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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 64,737 4.0 2,589 △58.1 1,838 △67.5 1,503 △54.9

20年3月期 62,255 14.3 6,174 0.7 5,664 △3.6 3,333 9.6

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年3月期 21.80 ― 5.0 3.0 4.0
20年3月期 48.32 ― 11.2 10.0 9.9

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  △75百万円 20年3月期  16百万円

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 62,873 30,744 47.6 433.78
20年3月期 59,493 31,771 51.7 445.64

（参考） 自己資本   21年3月期  29,919百万円 20年3月期  30,739百万円

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 947 △7,685 7,365 3,108
20年3月期 5,490 △6,296 1,413 2,051

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 ― 5.00 10.00 689 20.7 2.3
21年3月期 ― 5.00 ― 5.00 10.00 689 45.9 2.3

22年3月期 
（予想）

― 5.00 ― 5.00 10.00 46.0

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

29,000 △16.3 600 △58.0 500 △63.3 300 △64.9 4.35

通期 60,000 △7.3 2,600 0.4 2,400 30.5 1,500 △0.2 21.75

－1－



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」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）の算定の基礎となる株式数については、20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 69,864,854株 20年3月期 69,864,854株

② 期末自己株式数 21年3月期  890,780株 20年3月期  886,615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 47,021 △0.3 2,148 △52.7 1,811 △60.9 897 △69.0

20年3月期 47,150 12.3 4,543 6.0 4,636 10.1 2,889 16.3

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

21年3月期 13.00 ―

20年3月期 41.89 ―

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 57,695 29,212 50.6 423.53
20年3月期 53,001 29,397 55.5 426.18

（参考） 自己資本 21年3月期  29,212百万円 20年3月期  29,397百万円

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 

※上記の予想は、本資料の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。  
 なお、上記業績予想に関する事項は、添付資料3ページを参照して下さい。  
 
 

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

22,000 △13.1 100 △92.4 0 △100.0 0 △100.0 0.00

通期 46,000 △2.2 1,700 △20.9 1,500 △17.2 800 △10.8 11.60

－2－



①当期の経営成績  

当期のわが国経済は、米国発の金融危機が金融資本市場の混乱から世界同時不況にまで拡大し、急激

な円高の進行、株式市場の急落に加え、期後半には企業の生産活動の縮小や設備投資の減少、個人消費

の低迷等を招く事態となりました。 

このような情勢のもとで、当社グループは、販売数量の確保および製品価格の是正とともに、徹底し

たコストダウン、諸経費の節減など、業績の下支えに努めました。 

この結果、当期の当社グループの売上高は647億3千7百万円と前期比4.0％の増収となりましたが、営

業利益は25億8千9百万円（前期比58.1％減）、経常利益は18億3千8百万円（前期比67.5％減）、当期純

利益は15億3百万円（前期比54.9％減）といずれも大幅な減益となりました。 

  

②事業の種類別セグメントの状況 

〔化学品事業〕 

当事業では、医薬製品の販売は増加いたしましたが、工業薬品、水溶性ポリマー等が期後半の国内外

での大幅な需要の減少と急激な円高等によって販売が減少したことなどにより、売上高は206億9千2百

万円（前期比6.6％減）、営業損益は6億7千7百万円の損失となりました。 

〔吸水性樹脂事業〕 

当事業では、一昨年８月に完成した高吸水性樹脂製造設備が通期で寄与したほか、平成20年４月1日

付で買収したフランス・アルケマ社の吸水性樹脂事業が加わったことにより、売上高は308億1千万円

（前期比19.5％増）と増加しました。営業利益はナフサ等原・燃料価格が期前半に急騰し、期後半では

急落するなど、急激な変化に対する売価の是正が追いつかなかったこと等により、22億1千8百万円（前

期比10.3％減）となりました。 

〔ガス・エンジニアリング事業〕 

当事業では、ガス発生装置の販売はほぼ前期並みとなりましたが、好調であったエレクトロニクスガ

スの販売が、期後半に世界的な半導体業界の需要減退を受けて減少したこと等により、売上高は132億3

千4百万円（前期比7.5％減）、営業利益は10億3千3百万円（前期比42.3％減）となりました。 

  

③次期の見通し 

平成21年度のわが国経済については、世界経済の回復が不透明な中で、２年連続のマイナス成長予測

が公表されるなど、厳しい状況が続くものと予想されます。 

このような状況の下で、次期の業績見通しにつきましては、為替相場を95円／米ドル、ナフサ価格を

33,000円／ＫＬと想定し、売上高は600億円、営業利益は26億円、経常利益は24億円、当期純利益は15

億円と予想しております。 

  

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析
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①キャッシュ・フローの状況 

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

べ10億5千6百万円（51.5％）増加し、31億8百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度の営業活動の結果得られた資金は9億4千7百万円（前期比45億4千2百万円減少）とな

りました。主な内訳は、税金等調整前当期純利益が15億3千2百万円、減価償却費が31億7千6百万円、売

上債権の減少額が26億5千8百万円、仕入債務の減少額が39億9千7百万円、法人税等の支払額が12億4千7

百万円ほかであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度の投資活動の結果使用した資金は76億8千5百万円（前期比13億8千9百万円増加）とな

りました。これは、固定資産の取得による支出が71億1千9百万円、投資有価証券の取得による支出が7

億3千1百万円などによるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度の財務活動の結果得られた資金は73億6千5百万円（前期比59億5千1百万円増加）とな

りました。主な内訳は、借入金の増加（純額）が82億6百万円、配当金の支払額が6億8千9百万円であり

ます。 

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 
（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 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー  

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

（注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。 

（注２）株式時価総額は、自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。 

（注３）キャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローを利用しております。 

（注４）有利子負債は連結貸借対照表に計上されている借入金の合計額を対象としております。 

(2) 財政状態に関する分析

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(％) 52.6 54.5 53.5 51.7 47.6

時価ベースの自己資本比率
(％)

48.1 92.1 85.8 53.9 29.7

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率(倍)

1.4 1.1 1.2 1.3 16.4

インタレスト・カバレッジ・
レシオ(倍)

54.3 46.3 36.7 54.4 5.5
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当社は、平成20年６月27日に開催された第95回定時株主総会において承認を受けた、剰余金の配当等

の決定機関を取締役会とする旨の定款変更により、株主の皆様への利益還元をはじめとした剰余金の配

当等を機動的に実施することができるようになりました。 

当社は、剰余金の配当に関しては、株主還元を経営上の 重要課題の一つと考え、各期の収益状況を

ベースに、安定的な配当実施および今後の事業展開に備えるための内部留保などを勘案して決定するこ

とを基本としております。 

また、内部留保につきましては、業績の向上と経営基盤の強化につながる生産体制拡充、コスト競争

力の強化および市場ニーズに対応した製品の研究開発に投資してまいります。 

この方針のもと、当社の当期の期末配当につきましては、５円として実施させていただくこととなり

ました。これにより、中間配当（１株につき５円）を含めました当期の年間の配当は、前期と同額の１

株につき10円となりました。 

また、次期の株主配当金につきましては、当期と同額の１株当たり10円（中間・期末とも5円）を予

定しております。 

近の有価証券報告書（平成20年６月30日提出）における「事業系統図（事業の内容）」および「関

係会社の状況」から重要な変更がないため開示を省略しております。 

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

2. 企業集団の状況
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上記の項目につきましては、平成19年５月10日に開示した当社の「平成19年３月期決算短信（平成18

年4月1日から平成19年3月31日）」において記載し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。 

（当社ホームページ） 

http://www.sumitomoseika.co.jp 

（東京証券取引所ホームページ(上場会社情報検索ページ)） 

http://www.tse.or.jp/listing/compsearch/index.html 

当社グループは、世界同時不況という経済環境の下、一層のコストダウンの徹底をはかり、高収益製

品を一日でも早く開発するとともに、既存製品を拡販して、収益を確保できるよう努めてまいりたいと

存じます。 

化学品事業では、得意技術である有機硫黄化合物の拡充により、医薬製品のほか電子材料分野での事

業強化をはかってまいります。また、水溶性ポリマー、微粒子ポリマーおよび機能製品では、顧客ニー

ズを捉えた特色ある製品の開発を進めることで事業の拡大・強化をはかってまいります。 

吸水性樹脂事業では、日本、シンガポールおよびフランスの３生産拠点で、効率的な生産体制確立等

のシナジー効果を追求するとともに、テクニカルサービス強化など顧客サービスを充実し、本事業の競

争力強化に努めてまいります。 

ガス・エンジニアリング事業では、エレクトロニクスガスの日本、韓国および台湾の生産拠点を有効

に活用し、アジアのＩＴ・電子デバイス関連産業向け供給体制の充実をはかってまいります。また、エ

ネルギーコスト削減や環境ニーズに応えたガス発生装置の拡販と応用開発に注力してまいります。 

当社グループといたしましては、企業の収益回復をはかりながらも、今後とも、社会との共存共栄を

基本方針として、化学の分野で世界に通じる独創的な技術を開発し、特色ある、質の高い製品を国内外

へ供給することにより、社会に貢献してまいります。また、コンプライアンス、内部統制システムの充

実を進めるとともに、製品の品質の維持・向上、環境の保護と安全の確保に取り組んでまいります。 

  

3. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

(2) 目標とする経営指標

(3) 中長期的な会社の経営戦略

(4) 会社の対処すべき課題
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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 2,083 3,128 

受取手形及び売掛金 19,884 16,359 

たな卸資産 7,243 － 

商品及び製品 － 5,519 

仕掛品 － 1,023 

原材料及び貯蔵品 － 1,404 

繰延税金資産 540 770 

その他 1,116 1,159 

貸倒引当金 △59 △27 

流動資産合計 30,808 29,338 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物 15,309 15,859 

減価償却累計額 △7,840 △8,015 

建物及び構築物（純額） 7,469 7,844 

機械装置及び運搬具 46,436 47,430 

減価償却累計額 △35,096 △35,690 

機械装置及び運搬具（純額） 11,339 11,739 

土地 3,165 3,095 

リース資産 － 699 

減価償却累計額 － △60 

リース資産（純額） － 639 

建設仮勘定 542 3,254 

その他 4,627 4,613 

減価償却累計額 △3,482 △3,381 

その他（純額） 1,144 1,232 

有形固定資産合計 23,661 27,805 

無形固定資産 107 999 

のれん － 545 

その他 107 454 

投資その他の資産 

投資有価証券 2,394 1,717 

繰延税金資産 1,531 1,954 

その他 1,019 1,080 

貸倒引当金 △29 △22 

投資その他の資産合計 4,916 4,729 

固定資産合計 28,685 33,534 

資産合計 59,493 62,873 
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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 12,483 7,817 

短期借入金 6,956 10,213 

リース債務 － 44 

未払法人税等 1,135 244 

繰延税金負債 2 － 

賞与引当金 736 799 

その他 2,722 4,599 

流動負債合計 24,036 23,719 

固定負債 

長期借入金 350 5,304 

リース債務 － 283 

繰延税金負債 18 0 

退職給付引当金 3,233 2,746 

その他 84 74 

固定負債合計 3,685 8,409 

負債合計 27,721 32,128 

純資産の部 

株主資本 

資本金 9,698 9,698 

資本剰余金 7,539 7,539 

利益剰余金 13,256 13,940 

自己株式 △251 △252 

株主資本合計 30,242 30,924 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 549 120 

為替換算調整勘定 △52 △1,125 

評価・換算差額等合計 496 △1,005 

少数株主持分 1,032 825 

純資産合計 31,771 30,744 

負債純資産合計 59,493 62,873 
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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 62,255 64,737 

売上原価 47,023 52,487 

売上総利益 15,232 12,249 

販売費及び一般管理費 

発送運賃 1,594 2,036 

従業員給料及び賞与 2,366 2,175 

賞与引当金繰入額 365 415 

退職給付費用 212 178 

貸倒引当金繰入額 4 － 

研究開発費 1,582 1,939 

その他 2,932 2,914 

販売費及び一般管理費合計 9,058 9,660 

営業利益 6,174 2,589 

営業外収益 

受取利息 23 21 

受取配当金 36 66 

持分法による投資利益 16 － 

受取補償金 17 － 

物品売却益 20 － 

その他 47 31 

営業外収益合計 161 118 

営業外費用 

支払利息 97 178 

為替差損 444 561 

持分法による投資損失 － 75 

たな卸資産処分損 64 － 

その他 64 54 

営業外費用合計 671 870 

経常利益 5,664 1,838 

特別利益 

貸倒引当金戻入額 － 32 

投資有価証券売却益 52 － 

特別利益合計 52 32 

特別損失 

固定資産除却損 243 186 

買戻容器一時償却 － 100 

固定資産売却損 － 51 

特別損失合計 243 337 

税金等調整前当期純利益 5,472 1,532 

法人税、住民税及び事業税 1,566 427 
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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) 

法人税等調整額 306 △516 

法人税等合計 1,872 △88 

少数株主利益 267 117 

当期純利益 3,333 1,503 
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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 9,698 9,698 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 9,698 9,698 

資本剰余金 

前期末残高 7,539 7,539 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 7,539 7,539 

利益剰余金 

前期末残高 10,670 13,256 

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － △38 

当期変動額 

剰余金の配当 △758 △689 

当期純利益 3,333 1,503 

連結範囲の変動 － △92 

持分法の適用範囲の変動 11 － 

当期変動額合計 2,585 721 

当期末残高 13,256 13,940 

自己株式 

前期末残高 △249 △251 

当期変動額 

自己株式の取得 △2 △1 

当期変動額合計 △2 △1 

当期末残高 △251 △252 

株主資本合計 

前期末残高 27,658 30,242 

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － △38 

当期変動額 

剰余金の配当 △758 △689 

当期純利益 3,333 1,503 

連結範囲の変動 － △92 

持分法の適用範囲の変動 11 － 

自己株式の取得 △2 △1 

当期変動額合計 2,583 720 

当期末残高 30,242 30,924 
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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 1,065 549 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△516 △429 

当期変動額合計 △516 △429 

当期末残高 549 120 

為替換算調整勘定 

前期末残高 138 △52 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△190 △1,072 

当期変動額合計 △190 △1,072 

当期末残高 △52 △1,125 

評価・換算差額等合計 

前期末残高 1,203 496 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△706 △1,502 

当期変動額合計 △706 △1,502 

当期末残高 496 △1,005 

少数株主持分 

前期末残高 807 1,032 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 225 △206 

当期変動額合計 225 △206 

当期末残高 1,032 825 

純資産合計 

前期末残高 29,669 31,771 

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － △38 

当期変動額 

剰余金の配当 △758 △689 

当期純利益 3,333 1,503 

連結範囲の変動 － △92 

持分法の適用範囲の変動 11 － 

自己株式の取得 △2 △1 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △481 △1,708 

当期変動額合計 2,101 △988 

当期末残高 31,771 30,744 
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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 5,472 1,532 

減価償却費 2,536 3,176 

投資有価証券売却損益（△は益） △52 － 

固定資産除却損 243 186 

固定資産売却損益（△は益） － 51 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △346 △486 

受取利息及び受取配当金 △59 △87 

支払利息 97 178 

売上債権の増減額（△は増加） △2,449 2,658 

たな卸資産の増減額（△は増加） △279 △959 

仕入債務の増減額（△は減少） 2,509 △3,997 

その他 △515 25 

小計 7,158 2,280 

利息及び配当金の受取額 59 87 

利息の支払額 △100 △172 

法人税等の支払額 △1,626 △1,247 

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,490 947 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

固定資産の売却による収入 － 84 

固定資産の取得による支出 △5,604 △7,119 

投資有価証券の売却及び償還による収入 76 － 

投資有価証券の取得による支出 △754 △731 

その他 △13 80 

投資活動によるキャッシュ・フロー △6,296 △7,685 

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） 2,674 5,957 

長期借入れによる収入 300 5,004 

長期借入金の返済による支出 △800 △2,754 

自己株式の取得による支出 △2 △1 

リース債務の返済による支出 － △50 

配当金の支払額 △758 △689 

少数株主への配当金の支払額 － △99 

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,413 7,365 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △48 △324 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 559 303 

現金及び現金同等物の期首残高 1,492 2,051 

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 753 

現金及び現金同等物の期末残高 2,051 3,108 
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該当事項はありません。 

  

スミトモ セイカ ヨーロッパ Ｓ．Ａ．／Ｎ．Ｖ．、スミトモ セイカ アジア パシフィック

プライベートリミテッド、スミトモ セイカ アメリカ インコーポレーテッドについては、重要性が

増したことから、当連結会計年度から連結子会社に含めることとしました。 

  

（会計方針の変更） 

棚卸資産の評価基準及び評価方法 

当連結会計年度から、「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、評価基準については、原価法から原価法(収益性の低下による簿価切り下げの方

法)に変更しております。 

この結果、従来の方法によった場合に比べて、売上総利益及び営業利益が320百万円、経常利益が

255百万円、税金等調整前当期純利益が255百万円それぞれ減少しております。 

  

リース取引に関する会計基準等の適用 

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））を適用しております。 

なお、リース取引会計基準の改正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によっております。 

この変更に伴い損益に与える影響はありません。 

  

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。 

この変更に伴い損益に与える影響は軽微であります。 

（追加情報） 

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、法人税法の改正による法定耐用年数の変更に伴い、耐用年数を見直し

た結果、有形固定資産の一部について、当連結会計年度より、耐用年数の変更を行っております。 

この変更に伴い損益に与える影響は軽微であります。 

  

(5)【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】

(6)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】

(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】
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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) 

 
(注) １ 事業区分は、内部管理上採用している区分をベースに、事業の種類・性質の類似性等を勘案して３つに区分

しました。 

２ 各事業区分の主要製品 

 
３ 営業費用はすべて各セグメントに配賦しました。 

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7,255百万円であり、その主なものは、親会社

の余資運用資金（現預金及び有価証券）、長期投資資金（投資有価証券）、繰延税金資産及び管理部門に係

る資産等であります。 

５ 会計方針の変更 

    当社および国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当連結会計年度から、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は、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。 

これにより、当連結会計年度の営業費用は、「化学品事業」において8百万円、「吸水性樹脂事業」におい

て29百万円、「ガス・エンジニアリング事業」において3百万円増加し、営業利益が同額減少しておりま

す。 

６ 追加情報 

    当社および国内連結子会社は、当連結会計年度から、平成19年３月31日以前に取得したものについては、償

却可能限度額まで償却が終了した翌年から５年間で均等償却する方法によっております。これにより、当連

結会計年度の営業費用は、「化学品事業」において203百万円、「吸水性樹脂事業」において68百万円、

「ガス・エンジニアリング事業」において32百万円増加し、営業利益が同額減少しております。 

７ 事業区分の変更 

    従来「化学品事業」に含めていた吸水性樹脂事業については、当連結会計年度より独立したセグメントとし

て区分することとし、「吸水性樹脂事業」として表示することとしました。 

    この変更は、吸水性樹脂事業の規模が拡大し重要性が増したことから、セグメント情報の有用性を高めるた

めに行ったものであります。 

  

(セグメント情報)

１ 事業の種類別セグメント情報

化学品事業 
(百万円)

吸水性
樹脂事業 
(百万円)

ガス・
エンジニア 
リング事業 
(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

22,148 25,793 14,313 62,255 ― 62,255

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

35 ― 3,744 3,780 (3,780) ―

計 22,184 25,793 18,058 66,035 (3,780) 62,255

営業費用 20,235 23,320 16,265 59,820 (3,739) 56,081

営業利益 1,948 2,473 1,792 6,215 (40) 6,174

Ⅱ 資産、減価償却費
及び資本的支出

資産 23,633 18,520 10,477 52,631 6,861 59,493

減価償却費 1,224 941 358 2,524 12 2,536

資本的支出 1,576 2,325 930 4,832 61 4,893

事業区分 主要製品

化学品事業 工業薬品、医薬製品、水溶性ポリマー、微粒子ポリマー、機能製品等

吸水性樹脂事業 高吸水性樹脂

ガス・エンジニアリング事業
医療用ガス、ケミカルガス、標準ガス、エレクトロニクスガス、酸
素・窒素・水素等のガス発生装置（ＰＳＡ方式）、一般化工機等 
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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) 

 
(注) １ 事業区分は、内部管理上採用している区分をベースに、事業の種類・性質の類似性等を勘案して３つに区分

しました。 

２ 各事業区分の主要製品 

 
３ 営業費用はすべて各セグメントに配賦しました。 

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8,198百万円であり、その主なものは、親会社

の余資運用資金（現預金及び有価証券）、長期投資資金（投資有価証券）、繰延税金資産及び管理部門に係

る資産等であります。 

５ 会計方針の変更 

 （棚卸資産の評価基準及び評価方法） 

  当連結会計年度から、「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。この結果、従来の方法によった場合に比べて、営業利益が、「化学品事業」で239百

万円、「吸水性樹脂事業」で27百万円、「ガス・エンジニアリング事業」で53百万円、それぞれ減少してお

ります。 

 （リース取引に関する会計基準等の適用） 

  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））を適用しております。 

  この変更に伴い損益に与える影響はありません。 

 （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おこなっております。 

  この変更に伴い損益に与える影響は軽微であります。 

６ 追加情報 

 （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、法人税法の改正による法定耐用年数の変更に伴い、耐用年数を見直した結果、

有形固定資産の一部について、当連結会計年度より、耐用年数の変更を行っております。 

  この変更に伴い損益に与える影響は軽微であります。 

化学品事業 
(百万円)

吸水性
樹脂事業 
(百万円)

ガス・
エンジニア 
リング事業 
(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

20,692 30,810 13,234 64,737 ― 64,737

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

18 ― 575 593 (593) ―

計 20,710 30,810 13,810 65,331 (593) 64,737

営業費用 21,387 28,592 12,776 62,756 (608) 62,148

営業利益 △677 2,218 1,033 2,574 14 2,589

Ⅱ 資産、減価償却費
及び資本的支出

資産 25,319 19,295 10,174 54,789 8,083 62,873

減価償却費 1,437 1,234 491 3,163 13 3,176

資本的支出 5,867 1,841 1,235 8,944 253 9,198

事業区分 主要製品

化学品事業 工業薬品、医薬製品、水溶性ポリマー、微粒子ポリマー、機能製品等

吸水性樹脂事業 高吸水性樹脂

ガス・エンジニアリング事業
医療用ガス、ケミカルガス、標準ガス、エレクトロニクスガス、酸
素・窒素・水素等のガス発生装置（ＰＳＡ方式）、一般化工機等 
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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) 

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 日本以外の区分に属する主な国又は地域 

  アジア…シンガポール、台湾 

３ 営業費用はすべて各セグメントに配賦しました。 

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及び主な内容は、「事業の種類別セグメント情

報」の「(注)４」と同一であります。 

５ 会計方針の変更 

    当社および国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当連結会計年度から、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は、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。 

    これにより、当連結会計年度の営業費用は、「日本」において40百万円増加し、営業利益が同額減少してお

ります。 

６ 追加情報 

    当社および国内連結子会社は、当連結会計年度から、平成19年３月31日以前に取得したものについては、償

却可能限度額まで償却が終了した翌年から５年間で均等償却する方法によっている。これにより、当連結会

計年度の営業費用は、「日本」において304百万円増加し、営業利益が同額減少しております。 

  

２ 所在地別セグメント情報

日本 
(百万円)

アジア
(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

52,393 9,861 62,255 ― 62,255

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

720 2,496 3,217 (3,217) ―

計 53,114 12,358 65,473 (3,217) 62,255

営業費用 48,310 10,991 59,302 (3,220) 56,081

営業利益 4,804 1,366 6,170 3 6,174

Ⅱ 資産 46,800 5,880 52,680 6,812 59,493
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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) 

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 日本以外の区分に属する主な国又は地域 

  アジア…シンガポール、台湾 

  欧 州…ベルギー 

  北米…アメリカ 

３ 営業費用はすべて各セグメントに配賦しました。 

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及び主な内容は、「事業の種類別セグメント情

報」の「(注)４」と同一であります。 

５ 会計方針の変更 

 （棚卸資産の評価基準及び評価方法） 

  当連結会計年度から、「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。この結果、従来の方法によった場合に比べて、営業利益が「日本」で320百万円減少

しております。 

 （リース取引に関する会計基準等の適用） 

    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））を適用しております。 

   この変更に伴い損益に与える影響はありません。 

  （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おこなっております。 

   この変更に伴い損益に与える影響は軽微であります。 

６ 追加情報 

 （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、法人税法の改正による法定耐用年数の変更に伴い、耐用年数を見直した結果、

有形固定資産の一部について、当連結会計年度より、耐用年数の変更を行っております。 

  この変更に伴い損益に与える影響は軽微であります。 

日 本 
(百万円)

アジア
(百万円)

欧 州
(百万円)

北米
(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

(1) 外部顧客に
対する売上高

47,987 10,961 5,730 58 64,737 ― 64,737

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

3,627 758 ― ― 4,386 (4,386) ―

計 51,614 11,720 5,730 58 69,123 (4,386) 64,737

営業費用 49,429 10,969 6,084 63 66,548 (4,400) 62,148

営業利益又は営業損失(△) 2,184 750 △354 △5 2,575 13 2,589

Ⅱ 資産 46,023 7,004 3,529 733 57,291 5,581 62,873
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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) 

 
(注) １ 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 

  (1) アジア…韓国、台湾、中国、マレーシア、シンガポール 

   (2) その他…欧州、北米、中南米 

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。 

  

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) 

 
(注) １ 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 

  (1) アジア…韓国、台湾、中国、マレーシア、シンガポール 

  (2) 欧 州…イタリア、ベルギー、フランス 

  (3) その他…北米、中南米 

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。 

３ 海外売上高

アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 15,254 11,886 27,140

Ⅱ 連結売上高(百万円) 62,255

Ⅲ 連結売上高に占める
海外売上高の割合(％)

24.5 19.1 43.6

アジア 欧 州 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 15,755 7,014 7,239 30,008

Ⅱ 連結売上高(百万円) 64,737

Ⅲ 連結売上高に占める
海外売上高の割合(％)

24.3 10.8 11.2 46.4
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(注) １ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

２ １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
３ １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
  

該当事項はありません。 

  

リース取引、税効果会計、有価証券、退職給付等に関する注記事項については、決算短信における

開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 

(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 445.64円

 
１株当たり純資産額 433.78円

 
１株当たり当期純利益金額 48.32円

 
１株当たり当期純利益金額 21.80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)

純資産の部の合計額(百万円) 31,771 30,744

純資産の部の合計額から控除する金額
(百万円)

1,032 825

 (うち少数株主持分) 1,032 825

普通株式に係る純資産額(百万円) 30,739 29,919

１株当たり純資産額の算定に用いられた
普通株式の数(千株)

68,978 68,974

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金額

 当期純利益(百万円) 3,333 1,503

 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) 3,333 1,503

 普通株式の期中平均株式数(千株) 68,980 68,976

(重要な後発事象)

(開示の省略)
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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 982 1,858 

受取手形 926 893 

売掛金 14,670 12,255 

製品 4,272 － 

商品及び製品 － 4,451 

半製品 211 － 

仕掛品 225 487 

原材料 717 － 

貯蔵品 646 － 

原材料及び貯蔵品 － 1,216 

前渡金 12 2 

前払費用 110 46 

繰延税金資産 482 514 

未収入金 711 791 

その他 214 659 

貸倒引当金 △66 △31 

流動資産合計 24,119 23,145 

固定資産 

有形固定資産 

建物 8,512 9,219 

減価償却累計額 △4,027 △4,232 

建物（純額） 4,484 4,987 

構築物 5,147 5,375 

減価償却累計額 △3,308 △3,402 

構築物（純額） 1,839 1,973 

機械及び装置 40,177 42,303 

減価償却累計額 △30,598 △31,799 

機械及び装置（純額） 9,579 10,504 

車両運搬具 160 163 

減価償却累計額 △116 △134 

車両運搬具（純額） 44 28 

工具、器具及び備品 4,398 4,430 

減価償却累計額 △3,344 △3,287 

工具、器具及び備品（純額） 1,054 1,142 

土地 3,095 3,095 

建設仮勘定 533 2,813 

有形固定資産合計 20,632 24,546 
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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) 

無形固定資産 

ソフトウエア 69 427 

その他 6 5 

無形固定資産合計 75 433 

投資その他の資産 

投資有価証券 1,437 915 

関係会社株式 3,754 5,244 

長期貸付金 197 197 

従業員に対する長期貸付金 37 31 

関係会社長期貸付金 50 470 

長期前払費用 527 633 

繰延税金資産 1,990 1,914 

その他 202 186 

貸倒引当金 △23 △23 

投資その他の資産合計 8,174 9,569 

固定資産合計 28,881 34,549 

資産合計 53,001 57,695 

負債の部 

流動負債 

買掛金 8,872 6,092 

短期借入金 6,700 8,800 

未払金 1,296 2,906 

未払費用 631 625 

未払法人税等 1,066 227 

前受金 137 234 

預り金 532 731 

賞与引当金 689 711 

役員賞与引当金 18 － 

その他 17 40 

流動負債合計 19,961 20,369 

固定負債 

長期借入金 350 5,304 

退職給付引当金 3,214 2,734 

その他 77 74 

固定負債合計 3,642 8,112 

負債合計 23,603 28,482 
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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) 

純資産の部 

株主資本 

資本金 9,698 9,698 

資本剰余金 

資本準備金 7,539 7,539 

資本剰余金合計 7,539 7,539 

利益剰余金 

利益準備金 773 773 

その他利益剰余金 

特別償却準備金 11 5 

固定資産圧縮積立金 56 54 

別途積立金 7,500 9,500 

繰越利益剰余金 3,564 1,779 

利益剰余金合計 11,905 12,112 

自己株式 △251 △252 

株主資本合計 28,891 29,096 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 506 116 

評価・換算差額等合計 506 116 

純資産合計 29,397 29,212 

負債純資産合計 53,001 57,695 
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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 47,150 47,021 

売上原価 34,798 36,985 

売上総利益 12,352 10,036 

販売費及び一般管理費 

発送運賃 1,447 1,634 

役員報酬 271 238 

従業員給料及び賞与 1,907 1,718 

賞与引当金繰入額 332 329 

退職給付費用 197 165 

賃借料 285 273 

旅費及び交通費 314 248 

減価償却費 61 57 

貸倒引当金繰入額 1 － 

研究開発費 1,558 1,914 

その他 1,431 1,306 

販売費及び一般管理費合計 7,808 7,887 

営業利益 4,543 2,148 

営業外収益 

受取利息 21 10 

受取配当金 610 36 

その他 75 29 

営業外収益合計 708 76 

営業外費用 

支払利息 76 127 

為替差損 426 250 

たな卸資産処分損 64 － 

その他 47 35 

営業外費用合計 615 414 

経常利益 4,636 1,811 

特別利益 

貸倒引当金戻入額 － 34 

投資有価証券売却益 52 － 

特別利益合計 52 34 

特別損失 

固定資産除却損 242 182 

買戻容器一時償却 － 177 

関係会社株式評価損 － 46 

特別損失合計 242 407 

税引前当期純利益 4,445 1,438 

法人税、住民税及び事業税 1,447 366 
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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) 

法人税等調整額 109 175 

法人税等合計 1,556 541 

当期純利益 2,889 897 
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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 9,698 9,698 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 9,698 9,698 

資本剰余金 

資本準備金 

前期末残高 7,539 7,539 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 7,539 7,539 

資本剰余金合計 

前期末残高 7,539 7,539 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 7,539 7,539 

利益剰余金 

利益準備金 

前期末残高 773 773 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 773 773 

その他利益剰余金 

特別償却準備金 

前期末残高 19 11 

当期変動額 

特別償却準備金の取崩 △8 △5 

当期変動額合計 △8 △5 

当期末残高 11 5 

固定資産圧縮積立金 

前期末残高 58 56 

当期変動額 

固定資産圧縮積立金の取崩 △2 △2 

当期変動額合計 △2 △2 

当期末残高 56 54 

別途積立金 

前期末残高 6,000 7,500 

当期変動額 

別途積立金の積立 1,500 2,000 
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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) 

当期変動額合計 1,500 2,000 

当期末残高 7,500 9,500 

繰越利益剰余金 

前期末残高 2,923 3,564 

当期変動額 

剰余金の配当 △758 △689 

特別償却準備金の取崩 8 5 

固定資産圧縮積立金の取崩 2 2 

別途積立金の積立 △1,500 △2,000 

当期純利益 2,889 897 

当期変動額合計 640 △1,785 

当期末残高 3,564 1,779 

利益剰余金合計 

前期末残高 9,774 11,905 

当期変動額 

剰余金の配当 △758 △689 

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 2,889 897 

当期変動額合計 2,130 207 

当期末残高 11,905 12,112 

自己株式 

前期末残高 △249 △251 

当期変動額 

自己株式の取得 △2 △1 

当期変動額合計 △2 △1 

当期末残高 △251 △252 

株主資本合計 

前期末残高 26,762 28,891 

当期変動額 

剰余金の配当 △758 △689 

当期純利益 2,889 897 

自己株式の取得 △2 △1 

当期変動額合計 2,128 205 

当期末残高 28,891 29,096 
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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 1,010 506 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△503 △390 

当期変動額合計 △503 △390 

当期末残高 506 116 

評価・換算差額等合計 

前期末残高 1,010 506 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△503 △390 

当期変動額合計 △503 △390 

当期末残高 506 116 

純資産合計 

前期末残高 27,773 29,397 

当期変動額 

剰余金の配当 △758 △689 

当期純利益 2,889 897 

自己株式の取得 △2 △1 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △503 △390 

当期変動額合計 1,624 △184 

当期末残高 29,397 29,212 
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該当事項はありません。 

  

(4)【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】
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当社は、本日開催の取締役会において、平成21年６月26日開催予定の定時株主総会および同総会終了後の

取締役会において、次のとおり役員等の異動を行うことを内定いたしましたのでお知らせします。なお、代

表取締役の異動につきましては、本日別途お知らせしています。 

  

 
  

  

① 新任取締役候補者 

 
  

② 新任監査役候補者 

 
  

③ 退任予定取締役 

 
  

④ 退任予定監査役 

 
  

6. 役員の異動

(1)  代表取締役の異動

異  動 代表取締役 氏名

退  任 代表取締役 多 田 和 弘

(2)  その他の役員の異動

氏   名 新役職および業務分担 現役職および業務分担

 廣 野 泰 三
取締役執行役員  
内部監査、物流購買統括、総務人事室長

執行役員
物流購買担当、総務人事室長 

 亀 井 康 夫 取締役 （社外取締役） 住友化学株式会社 代表取締役専務執行役員

氏   名 新役職および業務分担 現役職および業務分担

 辻 谷 敏 秀 監査役（常勤） ガス部門業務部長

 野 崎 邦 夫 監査役（非常勤）（社外監査役） 住友化学株式会社 常務執行役員

氏   名 新役職および業務分担 現役職および業務分担

 多 田 和 弘 顧問
代表取締役常務執行役員  
機能化学品部門統括

 中 本 雅 美 顧問 取締役

氏   名 新役職および業務分担 現役職および業務分担

 浜 田 敏 博 退任 監査役（常勤）

 木 村 健一郎 退任 監査役（非常勤）（社外監査役）
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⑤ 新任執行役員候補者 

 
なお、河本 二郎氏は、平成21年６月30日付をもって朝日化学工業株式会社取締役を退任予定。  

  

⑥ 執行役員の昇格および分掌変更 

 
  

⑦ 執行役員の分掌変更 

 
  

  

                                                              以 上 

氏   名 新役職および業務分担 現役職および業務分担

 河 本 二 郎
執行役員 
吸水性樹脂部門業務部、機能化学品部門業務
部担当

朝日化学工業株式会社 取締役

氏   名 新役職および業務分担 現役職および業務分担

 宇 野   優
代表取締役副社長執行役員
社長補佐、技術・研究開発統括

代表取締役専務執行役員 
技術・研究開発、総務人事、物流購買統括 

 足 立 巳津二
常務執行役員 
機能化学品事業部長 

執行役員
機能化学品事業部長

氏   名 新役職および業務分担 現役職および業務分担

  本 條   拓
取締役常務執行役員 
吸水性樹脂部門、機能化学品部門統括 

取締役常務執行役員 
吸水性樹脂部門統括

 原   昭 一
取締役常務執行役員 
経理、企画、情報システム、ＥＲＰ推進統括 

取締役常務執行役員 
経理、企画、情報システム、ＥＲＰ推進、内
部監査統括

 長 田   学
執行役員 
知的財産、ＲＣ、品質保証、エンジニアリン
グ担当、技術室長 

執行役員
ＥＲＰ推進、知的財産、ＲＣ、品質保証、エ
ンジニアリング担当、技術室長
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平成２１年５月１１日

住友精化株式会社

１．連結業績 （単位：百万円）

62,255 64,737 2,481 60,000 △ 4,737

6,174 2,589 △ 3,584 2,600 10

5,664 1,838 △ 3,825 2,400 561

3,333 1,503 △ 1,829 1,500 △ 3

48円32銭 21円80銭 △12円52銭 21円75銭 △05銭

11.2％ 5.0％ △6.2％ 5.0％ 0.0％

114.29 100.54 － 95.00 －

61,500 58,900 － 33,000 －

２．部門別売上高・営業利益 （単位：百万円）

売 上 高 22,148 20,692 △ 1,456 22,000 1,307

営 業 利 益 1,948 △ 677 △ 2,626 300 977

売 上 高 25,793 30,810 5,017 26,000 △ 4,810

営 業 利 益 2,473 2,218 △ 254 1,800 △ 418

ガス・エンジ
売 上 高 14,313 13,234 △ 1,078 12,000 △ 1,234

ニ ア リ ン グ
営 業 利 益 1,792 1,033 △ 759 500 △ 533

売 上 高 － － － － －

営 業 利 益 △ 40 14 55 － △ 14

売 上 高 62,255 64,737 2,481 60,000 △ 4,737

営 業 利 益 6,174 2,589 △ 3,584 2,600 10

合 計

20年3月期 21年3月期

22年3月期
（予　想）

化 学 品

売 上 高

営 業 利 益

経 常 利 益

当 期 純 利 益

20年3月期

消 去

１ 株 当 た り 当 期 純 利 益

平 均 為 替 レ ー ト （ 円 / ＄ ）

ナ フ サ 価 格 （ 円 / Ｋ Ｌ ）

吸水性樹脂

自 己 資 本 当 期 純 利 益 率 （ Ｒ Ｏ Ｅ ）

前期比増減

前期比増減
22年3月期
（予　想）

前期比増減

21年3月期 前期比増減

平成２１年３月期  連結決算概要
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３．キャッシュ・フロー （単位：百万円）

5,490 947 △ 4,542

△ 6,296 △ 7,685 △ 1,389

△ 805 △ 6,738 △ 5,932

1,413 7,365 5,951

△ 48 △ 324 △ 275

559 303 △ 255

４．その他

4,893 9,198 4,304 6,000 △ 3,198

2,536 3,176 640 3,800 623

1,582 1,939 357 2,400 460

7,306 15,517 8,211 19,000 3,482

△ 38 △ 91 △ 53 △ 200 △ 108

1,019 1,053 34 1,130 77

6 8 2 8 －
（ 5 ) （ 7 ) （2 ) （ 8 ) （ 1 )

（参考）個別業績 （単位：百万円）

47,150 47,021 △ 129 46,000 △ 1,021

4,543 2,148 △ 2,395 1,700 △ 448

4,636 1,811 △ 2,825 1,500 △ 311

2,889 897 △ 1,992 800 △ 97

41円89銭 13円00銭 △28円89銭 11円60銭 △1円40銭

20年3月期 21年3月期 前期比増減

減 価 償 却 費

研 究 費

営 業 キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー

投 資 キ ャ ッ シ ュ ･ フ ロ ー

差引（フリー・キャッシュ･フロー)

前期比増減

財 務 キ ャ ッ シ ュ ･ フ ロ ー

そ の 他

現金及び現金同等物の増減

20年3月期 21年3月期

１ 株 当 た り 当 期 純 利 益

20年3月期

金 融 収 支

（ 内 連 結 子 会 社 ）

営 業 利 益

経 常 利 益

連 結 対 象 会 社 数

当 期 純 利 益

期 末 従 業 員 数

（単位：百万円、従業員数は人）

22年3月期
（予　想）

前期比増減

売 上 高

21年3月期 前期比増減
22年3月期
（予　想）

前期比増減

期 末 有 利 子 負 債 残 高

設 備 投 資 額

参考2




