
 

(財）財務会計基準機構 会員  

平成21年３月期 決算短信 

平成２１年５月１１日 
 

 
（百万円未満切捨て） 

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） 
(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 17,148 △4.6 191 △69.8 148 △72.6 △483 －
20年３月期 17,977 4.4 633 27.6 542 33.6 222 23.6

 

 
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 △33 63 － △9.0 0.8 1.1
20年３月期 15 48 － 3.9 3.0 3.5

 
(2) 連結財政状態 

 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 百万円 百万円 ％ 円 銭
21年３月期 17,423 5,043 28.9 351 07
20年３月期 17,952 5,729 31.9 398 52

（参考） 自己資本  21年３月期 5,043百万円 20年３月期 5,729百万円 
 
(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

 
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 724 △1,563 912 363
20年３月期 2,114 △1,039 △1,062 311

 
 
２．配当の状況 

 １株当たり配当金 

(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 

配当金総額 
（年間） 

配当性向 
（連結） 

純資産配当率
（連結） 

 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％
20年３月期 ― 3 00 ― 3 00 6 00 86 38.8 1.5
21年３月期 ― 3 00 ― 3 00 6 00 86 － 1.6
22年３月期 
（予想） 

― 3  00 ― 3 00 6 00  11.7 

 
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 

7,800 △12.3 130 39.7 90 11.3 60 － 4 17

通     期 16,600 △3.2 370 93.4 280 88.7 740 － 51 49
 

上 場 会 社 名   田岡化学工業株式会社 上場取引所  大証第２部 
コ ー ド 番 号   ４１１３ ＵＲＬ http://www.taoka-chem.co.jp 
代 表 者 (役職名) 取締役社長 （氏名） 加藤 壽郎   
問合せ先責任者 (役職名) 事業支援室部長 （氏名） 小和田 晴彦 ＴＥＬ (06)6394-1221 
定時株主総会開催予定日 平成21年６月26日 配当支払開始予定日  平成21年６月29日
有価証券報告書提出予定日 平成21年６月29日  
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４．その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更に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） 

 ① 会計基準等の改正に伴う変更 有  
 ② ①以外の変更 無  
 (注)詳細は、20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） 
 ①期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年３月期 14,440,000株 20年３月期 14,440,000株 
 ②期末自己株式数 21年３月期 74,081株 20年３月期 61,944株 
 (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、30 ページ「１株当たり情報」をご覧

ください。 
 
 
（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） 
 (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 16,721 △5.0 104 △79.3 119 △74.7 △493 －
20年３月期 17,595 4.5 504 15.9 472 20.7 204 △14.1

 

 
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 △34 32 －
20年３月期 14 24 －

 
(2) 個別財政状態 

 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 百万円 百万円 ％ 円 銭
21年３月期 17,275 5,095 29.5 354 72
20年３月期 17,601 5,697 32.4 396 28

（参考） 自己資本  21年３月期 5,095百万円 20年３月期 5,697百万円 
 
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） 

 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 

7,600 △12.5 100 95.8 60 △23.2 30 － 2 02

通     期 16,200 △3.1 300 187.5 210 75.8 700 － 48 71

 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

上記の業績予想は現時点で得られた情報に基づいて算定しておりますが、多分に不確定な要素を含んでおります。 

従いまして、実際の業績等は、業況の変化などにより、この資料に記載されている予想とは大きく異なる場合がありますことをご承

知おきください。業績予想の前提となる仮定等については、３ページ「１.経営成績(1)経営成績に関する分析」をご参照ください。 

- 2 -



 

１．経営成績 

(1) 経営成績に関する分析 

①当連結会計年度の概況 

当連結会計年度におけるわが国経済は、米国に端を発した金融市場の混乱が世界各国の実態経済に波

及したことにより、急速に悪化いたしました。 

化学業界におきましても、国内外の需要が急激に縮小し、加えて円高が進んだこともあり、企業収益

は第３四半期以降、著しく落込み、特に第４四半期に入りその様相は一層顕著となりました。 

このような状況のなかで、当社グループは、拡販努力を続けるとともに、一層の生産効率化や業務効

率化など全社を挙げて業績の改善に努めてまいりました。 

この結果、当連結会計年度の当社グループの売上高は 171 億 48 百万円（前連結会計年度比△８億 28

百万円、4.6％減）、営業利益は１億 91 百万円（同△４億 42 百万円、69.8％減）、経常利益は１億 48 百

万円（同△３億93百万円、72.6％減）と利益は残ったものの大幅な減益となりました。 

これに特別損益項目として当社淀川第二工場跡地の環境対策費用および建物等の固定資産除却損を特

別損失に計上した結果、４億83百万円（同△７億５百万円）の当期純損失となりました。 

 

②事業部門別の売上高の概況 

金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率
百万円 % 百万円 % 百万円 %

精密化学品部門 6,861 40.0 6,451 35.9 409 6.4

機能材部門 2,645 15.4 3,599 20.0 △ 953 △ 26.5

機能樹脂部門 2,110 12.3 2,492 13.9 △ 382 △ 15.3

化成品部門 5,147 30.0 5,071 28.2 76 1.5

化学工業　計 16,765 97.7 17,615 98.0 △ 850 △ 4.8

その他 383 2.3 361 2.0 21 6.0

合　計 17,148 100.0 17,977 100.0 △ 828 △ 4.6

事業の種類別
セグメント

前連結会計年度当連結会計年度 増　　減

 

【化学工業セグメント】 

当セグメントの売上高は、167億65百万円となり、前連結会計年度と比べて８億50百万円の減収と

なりました。 

（精密化学品部門） 

医薬中間体の出荷が増加したことにより、当部門の売上高は68億61百万円となり、前連結会計年

度に比べて４億９百万円の増収（前連結会計年度比6.4％増）となりました。 

（機能材部門） 

瞬間接着剤は汎用分野における競争激化により出荷減となり、また、タイヤ向けを主とするゴム薬

品についても自動車関連の減産の影響を受け出荷減となりました。その結果、当部門の売上高は 26

億45百万円となり、前連結会計年度に比べて９億53百万円の減収（前連結会計年度比26.5％減）と

なりました。 

（機能樹脂部門） 

ワニス、紙用加工樹脂とも景気悪化の影響を受け出荷水準は大幅な減少を余儀なくされました。こ

の結果、当部門の売上高は21億10百万円となり、前連結会計年度に比べて３億82百万円の減収（前

連結会計年度比15.3％減）となりました。 

（化成品部門） 

可塑剤は、出荷数量面で前連結会計年度の水準には及ばなかったものの、原料価格上昇に対応して

一定の製品価格是正を実現できたため、当部門の売上高は51億47百万円となり、前連結会計年度に

比べて76百万円の増収（前連結会計年度比1.5％増）となりました。 
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【その他セグメント】 

当セグメントの化学分析受託事業は、土壌分析受注が増加したため、売上高は３億83百万円となり、

前連結会計年度に比べて21百万円の増収（前連結会計年度比6.0％増）となりました。 

 

③次期の見通し 

国内の経済見通しとしては、世界的な景気悪化の影響を受け、企業収益の減少や、個人の所得や雇用

に対する不安の高まりから消費者心理が冷え込むなど、マイナス成長が引き続くものと懸念されていま

す。また海外でも、金融危機による影響や、それを受けた設備投資、生産、雇用など実態経済への影響

がさらに深刻になることが予想され、景気の回復には時間がかかるものと見られています。 

当社グループは、保有する生産設備の一層の効率的稼働による原価低減や新規開発品目の受注に向け

た努力、その他全社的な業績改善への努力を傾注して、こうした難局へ対処してまいる所存であります。 

以上により、次年度の連結業績につきましては、通期で売上高 166 億円と前年に比べて若干の減収と

なる見通しでありますが、営業利益は３億70百万円、経常利益２億80百万円を予定しております。 

さらに、当期純利益については淀川第二工場の跡地の売却益を見込んで７億40百万円を予定しており

ます。 

なお、業績予想は現時点で入手可能な情報に基づいておりますが、実際の数値は今後様々な要因によ

り、予想数値と異なる可能性があります。 

 

(2)財政状態に関する分析 

①資産、負債、純資産の状況 

（資産） 

流動資産は、前連結会計年度末に比べて、2.9%減少し、95億54百万円となりました。これは、主とし

てたな卸資産が減少したことなどによるものです。 

固定資産は、前連結会計年度末に比べて、3.0%減少し、78億68百万円となりました。主な増減は、減

価償却費が電子材料生産設備増強による増加を上回ったことなどによるものです。 

この結果、総資産残高としては、前連結会計年度末に比べて、2.9%減少し、174 億 23 百万円となりま

した。 

(負債) 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて、2.8%減少し、90億83百万円となりました。これは、主とし

て短期借入金は増加いたしましたが買掛金が減少したことなどによるものです。 

固定負債は、前連結会計年度末に比べて、14.5%増加し、32 億 96 百万円となりました。これは、主と

して長期借入金の増加などによるものです。 

この結果、負債合計の残高は、前連結会計年度末に比べて、1.3%増加し、123 億 80 百万円となりまし

た。 

(純資産) 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて、12.0%減少し、50 億 43 百万円となりました。これは、主

として利益剰余金が５億69百万円減少したことなどによります。 

 

②キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、３億63百万円となり、前連

結会計年度末より52百万円の増加いたしました。各キャッシュ・フロ－の状況とそれらの主な要因は次

のとおりです。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動により増加した資金は、７億24百万円の増加（前連結会計年度比65.8％減）となりました。

収入の主な内訳は、減価償却費13億63百万円、売上債権の増加額４億14百万円および環境対策引当

金の増加３億93百万円などであり、支出の主な内訳は、税金等調整前当期純損失７億63百万円および
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仕入債務の減少額12億26百万円などであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動により減少した資金は、15億63百万円となりました。これは、有形固定資産取得による支

出15億23百万円が主な内容であります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果増加した資金は、９億12百万円の増加となりました。これは主に、長期借入金の借

入による収入６億円および短期借入金の増加額６億31百万円などによるものであります。 

 

（参考）キャッシュ･フロー指標のトレンド 

 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（％） 31.8 30.9 30.5 31.9 28.9

時価ベースの自己資本比率（％） 28.6 35.1 22.0 16.9 12.5

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（％）  339.5 486.7 637.7 230.2 809.7

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 47.5 24.7 15.2 26.9 9.0

(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）いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

（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います。 

（注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。 

（注４）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息を支払っている全ての負債を対象としております。 

 

(3) 利益配分に関する基本方針及び当期･次期の配当 

利益配分につきましては、株主の皆様に対して安定的に利益の還元を行うことを基本としております

が、財務体質の一層の強化ならびに将来の事業展開に備えるための内部留保の充実等も勘案して決定す

ることとしております。 

当期の配当金につきましては、期末配当金を１株当たり３円とし、中間配当の１株当たり３円とあわ

せ年間で１株当たり６円を予定しています。また次期の配当金予想につきましても、当期と同様、中間、

期末ともに３円の年間６円を予定しております(予想配当性向 11.7％)。また、内部留保金につきまして

は、今後の設備投資等の資金需要に備えることといたします。 
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２．企業集団の状況 

当社グループは、当社および子会社４社で構成され、その主な事業活動を、精密化学品、機能材、機能樹脂、

化成品の製造・販売については[化学工業]セグメントに、それらに関連する事業については［その他］セグメント

に区分しています。当社グループの各事業における位置付けは次のとおりであります。 

 

セグメント 部門 事業内容 会社

医・農薬中間体

電子材料

記録材料

樹脂原料

合成染料

接着剤  当社

ゴム薬品  タオカ　ケミカル　インド　プライベート　リミテッド

加工樹脂

ワニス

可塑剤

その他工業薬品

各種化学分析の受託  株式会社田岡化学分析センター

充填包装、構内運搬  田岡サービス株式会社

 当社

化成品  当社

その他

化学工業

精密化学品

機能材

機能樹脂

 当社
 田岡(天津)有機化学有限公司

 

以上述べた事項を事業系統図によって示すと、つぎのとおりであります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（凡例） 

製品･原料の購入 

製品･原料の購入 

 

田

岡

化

学

工

業

㈱ 
得 意 先  

住 友 化 学 ㈱  

ﾀｵｶ ｹﾐｶﾙ ｲﾝﾄﾞ ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄ ﾘﾐﾃｯﾄﾞ

田 岡 サ ー ビ ス ㈱ ㈱田岡化学分析センター 

精密化学品

機 能 材

化 成 品

業務委託(包装･構内運搬･保管)充填･包装の委託 業務委託(試験･検査) 

原
料
購
入 

化
学
分
析
業
務

親会社 

化   
学   

工   

業 

そ

の

他

機 能 樹 脂

連結子会社 

製
品
販
売 

製
品
販
売

田岡（天津）有機化学有限公司
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３．経営方針 

平成19 年３月期決算短信（平成19 年５月10 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。 

（当社ホームページ） 

http://www.taoka-chem.co.jp 

（大阪証券取引所ホームページ(上場会社情報検索ページ） 

http://www.ose.or.jp/listed/index.html 

 

 

 

田岡化学工業㈱(4113)平成21年3月期決算短信

- 7 -



 

４．連結財務諸表 

(1) 連結貸借対照表 

 

(単位：千円)

  
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  311,289  363,520

  受取手形及び売掛金  4,965,534  4,548,824

  たな卸資産  4,304,708  －

  商品及び製品  －  3,011,675

  仕掛品  －  114,873

  原材料及び貯蔵品  －  884,662

  繰延税金資産  178,629  541,684

  その他  77,135  89,444

  貸倒引当金  －  △141

  流動資産合計  9,837,297  9,554,545

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物  6,665,761  6,379,712

    減価償却累計額  △4,215,286  △4,142,126

    建物及び構築物（純額）  2,450,474  2,237,586

   機械装置及び運搬具  16,249,966  16,508,119

    減価償却累計額  △13,351,615  △13,486,857

    機械装置及び運搬具（純額）  2,898,351  3,021,262

   土地  957,155  957,155

   リース資産  －  10,674

    減価償却累計額  －  △1,127

    リース資産（純額）  －  9,546

   建設仮勘定  175,474  321,587

   その他  1,633,182  1,622,718

    減価償却累計額  △1,333,547  △1,392,618

    その他（純額）  299,635  230,099

   有形固定資産合計  6,781,091  6,777,237

  無形固定資産   

   のれん  53,600  －

   施設利用権  57,744  27,428

   ソフトウェア  259,153  184,931

   その他  1,200  1,000

   無形固定資産合計  371,697  213,360
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前連結会計年度 

(平成20年３月31日)
 

当連結会計年度 

(平成21年３月31日) 

  投資その他の資産   

   投資有価証券 ※１ 179,556  140,163

   出資金 ※１ 44,126  －

   長期貸付金  3,112  4,235

   繰延税金資産  668,254  627,735

   その他  69,517  109,363

   貸倒引当金  △2,100  △3,100

   投資その他の資産合計  962,467  878,398

  固定資産合計  8,115,255  7,868,996

 資産合計  17,952,553  17,423,541
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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  3,909,397  2,671,253

  短期借入金  3,263,195  3,849,287

  １年内償還予定の社債  100,000  100,000

  １年内返済予定の長期借入金  131,542  125,759

  リース債務  －  2,241

  未払法人税等  50,381  7,808

  賞与引当金  341,359  350,446

  役員賞与引当金  10,000  8,500

  環境対策引当金  －  304,500

  その他  1,537,844  1,664,143

  流動負債合計  9,343,721  9,083,940

 固定負債   

  社債  100,000  －

  長期借入金  1,116,542  1,585,000

  リース債務  －  7,782

  退職給付引当金  1,422,364  1,371,845

  役員退職慰労引当金  83,887  82,237

  環境対策引当金  －  88,888

  その他  156,066  160,423

  固定負債合計  2,878,860  3,296,177

 負債合計  12,222,582  12,380,117

   

純資産の部   

 株主資本   

  資本金  1,572,000  1,572,000

  資本剰余金  1,008,755  1,008,755

  利益剰余金  3,080,957  2,511,439

  自己株式  △18,381  △20,838

  株主資本合計  5,643,331  5,071,356

 評価・換算差額等   

  その他有価証券評価差額金  57,569  37,519

  為替換算調整勘定  29,069  △65,452

  評価・換算差額等合計  86,639  △27,932

 純資産合計  5,729,971  5,043,423

負債純資産合計  17,952,553  17,423,541
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(2) 連結損益計算書 

（単位：千円)

  

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  17,977,275 17,148,798

売上原価 ※１ 14,981,286 ※１ 14,565,724

売上総利益  2,995,989 2,583,074

販売費及び一般管理費  

 運送費・保管費  501,854 440,833

 給与及び手当  662,089 672,150

 研究開発費  431,703 416,942

 退職給付引当金繰入額  33,387 29,797

 役員退職慰労引当金繰入額  20,245 19,600

 その他  713,054 812,399

 販売費及び一般管理費合計 ※２ 2,362,333 2,391,722

営業利益  633,655 191,351

営業外収益  

 受取利息  939 1,197

 受取配当金  3,153 18,381

 ロイヤリティー収入  － 9,538

 その他  19,464 25,945

 営業外収益合計  23,557 55,062

営業外費用  

 支払利息  78,289 82,581

 たな卸資産除却損  17,714 －

 その他  19,191 15,468

 営業外費用合計  115,195 98,050

経常利益  542,017 148,364

特別損失  

 固定資産除却損 ※３ 135,469 ※３ 164,072

 環境対策引当金繰入額  － ※４ 640,000

 その他  － ※５ 107,434

 特別損失合計  135,469 911,507

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期
純損失(△) 

 406,547 △763,143

法人税、住民税及び事業税  126,158 29,228

法人税等調整額  57,800 △309,100

法人税等合計  183,959 △279,872

当期純利益又は当期純損失(△)  222,588 △483,270
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(3) 連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円) 

 

 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 1,572,000 1,572,000

  当期末残高 1,572,000 1,572,000

 資本剰余金 

  前期末残高 1,008,755 1,008,755

  当期末残高 1,008,755 1,008,755

 利益剰余金 

  前期末残高 2,954,418 3,080,957

  連結会計年度中の変動額 

   剰余金の配当 △86,309 △86,248

   新規連結に伴う減少額 △9,739 －

   当期純利益 222,588 △483,270

   連結会計年度中の変動額合計 126,539 △569,518

  当期末残高 3,080,957 2,511,439

 自己株式 

  前期末残高 △16,338 △18,381

  連結会計年度中の変動額 

   自己株式の取得 △2,043 △2,456

   連結会計年度中の変動額合計 △2,043 △2,456

  当期末残高 △18,381 △20,838

 株主資本合計 

  前期末残高 5,518,835 5,643,331

  連結会計年度中の変動額 

   剰余金の配当 △86,309 △86,248

   自己株式の取得 △2,043 △2,456

   新規連結に伴う減少額 △9,739 －

   当期純利益 222,588 △483,270

   連結会計年度中の変動額合計 124,496 △571,975

  当期末残高 5,643,331 5,071,356
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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) 

 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 91,560 57,569

  連結会計年度中の変動額 

   株主資本以外の項目の連結会計年
度中の変動額（純額） 

△33,991 △20,050

   連結会計年度中の変動額合計 △33,991 △20,050

  当期末残高 57,569 37,519

 為替換算調整勘定 

  前期末残高 18,981 29,069

  連結会計年度中の変動額 

   株主資本以外の項目の連結会計年
度中の変動額（純額） 

10,088 △94,522

   連結会計年度中の変動額合計 10,088 △94,522

  当期末残高 29,069 △65,452

 評価・換算差額等合計 

  前期末残高 110,541 86,639

  連結会計年度中の変動額 

   株主資本以外の項目の連結会計年
度中の変動額（純額） 

△23,902 △114,572

   連結会計年度中の変動額合計 △23,902 △114,572

  当期末残高 86,639 △27,932

純資産合計 

 前期末残高 5,629,377 5,729,971

 連結会計年度中の変動額 

  剰余金の配当 △86,309 △86,248

  自己株式の取得 △2,043 △2,456

  新規連結に伴う減少額 △9,739 －

  当期純利益 222,588 △483,270

  株主資本以外の項目の連結会計年度
中の変動額（純額） 

△23,902 △114,572

  連結会計年度中の変動額合計 100,593 △686,547

 当期末残高 5,729,971 5,043,423
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(4) 連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円） 

  

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  406,547  △763,143

 減価償却費  1,267,331  1,363,447

 貸倒引当金の増減額（△は減少）  △4,030  1,141

 退職給付引当金の増減額（△は減少）  △46,225  △50,519

 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）  10,309  △1,650

 環境対策引当金の増減額（△は減少）  －  393,388

 受取利息及び受取配当金  △4,092  △19,578

 支払利息  78,289  82,581

 固定資産除却損  135,469  164,072

 出資金譲渡損益（△は益）  －  27,653

 売上債権の増減額（△は増加）  399,901  414,626

 たな卸資産の増減額（△は増加）  200,941  274,293

 仕入債務の増減額（△は減少）  △73,270  △1,226,134

 その他  △28,883  195,933

 小計  2,342,287  856,112

 利息及び配当金の受取額  4,092  19,578

 利息の支払額  △78,653  △79,723

 法人税等の支払額  △152,911  △71,733

 営業活動によるキャッシュ・フロー  2,114,814  724,234

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 有形固定資産の取得による支出  △1,040,232  △1,523,504

 無形固定資産の取得による支出  △10,514  △13,057

 投資有価証券の取得による支出  △136  △138

 出資金の譲渡による収入  －  16,471

 その他  11,709  △43,192

 投資活動によるキャッシュ・フロー  △1,039,173  △1,563,421

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）  △337,270  631,911

 長期借入れによる収入  －  600,000

 長期借入金の返済による支出  △537,204  △130,778

 社債の償還による支出  △100,000  △100,000

 自己株式の増減額（△は増加）  △2,043  △2,456

 配当金の支払額  △86,309  △86,248

 財務活動によるキャッシュ・フロー  △1,062,827  912,428
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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) 

 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)

現金及び現金同等物に係る換算差額  794  △21,009

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）  13,608  52,231

現金及び現金同等物の期首残高  289,874  311,289

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額  7,806  －

現金及び現金同等物の期末残高  311,289  363,520
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継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

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 連結の範囲に関する事項 (1) 連結子会社の数 ４社 

㈱田岡化学分析センター 

田岡サービス㈱ 

田岡(天津)有機化学有限公司 

タオカ ケミカル インド プライベ

ート リミテッド 

なお、タオカ ケミカル インド プ

ライベート リミテッドについては、

重要性が増加したことから、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。 

(1) 連結子会社の数 ４社 

㈱田岡化学分析センター 

田岡サービス㈱ 

田岡(天津)有機化学有限公司 

タオカ ケミカル インド プライベ

ート リミテッド 

 (2) 主要な非連結子会社の名称等 

非連結子会社 

杭州国岡化工有限公司 

(連結の範囲から除いた理由) 

非連結子会社は、小規模であり、合

計の総資産、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)等は、いずれも連結財務

諸表に重要な影響を及ぼさないの

で、連結の範囲から除いております。

(2) 主要な非連結子会社の名称等 

該当事項はありません。 

なお、杭州国岡化工有限公司は、平成

20年10月に出資金を譲渡いたしました

ので、子会社の範囲から除いておりま

す。 

２ 持分法の適用に関する事項 (1) 持分法適用の非連結子会社及び関連会

社数 

該当ありません。 

(2) 持分法を適用していない非連結子会社

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)等は、い

ずれも連結財務諸表に重要な影響を及

ぼさないので、持分法の適用範囲から

除いております。 

(1) 持分法適用の非連結子会社及び関連会

社数 

該当ありません。 

(2)  

 

――― 

３ 連結子会社の事業年度等に

関する事項 

連結子会社のうち田岡(天津)有機化学有限

公司の決算日は12月31日であり、連結決算

日との差は３ヶ月以内であるため、当該連

結子会社の決算日現在の財務諸表を基礎と

して連結を行っております。ただし、連結

決算日との間に生じた重要な取引について

は、連結上必要な調整を行っております。

同左 
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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) 

４ 会計処理基準に関する事項 

 (1) 重要な資産の評価基準及

び評価方法 

 

(イ)有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

決算期末日の市場価格等に基づ

く時価法(評価差額は全部純資産

直入法により処理し、売却原価は

移動平均法により算定しており

ます。) 

時価のないもの 

原価基準、移動平均法 

 

(イ)有価証券 

 

 

 

同左 

 (ロ)デリバティブ 

時価法 

(ハ)たな卸資産 

低価基準、後入先出法(一部の連結子

会社は、総平均法) 

(ロ)デリバティブ 

同左 

(ハ)たな卸資産 

原価法（収益性の低下したたな卸資

産については簿価切り下げの方法に

より算定しております。） 

 (2) 重要な減価償却資産の減

価償却の方法 

(イ)有形固定資産 

定率法（一部の連結子会社は定額法）に

よっております。 

主な耐用年数は次のとおりです。 

建物及び構築物   ３年～50 年 

機械装置及び 

車両運搬具 
３年～12年

(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((所得税法等の一部を改正する法律

平成19年３月30日 法律第６号)および

（法人税法施行令の一部を改正する政令

平成19年３月30日 政令第83号))に伴い、

当連結会計年度より、平成19年４月１日以

降に取得したものについて、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。なお、これにより売上総利益は

39,664千円、営業利益、経常利益および税

金等調整前当期純利益は、48,202千円減少

しております。また、セグメント情報に与

える影響については、当該箇所に記載して

おります。 

(追加情報) 

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。なお、これに

よる影響は軽微です。また、セグメント

情報に与える影響も軽微です。 

(イ)有形固定資産（リース資産を除く） 

定率法（一部の連結子会社は定額法）に

よっております。 

主な耐用年数は次のとおりです。 

建物及び構築物   ３年～50 年 

機械装置及び 

車両運搬具 
３年～12年

（追加情報） 

なお、「減価償却資産の耐用年数等に関す

る省令」の改正に伴い、耐用年数の見直

しをしております。これによる当連結会

計年度の連結財務諸表に与える影響は軽

微です。また、セグメント情報に与える

影響も軽微です。 
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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) 

 (ロ)無形固定資産 

 定額法によっております。 

主な耐用年数は次のとおりです。 

のれん         ５年 

自社利用のソフトウェア ５年 

 

――― 

 

(ロ)無形固定資産（リース資産を除く） 

 定額法によっております。 

主な耐用年数は次のとおりです。 

自社利用のソフトウェア ５年 

 

(ハ)リース資産 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を

ゼロとして算定する方法によっておりま

す。 

 (3) 重要な引当金の計上基準 (イ)貸倒引当金 

売上債権、貸付金等の貸倒損失に備える

ため、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権につい

ては個別に回収可能性を検討し、回収不

能見込額を計上しております。 

(イ)貸倒引当金 

 

 

同左 

 (ロ)賞与引当金 

従業員賞与の支出に備えるため、支給見

込額に基づき、当連結会計年度に負担す

べき額を計上しております。 

(ロ)賞与引当金 

同左 

 (ハ)役員賞与引当金 

役員に対して支給する賞与の支出に備え

るため、当連結会計年度に負担すべき支

給見込額に基づき計上しております。 

(ハ)役員賞与引当金 

同左 

 (ニ)退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当連結

会計年度末における退職給付債務及び年

金資産の見込額に基づき、当連結会計期

間末において発生していると認められる

額を計上しております。数理計算上の差

異は、その発生時の従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数(３年)による定

額法によりそれぞれ発生した連結会計年

度から費用処理しております。 

(ニ)退職給付引当金 

同左 

 (ホ)役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支出に備えるため、

内規に基づく基準額を計上しておりま

す。 

(ホ)役員退職慰労引当金 

 

同左 

 

 

――― 

(ヘ)環境対策引当金 

当社淀川工場第二工場跡地の土壌浄化

工事に関連した費用を計上しておりま

す。 
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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) 

 (4) 重要なリース取引の処理

方法 

リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リ

ース取引については、通常の賃貸借取引

に係る方法に準じた会計処理によってお

ります。 

――― 

(イ)ヘッジ会計の方法 

特例処理の要件を満たす金利スワップに

ついては特例処理を採用しております。

(イ)ヘッジ会計の方法 

 

同左 

(ロ)ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段：金利スワップ 

ヘッジ対象：借入金の利息 

(ロ)ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

(ハ)ヘッジ方針 

借入金の金利変動リスクを回避する目的

で金利スワップ取引を行っております。

(ハ)ヘッジ方針 

 

同左 

 (5) 重要なヘッジ会計の方法 

(ニ)ヘッジ有効性評価の方法 

特例処理によっておりますので有効性評

価は省略しております。 

(ニ)ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

 (6) その他連結財務諸表作成

のための重要な事項 

消費税等の会計処理 

税抜方式を採用しております。 

消費税等の会計処理 

  同左 

４ 連結子会社の資産及び負債

の評価に関する事項 

全面時価評価法によっております。 
同左 

５ のれん及び負ののれんの償

却に関する事項 

のれんの償却については、５年間の定額法

により償却を行っています。 
同左 

６ 連結キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲 

手許現金、随時引き出し可能な預金及び容

易に換金可能であり、かつ、価値の変動に

ついて僅少なリスクしか負わない取得日か

ら３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投

資からなります。 

同左 
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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 

会計方針の変更 

 

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) 

――― （たな卸資産に関する会計処理） 

たな卸資産の評価基準については、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）を適用しております。この

結果、従来の方法に比べて、当連結会計年度の営業利益

が68,924千円、経常利益で38,313千円減少し、税金等調

整前当期純損失が109,747千円増加しております。なお、

セグメント情報に与える影響については、当該箇所に記

載しております。 

（リース取引に関する会計基準等） 

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））を適用しております。

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

おります。これによる当連結会計年度の財務諸表に与え

る影響は軽微であります。また、セグメント情報に与え

る影響も軽微です。 

（連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理の関す

る当面の取扱い） 

当連結会計年度より、「連結財務諸表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。これによる当連結会計年度の財務諸表

に与える影響は軽微であります。また、セグメント情報

に与える影響も軽微です。 
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表示方法の変更 

 

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) 

――― （連結貸借対照表） 

財務諸表等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」として掲記されたものは、

当連結会計年度から「製品及び商品」「仕掛品」「原材料及び

貯蔵品｣に区分掲記しております。なお、前連結会計年度の

「たな卸資産」に含まれる「製品及び商品」「仕掛品」「原材

料及び貯蔵品｣はそれぞれ3,333,158千円、52,865千円、

918,684千円であります。 

 

注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

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 非連結子会社及び関連会社に対するものは次のとおりで

あります。 

  出資金              44,126千円 

※１          ――― 

２ 輸出手形割引高は、15,904千円であります。 ２           ――― 

  

 
 

（連結損益計算書関係） 

 

前連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日) 

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 たな卸資産に関する低価基準による評価減額は、18,125千円

であります。 

※１ 売上原価には、収益性の低下に伴うたな卸資産評価

損68,924千円含まれております。 

※２ 研究開発費の総額は、431,703千円であり、販売費及び一般

管理費に含まれております。 

※２        ――― 

※３ 固定資産除却損の主なものは、機械装置及び運搬具除却損

91,276千円、および撤去費用35,842千円であります。 

※３ 固定資産除却損の主なものは、建物及び構築物除却

損110,404千円、機械装置及び運搬具除却損36,765千円

であります。 

――― 
※４ 環境対策引当金繰入額 

  当社淀川第二工場跡地の土壌浄化工事に関連した費用

であります。 

――― 

※５ 特別損失のその他に含まれるものは以下のとおりで

あります。 

たな卸資産評価損     71,434千円 

出資金譲渡損       27,653千円 

投資有価証券評価損     6,047千円 

ゴルフ会員権評価損     2,299千円 
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(連結株主資本等変動計算書関係) 

前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

１ 発行済株式に関する事項 

株式の種類 
前連結会計年度末 

（株） 
増加 
（株） 

減少 
（株） 

当連結会計年度末 
（株） 

 普通株式 14,440,000 － － 14,440,000
 
 

２ 自己株式に関する事項 

株式の種類 
前連結会計年度末 

（株） 
増加 
（株） 

減少 
（株） 

当連結会計年度末 
（株） 

 普通株式 53,715 8,229 － 61,944
 
（変動事由の概要） 

増加数の内訳は、次の通りであります。 

単元未満株式の買取りによる増加 8,229株 

 
 

３ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額

（千円） 

１株当たり配当額

（円） 
基準日 効力発生日 

平成19年６月28日 
定時株主総会 

普通株式 43,158 3.00 平成19年３月31日 平成19年６月29日

平成19年11月8日 
取締役会 

普通株式 43,150 3.00 平成19年９月30日 平成19年12月10日

 

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

決議 株式の種類 
配当金の総額

(千円) 
配当の原資

１株当たり

配当額 

(円) 

基準日 効力発生日 

平成20年6月27日 
定時株主総会 

普通株式 43,134 利益剰余金 3.00 平成20年３月31日 平成20年６月30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 発行済株式に関する事項 

株式の種類 
前連結会計年度末 

(株) 

増加 

(株) 

減少 

(株) 

当連結会計年度末 

(株) 

 普通株式 14,440,000 － － 14,440,000
 
 

２ 自己株式に関する事項 

株式の種類 
前連結会計年度末 

(株) 
増加 
(株) 

減少 
(株) 

当連結会計年度末 
(株) 

 普通株式 61,944 12,137 － 74,081
 
（変動事由の概要） 

増加数の内訳は、次の通りであります。 

単元未満株式の買取りによる増加 12,137株 
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３ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額

（千円） 

１株当たり配当額

（円） 
基準日 効力発生日 

平成20年6月27日 
定時株主総会 

普通株式 43,134 3.00 平成20年３月31日 平成20年６月30日

平成20年10月31日 
取締役会 

普通株式 43,114 3.00 平成20年９月30日 平成20年12月４日

 

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額

（千円） 

１株当たり

配当額(円)
基準日 効力発生日 

平成21年６月26日 
定時株主総会 

普通株式 利益剰余金 43,097 3.00 平成21年３月31日 平成21年６月29日

 

 

（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

 

前連結会計年度 

(自 平成19年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) 

※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表
に掲記されている科目の金額との関係 

（平成20年３月31日現在）

※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表
に掲記されている科目の金額との関係 

（平成21年３月31日現在）

（千円）

現金及び預金勘定 311,289

小計 311,289

現金及び現金同等物 311,289
 

（千円）

現金及び預金勘定 363,520

小計 363,520

現金及び現金同等物 363,520
 

 

（有価証券関係） 

前連結会計年度(平成20年３月31日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

 種類 
取得原価 

（千円） 

連結貸借対照表 
計上額 

（千円） 

差額 

（千円） 

(1)株式 70,416 170,782 100,365

(2)債券 － － －

(3)その他 － － －

連結貸借対照表計上
額が取得原価を超え
るもの 

小計 70,416 170,782 100,365

(1)株式 11,240 7,629 △3,610

(2)債券 － － －

(3)その他 － － －

連結貸借対照表計上
額が取得原価を超え
ないもの 

小計 11,240 7,629 △3,610

合計 81,656 178,411 96,755
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２ 時価評価されていない主な有価証券の内容 

 
連結貸借対照表計上額 

（千円） 

その他有価証券 

 非上場株式 1,145

計 1,145

 

 

 

当連結会計年度（平成21年３月31日） 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

 種類 
取得原価 

（千円） 

連結貸借対照表 
計上額 

（千円） 

差額 

（千円） 

(1)株式 42,580 109,324 66,743

(2)債券 － － －

(3)その他 － － －

連結貸借対照表計上
額が取得原価を超え
るもの 

小計 42,580 109,324 66,743

(1)株式 33,166 29,693 △3,473

(2)債券 － － －

(3)その他 － － －

連結貸借対照表計上
額が取得原価を超え
ないもの 

小計 33,166 29,693 △3,473

合計  75,747 139,018 63,270

 

２ 時価評価されていない主な有価証券の内容 

 連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券 

 非上場株式 1,145

計 1,145
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（退職給付関係） 

前連結会計年度 

（自 平成19年４月１日  
  至 平成20年３月31日） 

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 退職給付債務に関する事項 

退職給付債務 △1,532,621千円

年金資産 111,241千円

未積立退職給付債務 △1,421,380千円

未認識数理計算上の差異 △984千円

連結貸借対照表計上額純額 △1,422,364千円

退職給付引当金 △1,422,364千円

 

 

１ 退職給付債務に関する事項 

退職給付債務 △1,448,621千円

年金資産 92,993千円

未積立退職給付債務 △1,355,628千円

未認識数理計算上の差異 △16,217千円

連結貸借対照表計上額純額 △1,371,845千円

退職給付引当金 △1,371,845千円

  

２ 退職給付費用に関する事項 

勤務費用 114,200千円

利息費用 28,513千円

期待運用収益 △2,299千円

数理計算上の差異の費用処理額 9,597千円

退職給付費用 150,012千円

 

 

２ 退職給付費用に関する事項 

勤務費用 125,918千円

利息費用 26,828千円

期待運用収益 △2,224千円

数理計算上の差異の費用処理額 4,667千円

退職給付費用 155,189千円

  

３ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 

割引率 2.0% 

期待運用収益率 2.0% 

数理計算上の差異の処理年数 ３年(発生時の従
業員の平均残存勤
務期間以内の一定
の年数による定額
法により、それぞ
れ発生の連結会計
年度から費用処理
しております。) 

  

３ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

退職給付見込額の期間配分方法 同左 

割引率 同左 

期待運用収益率 同左 

数理計算上の差異の処理年数 同左 
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（税効果会計関係） 

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 繰越税金資産及び繰越税金負債の発生の主な原因
別の内訳 

（千円）

繰延税金資産 

 流動資産 

  退職給付引当金 576,058

  減価償却費 95,277

  賞与引当金 122,124

  役員退職慰労引当金 33,975

  未払金 44,958

  未払事業税 7,272

  たな卸資産未実現利益消去 9,377

  その他 44,142

  小計 933,182

  評価性引当金 △19,016

  合計 914,166

 繰延税金資産合計 914,166

繰延税金負債 

 流動負債 

  その他有価証券評価差額金 △39,185

  貸方原価差額調整 △28,096

  小計 △67,282

  合計 △67,282

 繰延税金負債合計 △67,282

繰延税金資産(負債)の純額 846,884

  

１ 繰越税金資産及び繰越税金負債の発生の主な原因
別の内訳 

（千円）

繰延税金資産 

 流動資産 

  環境対策引当金 259,254

  退職給付引当金 558,336

  減価償却費 82,091

  賞与引当金 142,004

  役員退職慰労引当金 13,960

  未払金 57,794

  未払事業税 2,719

  たな卸資産未実現利益消去 9,574

  繰越欠損金 94,204

  その他 46,903

  小計 1,266,839

  評価性引当金 △41,510

  合計 1,225,329

 繰延税金資産合計 1,225,329

繰延税金負債 

 流動負債 

  その他有価証券評価差額金 △25,751

  貸方原価差額調整 △30,159

  小計 △55,910

  合計 △55,910

 繰延税金負債合計 △55,910

繰延税金資産(負債)の純額 1,169,419

  

（注）繰延税金資産及び繰延税金負債の純額は、連結

貸借対照表の以下の項目に含まれています。 

（千円）

流動資産－繰延税金資産 178,629

固定資産－繰延税金資産 668,254

  

（注）繰延税金資産及び繰延税金負債の純額は、連結

貸借対照表の以下の項目に含まれています。 

（千円）

流動資産－繰延税金資産 541,684

固定資産－繰延税金資産 627,735

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負
担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の
原因となった主要な項目別の内訳 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負
担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の
原因となった主要な項目別の内訳 

（％）

法定実効税率 40.5

（調整） 

 交際費等永久に損金に算入され
ない項目 

2.9

 試験研究費の税額控除額 △2.9

 海外子会社欠損金 3.8

 未実現利益の税効果不適用 △2.0

 住民税均等割額 1.9

 1.1

 小計 4.8

税効果会計適用後の法人税等の負
担率 

45.3
 

 税金等調整前当期純損失のため記載しておりません。
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（セグメント情報） 

【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) 

 

 
化学工業 

(千円) 

その他 

(千円) 
計 

(千円) 
消去又は全社 

(千円) 

連結 

(千円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益  

 売上高  

 (1)外部顧客に対する売上高 17,615,314 361,961 17,977,275 －  17,977,275 

 (2)セグメント間の内部売上高
又は振替高 

－ 724,453 724,453 （724,453） － 

計 17,615,314 1,086,415 18,701,729 （724,453） 17,977,275 

 営業費用 17,099,837 976,784 18,076,622 （733,002） 17,343,620 

 営業利益 515,476 109,630 625,107 8,548  633,655 

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本的
支出 

 

 資産 17,499,918 273,077 17,772,996 179,556  17,952,553 

 減価償却費 1,244,286 23,045 1,267,331 －  1,267,331 

 資本的支出 1,532,335 27,888 1,560,223 －  1,560,223 

(注) １ 事業区分は、日本標準産業分類によっております。 

２ 各事業区分の主な製品 

(1) 化学工業……精密化学品、機能材、機能樹脂、化成品 

(2) その他………化学分析他 

３ 配賦不能営業費用はありません。 

４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の主なものは、連結会社での長期投資資金(投資有価

証券等)179,556千円であります。 

５ 「連結財務諸表のための基本となる重要な事項(4)重要な会計方針(1)有形固定資産(会計方針の変更)」

に記載の通り、当連結会計年度から、法人税法の改正((所得税法等の一部を改正する法律 平成 19 年 3

月 30日法律第6号)および(法人税法施行令の一部を改正する政令 平成19年 3月 30日 政令第83号))

を適用しております。この変更に伴い従来の方法によった場合に比べ、当連結会計年度における営業費

用は「化学工業」が 45,886 千円、「その他」が 2,315 千円増加し、営業利益がそれぞれ同額減少してお

ります。 
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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) 

 

 
化学工業 

(千円) 

その他 

(千円) 
計 

(千円) 
消去又は全社 

(千円) 
連結 
(千円) 

Ⅰ 売上高及び営業損益  

 売上高  

 (1)外部顧客に対する売上高 16,765,276 383,521 17,148,798 －  17,148,798 

 (2)セグメント間の内部売上高
又は振替高 

－ 717,626 717,626 （717,626） － 

計 16,765,276 1,101,148 17,866,425 （717,626） 17,148,798 

 営業費用 16,622,493 1,052,128 17,674,621 （717,174） 16,957,447 

 営業利益 142,782 49,020 191,803 （452） 191,351 

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本的
支出 

 

 資産 17,011,390 271,987 17,283,378 140,163  17,423,541 

 減価償却費 1,341,634 21,813 1,363,447 －  1,363,447 

 資本的支出 1,459,386 20,385 1,479,771 －  1,479,771 

(注) １ 事業区分は、日本標準産業分類によっております。 

２ 各事業区分の主な製品 

(1) 化学工業……精密化学品、機能材、機能樹脂、化成品 

(2) その他………化学分析他 

３ 配賦不能営業費用はありません。 

４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の主なものは、連結会社での長期投資資金(投資有価

証券等)140,163千円であります。 

５ たな卸資産の評価基準および評価方法については、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）を適用しております。この結果、従来の方法に比べて、当連結会計年度の

「化学工業」の営業費用が 68,924 千円増加し、営業利益が同額減少しております。 

６ 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））を適用しております。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

おります。これによるセグメント情報に与える影響は軽微であります。 

７ 当連結会計年度より、「連結財務諸表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。これによるセ

グメント情報に与える影響は軽微であります。
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【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) 

本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占

める割合がいずれも90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

 

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) 

本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占

める割合がいずれも90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

 
 

【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) 
 

 北米 欧州 その他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 952,122  142,699 1,261,443 2,356,265  

Ⅱ 連結売上高（千円） －  － － 17,977,275  

Ⅲ 連結売上高に占める海
外売上高の割合（％）

5.3  0.8 7.0 13.1  

(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 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

(1) 北米……米国 

(2) 欧州……ドイツ、オランダ 

(3) その他……中国、台湾、韓国 

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) 

 

 北米 欧州 その他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 871,798  51,527 975,869 1,899,196  

Ⅱ 連結売上高（千円） －  － － 17,148,798  

Ⅲ 連結売上高に占める海
外売上高の割合（％）

5.1  0.3 5.7 11.1  

(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 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

(1) 北米……米国 

(2) 欧州……オランダ、ドイツ 

(3) その他……中国、台湾、タイ 

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。 
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（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 398円52銭

１株当たり当期純利益 15円48銭

１株当たり純資産額 351円07銭

１株当たり当期純損失 33円63銭

(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

 
前連結会計年度末 

（平成20年３月31日) 

当連結会計年度末 

（平成21年３月31日) 

純資産の部の合計額（千円） 5,729,971 5,043,423 

純資産の部の合計額から控除する金額（千円） － － 

普通株式に係る期末の純資産額（千円） 5,729,971 5,043,423 

期末の普通株式の数（千株） 14,378 14,365 

 

２ １株当たり当期純利益又は純損失及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益又は純損失 

 

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 

 当期純利益又は当期純損失(△)（千円） 222,588 △483,270 

 普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

 普通株式に係る当期純利益又は当期純損失(△)
（千円） 

222,588 △483,270 

 普通株式の期中平均株式数（千株） 14,382 14,372 

 

 

（重要な後発事象） 

該当事項はありません。 

 

リース取引、関連当事者との取引、デリバティブ取引等については決算短信における開示の必要性が

大きくないと考えられるため開示を省略しております。 
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５．個別財務諸表 

(1) 貸借対照表 

（単位：千円） 

  
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  124,424  111,680

  受取手形  966,249  647,457

  売掛金  3,922,804  3,816,171

  製品  3,288,217  －

  商品及び製品  －  3,011,351

  原材料  804,145  －

  仕掛品  －  71,000

  貯蔵品  27,257  －

  原材料及び貯蔵品  －  842,872

  前払費用  39,451  37,776

  繰延税金資産  140,324  500,547

  その他  168,449  160,465

  流動資産合計  9,481,324  9,199,323

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物  4,449,766  4,263,139

   減価償却累計額  △2,836,417  △2,748,618

   建物（純額）  1,613,349  1,514,521

   構築物  1,759,576  1,721,247

   減価償却累計額  △1,298,279  △1,305,636

   構築物（純額）  461,296  415,611

   機械及び装置  15,743,800  16,059,585

   減価償却累計額  △13,203,890  △13,313,740

   機械及び装置（純額）  2,539,910  2,745,844

   車両及び運搬具  18,169  18,169

   減価償却累計額  △17,071  △17,422

   車両及び運搬具（純額）  1,098  747

   工具、器具及び備品  1,282,874  1,281,098

   減価償却累計額  △1,099,136  △1,130,376

   工具、器具及び備品（純額）  183,738  150,721

   土地  957,155  957,155
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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) 

   建設仮勘定  175,474  302,747

   有形固定資産合計  5,932,023  6,087,349

  無形固定資産   

   のれん  53,600  －

   ソフトウェア  258,220  184,273

   施設利用権  6,073  5,612

   その他  1,200  1,000

   無形固定資産合計  319,094  190,885

  投資その他の資産   

   投資有価証券  179,556  140,163

   関係会社株式  120,637  120,637

   関係会社出資金  834,423  790,297

   関係会社長期貸付金  －  24,557

   繰延税金資産  663,697  622,480

   その他  72,629  102,963

   貸倒引当金  △2,100  △3,100

   投資その他の資産合計  1,868,843  1,797,999

  固定資産合計  8,119,960  8,076,233

 資産合計  17,601,284  17,275,557
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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  219,463 156,181

  買掛金  3,728,957 2,471,203

  短期借入金  2,950,000 3,650,000

  １年内償還予定の社債  100,000 100,000

  １年内返済予定の長期借入金  103,000 103,000

  未払金  496,379 568,172

  未払費用  241,500 258,681

  未払法人税等  21,518 －

  賞与引当金  275,231 274,846

  設備支払手形  743,849 849,669

  役員賞与引当金  10,000 8,500

  環境対策引当金  － 304,500

  その他  174,429 159,471

  流動負債合計  9,064,330 8,904,224

 固定負債  

  社債  100,000 －

  長期借入金  1,088,000 1,585,000

  退職給付引当金  1,421,426 1,369,159

  役員退職慰労引当金  73,687 72,037

  長期預り金  156,066 160,423

  環境対策引当金  － 88,888

  固定負債合計  2,839,180 3,275,509

 負債合計  11,903,510 12,179,733

純資産の部  
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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) 

 株主資本  

  資本金  1,572,000 1,572,000

  資本剰余金  

   資本準備金  1,008,755 1,008,755

   資本剰余金合計  1,008,755 1,008,755

  利益剰余金  

   利益準備金  170,012 170,012

   その他利益剰余金  

    特別償却積立金  － 1,477

    別途積立金  2,605,000 2,605,000

    繰越利益剰余金  302,819 △278,102

   利益剰余金合計  3,077,831 2,498,387

  自己株式  △18,381 △20,838

  株主資本合計  5,640,204 5,058,304

 評価・換算差額等  

  その他有価証券評価差額金  57,569 37,519

  評価・換算差額等合計  57,569 37,519

 純資産合計  5,697,774 5,095,823

負債及び純資産合計  17,601,284 17,275,557
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(2) 損益計算書 

(単位：千円） 

  

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  17,595,029 16,721,021

売上原価  14,779,889 14,312,385

売上総利益  2,815,139 2,408,635

販売費及び一般管理費  2,310,956 2,304,275

営業利益  504,182 104,359

営業外収益  

 受取利息  452 437

 受取ロイヤリティー  10,649 23,562

 受取配当金  38,203 50,281

 その他  17,602 24,735

 営業外収益合計  66,908 99,016

営業外費用  

 支払利息  59,021 63,983

 たな卸資産除却損  17,714 －

 その他  21,996 19,967

 営業外費用合計  98,733 83,951

経常利益  472,357 119,425

特別損失  

 固定資産除却損  133,906 163,758

 環境対策引当金繰入額  － 640,000

 その他  － 107,434

 特別損失合計  133,906 911,192

税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△)  338,451 △791,767

法人税、住民税及び事業税  80,000 7,000

法人税等調整額  53,573 △305,572

法人税等合計  133,573 △298,572

当期純利益又は当期純損失(△)  204,878 △493,195
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(3) 株主資本等変動計算書 

    (千円) 

 

 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  1,572,000 1,572,000

  当期末残高  1,572,000 1,572,000

 資本剰余金  

  資本準備金  

   前期末残高  1,008,755 1,008,755

   当期末残高  1,008,755 1,008,755

 利益剰余金  

  利益準備金  

   前期末残高  170,012 170,012

   当期末残高  170,012 170,012

  その他利益剰余金  

   特別償却積立金  

    前期末残高  206 －

    事業年度中の変動額  

     特別償却積立金積立額  － 1,477

     特別償却積立金取崩高  △206 －

     事業年度中の変動額合計  △206 1,477

    当期末残高  － 1,477

   別途積立金  

    前期末残高  2,455,000 2,605,000

    事業年度中の変動額  

     別途積立金の積立  150,000 －

     事業年度中の変動額合計  150,000 －

    当期末残高  2,605,000 2,605,000
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 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  334,043 302,819

    事業年度中の変動額  

     剰余金の配当  △86,309 △86,248

     別途積立金の積立  △150,000 △1,477

     特別償却積立金取崩高  206 －

     当期純利益  204,878 △493,195

     事業年度中の変動額合計  △31,224 △580,921

    当期末残高  302,819 △278,102

  利益剰余金合計  

   前期末残高  2,959,262 3,077,831

   事業年度中の変動額  

    剰余金の配当  △86,309 △86,248

    当期純利益  204,878 △493,195

    事業年度中の変動額合計  118,568 △579,444

   当期末残高  3,077,831 2,498,387

 自己株式  

  前期末残高  △16,338 △18,381

  事業年度中の変動額  

   自己株式の取得  △2,043 △2,456

   事業年度中の変動額合計  △2,043 △2,456

  当期末残高  △18,381 △20,838

 株主資本合計  

  前期末残高  5,523,679 5,640,204

  事業年度中の変動額  

   剰余金の配当  △86,309 △86,248

   自己株の取得  △2,043 △2,456

   当期純利益  204,878 △493,195

   事業年度中の変動額合計  116,525 △581,900

  当期末残高  5,640,204 5,058,304
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 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  91,560 57,569

  事業年度中の変動額  

   株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額） 

 
△33,991 △20,050

   事業年度中の変動額合計  △33,991 △20,050

  当期末残高  57,569 37,519

 評価・換算差額等合計  

  前期末残高  91,560 57,569

  事業年度中の変動額  

   株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額） 

 
△33,991 △20,050

   事業年度中の変動額合計  △33,991 △20,050

  当期末残高  57,569 37,519

純資産合計  

 前期末残高  5,615,240 5,697,774

 事業年度中の変動額  

  剰余金の配当  △86,309 △86,248

  自己株式の取得  △2,043 △2,456

  当期純利益  204,878 △493,195

  株主資本以外の項目の事業年度
中の変動額（純額） 

 
△33,991 △20,050

  事業年度中の変動額合計  82,534 △601,950

 当期末残高  5,697,774 5,095,823
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継続企業の前提に関する注記

該当事項はありませんの

6.役 員の異動

本役員人事は、平成21年6月26日開催予定の株主総会ならびに同株主総会終了後の取締役会お

よび監査役会を経て正式に決定する予定です。

(1)代 表者の異動

① 新 任予定代表取締役社長  津 阿 重 典(現 当 社顧問)

② 退 任予定代表取締役社長  加 藤 壽 郎(当祖オロ談役就任予定)

代表取締役の異動につきましては、平成21年2月271]に公表しておりますので、略歴等の詳細

は、次の口Rしからご覧頂くことができます。

(当社ホームページ)

http://www.taOka一chem.co.jp

(大阪証券取引所ホームページ)

http://、中ヽVW,OSe.Or.jp/1isted/index.html

(2)そ の他の役員の異動

① 新 任取締役候補

取締役     吉 永 健 治(現 大 阪ゼネラルサービス株式会社社長)

② 昇 任取締役候補

専務取締役   ll l本 尚 (現 当 社常務取締役)

③ 退 任予定取締役

専務取締役   柏 木 俊 彦(当社顧問就任予定)

取締役     佐 藤 義 昭

④ 新 任監査役候補

監査役     山 本 一 ″芭ヽ(現 住 友化学株式会十士二執行役員)

⑤ 退 任予定監査役

監査役     佐 々木 俊 夫
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