 平成15年10月31日）及び「企業結合会計基準及び事業分離

等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 終改正 平成19年11月15日）に基づき、共通支配下

の取引として会計処理を行います。 
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