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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 150,320 △5.5 3,623 △63.8 4,235 △58.7 2,382 △63.7
20年3月期 159,045 5.9 10,005 △13.7 10,249 △14.7 6,559 △9.2

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年3月期 12.22 12.22 2.7 2.5 2.4
20年3月期 32.81 32.80 6.9 5.5 6.3

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  △3百万円 20年3月期  129百万円

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 162,550 86,056 50.6 429.21
20年3月期 178,772 95,519 51.3 461.55

（参考） 自己資本   21年3月期  82,276百万円 20年3月期  91,741百万円

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 △386 △4,463 710 5,089
20年3月期 11,793 △7,253 △2,993 9,954

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 ― 5.00 ― 6.00 11.00 2,186 33.5 2.3
21年3月期 ― 5.00 ― 6.00 11.00 2,128 90.0 2.5
22年3月期 

（予想）
― 4.00 ― 5.00 9.00 75.0

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

65,000 △19.6 200 △95.0 400 △91.0 200 △94.0 1.04

通期 140,000 △6.9 3,700 2.1 4,000 △5.6 2,300 △3.4 12.00



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 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期 196,682,752株 20年3月期 201,682,752株
② 期末自己株式数 21年3月期  4,988,857株 20年3月期  2,917,256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 101,518 △4.8 1,509 △73.2 3,895 △46.2 3,179 △34.2
20年3月期 106,690 6.3 5,623 △25.6 7,240 △23.4 4,828 △30.0

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 16.31 16.31
20年3月期 24.15 24.14

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

21年3月期 137,241 71,232 51.9 371.60
20年3月期 148,107 78,043 52.7 392.64

（参考） 自己資本 21年3月期  71,232百万円 20年3月期  78,043百万円

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
※ 業績予想につきましては、発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、 
  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。 
  上記業績予想に関連する事項につきましては、連結添付資料の５ページをご参照ください。 



１．経営成績

（１）経営成績に関する分析

１）当期の概況

売上高（百万円） 営業利益（百万円） 経常利益（百万円） 当期純利益（百万円）

平成21年３月期 150,320 3,623 4,235 2,382

平成20年３月期 159,045 10,005 10,249 6,559

増減率（％） △5.5 △63.8 △58.7 △63.7

　当期のわが国経済は、これまで高騰を続けてきた原燃料や穀物等の一次産品価格が期半ばにおいて一転して反落

するなど、市況が大きく混乱したことに加え、期後半には、欧米のバブル崩壊によって、世界同時不況が進行し、

極めて深刻な状況に陥りました。

　当社グループを取り巻く事業環境も、原燃料価格急低下への対応等に加え、期後半は、急激な需要の減少、急速

な円高の進行など、極めて厳しい状況となりました。当期の売上高、経常利益および当期純利益は、いずれも前期

を大幅に下回る結果となりました。

　このような事業環境下ではありましたが、当社グループは、成長の期待に応え、かつ、存在感ある企業グループ

を目指して「2010中期経営計画」の基本方針に則り、収益力改善のための各種施策に取り組んでまいりました。

　基幹事業については、当期前半では、前期までの流れを受けた原燃料価格の高騰に対する製品価格の是正に注力

する一方、家電・自動車関連用高機能潤滑油、トナー用ワックス、化粧品基剤およびその配合品、製パン用機能性

油脂、医療栄養食などについて高付加価値製品を開発し、積極的に市場開拓を行いました。また、新たな事業環境

に見合ったコスト構造の実現に向け、あらゆる費用の見直しを行うなど収益基盤の維持強化を図ってまいりました。

　新規事業・開発事業については、市場開拓・研究開発体制の強化を行うとともに、生産設備の増強を実施してま

いりました。特に、ＤＤＳ（ドラッグ・デリバリー・システム：薬物送達システム）医薬用製剤原料は、需要増加

に対応するため、川崎事業所ＤＤＳ工場の生産体制を整備するとともに、欧米に専任営業要員を増員し、顧客に密

着した営業体制、技術サービス体制を整えました。ライフサイエンス事業は、生体適合素材であるＭＰＣ（２－メ

タクリロイルオキシエチルホスホリルコリン）関連製品を、主力のアイケア分野、化粧品分野のみならず医薬・衛

生分野へも積極的に展開し、新市場の開拓を図っております。機能フィルム事業は、プラズマディスプレイパネル

分野における反射防止フィルムのトップシェアを維持するとともに、タッチパネルなどのインターフェースディス

プレイ分野における市場開拓を進めております。電材事業は、液晶表示用カラーフィルター関連材料の分野でシェ

アを着実に伸ばしつつあり、また、熱可塑性グラフトポリマーを用いたＵＨＦ帯ＲＦＩＤタグ（無線ＩＣタグ）は、

実用化に向けた開発がほぼ終了し、鋭意市場を開拓中であります。

　以上のような経営努力を積み重ねてまいりましたが、当期の売上高は、１５０,３２０百万円と前期に比べ５.５％

の減収となり、経常利益は、４,２３５百万円と前期に比べ５８.７％の減益、当期純利益は、２,３８２百万円と前

期に比べ６３.７％の減益となりました。
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２）当期のセグメント別の概況

（事業別業績）

油脂製品 化成製品 火薬・加工品 その他

売上高
（百万円）

営業利益
（百万円）

売上高
（百万円）

営業利益
（百万円）

売上高
（百万円）

営業利益
（百万円）

売上高
（百万円）

営業利益
（百万円）

平成21年３月期 63,767 △1,138 52,419 3,155 33,056 1,644 1,076 △48

平成20年３月期 62,926 315 62,406 7,948 32,573 1,591 1,138 98

増減 840 △1,454 △9,986 △4,792 483 53 △61 △147

①　油脂製品事業

  油脂製品事業の売上高は、６３,７６７百万円と前期に比べ１.３％の増収となりましたが、当期前半での天然

油脂原料価格や燃料価格の高騰および期半ばでの反転、後半における大幅で、かつ、急激な需要の減少等により、

営業損失は、１,１３８百万円となりました。

　脂肪酸は、製品価格の是正に努め、第２四半期までの出荷は好調に推移しましたが、第３四半期以降、合成樹

脂業界をはじめとする主要顧客業界の大幅な需要減により、通期での売上高はわずかに減少しました。

　脂肪酸誘導体は、製品価格の是正に努め、第２四半期までは家電・自動車関連用高機能潤滑油やトナー用ワッ

クスの出荷が好調に推移しましたが、第３四半期以降の関連各業界の需要減と円高の影響により、通期での売上

高は減少しました。

　界面活性剤は、化粧品基剤およびその配合品の出荷が堅調に推移しましたが、第３四半期以降の急激な工業用

製品の出荷減により、通期での売上高はわずかに減少しました。

　食用加工油脂は、拡販と製品価格の是正に努め、主力製品である製菓・製パン用ショートニングなどの出荷が

好調に推移したことから、売上高は増加しました。また、機能食品関連製品については、医療栄養食の新製品の

出荷が好調に推移したことにより、売上高は増加しました。

②　化成製品事業

　化成製品事業の売上高は、５２,４１９百万円と前期に比べ１６.０％の減収となり、当期前半の石化原燃料価

格の高騰や期半ばでの反転、第３四半期以降の主要顧客業界の大幅な需要減により、営業利益は、３,１５５百万

円と前期と比べ６０.３％の減益となりました。

　有機過酸化物、エチレンオキサイド・プロピレンオキサイド誘導体は、製品価格の是正に努め、第２四半期ま

での出荷は比較的堅調に推移しましたが、第３四半期以降の急激な国内外の需要減と円高の影響により、通期で

は売上高は減少しました。

　生体適合素材であるＭＰＣ関連製品は、第２四半期まではアイケア分野、化粧品分野、医薬・衛生分野とも出

荷が順調に推移しましたが、第３四半期以降は、医薬・衛生分野の出荷は好調に推移したものの、海外のアイケ

ア・化粧品分野の需要減と円高の影響を受け、通期では売上高は減少しました。

　ＤＤＳ医薬用製剤原料は、欧米における販売力を強化した効果もあり、第２四半期までは出荷が好調に推移し

ましたが、第３四半期以降は、金融危機の影響を受けた欧米創薬メーカーの研究開発投資が調整局面となったこ

とや円高の影響により、通期では売上高は減少しました。

　プラズマディスプレイパネルなどに用いられる機能性フィルムは、薄型大画面テレビ用途での世界的な需要減

や製品価格下落の影響を受け、売上高は減少しました。

　電子材料は、液晶表示用カラーフィルター関連材料を中心に市場開拓を進めた結果、売上高は増加しました。

　特殊防錆処理剤・防錆加工については、第３四半期以降、主要マーケットである自動車および関連部品業界の

世界的な需要急減と円高の影響により、売上高は減少しました。

③　火薬・加工品事業

　火薬・加工品事業の売上高は、３３,０５６百万円と前期に比べ１.５％の増収、営業利益は、１,６４４百万円

と前期に比べ３.３％の増益となりました。

　産業用爆薬類は、製品価格の是正に努めたことと、トンネルを主体とした新規土木工事の着工増により売上高

は増加しました。

　ロケット関連製品は、第３四半期以降出荷が順調に推移したため、売上高は増加しました。

　防衛関連製品は、防衛予算縮減の影響を受け売上高はわずかに減少しました。

　自動車用安全部品は、第２四半期までの出荷は好調に推移しましたが、第３四半期以降の世界的な自動車業界

の需要急減の影響を受け、通期では売上高は減少しました。
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④　その他の事業

　その他の事業は、運送事業および不動産事業から構成されております。その売上高は、出荷量の大幅な落ち込

みなどにより、１,０７６百万円と前期に比べ５.４％の減収となり、営業損失は、４８百万円となりました。

３）次期の見通し

売上高（百万円） 営業利益（百万円） 経常利益（百万円） 当期純利益（百万円）

平成22年３月期 140,000 3,700 4,000 2,300

平成21年３月期 150,320 3,623 4,235 2,382

増減率（％） △6.9 2.1 △5.6 △3.4

  欧米のバブル崩壊と世界的な景気後退の影響による国内外需要の減少、また、原燃料価格の変動など、当社グルー

プを取り巻く事業環境は、今後も厳しい状況が続くものと推定されます。

　当社グループは、存在感のある企業グループの実現を目指し、「2010中期経営計画」を指針として、①「基幹事

業の収益力強化」、②「新規・開発事業の成長促進」、③「次世代新事業の創出」、④「海外市場の拡大」を基本

戦略として、引き続き体質強化を進めてまいります。

　これらにより、次期の業績として、売上高は１,４００億円、営業利益３７億円、経常利益４０億円、当期純利益

２３億円を予想しております。

 

（２）財政状態に関する分析

 　１）資産、負債、純資産およびキャッシュ・フローの状況に関する分析

　　 総資産は、前期末に比べ１６２億円減少し、１,６２５億円となりました。主な増加は、たな卸資産の増加１８億

円であり、主な減少は、現金及び預金の４８億円や投資有価証券の減少９９億円であります。

     負債は、前期末に比べ６７億円減少し、７６４億円となりました。主な増加は、有利子負債の増加５５億円であり、

主な減少は、支払手形及び買掛金の７０億円や繰延税金負債の減少４３億円であります。

　　 純資産(少数株主持分を含む)は前期末に比べ９４億円減少し、８６０億円となりました。主な増加は、当期純利益

が２３億円であり、主な減少は、配当の支払の２１億円や自己株式の取得２８億円、その他有価証券評価差額金の減

少５１億円や為替換算調整勘定の減少１４億円であります。

前期 当期 増減

営業活動によるキャッシュ・フロー（百万円） 11,793 △386 △12,179

投資活動によるキャッシュ・フロー（百万円） △7,253 △4,463 2,790

財務活動によるキャッシュ・フロー（百万円） △2,993 710 3,704

換算差額（百万円） 89 △724 △814

新規連結に伴う増加額 598 － △598

増減（百万円） 1,635 △4,864 △6,500

現金及び現金同等物期末残高（百万円） 9,954 5,089 △4,864

　営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益が５８億円減少しました。運転資金の増加８１億

円、減価償却費の増加５億円等により、前期に比べ１２１億円の減少となりました。

　投資活動によるキャッシュ・フローは、設備投資による支出の減少３７億円、投資有価証券売却による収入の減少

２３億円等があり、前期に比べ２７億円の支出減となりました。

　財務活動によるキャッシュ・フローは、前期に比べ借入金の増加４７億円、自己株式の取得による支出が１２億円

増加したことなどの結果、前期に比べ３７億円の支出減となりました。

　以上の結果、現金及び現金同等物の当期末残高は、前期末に比べ４８億円減少し、５０億円となりました。

２）キャッシュ・フロー関連指標の推移

当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは以下のとおりです。
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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（％） 51.1 50.4 51.3 50.6

時価ベースの自己資本比率（％） 78.0 62.4 45.6 39.3

債務償還年数（年） 1.8 4.2 2.5 －

インタレスト・カバレッジ・レシオ

（倍）
35.9 15.5 25.9 －

　（注）　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．キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・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

計上されている社債、転換社債及び借入金の合計額を対象としております。また、利払いは、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。

４．平成21年３月期の債務償還年数とインタレスト・カバレッジ・レシオは、営業キャッシュ・フローがマ

イナスのため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、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要課題と認識し、配当額の維持向上と機動的な自己株式取得・消

却に努めてまいります。内部留保につきましては、将来の株主利益確保のため、設備投資、研究開発投資および財務

体質の充実などにあてております。今後とも、収益基盤を強化し、株主資本利益率（ＲＯＥ）の向上を図ってまいり

ます。

　当期の期末配当金は、１株当たり６円（中間配当金を含め年間１１円）とさせていただく予定であります。

　また、次期の配当金は、基本方針は維持しつつ１株当たり年間９円 （中間配当金４円、期末配当金５円）とさせて

いただく予定であります。

２．企業集団の状況

　最近の有価証券報告書（平成20年６月27日提出）における事業系統図（事業の内容）」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。
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３．経営方針

（１）会社の経営の基本方針

　当社グループは、「バイオから宇宙まで幅広い分野で、新しい価値を創造し、人と社会に貢献する」ことを経営理

念としております。具体的には、「環境との調和」および「製品と事業活動における安全」を前提として「総合力を

発揮し、未来を拓く先端技術と優れた商品を開発」し、「カスタマーニーズに応えた最高の品質とサービスのグロー

バルな提供」により「適切な利益水準を維持」し、株主、社員、取引先、地域社会などのステークホルダーに「公正

に還元」してまいります。

  また、社員に挑戦と成長を求め、「意欲ある挑戦を支援する」こと等により、事業の継続的な発展を目指しており

ます。

（２）目標とする経営指標

　経営の主たる指標については、株主重視の視点、個別事業における業績管理など経営効率の評価基準として、株主

資本利益率（ＲＯＥ）、総資産利益率（ＲＯＡ）および売上高経常利益率を活用しております。

（３）中長期的な会社の経営戦略

　当社グループは、新たな事業環境に対応したコスト構造の実現に向け、生産性の向上とコストダウンの徹底を図る

とともに、引き続き、当社が目指す方向であるライフサイエンス、電子・情報、環境・エネルギー等の分野へ、積極

的に経営資源を投入し、持続的成長のための事業基盤の確立を進めてまいります。また、当社グループの事業体制に

つきましては、油化・化成・化薬・食品を基幹事業、ライフサイエンス・ＤＤＳ・機能フィルムを新規事業、電材を

新規開発事業と位置づけ、成長を確固たるものとするため、さらに多面的な事業展開を進めてまいります。

（４）会社の対処すべき課題

  欧米のバブル崩壊と世界的な景気後退の影響による国内外需要の減少、また、原燃料価格の変動など、当社グルー

プを取り巻く事業環境は、今後も厳しい状況が続くものと推定されます。

このような中、当社グループは、存在感のある企業グループの実現を目指し、「2010中期経営計画」を指針として、

　①「基幹事業の収益力強化」、②「新規・開発事業の成長促進」、③「次世代新事業の創出」、④「海外市場の拡

大」を基本戦略として、引き続き体質強化を進めてまいります。

　「基幹事業」につきましては、生産性の向上を含め、新たな事業環境に見合ったコスト構造の実現に向け、コスト

ダウンの徹底を図るとともに、固有技術に基づく高付加価値製品を開発し、積極的に新市場の開拓を進めることで、

収益力を強化してまいります。

　「新規・開発事業」につきましては、固有技術の深みと幅を拡げることにより市場に評価される新製品を逐次提供

し、市場開拓のスピードを加速させます。

　「次世代新事業」につきましては、当社が目指すべき方向であるライフサイエンス分野、電子・情報分野、環境・

エネルギー分野へ積極的に経営資源を投入し、当社グループの固有技術の最適な組み合わせを実現することにより、

開発の効率を高めます。

　「海外」につきましては、グローバルに通用する当社独自の特長ある製品作りを強化し、今後成長の期待が大きい

海外諸国での市場を獲得してまいります。

　また、当社グループは、法規を遵守し財務報告の信頼性を確保するため、2007年５月に内部統制室を設置しコンプ

ライアンス体制を強化しておりますが、引き続き社会規範と企業倫理に則った透明性の高い経営を行うとともに、一

層の体制整備を図ってまいります。

　以上のような諸施策をはじめとして、今後更なる事業革新を進め、国際競争力のある強靭な企業体質を築いてまい

る所存でございます。
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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 10,029 5,184

受取手形及び売掛金 28,999 28,341

たな卸資産 29,267 －

商品及び製品 － 20,325

仕掛品 － 3,066

原材料及び貯蔵品 － 7,698

繰延税金資産 1,766 1,730

その他 2,070 2,680

貸倒引当金 △107 △99

流動資産合計 72,025 68,928

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 56,154 56,073

減価償却累計額 △31,968 △33,138

建物及び構築物（純額） 24,185 22,934

機械装置及び運搬具 86,966 87,708

減価償却累計額 △71,182 △73,203

機械装置及び運搬具（純額） 15,783 14,505

土地 19,386 19,256

リース資産 － 124

減価償却累計額 － △12

リース資産（純額） － 111

建設仮勘定 1,338 2,013

その他 13,260 14,287

減価償却累計額 △11,076 △11,952

その他（純額） 2,183 2,334

有形固定資産合計 62,878 61,156

無形固定資産   

その他 3,018 2,139

無形固定資産合計 3,018 2,139

投資その他の資産   

投資有価証券 31,164 21,239

長期貸付金 38 198

前払年金費用 6,675 6,857

繰延税金資産 1,399 427

その他 1,633 1,725

貸倒引当金 △60 △123

投資その他の資産合計 40,850 30,325

固定資産合計 106,747 93,621

資産合計 178,772 162,550



（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 24,815 17,773

短期借入金 13,772 19,820

1年内返済予定の長期借入金 976 5,445

リース債務 － 9

未払法人税等 1,471 501

未払費用 3,007 2,133

預り金 3,317 3,427

賞与引当金 2,581 2,228

その他 3,381 4,109

流動負債合計 53,324 55,450

固定負債   

長期借入金 14,282 9,360

リース債務 － 109

繰延税金負債 11,175 6,917

退職給付引当金 3,610 3,729

執行役員退職慰労引当金 82 90

役員退職慰労引当金 235 278

その他 543 556

固定負債合計 29,929 21,042

負債合計 83,253 76,493

純資産の部   

株主資本   

資本金 17,742 17,742

資本剰余金 15,113 15,113

利益剰余金 52,189 49,809

自己株式 △1,600 △2,127

株主資本合計 83,444 80,537

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 8,257 3,124

為替換算調整勘定 39 △1,385

評価・換算差額等合計 8,296 1,739

少数株主持分 3,778 3,780

純資産合計 95,519 86,056

負債純資産合計 178,772 162,550



（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 159,045 150,320

売上原価 120,845 117,878

売上総利益 38,199 32,441

販売費及び一般管理費 28,193 28,818

営業利益 10,005 3,623

営業外収益   

受取利息 155 63

受取配当金 692 672

持分法による投資利益 129 －

不動産賃貸料 208 276

その他 533 637

営業外収益合計 1,719 1,650

営業外費用   

支払利息 452 443

たな卸資産廃棄損 106 －

為替差損 262 110

操業前費用 185 －

持分法による投資損失 － 3

その他 469 480

営業外費用合計 1,476 1,038

経常利益 10,249 4,235

特別利益   

固定資産売却益 56 1,212

投資有価証券売却益 1,268 6

その他 45 6

特別利益合計 1,370 1,226

特別損失   

固定資産除却損 126 78

投資有価証券評価損 1,233 1,116

投資有価証券売却損 2 153

７０周年記念事業費 173 －

その他 149 59

特別損失合計 1,686 1,408

税金等調整前当期純利益 9,933 4,053

法人税、住民税及び事業税 3,745 1,207

法人税等調整額 △633 281

法人税等合計 3,111 1,489

少数株主利益 262 182

当期純利益 6,559 2,382



（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 17,742 17,742

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 17,742 17,742

資本剰余金   

前期末残高 15,113 15,113

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 15,113 15,113

利益剰余金   

前期末残高 49,203 52,189

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － △186

当期変動額   

剰余金の配当 △2,406 △2,171

役員賞与 △4 －

当期純利益 6,559 2,382

自己株式の売却 △20 △9

自己株式の消却 △1,101 △2,305

連結範囲の変動 △40 －

持分法の適用範囲の変動 － △89

当期変動額合計 2,986 △2,380

当期末残高 52,189 49,809

自己株式   

前期末残高 △1,176 △1,600

当期変動額   

自己株式の取得 △1,583 △2,859

自己株式の売却 58 27

自己株式の消却 1,101 2,305

当期変動額合計 △423 △526

当期末残高 △1,600 △2,127

株主資本合計   

前期末残高 80,882 83,444

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － △186

当期変動額   

剰余金の配当 △2,406 △2,171

役員賞与 △4 －

当期純利益 6,559 2,382

自己株式の取得 △1,583 △2,859

自己株式の売却 37 17

自己株式の消却 － －

連結範囲の変動 △40 －

持分法の適用範囲の変動 － △89

当期変動額合計 2,562 △2,906

当期末残高 83,444 80,537



（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 17,452 8,257

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △9,195 △5,133

当期変動額合計 △9,195 △5,133

当期末残高 8,257 3,124

為替換算調整勘定   

前期末残高 △221 39

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 260 △1,424

当期変動額合計 260 △1,424

当期末残高 39 △1,385

評価・換算差額等合計   

前期末残高 17,231 8,296

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △8,934 △6,557

当期変動額合計 △8,934 △6,557

当期末残高 8,296 1,739

少数株主持分   

前期末残高 3,890 3,778

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △111 1

当期変動額合計 △111 1

当期末残高 3,778 3,780

純資産合計   

前期末残高 102,004 95,519

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － △186

当期変動額   

剰余金の配当 △2,406 △2,171

役員賞与 △4 －

当期純利益 6,559 2,382

自己株式の取得 △1,583 △2,859

自己株式の売却 37 17

自己株式の消却 － －

連結範囲の変動 △40 －

持分法の適用範囲の変動 － △89

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △9,046 △6,556

当期変動額合計 △6,484 △9,462

当期末残高 95,519 86,056



（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 9,933 4,053

減価償却費 6,994 7,560

退職給付引当金の増減額（△は減少） △797 6

受取利息及び受取配当金 △848 △736

支払利息 452 443

持分法による投資損益（△は益） △129 3

固定資産売却損益（△は益） △56 △1,212

投資有価証券評価損益（△は益） 1,233 1,116

投資有価証券売却損益（△は益） － 147

投資有価証券売却損 2 －

投資有価証券売却益 △1,268 －

７０周年記念事業費 173 28

売上債権の増減額（△は増加） 4,497 95

たな卸資産の増減額（△は増加） △4,684 △2,336

仕入債務の増減額（△は減少） △471 △6,589

その他 1,225 △20

小計 16,258 2,559

利息及び配当金の受取額 883 766

利息の支払額 △456 △444

７０周年記念事業による支出 △168 △41

法人税等の支払額 △4,724 △3,225

営業活動によるキャッシュ・フロー 11,793 △386

投資活動によるキャッシュ・フロー   

投資有価証券の取得による支出 △1,649 △687

投資有価証券の売却による収入 2,747 415

有形及び無形固定資産の取得による支出 △8,806 △5,077

有形及び無形固定資産の売却による収入 667 1,105

連結子会社株式の取得による支出 △272 －

短期貸付金の純増減額（△は増加） 10 54

長期貸付けによる支出 △3 △201

長期貸付金の回収による収入 19 23

その他 33 △96

投資活動によるキャッシュ・フロー △7,253 △4,463

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） 4,149 6,249

長期借入れによる収入 2,700 550

長期借入金の返済による支出 △5,813 △976

自己株式の売却による収入 － 17

自己株式の取得による支出 － △2,870

自己株式の売却による収入及び取得による支出 △1,545 －

ファイナンス・リース債務の返済による支出 － △12

配当金の支払額 △2,399 △2,163

少数株主への配当金の支払額 △84 △83

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,993 710

現金及び現金同等物に係る換算差額 89 △724

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,635 △4,864

現金及び現金同等物の期首残高 7,719 9,954

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 598 －

現金及び現金同等物の期末残高 9,954 5,089



(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

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．連結の範囲に関する状況事項

(1)連結子会社の数及び連結子会社名

連結子会社　24社

　主要な連結子会社名は、「第１　企業の概況　４

関係会社の状況」に記載しているため、記載を省略

しております。

　従来、非連結子会社でありました常熟日油化工有

限公司は、重要性が増加したため、当連結会計年度

より連結子会社に含めました。

１．連結の範囲に関する状況事項

(1)連結子会社の数及び連結子会社名

連結子会社　24社

　最近の有価証券報告書（平成20年６月27日提出）

により開示を行った内容から重要な変更がないため

開示を省略しております。

　

(2)主要な非連結子会社名等

　主要な非連結子会社はNOF AMERICA CORPORATIONで

あります。

（連結の範囲から除いた理由）

　非連結子会社の総資産、売上高、当期純損益（持分

に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）のそ

れぞれの合計額は、連結会社の総資産、売上高、当期

純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見

合う額）のそれぞれの合計額に対していずれも小規模

であり、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)主要な非連結子会社名等

同左 

 

（連結の範囲から除いた理由）

同左

２．持分法の適用に関する事項

(1)持分法適用会社の数及び持分法適用会社名

２社（いずれも関連会社）

主要な持分法適用関連会社名は、「第１　企業の概

況　４　関係会社の状況」に記載しているため、記載

を省略しております。

　従来、持分法適用関連会社のPT.SINAR 

OLEOCHEMICAL INTERNATIONALについて、当社の全保

有株式を売却することを決定し、売却手続中であり、

既に当社からの取締役も退任しており、実質的に同

社に対する影響力がないため、当連結会計年度末に

おいて持分法適用会社から除外しております。

２．持分法の適用に関する事項

(1)持分法適用会社の数及び持分法適用会社名

１社（関連会社）

　最近の有価証券報告書（平成20年６月27日提出）

により開示を行った内容から重要な変更がないため

開示を省略しております。

　従来、持分法適用関連会社のニッサン石鹸株式会

社は、当社の保有株式の一部売却により重要性が無

くなったため、当連結会計年度末において持分法適

用会社から除外しております。

(2)持分法を適用しない主要な非連結子会社・関連会社

の会社名等

　　持分法を適用していない主要な非連結子会社は

　NOF AMERICA CORPORATION、持分法を適用していない

主要な関連会社はTAIWAN NICHIYU CHEMICAL 

  CO., LTD.であります。

（持分法を適用しない理由）

　　持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社

については当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰

余金（持分に見合う額）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、持分法の適用

範囲から除外しております。

(2)持分法を適用しない主要な非連結子会社・関連会社

の会社名等

同左 

  

 

（持分法を適用しない理由）

同左

－ 1 －



(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

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）

　　　　　　　　　――――――――

 

 

（1）「棚卸資産の評価に関する会計基準」の適用

　　たな卸資産については、従来、主として総平均法に

よる原価法によっておりましたが、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）が適用されたことに伴

い、主として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）

により算定しております。

　　これに伴い、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945百万円

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）たな卸資産の処分に係る損失の計上区分

　　従来、たな卸資産の処分に係るたな卸資産廃棄損等

の損失については、営業外費用に計上しておりました

が、当連結会計年度より売上原価として処理する方法

に変更しております。この変更は、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）が適用されたことに伴

い、収益性の低下に基づく簿価切下げによって発生す

る評価減金額と、たな卸資産の処分に係る損失を期間

損益計算において同等の損益区分で処理する方法が適

当であると判断したことによるものであります。

　　これに伴い、当連結会計年度の売上総利益、営業利

益はそれぞれ145百万円減少しておりますが、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。

　　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。

　　　　　　　　　――――――――

 

 

（3）「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」の適用

　　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。

　  これによる損益に与える影響額は軽微であります。

－ 2 －



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）

　　　　　　　　　――――――――

 

 

（4）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日改正））基準等を適用し、通常の売買

取引に係る方法に準じた会計処理を行っておりま

す。

　なお、リース取引開始日がリース会計基準適用初年

度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引に

つきましては、引き続き賃貸借取引に係る方法に準じ

た会計処理を行っております。

　  これに伴う、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。

　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。

 なお、上記以外は、最近の有価証券報告書（平成20年６月27日提出）における記載から重要な変更がないため

開示を省略しております。

(8）追加情報

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）

　　　　　　　　　――――――――

 

 

（1）有形固定資産の耐用年数の変更

　　当社及び国内連結子会社は、法人税法の法定耐用年

数の改正を契機に、自社における経済的使用可能年数

を勘案し、当連結会計年度より、機械装置等に適用す

る耐用年数を改正後の法定耐用年数に変更しておりま

す。

　  これに伴い、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133百万円

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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（セグメント情報）

ａ．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）

油脂製品
事業

（百万円）

化成製品
事業

（百万円）

火薬・加
工品事業
（百万円）

その他
の事業

（百万円）

計
（百万円）

消去又は
全社

（百万円）

連結
（百万円）

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 62,926 62,406 32,573 1,138 159,045 － 159,045

(2)セグメント間の内部売上高又

は振替高
382 11,865 2,882 7,761 22,892 (22,892) －

計 63,308 74,272 35,455 8,900 181,938 (22,892) 159,045

営業費用 62,993 66,324 33,864 8,801 171,984 (22,944) 149,039

営業利益 315 7,948 1,591 98 9,953 52 10,005

Ⅱ　資産、減価償却費及び資本的支

出

資産 49,364 53,403 51,990 2,937 157,696 21,076 178,772

減価償却費 2,034 3,129 1,712 118 6,994 － 6,994

資本的支出 2,197 2,720 1,353 52 6,324 － 6,324

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）

油脂製品
事業

（百万円）

化成製品
事業

（百万円）

火薬・加
工品事業
（百万円）

その他
の事業

（百万円）

計
（百万円）

消去又は
全社

（百万円）

連結
（百万円）

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 63,767 52,419 33,056 1,076 150,320 － 150,320

(2)セグメント間の内部売上高又

は振替高
148 2,854 73 7,174 10,251 (10,251) －

計 63,916 55,274 33,130 8,251 160,571 (10,251) 150,320

営業費用 65,054 52,118 31,485 8,299 156,958 (10,261) 146,697

営業利益 △1,138 3,155 1,644 △48 3,613 9 3,623

Ⅱ　資産、減価償却費及び資本的支

出

資産 48,173 44,121 47,702 2,478 142,475 20,074 162,550

減価償却費 2,239 3,405 1,790 125 7,560 － 7,560

資本的支出 1,302 3,602 1,528 68 6,503 － 6,503

－ 4 －



　（注）１　事業区分の方法

事業区分は、製品の種類・性質及び販売市場等の類似性に応じて、油脂製品事業、化成製品事業、火薬・加

工品事業、その他の事業にセグメンテーションしております。

２　各事業区分の主要製品等

(1)油脂製品事業…………脂肪酸、脂肪酸誘導体、界面活性剤、食用加工油脂、健康関連食品

(2)化成製品事業…………有機過酸化物、ポリブテン、エチレンオキサイド・プロピレンオキサイド誘導体、

機能性ポリマー、特殊防錆剤

(3)火薬・加工品事業……産業用爆薬、防衛関連製品、ロケット関連製品、火工品、金属加工品、自動車用安

全部品

(4)その他の事業…………運送、不動産販売及び管理業務

３　前連結会計年度及び当連結会計年度における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

の金額はありません。

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、前連結会計年度が32,591百万円、その主なもの

は、当社での金融資産（現金及び預金、投資有価証券等）であります。当連結会計年度が21,664百万円であ

り、その主なものは、当社での金融資産（現金及び預金、投資有価証券等）であります。

　　　　５　会計方針の変更

 (前連結会計年度)

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４．(2）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おります。この変更に伴い、従来の方法によった場合に

比較して、当連結会計年度の営業費用は、油脂製品事業が42百万円、化成製品事業が58百万円、火薬・加工

品事業が22百万円、その他の事業が0百万円増加し、営業利益が同額減少しております。

 (当連結会計年度)

(1)「棚卸資産の評価に関する会計基準」

「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」（1）に記載のとおり、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)を適用しております。この変更

により、従来の方法によった場合と比較して、当連結会計年度の営業費用は、油脂製品事業が357百万円、化

成製品事業が446百万円、火薬・加工品事業が141百万円増加し、営業利益が同額減少しております。

(2)たな卸資産の処分に係る損失の計上区分

「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」（2）に記載のとおり、従来、たな卸資産の処分

に係るたな卸資産廃棄損等等の損失については、営業外費用に計上しておりましたが、当連結会計年度より

売上原価として処理する方法に変更しております。この変更は、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)が適用されたことに伴い、収益性の低下に基づく

簿価切下げによって発生する評価減金額と、たな卸資産の処分に係る損失を期間損益計算において同等の損

益区分で処理する方法が適当であると判断したことによるものであります。この変更により、従来の方法に

よった場合と比較して、当連結会計年度の営業費用は、油脂製品事業が51百万円、化成製品事業が40百万円、

火薬・加工品事業が49百万円、その他の事業が4百万円増加し、営業利益が同額減少しております。

　　　　６　追加情報

（前連結会計年度)　

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４．(2）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、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おります。こ

の変更に伴い、従来の方法によった場合に比較して、当連結会計年度の営業費用は、油脂製品事業が153百万

円、化成製品事業が124百万円、火薬・加工品事業が270百万円、その他の事業が1百万円増加し、営業利益が

同額減少しております。

(当連結会計年度)

 　「追加情報」（1）に記載のとおり、法人税法の法定耐用年数の改正を契機に、自社における経済的使用可能

年数を勘案し、当連結会計年度より、機械装置等に適用する耐用年数を改正後の法定耐用年数に変更してお

ります。この変更により、従来の方法によった場合と比較して、当連結会計年度の営業費用は、油脂製品事

業が69百万円、化成製品事業が94百万円増加し、同額の営業利益が減少しております。火薬・加工品事業に

つきましては、営業費用が30百万円減少し、同額の営業利益が増加しております。
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ｂ．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）

日本
（百万円）

その他
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

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 143,064 15,981 159,045 － 159,045

(2)セグメント間の内部売上高又

は振替高
3,407 380 3,788 (3,788) －

計 146,471 16,362 162,833 (3,788) 159,045

営業費用 137,842 15,109 152,951 (3,912) 149,039

営業利益 8,628 1,253 9,881 124 10,005

Ⅱ　資産 139,918 12,921 152,839 25,933 178,772

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）

日本
（百万円）

その他
（百万円）

計
（百万円）

消去又は全社
（百万円）

連結
（百万円）

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 137,870 12,449 150,320 － 150,320

(2)セグメント間の内部売上高又

は振替高
3,314 372 3,687 (3,687) －

計 141,184 12,822 154,007 (3,687) 150,320

営業費用 137,904 12,556 150,461 (3,763) 146,697

営業利益 3,280 265 3,546 76 3,623

Ⅱ　資産 138,136 9,002 147,139 15,410 162,550

－ 6 －



　（注）１　国又は地域の区分の方法

国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２　本邦以外の区分に属する主な国又は地域

その他……北米（米国）、欧州（ベルギー、フランス）、アジア（インドネシア、韓国）

３　前連結会計年度及び当連結会計年度における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

の金額はありません。

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、前連結会計年度が32,591百万円、その主なもの

は、当社での金融資産（現金及び預金、投資有価証券等）であります。当連結会計年度が21,664百万円であ

り、その主なものは、当社での金融資産（現金及び預金、投資有価証券等）であります。

　　　　５　会計方針の変更

(前連結会計年度)

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４．(2）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おります。この変更に伴い、従来の方法によった場合に

比較して、当連結会計年度の営業費用は、日本が124百万円増加し、営業利益が同額減少しております。

 (当連結会計年度)

(1)「棚卸資産の評価に関する会計基準」

 「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」（1）に記載のとおり、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)を適用しております。この変更

により、従来の方法によった場合に比較して、当連結会計年度の営業費用は、日本が945百万円増加し、営業

利益が同額減少しております。

 (2)たな卸資産の処分に係る損失の計上区分

 「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」（2）に記載のとおり、従来、たな卸資産の処

分に係るたな卸資産廃棄損等等の損失については、営業外費用に計上しておりましたが、当連結会計年度よ

り売上原価として処理する方法に変更しております。この変更は、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)が適用されたことに伴い、収益性の低下に基づ

く簿価切下げによって発生する評価減金額と、たな卸資産の処分に係る損失を期間損益計算において同等の

損益区分で処理する方法が適当であると判断したことによるものであります。この変更により、従来の方法

によった場合と比較して、当連結会計年度の営業費用は、日本が145百万円増加し、営業利益が同額減少して

おります。

　　　　６　追加情報

　　　　 （前連結会計年度)　

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４．（2）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、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おります。こ

の変更に伴い、従来の方法によった場合に比較して、当連結会計年度の営業費用は、日本が548百万円増加し、

営業利益が同額減少しております。 

　　　　 （当連結会計年度)　

 　「追加情報」（1）に記載のとおり、法人税法の法定耐用年数の改正を契機に、自社における経済的使用可能

年数を勘案し、当連結会計年度より、機械装置等に適用する耐用年数を改正後の法定耐用年数に変更してお

ります。この変更により、従来の方法によった場合と比較して、当連結会計年度の営業費用は、日本が133百

万円増加し、営業利益が同額減少しております。

－ 7 －



ｃ．海外売上高

　海外売上高及び連結売上高に占める海外売上高の割合は次のとおりであります。

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）

その他 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 29,961 29,961

Ⅱ　連結売上高（百万円） － 159,045

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 18.8 18.8

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）

その他 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 22,670 22,670

Ⅱ　連結売上高（百万円）  150,320

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 15.1 15.1

　（注）１　国又は地域の区分の方法

国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２　各区分に属する主な国又は地域

その他……北米（米国、カナダ）、アジア（韓国、台湾等）、欧州（ベルギー、フランス等）

３　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。

 リース取引、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、ストック・オプション等、税効果会計、関連当事者との取

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。

－ 8 －



（１株当たり情報）

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）

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       461.55円

１株当たり当期純利益 32.81円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益   32.80円

１株当たり純資産額     429.21円

１株当たり当期純利益 12.22円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益  12.22円

　（注）　１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

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株当たり当期純利益 １株当たり当期純利益

当期純利益　　　　　　　　　　　  　6,559百万円 当期純利益　　　　　　　　　　　  　2,382百万円

普通株主に帰属しない金額　　　　　　　 －百万円 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　　　　　　6,559百万円 普通株式に係る当期純利益　　　　　　2,382百万円

期中平均株式数　　　　　　　　　　  199,937千株 期中平均株式数　　　　　　　　　　  194,889千株

潜在株式調整後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

当期純利益調整額　　　　　　　　　　　 －百万円 当期純利益調整額　　　　　　　　　     －百万円

普通株式増加数　　　　　　　　　　     61千株 普通株式増加数　　　　　　　　　　      2千株

（うち新株予約権）　　　　　　　(　  61千株) （うち新株予約権）　　　　　　　(  　 2千株)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要

該当する株式はありません。 該当する株式はありません。

－ 9 －



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 4,611 2,749

受取手形 10 9

売掛金 20,149 20,007

製品 10,372 －

半製品・副産物 2,449 －

原材料 4,156 －

商品及び製品 － 14,319

仕掛品 1,666 1,536

貯蔵品 111 －

原材料及び貯蔵品 － 3,821

前払費用 275 278

繰延税金資産 1,086 1,084

関係会社短期貸付金 8,872 8,122

未収入金 816 1,634

その他 394 301

貸倒引当金 △10 △12

流動資産合計 54,963 53,853

固定資産   

有形固定資産   

建物 26,514 26,616

減価償却累計額 △12,839 △13,393

建物（純額） 13,674 13,223

構築物 11,346 11,623

減価償却累計額 △8,341 △8,662

構築物（純額） 3,005 2,960

機械及び装置 63,065 64,843

減価償却累計額 △51,957 △54,367

機械及び装置（純額） 11,108 10,475

車両運搬具 456 457

減価償却累計額 △408 △413

車両運搬具（純額） 48 43

工具、器具及び備品 9,270 10,144

減価償却累計額 △7,704 △8,389

工具、器具及び備品（純額） 1,566 1,755

土地 10,480 10,479

リース資産 － 2

減価償却累計額 － △0

リース資産（純額） － 1

建設仮勘定 1,168 1,894

有形固定資産合計 41,052 40,835

無形固定資産   

借地権 91 88

ソフトウエア 2,222 1,676



（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) 

その他 34 38

無形固定資産合計 2,347 1,802

投資その他の資産   

投資有価証券 28,200 19,307

関係会社株式 11,363 10,821

出資金 27 27

関係会社出資金 1,073 1,073

長期貸付金 25 12

従業員長期貸付金 12 11

関係会社長期貸付金 1,535 1,850

破産更生債権等 0 0

長期前払費用 177 74

敷金 542 600

前払年金費用 6,675 6,857

その他 109 111

貸倒引当金 △0 △0

投資その他の資産合計 49,742 40,749

固定資産合計 93,143 83,387

資産合計 148,107 137,241

負債の部   

流動負債   

買掛金 18,754 11,942

短期借入金 12,800 19,100

1年内返済予定の長期借入金 976 5,438

リース債務 － 0

未払金 2,320 3,656

未払費用 1,107 926

未払法人税等 568 －

未払消費税等 31 68

前受金 2 1

預り金 7,919 7,807

賞与引当金 1,501 1,222

その他 387 4

流動負債合計 46,370 50,168

固定負債   

長期借入金 14,168 9,279

リース債務 － 1

繰延税金負債 9,055 6,089

執行役員退職慰労引当金 82 90

その他 387 378

固定負債合計 23,693 15,840

負債合計 70,063 66,008



（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 17,742 17,742

資本剰余金   

資本準備金 15,113 15,113

資本剰余金合計 15,113 15,113

利益剰余金   

利益準備金 3,156 3,156

その他利益剰余金   

特別償却準備金 24 11

固定資産圧縮積立金 4,165 3,956

別途積立金 25,800 27,800

繰越利益剰余金 5,592 2,506

利益剰余金合計 38,739 37,432

自己株式 △1,600 △2,127

株主資本合計 69,994 68,160

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 8,048 3,072

評価・換算差額等合計 8,048 3,072

純資産合計 78,043 71,232

負債純資産合計 148,107 137,241



（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 106,690 101,518

売上原価   

売上原価合計 84,575 83,380

売上総利益 22,114 18,137

販売費及び一般管理費   

販売費 7,075 6,674

一般管理費 9,415 9,953

販売費及び一般管理費合計 16,491 16,628

営業利益 5,623 1,509

営業外収益   

受取利息 216 173

有価証券利息 36 －

受取配当金 1,669 2,512

不動産賃貸料 237 301

技術料収入 149 59

雑収入 298 437

営業外収益合計 2,607 3,485

営業外費用   

支払利息 413 413

固定資産撤去費用 106 83

為替差損 211 347

債権流動化費用 127 105

不動産賃貸費用 39 118

たな卸資産廃棄損 63 －

中国進出プロジェクト費用 26 －

雑損失 2 30

営業外費用合計 990 1,099

経常利益 7,240 3,895

特別利益   

固定資産売却益 7 1,198

投資有価証券売却益 1,122 －

関係会社株式売却益 143 －

その他 5 2

特別利益合計 1,278 1,200

特別損失   

固定資産除却損 85 52

投資有価証券評価損 11 1,100

７０周年記念事業費 173 28

関係会社株式評価損 1,453 －

その他 5 91

特別損失合計 1,729 1,273

税引前当期純利益 6,788 3,822

法人税、住民税及び事業税 2,064 149

法人税等調整額 △103 494

法人税等合計 1,960 643

当期純利益 4,828 3,179



（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 17,742 17,742

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 17,742 17,742

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 15,113 15,113

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 15,113 15,113

資本剰余金合計   

前期末残高 15,113 15,113

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 15,113 15,113

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 3,156 3,156

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,156 3,156

その他利益剰余金   

特別償却準備金   

前期末残高 50 24

当期変動額   

特別償却準備金の積立 1 0

特別償却準備金の取崩 △27 △13

当期変動額合計 △25 △12

当期末残高 24 11

固定資産圧縮積立金   

前期末残高 4,410 4,165

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の取崩 △244 △209

当期変動額合計 △244 △209

当期末残高 4,165 3,956

別途積立金   

前期末残高 23,800 25,800

当期変動額   

別途積立金の積立 2,000 2,000

当期変動額合計 2,000 2,000

当期末残高 25,800 27,800



（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 6,020 5,592

当期変動額   

剰余金の配当 △2,406 △2,171

特別償却準備金の積立 △1 △0

特別償却準備金の取崩 27 13

固定資産圧縮積立金の取崩 244 209

別途積立金の積立 △2,000 △2,000

当期純利益 4,828 3,179

自己株式の売却 △20 △9

自己株式の消却 △1,101 △2,305

当期変動額合計 △428 △3,085

当期末残高 5,592 2,506

利益剰余金合計   

前期末残高 37,438 38,739

当期変動額   

剰余金の配当 △2,406 △2,171

特別償却準備金の積立 － －

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 － －

当期純利益 4,828 3,179

自己株式の売却 △20 △9

自己株式の消却 △1,101 △2,305

当期変動額合計 1,301 △1,307

当期末残高 38,739 37,432

自己株式   

前期末残高 △1,176 △1,600

当期変動額   

自己株式の取得 △1,583 △2,859

自己株式の売却 58 27

自己株式の消却 1,101 2,305

当期変動額合計 △423 △526

当期末残高 △1,600 △2,127

株主資本合計   

前期末残高 69,117 69,994

当期変動額   

剰余金の配当 △2,406 △2,171

当期純利益 4,828 3,179

自己株式の取得 △1,583 △2,859

自己株式の売却 37 17

自己株式の消却 － －

当期変動額合計 877 △1,834

当期末残高 69,994 68,160



（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 17,128 8,048

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △9,079 △4,976

当期変動額合計 △9,079 △4,976

当期末残高 8,048 3,072

評価・換算差額等合計   

前期末残高 17,128 8,048

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △9,079 △4,976

当期変動額合計 △9,079 △4,976

当期末残高 8,048 3,072

純資産合計   

前期末残高 86,246 78,043

当期変動額   

剰余金の配当 △2,406 △2,171

当期純利益 4,828 3,179

自己株式の取得 △1,583 △2,859

自己株式の売却 37 17

自己株式の消却 － －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △9,079 △4,976

当期変動額合計 △8,202 △6,810

当期末残高 78,043 71,232



継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

 

 

６．その他

役員の異動

 

 【執行役員】

 

 　＜就任予定日＞

　　　平成２１年６月２６日

 

　 １）新任取締役候補

 　　　　　　取締役　　　　　　小林　明治　　（現　執行役員　ＤＤＳ事業部長）

 　　　　　　取締役　　　　　　長野　和郎　　（現　理事）

 

　 ２）新任監査役候補

 　　　　　　常勤監査役　　　　藤郷　栄康　　（現　特別理事）

　

       ３）退任予定取締役

 　　　　　　取締役　　　　　　稲葉　由大　　（当社顧問に就任予定）

 　　　　　　取締役　　　　　　大井　弘雄　　

 

　 ４）退任予定監査役

 　　　　　　常勤監査役　　　　小川　高明　　

 

　 ５）新任執行役員

 　　　　　　執行役員　　　　　出町  卓也　　（現　常熟日油化工有限公司副董事長、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 大阪支社長に就任予定）

　　　　　　 執行役員　　　　　長野  和郎　　（現　理事）

 

 　　　６）退任執行役員

 　　　　　　　　　　　　　　　稲葉  由大　　（現　常務執行役員　設備・環境安全統括室長、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 当社顧問に就任予定）

　　　　　　 　　　　　　　　　大井　弘雄　　（現　常務執行役員）

　　　　　　 　　　　　　　　　浅沼　　毅　　（現　執行役員　資材部長、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 日油商事株式会社取締役社長に就任予定）

　　　　　　 　　　　　　　　　上田　直樹　　（現　執行役員　大阪支社長、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 油化産業株式会社取締役社長に就任予定）

 

以上 

－ 1 －



 （ご参考）

　　　本年６月２６日開催の定時株主総会以降の取締役、監査役および執行役員体制

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（同一役位内は、序列廃止・５０音順）

１.　取締役および監査役　　　　　　　（※は執行役員を兼務） 

会社における地位 氏　　名  ※

 代表取締役会長 中嶋　洋平  ※

 代表取締役社長 大池　弘一  ※

 取締役 大坪　　啓  ※

 取締役 沓澤　逸男  ※

 取締役 小西　周志  ※

 取締役 小林　明治  ※

 取締役 長野　和郎  ※

 取締役 服部　　裕  ※

 常勤監査役 藤郷　栄康  

 非常勤監査役 小寺　正之 　社外監査役

 非常勤監査役 髙野　　惇 　社外監査役

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 ２.　執行役員  

地　　位 氏　　名 委嘱事項（部門長以外の委嘱事項を省略） 

 会長執行役員 中嶋　洋平  

 社長執行役員 大池　弘一  

 常務執行役員 沓澤　逸男 
 設備・環境安全統括室長、中国プロジェクト本部長、システム

 部門、知的財産部門管掌

 常務執行役員 小西　周志  化薬部門、機能フィルム部門、人事・総務部門管掌

 常務執行役員 鈴木　重雄  防錆部門長

 常務執行役員 服部　　裕 
 油化部門、ライフサイエンス部門、ＤＤＳ部門、経営企画部門

 管掌

 執行役員 石川　和夫  内部統制室長

 執行役員 大坪　　啓  経営企画室長

 執行役員 後藤　義隆  機能フィルム事業部長

 執行役員 小橋　　仁  研究本部長兼筑波研究所長

 執行役員 小林　明治  ＤＤＳ事業部長

 執行役員 高橋  不二夫  油化事業部長

 執行役員 出町　卓也  大阪支社長

 執行役員 長野  和郎  経理部門、資材部門担当

 執行役員 早崎　　泰  知的財産部長

 執行役員 伏見　順三  化成事業部長

 執行役員 森屋　泰夫  電材事業開発部長

 執行役員 山田　直道  食品事業部長

 執行役員  山本  昭飛己  化薬事業部長

－ 2 －
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