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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 30,199 △5.1 1,384 △33.3 1,380 △32.2 566 △48.8

20年3月期 31,807 △1.4 2,077 △29.7 2,035 △28.3 1,106 △29.2

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 14.15 ― 2.0 3.8 4.6
20年3月期 27.66 ― 4.0 5.6 6.5

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  ―百万円 20年3月期  ―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 35,786 27,802 77.7 695.09
20年3月期 36,242 27,868 76.9 696.74

（参考） 自己資本  21年3月期  27,802百万円 20年3月期  27,868百万円

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 3,193 △371 △1,218 8,757
20年3月期 3,274 △3,008 △553 7,154

2.  配当の状況 

次期の配当予想は、決算期変更予定に伴う９ヶ月の変則決算を前提としております。 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

20年3月期 ― 7.00 ― 7.00 14.00 559 50.6 2.0
21年3月期 ― 7.00 ― 7.00 14.00 559 98.9 2.0

21年12月期 
（予想）

― 5.00 ― 2.50 7.50 54.5

3.  21年12月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成21年12月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

当社は、決算期を３月末日から１２月末日へ変更する予定であり、通期業績予想は９ヶ月間の予想数値を記載しております。そのため、対前年増減率を記
載しておりません。なお、業績予想の詳細は３～４ページ「次期の見通し」をご覧下さい。 

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 
連結累計期間

14,000 ― 600 ― 600 ― 300 ― 7.50

通期 22,000 ― 1,100 ― 1,100 ― 550 ― 13.75
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4.  その他 

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

〔(注)詳細は、14ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」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、23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 40,000,000株 20年3月期 40,000,000株

② 期末自己株式数 21年3月期 1,766株 20年3月期 1,766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 29,076 △8.6 1,460 △26.9 1,494 △25.9 713 △36.3

20年3月期 31,807 △1.4 1,998 △30.0 2,016 △27.4 1,119 △27.4

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

21年3月期 17.84 ―

20年3月期 27.99 ―

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 35,311 27,838 78.8 695.99
20年3月期 36,117 27,745 76.8 693.66

（参考） 自己資本 21年3月期  27,838百万円 20年3月期  27,745百万円

2.  21年12月期の個別業績予想（平成21年4月1日～平成21年12月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

当社は、決算期を３月末日から１２月末日へ変更する予定であり、通期業績予想は９ヶ月間の予想数値を記載しております。そのため、対前年増減率を記
載しておりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 本資料に記載されている業績見通し等、将来に関する記述は、本資料の発表日現在の見通しに基づくものであり、今後の事業環境の変化により実際の
業績が予想数値と大幅に異なる可能性があります。 
 なお、業績予想に関する事項は３～４ページ「次期の見通し」をご参照下さい。 

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

13,000 ― 650 ― 650 ― 350 ― 8.75

通期 20,500 ― 1,200 ― 1,200 ― 650 ― 16.25
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１． 経営成績 

（１）経営成績に関する分析 

  (当期の経営成績) 

当期の業績全般の概況 

当連結会計年度におけるわが国経済は、世界的な金融危機の影響を受けて輸出や鉱工業生産が

大幅に落ち込み、年度後半以降、景気はより一層厳しい状況となりました。 

当業界におきましても、個人消費や建築設備物件の減少、さらには各業界における在庫調整の

影響などにより大変厳しい事業環境で推移しました。 

このような事業環境の下、当連結会計年度の売上高は301億９千９百万円、前連結会計年度に

比べて5.1％の減少となりました。当社グループは平成20年10月より新たにミクニプラスチック

ス㈱を連結子会社に加えたことによるプラス要因はあったものの、各分野の需要低迷による影響

を大きく受けました。 

利益につきましては、年度前半は原材料価格の高騰、後半は原材料価格が落ち着いたものの、

市場環境の急激な悪化による出荷減少の影響を受けました。この結果、連結営業利益は13億８千

４百万円、前連結会計年度に比べて33.3％の減少、連結経常利益は13億８千万円、前連結会計年

度に比べて32.2％の減少となりました。特別損益では、貸倒引当金の戻入額が１億４百万円あり

ましたが、社宅廃止に伴う減損損失１億４千１百万円などを計上しました。また、第２四半期連

結会計期間において繰延税金資産を取り崩したことにより、税金費用が増加しました。この結果、

連結当期純利益は５億６千６百万円、前連結会計年度に比べて48.8％の減少となりました。 

 

部門別の状況に関する分析 

管工機材部門 

新連結子会社が加わったことによる売上の増加が11億２千３百万円ありましたが、建築設備

物件の中止や凍結など、市場環境の急激な悪化による影響を大きく受けました。この結果、管

工機材部門全体の売上高は191億３千８百万円、前連結会計年度に比べて6.0％減少しました。 

ライフサポート部門 

日用雑貨品は消費低迷の影響を受け減少しましたが、介護・福祉関連製品は堅調に推移しま

した。この結果、ライフサポート部門全体の売上高は78億８千６百万円、前連結会計年度に比

べて3.8％増加しました。 

成形材部門 

エラストマーコンパウンドは、海外向けが大幅に減少しました。国内向けも需要家の在庫調

整の影響を受け低調に推移しました。また、特定需要家向け合成樹脂成形製品も出荷が減少し

ました。この結果、成形材部門全体の売上高は31億７千４百万円、前連結会計年度に比べて

17.3％減少しました。 

 

 (次期の見通し) 

    今後の国内経済は、深刻な景気後退がしばらく続くものと予想され、需要の大幅な回復は見込

めない状況となっております。 

    このような状況の中、当社グループにおきましては、利益改善を最大の目標に掲げ、人員の最

適な配置、全社的な経費削減、ものづくりの原点に立ったプロジェクトチームによる社内改革を

推進してまいります。また、新たに「環境ビジネス事業部」を設け、環境に関する新事業の創出

に注力します。 

このような状況を踏まえた、次期の業績予想は次の通りであります。 

なお、当社は決算期を３月末から12月末に変更する予定です。これに伴い翌期は９ヶ月間の変

則決算となります。過去との比較を容易にするため、平成22年３月末までの１年間の見通しにつ

いてもご参考までに併記しております。 
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（％表示は対前期増減率）   

 
当期 

（平成21年３月期）

次期見通し 

(９ヶ月間) 

（平成21年12月期）

参考 

（１年間） 

平成22年３月までの見通し

売 上 高 

営 業 利 益 

経 常 利 益 

当 期 純 利 益 

百万円  ％

30,199    △5.1 

1,384  △33.3 

1,380  △32.2

566   △48.8

百万円   ％ 

22,000  △3.1 

1,100     27.5 

1,100     27.1 

550     38.0 

 

百万円   ％

30,000    △0.7 

1,600    15.5 

1,600    15.9 

850       50.1 

 

            （注）当社は、決算期を３月末日から１２月末日へ変更する予定であり、次期見通しは９ヶ月間の予想数値を 

記載しております。また、対前期増減率は前年第３四半期累計期間と比較した増減率を記載しております。 

なお、ご参考までに12ヶ月に相当する期間（平成21年４月１日～平成22年３月31日）の業績予想を併記 

しております。 

 

（参考）部門別販売実績および次期の見通し                            

     （％表示は対前期増減率） 

事 業 部 門
当期 

（平成21年３月期）

次期見通し 

(９ヶ月間) 

（平成21年12月期） 

参考 

（１年間） 

平成22年３月までの見通し

 

管 工 機 材 

ラ イ フ サ ポ ー ト 

成 形 材 

環 境 ビ ジ ネ ス 

百万円  ％

19,337    △5.9 

7,638    4.7 

2,938   △19.2

285   △12.0 

百万円  ％ 

13,865     △2.4 

5,930       0.7 

2,015    △15.9 

190     △7.9 

百万円   ％

19,045    △1.5  

7,830    2.5  

2,855   △2.8  

270      △5.5 

合  計 30,199    △5.1 22,000     △3.1  30,000    △0.7 

（注1）翌期より新たに環境ビジネス事業部を発足させ４事業部門となるため、当期の事業部門別売上高区分を 

翌期以降の区分に合わせて、組み替えております。 

         （注2）次期見通しは９ヶ月間の予想数値を記載しております。また、対前期増減率は前年第３四半期累計期間 

と比較した増減率を記載しております。 

なお、ご参考までに12ヶ月に相当する期間（平成21年４月１日～平成22年３月31日）の販売見通しを 

併記しております。 
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（２）財政状態に関する分析 

（資産・負債・純資産及びキャッシュ・フローの状況に関する分析） 

当連結会計年度末における総資産は357億８千６百万円となり、前連結会計年度末より４億５千

５百万円減少しました。このうち流動資産は、受取手形および売掛金が減少しましたが、現金及び

預金や関係会社預け金などが増加した結果、１億１百万円増加しました。固定資産は、有形固定資

産減価償却額が設備投資額を上回ったことなどにより５億５千７百万円減少しました。  

負債は79億８千４百万円となり、前連結会計年度末より３億９千万円減少しました。これは主に

買掛金などの減少によるものであります。 

純資産は278億２百万円となり、前連結会計年度末より６千５百万円減少しました。これは株価

下落による有価証券評価差額金の減少によるものであります。以上の結果、自己資本比率は77.7％

（前連結会計年度は76.9％）となりました。 

 

当連結会計年度末のキャッシュ・フロー（現金及び現金同等物の残高）は、前連結会計年度末に

比べて16億３百万円（22.4％）増加し、87億５千７百万円となりました。 

各キャッシュ・フローとそれらの増減要因は次のとおりであります。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動により得られたキャッシュ・フローは、31億９千３百万円（前連結会計年度比2.5％の

減少）となりました。主な増加は、税金等調整前当期純利益13億３千４百万円、減価償却費16億４

千４百万円、売上債権14億９千万円などであります。主な減少は、仕入債務11億５千４百万円など

であります。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動のために使用したキャッシュ・フローは、３億７千１百万円（前連結会計年度比87.7％

の支出減少）となりました。これは、固定資産の取得による支出があった一方、預入期間が３ヶ月

を超える関係会社預け金の払戻しがあったこと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） 

財務活動のために使用したキャッシュ・フローは、12億１千８百万円（前連結会計年度比120.1％

の支出増加）となりました。これは、新規連結子会社における短期借入金の返済などによるもので

あります。 

 

平成21年12月期の設備投資額は、保全・環境・合理化および金型投資等に12億円を予定しており

ます。また、長期借入金の約定返済額は１千６百万円であります。 

 
（キャッシュ・フロー関連指標の推移） 

     当連結グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。 

 
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（％）        72.6        74.7        75.2        76.9 77.7

 時価ベースの 

 自己資本比率（％) 
       67.0        76.9        66.0        39.8 30.0

 キャッシュ・フロー対

有利子負債比率（年） 
        0.4         0.4         0.5         0.4 0.5

 インタレスト・ 

 カバレッジ・レシオ（倍） 
       91.0        91.8        68.3        72.2 70.9

 

（注）1.各指標はいずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 
   2.自己資本比率：自己資本÷総資産 
      3.時価ベースの自己資本比率：株式時価総額÷総資産 
    ＊ 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式を除く）により算出しております。 
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   4.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 
    ＊ 有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象と

しております。 
    ＊ キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用

しております。 
   5.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 
        ＊ 利払いは、連結キャッシュ・フロー計算書における利息の支払額を使用しております。 

 

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

  配当につきましては、将来の事業展開を見据えるとともに、業績の推移を勘案し、株主の皆様に

対して安定的かつ継続的な利益還元に努めることを基本としております。内部留保資金につきまし

ては、会社の中・長期的な成長のための投資に充てる方針です。この方針に基づき、当面の配当金

は年間10円を基本とし、連結配当性向が30％以上となる水準を目標といたします。 

当期の期末配当金は、厳しい業績ではありましたが従来からの公表どおり１株当たり７円とさせ

ていただく予定です。この結果、年間配当金は中間配当金７円と合わせて１株当たり14円（前期と

同額）、連結配当性向は98.9％となります。 

 次期は決算期変更に伴い９ヶ月決算となる予定ですので、配当金は年間10円の９ヶ月分に当たる

７円50銭（中間配当金５円、期末２円50銭）を予定しております。 

 

（４）事業等のリスク 
当社グループの財政状態および経営成績に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のよ

うなものがあります。なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グル

ープが判断したものであります。 

①会社を取り巻く環境 

当社グループの製品は、いずれもその売上はほとんど国内におけるもので、日本国内の景気後退

およびそれに伴う需要の縮小は、経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

また、当社グループの主力製品は、塩化ビニル製小口径マス・マンホールをはじめ各事業分野に

おいて大手メーカー等と激しい競合の状況にあります。当社グループは長年にわたり蓄積された技

術開発力により、新製品開発のより一層のスピードアップに努力しておりますが、今後、競合の激

化が市場シェアの低下や販売価格の下落をもたらし、経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

②原材料の仕入れ価格の変動 

製品の主原料は石油化学製品であり、石油価格の著しい高騰による原料仕入価格の高騰によって

当社グループの経営成績は影響を受ける可能性があります。 

③公共事業について 

当社グループの事業のうち下水道・電力通信分野の施主の中で官公庁は大きな割合を占めており

ます。従いまして、当社グループの業績は地方公共団体等の下水道整備および電線共同溝整備等に

対する公共投資の動向に影響を受ける傾向があります。 

④特定取引先への依存 

各事業部門においては特定販売先に対する売上高比率が高い水準にあります。当該取引先との関

係は良好に推移しており、今後とも取引の維持・拡大に努める所存ですが、その動向によっては当

社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

⑤特有の法的規制 

当社グループの介護用品は、その多くが公的介護保険における貸与・購入・住宅改修の対象商品

として取り扱われております。介護保険法に謳われている５年ごとの制度見直しの動向によっては、

当事業の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

⑥災害に関するリスク 

管工機材部門における基礎商品である塩化ビニル管および成形材部門の大部分を占めるエラス

トマーコンパウンドは、当社の名古屋工場１ヶ所で製造しております。したがいまして、東海地区

で大規模な地震その他操業を中断する事象が発生した場合、当該製品の生産能力が著しく低下する

可能性があります。 
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２．企業集団の状況 

  当社の企業集団は当社、親会社および当社の子会社３社によって構成され、合成樹脂成形品の製造

販売を主な事業としております。 

当社は平成20年10月１日にミクニプラスチックス株式会社（旧三国化工株式会社）の株式をすべて

取得しました。同社はプラスチック製品の製造・加工を行っており、当社はその製品の一部を購入し

ております。また、製品の一部の製造・二次加工および梱包・保管・輸送業務を連結子会社である山

陽興業㈱、東海運輸成形㈱に業務委託しております。 

 

  以上述べた事項を系統図に示すと次のとおりであります。 
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３．経営方針 

（１）会社の経営の基本方針 

当社は、「われわれの知恵と力で豊かな生活・環境を創造し社会に貢献する。」という経営理念

を掲げ、社会環境の整備と生活快適化のためのプラスチック製品およびその関連システムの創造を

目指しております。 

基本戦略としては、当社の強みである「製品開発力」､｢プラスチック加工技術」および「市場開

拓力」を活かし、「次代が求める製品やその関連システムを、絶えずニーズに先駆けて開発、提案

していくこと」を目指しております。 

 

（２）中長期的な会社の経営戦略 

 当社では平成20年度を初年度とする３カ年の中期経営計画を策定しました。その中で重点指向分

野を「給排水」､｢介護・福祉」､「高機能エラストマー」および「環境」の４分野とし、各分野で

存在感のあるメーカーを目指します。 

各分野の基本方針は、次のとおりであります。 

① 給排水 

   既存の下水分野に加えて給水、住環境分野を指向する。 

② 介護、福祉 

   既存製品周辺分野へ活動領域を拡大し、総合福祉メーカーを目指す。 

③ 高機能エラストマー 

   製品の素材を多様化して、用途拡大を図り、医療、自動車、ＩＴの分野に注力する。 

   ④ 環境 

     既存のゴミ分別に加え、緑化、リサイクルの分野に挑戦する。 

 

   最終年度である平成22年度の目標数値を次の通り定めております。 

     平成22年度目標  売上高 368億円、営業利益 42億円 

 

中期経営計画を達成するために、以下の重点実施項目を推進します。 

① 技術力の向上 

生産技術、知的財産、品質保証に注力する。そのために、積極的に人材投入、技術導入を

図る。 

② 利益を重視し、かつ、積極的な事業拡大を図る。 

   ③ 事業強化を図るため、他社との事業提携を推進する。 

④ 物流の抜本的改革。 

   ⑤ 内部統制の徹底、コンプライアンスとＣＳの重視。 

 

（参考）中期経営計画目標数値 

 
平成20年度 

実績 

平成22年度 

計画 

 

売 上 高 

営 業 利 益 

経 常 利 益 

当 期 純 利 益 

百万円 

30,199     

1,384    

1,380   

566     

百万円

36,800    

4,200   

4,120  

2,320    
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４．連結財務諸表 

（１）連結貸借対照表 
（単位：百万円、単位未満切捨） 

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) 

増  減 

 

 
          期  別 

科  目 金  額 構成比 金  額 構成比 金  額 

    （資 産 の 部） 

Ⅰ 流動資産 

 1. 現金及び預金 

 2. 受取手形及び売掛金   

 3. たな卸資産 

 4. 商品及び製品 

 5. 仕掛品 

 6. 原材料及び貯蔵品 

7. 前払費用 

 8. 関係会社預け金 

9. 繰延税金資産 

 10. その他 

   貸倒引当金 

 

 

     1,310 

    10,726 

    4,011 

   － 

   － 

   － 

        31 

     6,923 

       329 

       142 

     △113 

   ％  

  

 

 

     1,422 

    10,136 

   － 

     2,941 

       259 

      889 

        25 

     7,394 

       294 

       150 

      △52 

   ％  

 

        112 

△589 

  △4,011 

2,941 

  259 

        889 

       △6 

        471 

       △34 

          7 

         61 

     流動資産合計    23,361    64.5    23,463    65.6         101 

Ⅱ 固定資産 

 1. 有形固定資産   

 (1) 建物及び構築物 

 (2) 機械装置及び運搬具 

 (3) 工具器具備品 

 (4) 土地 

 (5) 建設仮勘定 

(6) その他 

 

 

    2,701 

    3,111 

    1,357 

    4,383 

       343 

－  

     

      

      

      

      

         

 

 

    2,396 

    3,084 

    1,154 

    4,389 

97 

70 

  

 

      △304 

       △26 

      △202 

          5 

△245 

  70 

     有形固定資産合計    11,897    32.8    11,194    31.2       △703 

 2. 無形固定資産        54     0.2       249     0.7         194 

 3. 投資その他の資産 

 (1) 投資有価証券 

 (2) 長期前払費用 

 (3) 繰延税金資産 

 (4) その他 

    貸倒引当金 

 

      460 

       140 

       140 

       301 

    △114 

      

      

      

      

 

      393 

       116 

       113 

       355 

     △98 

  

       △66 

       △24 

       △27 

         53 

         15 

     投資その他の資産合計        928     2.5        880     2.5        △48 

    固定資産合計    12,880    35.5    12,323    34.4       △557 

     資産合計    36,242   100.0    35,786   100.0       △455 

 

 

     5,340 

        28 

       319 

       280 

        38 

       318 

    10 

       412 

  

 

     4,719 

        22 

       342 

       253 

        68 

       311 

    12 

       468 

  

 

     △620 

        △5 

         22 

       △27 

         29 

        △6 

          2 

     55 

    （負 債 の 部） 

Ⅰ 流動負債 

 1. 買掛金   

 2. １年以内に返済予定の長期借入金 

 3. 未払費用 

 4. 未払法人税等 

 5. 未払消費税等 

 6. 賞与引当金 

 7. 製品回収引当金 

 8. その他 

   流動負債合計      6,748    18.6      6,199    17.3       △548 

Ⅱ 固定負債  

 1. 長期借入金 

 2. 退職給付引当金 

 3. 役員退職慰労引当金 

 4. その他 

 

       109 

       215 

        28 

     1,273 

  

        87 

       208 

        11 

     1,478 

  

       △22 

        △7 

       △17 

        205 

   固定負債合計      1,625     4.5      1,784     5.0         158 

     負債合計      8,374   23.1     7,984   22.3      △390 
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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) 

増  減 

 

 
          期  別 

科  目 金  額 構成比 金  額 構成比 金  額 

 

 

     4,220 

     3,542 

    20,001 

       △0 

 

 

   11.6 

    9.8 

  55.2 

  △0.0 

 

 

     4,220 

     3,542 

    20,007 

       △0 

 

 

   11.8 

    9.9 

  55.9 

  △0.0 

 

 

        － 

        － 

        △6 

        － 

    27,763    76.6     27,769    77.6         △6 

（純 資 産 の 部） 

Ⅰ 株主資本 

1.資本金 

2.資本剰余金 

3.利益剰余金 

  4.自己株式 

  株主資本合計 

Ⅱ 評価・換算差額等 

  その他有価証券評価差額金 
 

       104 

 

    0.3 

 

        32 

 

    0.1 

 

       △72 

純資産合計     27,868    76.9     27,802    77.7        △65 

負債純資産合計     36,242   100.0     35,786   100.0       △455 



                             アロン化成㈱(7882) 平成２１年３月期 決算短信 

 11

（２）連結損益計算書 
 

（単位：百万円、単位未満切捨） 

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 

 

増  減 

 

      期  別 
 

科  目 金  額 百分比 金  額 百分比 金  額 

 

Ⅰ 売上高 

Ⅱ 売上原価 

 

   31,807 

   21,916 

    ％

 100.0 

  68.9 

 

   30,199 

   21,184 

    ％

 100.0 

  70.1 

 

 △1,607 

   △732 

   売上総利益 

Ⅲ 販売費及び一般管理費  

   9,890 

    7,813 

31.1 

  24.6 

    9,015 

    7,631 

  29.9 

  25.3 

   △874 

   △182 

   営業利益 

Ⅳ 営業外収益 

1. 受取利息 

2. 受取配当金 

3. 技術供与料 

4. 負ののれん償却額 

5. 不要品売却益 

6. 雑収入 

    2,077 

 

       85 

        8 

        1 

   － 

    19 

       24 

   6.5      1,384 

 

       92 

        7 

        0 

    16 

       12 

       23 

   4.6     △692 

 

        7 

      △0 

      △0 

       16 

      △7 

      △0 

   営業外収益合計 

Ⅴ 営業外費用 

1. 支払利息 

2. 売上割引 

3. 製品回収引当金繰入額 

4. 遊休設備関係費 

5. 雑損失 

      138 

 

       45 

       56 

    10 

        4 

       63 

   0.4  

      

      

 

      

      154 

 

       44 

       49 

     4 

        6 

       53 

   0.5        15 

 

      △0 

      △7 

      △5 

        1 

      △9 

   営業外費用合計       179    0.5       158    0.5      △21 

   経常利益     2,035    6.4     1,380    4.6     △655 

Ⅵ 特別利益 

1. 投資有価証券売却益 
2. ゴルフ会員権売却益 

3. 貸倒引当金戻入額 

 

        5 

   － 

   － 

  

       20 

    11 

      104 

  

       15 

       11 

      104 

   特別利益合計 

Ⅶ 特別損失 

1. 固定資産除売却損 
2. 減損損失 

3. 事務所移転費用 

        5 

 

       69 

      － 

   － 

   0.0       136 

 

       26 

      141 

       14 

   0.4       131 

 

△43 

 141 

  14 

   特別損失合計        69    0.2       183    0.6       113 

 税金等調整前当期純利益 

 法人税､住民税及び事業税 

 法人税等調整額 

    1,971 

      829 

       35 

   6.2 

   2.6 

 0.1 

    1,334 

      637 

      130 

   4.4 

   2.1 

 0.4 

    △636 

    △192 

       95 

当期純利益     1,106    3.5       566    1.9     △540 
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（３）連結株主資本等変動計算書 

 

 前連結会計年度（自 平成19年４月１日  至 平成20年３月31日） 
（単位：百万円、単位未満切捨） 

株主資本 
評価・換算

差額等 

 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式
株主資本 

合計 

その他有価

証券評価 

差額金 

純資産 

合計 

平成19年３月31日残高 4,220  3,542 19,414 △0 27,176 224 27,401

連結会計年度中の変動額 

 剰余金の配当 

 当期純利益 

 株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額） 

 

△519

1,106

 

△519 

1,106 

 

 

 

△119 

△519

1,106

△119

連結会計年度中の変動額合計 －  － 586 － 586 △119 466

平成20年３月31日残高 4,220 3,542 20,001 △0 27,763 104 27,868

 

 

当連結会計年度（自 平成20年４月１日  至 平成21年３月31日） 

（単位：百万円、単位未満切捨） 

株主資本 
評価・換算

差額等 

 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式
株主資本 

合計 

その他有価

証券評価 

差額金 

純資産 

合計 

平成20年３月31日残高 4,220  3,542 20,001 △0 27,763 104 27,868

連結会計年度中の変動額 

 剰余金の配当 

 当期純利益 

 株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額） 

 

△559

566

 

△559 

566 

 

 

 

△72 

△559

566

△72

連結会計年度中の変動額合計 －  － 6 － 6 △72 △65

平成21年３月31日残高 4,220 3,542 20,007 △0 27,769 32 27,802
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 
（単位：百万円、単位未満切捨） 

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 

 

増  減 

 

        期  別 

 

科  目         金 額 金 額 金 額 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー 

 1.税金等調整前当期純利益 

 2.減価償却費 

 3.減損損失 

 4.負ののれん償却額 

5.退職給付引当金の増減額（減少：△） 

 6.役員退職慰労引当金の増減額（減少：△）

 7.貸倒引当金の増減額（減少：△） 

 8.賞与引当金の増減額（減少：△） 

9.役員賞与引当金の増減額（減少：△） 

10.製品回収引当金の増減額（減少：△） 

11.受取利息及び受取配当金 

12.支払利息 

13.固定資産除売却損 

14.投資有価証券売却益 

15.ゴルフ会員権売却益 

16.売上債権の増減額（増加：△） 

17.たな卸資産の増減額（増加：△） 

18.仕入債務の増減額（減少：△） 

19.その他資産･負債の増減額 

 

         1,971 

         1,814 

       － 

       － 

           △113 

             △2 

             124 

            △36 

       △8 

       10 

            △93 

              45 

              69 

             △5 

       － 

           1,033 

           △254 

            △69 

           △184 

 

         1,334 

         1,644 

       141 

      △16 

          △57 

            △25 

            △77 

            △36 

       － 

        2 

           △100 

              44 

              26 

            △20 

      △11 

           1,490 

             328 

         △1,154 

             299 

 

     △636 

     △169 

       141 

      △16 

        55 

      △23 

     △201 

      △0 

       8 

       △7 

      △6 

       △0 

      △43 

      △15 

      △11 

       457 

       583 

   △1,085 

       484 

     小   計 

20.利息及び配当金の受取額 

21.利息の支払額 

22.法人税等の支払額 

23.固定資産除却に伴う支払額 

           4,300 

              93 

            △45 

         △1,073 

             △0 

           3,811 

             100 

            △45 

         △673 

             △0 

     △488 

         6 

         0 

       400 

       △0 

  営業活動によるキャッシュ・フロー 

Ⅱ  投資活動によるキャッシュ・フロー 

 1.定期預金の預入による支出 

 2.定期預金の払戻による収入 

 3.関係会社預け金の預入による支出 

 4.関係会社預け金の払戻による収入 

5.固定資産の取得による支出 

 6.固定資産の売却による収入 

 7.ゴルフ会員権の取得による支出 

8.ゴルフ会員権の売却による収入 

 9.投資有価証券の取得による支出 

10.投資有価証券の売却による収入 

11.新規連結子会社取得による支出 

12.その他 

           3,274 

 

      △80 

       － 

         △1,000 

       － 

         △1,963 

               0 

       － 

       － 

            △11 

              43 

       － 

               2 

           3,193 

 

   △130 

    150 

             － 

      1,000 

         △1,065 

               1 

      △12 

            21 

            △5 

              28 

      △382 

              22 

     △81 

 

      △50 

       150 

   1,000 

   1,000 

       897 

         1 

      △12 

        21 

         5 

      △14 

     △382 

        20 

  投資活動によるキャッシュ・フロー 

Ⅲ  財務活動によるキャッシュ・フロー 

 1.短期借入金の純増減額 

 2.長期借入金の返済による支出 

 3.配当金の支払額 

 4.その他 

         △3,008 

 

       － 

            △34 

           △519 

        － 

         △371 

  

           △610 

            △28 

           △561 

            △19 

     2,636 

 

     △610 

         6 

△41 

△19 

  財務活動によるキャッシュ・フロー            △553          △1,218      △665 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額（減少：△）

Ⅴ  現金及び現金同等物の期首残高 
           △286 

           7,441 

           1,603 

           7,154 

     1,890 

     △286 

           7,154            8,757      1,603 Ⅵ  現金及び現金同等物の期末残高 
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（５）継続企業の前提に関する注記 

   該当事項はありません。 

 

（６）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

１．連結の範囲に関する事項 

  子会社は全て連結されております。当該連結子会社は、ミクニプラスチックス㈱、東海運輸成形㈱、山陽興業

㈱の３社であります。ミクニプラスチックス㈱は、当連結会計年度より新たに連結の範囲に含めております。 

 

２．持分法の適用に関する事項 

   該当事項はありません。 

 

３．連結子会社の事業年度等に関する事項 

 連結子会社の事業年度末日と連結決算日は、一致しております。 

 

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 

  ①有価証券 

その他有価証券 … 時価のあるもの･･･決算期末日前１ヶ月の市場価格等の平均に基づく時価法 

                                     （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動

平均法により算定） 

          時価のないもの･･･移動平均法による原価法 

    ②たな卸資産 

製品・原材料・仕掛品 … 主として総平均法による原価法 

貯蔵品        … 最終仕入原価法による原価法 

（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定） 

  (会計方針の変更) 

  従来、棚卸資産の評価基準は、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日公表分）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り下げの

方法）により算定しております。 

これにより、当連結会計年度の営業利益、経常利益および税金等調整前当期純利益は、それぞれ１千５百

万円減少しております。 

 

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 

  ①有形固定資産（リース資産を除く） 

       定額法 

        なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 

                建物及び構築物    3～50年 

                機械装置及び運搬具 3～8年 

                工具器具備品      2～20年  

②無形固定資産（リース資産を除く） 

      定額法 

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

  ③リース資産 

      所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

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

ス取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。 

  (会計方針の変更) 

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に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
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業会計審議会第一部会）、平成19年3月30日改正））および「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企

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

改正））を適用し、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっております。 

なお、リース取引開始日が平成20年３月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によっております。 

これにより、営業利益、経常利益および税金等調整前当期純利益に与える影響額は軽微です。 

 

(3) 重要な引当金の計上基準 

  ①貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備えるため、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。 

  ②賞与引当金 

連結財務諸表提出会社及び連結子会社２社は従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額に基づき計上し

ております。 

③製品回収引当金 

販売した製品の自主回収に伴い、今後発生が予想される費用の合理的な見積額を計上しております。 

④退職給付引当金 

連結財務諸表提出会社は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、当連結会計年度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、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10

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

なお、当連結会計年度末における年金資産が、退職給付債務から数理計算上の差異等を控除した額を超過

する場合には、前払年金費用として投資その他の資産の「その他」に含めて計上しております。 

  ⑤役員退職慰労引当金 

連結子会社２社は、役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づき計算された金額の全額を計上し

ております。なお、うち１社は、内規の改訂に伴い、役員に対する退職慰労金制度が廃止されたため、内規

上の経過措置から生じる要支給額のみを計上しております。 

 (4) 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 

   税抜方式によっております。 

 

５．連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

連結子会社の資産及び負債の評価方法は、全面時価評価法によっております。 

 

６．のれん及び負ののれんの償却に関する事項 

  のれん及び負ののれんは、発生年度より20年以内の一定の年数により均等償却しております。なお、金額が僅

少なものについては、発生年度に全額償却しております。 

 

７．連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

  手許現金、随時引き出し可能な預金、関係会社預け金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について 

僅少なリスクしか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。 

 

（７）表示方法の変更 

 （連結貸借対照表） 

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

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

のは、当連結会計年度から「商品及び製品」「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「商品及び製品」「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」は、それぞれ 

2,957百万円、229百万円、823百万円であります。 
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（８）連結財務諸表に関する注記事項 

（連結貸借対照表関係）                                                            

    前連結会計年度      当連結会計年度 

１．有形固形資産の減価償却累計額        32,100 百万円         33,498 百万円  

２．担保資産                                      

           建物及び構築物              287 百万円                272 百万円 

           機械装置及び運搬具                454 百万円            437 百万円 

           土地                    181 百万円            181 百万円  

              計                             922 百万円                890 百万円 

   上記に対応する債務 

     １年以内に返済予定の長期借入金     28 百万円         22 百万円 

     長期借入金                           109 百万円         87 百万円 

 

 

（連結損益計算書関係） 

     前連結会計年度       当連結会計年度 

１．通常の販売目的で保有するたな卸資産の収益性の低下による簿価切下げ額 

－             15 百万円 

２．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額 

        運送費                               3,005 百万円         2,554 百万円  

        貸倒引当金繰入額                       128 百万円                 31 百万円 

        人件費                               1,584 百万円         1,671 百万円 

        賞与引当金繰入額                       160 百万円                154 百万円 

        退職給付費用                            95 百万円                110 百万円 

３．一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 

                            965 百万円                984 百万円 

４．固定資産除売却損の主な内訳 

      ・除却損 

         機械装置及び運搬具                    17 百万円                  5 百万円 

         工具器具備品                          37 百万円                 11 百万円 

         建物及び構築物                         5 百万円                  7 百万円 

      ・売却損 

         機械装置及び運搬具                     5 百万円                  1 百万円 

         工具器具備品                           2 百万円                  0 百万円 

５．減損損失の内訳 

    前連結会計年度 

      該当なし 

当連結会計年度 

  当連結会計年度において、以下の資産について減損損失を計上しております。 

場 所 用途 種 類 

茨城県古河市 

愛知県東海市 

社宅 

社宅 

建物及び構築物等 

建物及び構築物等 

      上記の資産は、社宅廃止の決定に伴い帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失（141

百万円）として特別損失に計上しております。なお、当該資産の回収可能価額は正味売却価額により測

定しております。 
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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 

 １．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

株式の種類 
前連結会計年度末 

株式数(株) 

当連結会計年度 

増加株式数(株) 

当連結会計年度 

減少株式数(株) 

当連結会計年度末 

株式数(株) 

発行済株式 

 普通株式 

 

40,000,000 

 

－  

 

－  

 

40,000,000 

自己株式 

 普通株式 

 

1,766 

 

－   

 

－  

 

1,766 

 ２．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 １株当たり配当額 基準日 効力発生日 

平成19年6月22日 

定時株主総会 
普通株式 

百万円 

239   

円 

6.00  
平成19年3月31日 平成19年6月25日 

平成19年11月7日 

取締役会 
普通株式 

百万円 

279   

円 

7.00  
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 配当の原資
配当金 

の総額 

１株当たり

配当額 
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 利益剰余金

百万円 

279 

円 

7.00  
平成20年3月31日 平成20年6月30日

 

当連結会計年度 

 １．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

株式の種類 
前連結会計年度末 

株式数(株) 

当連結会計年度 

増加株式数(株) 

当連結会計年度 

減少株式数(株) 

当連結会計年度末 

株式数(株) 

発行済株式 

 普通株式 

 

40,000,000 

 

－  

 

－  

 

40,000,000 

自己株式 

 普通株式 

 

1,766 

 

－   

 

－  

 

1,766 

 ２．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 １株当たり配当額 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 

百万円 

279   

円 

7.00  
平成20年3月31日 平成20年6月30日

平成20年10月29日 

取締役会 
普通株式 

百万円 

279   

円 

7.00  
平成20年9月30日 平成20年12月8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 

１株当たり

配当額 
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

百万円 

279 

円 

7.00  
平成21年3月31日 平成21年6月29日

 



                             アロン化成㈱(7882) 平成２１年３月期 決算短信 

 18

（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

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

                                     前連結会計年度       当連結会計年度 

      現金及び預金勘定                     1,310 百万円             1,422 百万円  

      関係会社預け金            6,923 百万円         7,394 百万円  
             計                              8,234 百万円               8,817 百万円 

        預け入れ期間が３ヶ月を                △80 百万円                △60 百万円 
        超える定期預金 

        預け入れ期間が３ヶ月を             △1,000 百万円               － 百万円 

        超える関係会社預け金                                 

     現金及び現金同等物                   7,154 百万円               8,757 百万円 

(注)関係会社預け金は、親会社である東亞合成㈱ならびにその関係会社各社の資金を一元化して効率活用すること 

   を目的とした「キャッシュ・マネジメントサービス」により、東亞合成㈱へ預託した随時引出可能な資金で 

    あります。 

２．株式取得により新たに連結子会社となった会社の資産及び負債の主な内訳 

   当連結会計年度において、株式の取得により新たにミクニプラスチックス㈱を連結したことに伴う

連結開始時の資産及び負債の内訳ならびに株式の取得価額と取得のための支出（純額）との関係は、

次の通りであります。 

                   当連結会計年度 

     流動資産            1,340 百万円 

     固定資産              326 百万円 

     流動負債                      △1,258 百万円 

     固定負債                          △8 百万円 

     負ののれん                       △16 百万円   

     株式の取得価額                    383 百万円 

     現金及び現金同等物                  1 百万円   

     差引：取得のための支出            382 百万円   

 

（セグメント情報） 

１．事業の種類別セグメント情報 

当連結グループは、合成樹脂製品を専ら製造販売しておりますので、事業の種類別セグメント情報に記載す

べき事項はありません。 

 

２．所在地別セグメント情報 

本邦以外の国または地域に所在する連結子会社および在外支店はありませんので、所在地別セグメント情報

に記載すべき事項はありません。  

 

３．海外売上高 

海外売上高は、連結売上高の10％未満のため、その記載を省略しております。 
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（リース取引関係） 

 リース取引開始日が平成20年３月31日以前の所有権移転外ファイナンス・リース取引について、通常の賃貸借取

引に係る方法に準じて会計処理を行っております。 

 

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  

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額 
 

前連結会計年度                   当連結会計年度 
機 械 装 置                              機 械 装 置 

及 び 運 搬 具      工具器具備品     合 計      及 び 運 搬 具      工具器具備品     合 計 
                             百万円              百万円            百万円                 百万円               百万円            百万円  
    取得価額相当額                    307        385       692         257        355       613 

減価償却累計額相当額     179        181       361         187        223       411   

期末残高相当額           127        203       331          69        132       202   

  (注)取得価額相当額の算定は、有形固定資産の期末残高等に占める未経過リース料期末残高の割合が低いため、支払利子込み

法によっております。 
 

２．未経過リース料期末残高相当額                                      

                             前連結会計年度           当連結会計年度 

      １  年  内               127 百万円                  90 百万円   

      １  年  超               203 百万円                 111 百万円   

        合 計                 331 百万円                  202 百万円   
  (注)未経過リース料期末残高相当額の算定は、有形固定資産の期末残高等に占める未経過リース料期末残高の割合が低いため、

支払利子込み法によっております。 
 

３．支払リース料及び減価償却費相当額 

                             前連結会計年度           当連結会計年度 

        支払リース料            139 百万円                 129 百万円  

        減価償却費相当額        139 百万円                  129 百万円 

 

４．減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。 

 

 

 

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

親会社及び法人主要株主等 
（単位：百万円） 

関係内容 

属性 
会社等 

の名称 

 

住所 

 

資本金 
事業の 

内容 

議決権等の

被所有割合

（％） 

役員の

兼任等

事業上 

の関係 

取引の 

内 容 

取引 

金額 

 

科目 
期末

残高

親会社 
東亞合成

㈱ 

東京都

港区 

 

20,886 

化学工業品

の製造販売

直接 61.1

間接  0.0

兼任 2人

転籍 4人

工場用地の

一部を賃借

資金の預託 

受取利息 

3,740 

    68 

関係会社

預け金 

 

6,923

（注）取引条件及び取引条件の決定方針等 
     関係会社預け金は、同社ならびにその関係会社各社の資金を一元化して効率活用することを目的とする「キャッシュ・ 

     マネジメントサービス」により、同社へ預託した随時引出可能な資金であります。 
         受取利息の金利については、市場の実勢金利を考慮の上決定しております。 

 

 

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

  当連結会計年度より、「関連当事者の開示に関する会計基準」（企業会計基準第11号 平成18年10月17日）及び「関連当事

者の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第13号 平成18年10月17日）を適用しております。 

  なお、これによる開示対象範囲の変更はありません。 
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連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引 

連結財務諸表提出会社の親会社及び法人主要株主等 
（単位：百万円） 

種類 
会社等 

の名称 

 

所在地 

 

資本金 
事業の 

内容 

議決権等の

被所有割合

（％） 

関連当事者

との関係

取引の 

内 容 

取引 

金額 

 

科目 
期末

残高

親会社 東亞合成

㈱ 

東京都

港区 
20,886 化学工業品

の製造販売

直接 61.1

間接  0.0
資金の預託

資金の預託

受取利息 

△430 

    74 
関係会社

預け金 
7,394

（注）取引条件及び取引条件の決定方針等 
     関係会社預け金は、同社ならびにその関係会社各社の資金を一元化して効率活用することを目的とする「キャッシュ・ 

     マネジメントサービス」により、同社へ預託した随時引出可能な資金であります。 
         受取利息の金利については、市場の実勢金利を考慮の上決定しております。 

 

（税効果会計関係） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

（単位：百万円） 

前連結会計年度                               当連結会計年度 

  （繰延税金資産）                                 （繰延税金資産） 

     未払法人事業税                27              未払法人事業税                26  

     賞与引当金               128                賞与引当金               137 

    たな卸資産評価減否認         71                たな卸資産評価減否認         82 

    貸倒引当金限度超過額           62             貸倒引当金限度超過額           35 

      役員退職慰労引当金限度超過額   11                 退職給付引当金            84 

      退職給付引当金            87                 投資有価証券評価損           88  

      投資有価証券評価損           88                 減損損失            61 

      ゴルフ会員権評価損              9             その他                       61   

      その他                       58                     繰延税金資産小計            577 

         繰延税金資産小計           544                評価性引当額         △130   

      評価性引当額          －                    繰延税金資産合計          447   

         繰延税金資産合計          544                 (繰延税金負債)  

   (繰延税金負債)                             その他有価証券評価差額金   △2 

     その他有価証券評価差額金     △72               前払年金費用          △36    

     前払年金費用            △3                      繰延税金負債合計       △38   

         繰延税金負債合計          △75                   繰延税金資産の純額           408   

     繰延税金資産の純額            469                     

 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

（単位：％） 

         前連結会計年度                              当連結会計年度 

    法定実効税率                  40.7                法定実効税率                   40.7 

     （調 整）                                       （調 整） 

    交際費等永久に損金に                               交際費等永久に損金に 

        算入されない項目           2.6                     算入されない項目           2.4 

    受取配当金等永久に益金に                           住民税均等割等                 2.7 

    算入されない項目         △1.3         評価性引当額          9.8 

    住民税均等割等                 1.8                 その他                         2.0  

    その他                         0.1                 税効果会計適用後の 

    税効果会計適用後の                                     法人税等の負担率          57.6  

       法人税等の負担率           43.9                   
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（有価証券関係） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

                                                                                   （単位：百万円、単位未満切捨） 

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) 

 

区分 

取得原価 
連結貸借対照表

計上額 
差額 取得原価

連結貸借対照表 

計上額 
差額 

連結貸借対照表計上額が 

取得原価を超えるもの 

    株式 

 
 

     193 

 
 

    374 

 
 

    181 

 
 

     123 

 
 

    182 

 
 

     59 

連結貸借対照表計上額が 

取得原価を超えないもの 

    株式 

 

 

      19 

 

 

       14 

 

 

    △4 

 

 

     171 

 

 

      147 

 

 

   △24 

合計      212       389     176      295       330      35 

 

２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

前連結会計年度及び当連結会計年度中に売却したその他有価証券につきましては、重要性が乏しいため記載を 

省略しております。 

 

３．時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額 

                                    （単位：百万円、単位未満切捨） 

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) 

 

区分 
連結貸借対照表計上額 連結貸借対照表計上額 

その他有価証券 

 非上場株式 

 

             70 

 

             63 

 

 

（デリバティブ取引関係） 

前連結会計年度（平成20年３月31日現在)及び当連結会計年度（平成21年３月31日現在) 

    当連結グループは、デリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。 
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（退職給付関係） 

１．採用している退職給付制度の概要 

当社は確定給付型の制度として、適格退職年金制度および退職一時金制度を設けております。当連結会計年

度より新たに連結子会社となった１社は複数事業主制度の総合設立型厚生年金基金に加入しております。 

なお、連結子会社のうち２社は中小企業退職金共済事業団に加入しており、退職給付引当金は計上しており

ません。 

 

２．退職給付債務に関する事項 

                                                     （単位：百万円） 

前連結会計年度           当連結会計年度 

   ①  退職給付債務                              △2,812                 △2,715 

   ②  年金資産                                     2,499                   2,088   
   ③  未積立退職給付債務（①＋②）               △313                   △626 
   ④  未認識数理計算上の差異                         106                     508 
   ⑤ 未認識過去勤務債務                   －                      －    
      ⑥ 連結貸借対照表計上額純額（③＋④＋⑤）     △206           △118 
      ⑦ 前払年金費用                     8                    89 

⑧ 退職給付引当金（⑥－⑦）              △215                   △208   

    （注）前連結会計年度においては総合設立型厚生年金基金はありません。 

当連結会計年度の総合設立型厚生年金基金の年金資産額は、224百万円（加入人員割合により算出）であり、上記年

金資産には含まれておりません。 

 

３．退職給付費用に関する事項 

                                                                 （単位：百万円） 

前連結会計年度           当連結会計年度 

     ① 勤務費用                      137                     136 

   ② 利息費用                                       63                      56 
   ③ 期待運用収益                                 △30                    △24 
   ④ 数理計算上の差異の費用処理額                   13                      45 
   ⑤ 過去勤務債務の費用処理額                       －                      －    
   ⑥ 退職給付費用（①＋②＋③＋④＋⑤）          184                     213    

（注）当連結会計年度の総合設立型厚生年金基金への拠出額は勤務費用に含めております。 

 

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

前連結会計年度           当連結会計年度 

      ① 退職給付見込額の期間配分方法       期間定額基準               同左 

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

（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 
                                                よる定額法により按分した額 
                                                をそれぞれ発生の翌連結会計 
                                                年度から費用処理しておりま 
                        す。） 

 



                             アロン化成㈱(7882) 平成２１年３月期 決算短信 

 23

（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            696.74円 

１株当たり当期純利益金額      27.66円 

１株当たり純資産額            695.09円 

１株当たり当期純利益金額      14.15円 

(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  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（百万円）       27,868             27,802 

純資産の部の合計額から控除する金額（百万円）         －                － 

普通株式に係る期末の純資産額（百万円）       27,868             27,802 

普通株式の発行済株式数（株）      40,000,000         40,000,000 

普通株式の自己株式数（株）        1,766              1,766 

１株当たり純資産額の算定に用いられた 

期末の普通株式の数（株）     39,998,234         39,998,234 

 

   ② １株当たり当期純利益金額 

 前連結会計年度 

（自 平成19年4月 1日 

 至 平成20年3月31日）

当連結会計年度 

（自 平成20年4月 1日 

 至 平成21年3月31日） 

当期純利益（百万円）             1,106               566 

普通株式に帰属しない金額（百万円）              －              － 

普通株式に係る当期純利益（百万円）       1,106         566 

普通株式の期中平均株式数（株）        39,998,234        39,998,234 

 

 

（重要な後発事象） 

  該当事項はありません。 

 

（開示の省略） 

  企業結合等に関する注記事項につきましては、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：百万円、単位未満切捨） 

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) 

増  減        期  別 

 

科  目 金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 

   （資 産 の 部） 
Ⅰ 流動資産 
  1.現金及び預金 

  2.受取手形  
  3.売掛金 

  4.製品 

  5.商品及び製品 

  6.仕掛品 

 7.原材料 

 8.貯蔵品 

 9.原材料及び貯蔵品 

10.関係会社預け金 

 11.短期貸付金 

 12.前渡金 

 13.前払費用 

 14.未収入金 

 15.繰延税金資産 

 16.その他 

   貸倒引当金 

 

 

    1,155 

    5,299 

    5,426 

    2,957 

   － 

      229 

748 

       75 

   － 

    6,923 

   － 

        7 

       31 

      127 

      323 

       15 

    △113 

  ％ 

      

      

      

      

 

      

 

 

 

 

    1,270 

    4,607 

    4,822 

   － 

    2,704 

      233 

   － 

   － 

      773 

    7,354 

      670 

     4 

       25 

      115 

      289 

       13 

    △30 

  ％   

 

        114 

     △692 

      △603 

  △2,957 

      2,704 

          4 

      △748 

△75 

 773 

        430 

        670 

        △2 

        △6 

       △12 

       △33 

        △2 

         83 

  流動資産合計    23,207   64.3    22,852   64.7       △354 

Ⅱ 固定資産 
 1.有形固定資産      
   (1)建物 

   (2)構築物 

   (3)機械装置 

   (4)車両運搬具 

   (5)工具器具備品 

   (6)土地 

   (7)リース資産 

   (8)建設仮勘定 

 

 

    2,463 

      238 

    3,082 

       29 

    1,357 

    4,383 

   － 

      343 

 

      

      

      

      

      

      

 

 

    2,182 

      214 

    2,924 

       24 

    1,099 

    4,389 

    69 

       94 

  

 

      △281 

       △23 

      △158 

        △4 

      △257 

          5 

         69 

      △249 

     有形固定資産計    11,897   32.9    10,998   31.1       △898 

2.無形固定資産 
   (1)ソフトウエア 

   (2)リース資産 

   (3)その他 

     無形固定資産計 

 

       44 

      － 

        9 

       54 

 

 

 

 

   0.1 

 

       67 

       16 

      159 

      242 

 

 

 

 

   0.7 

 

     22 

        16 

        150 

        188 

 3.投資その他の資産 
   (1)投資有価証券 

   (2)関係会社株式 

   (3)更生債権等 

   (4)長期前払費用 

   (5)差入保証金 

   (6)繰延税金資産 

   (7)その他 

     貸倒引当金 

 

      460 

       30 

      112 

      140 

      154 

      139 

       34 

    △114 

  

      324 

      413 

       86 

      116 

      143 

      113 

      108 

    △88 

  

      △135 

        383 

       △25 

       △24 

       △11 

       △26 

         73 

         25 

     投資その他の資産計       958    2.7     1,217    3.5         259 

  固定資産合計    12,909   35.7    12,459   35.3       △450 

   資産合計    36,117  100.0    35,311  100.0       △805 
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                                              （単位：百万円、単位未満切捨） 

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) 

増  減       期  別 

 

科  目 金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 

   （負 債 の 部）   
Ⅰ 流動負債 
  1.買掛金 

  2.１年以内に返済予定の長期借入金 

  3.リース債務 

  4.未払金 

  5.未払費用 

  6.未払法人税等 

  7.未払消費税等 

  8.預り金 

  9.賞与引当金 

 10.製品回収引当金 

 

 

    5,379 

       28 

   － 

      353 

      308 

      271 

       35 

       55 

      306 

    10 

    ％ 

  

 

 

    4,389 

       22 

    24 

      281 

      328 

      234 

       57 

       49 

      301 

    12 

    ％  

 

 

 

      △990 

        △5 

         24 

       △72 

        20 

      △37 

        22 

        △6 

       △5 

      2 

   流動負債合計     6,748   18.7     5,699   16.2     △1,048 

Ⅱ 固定負債  
  1.長期借入金  
  2.リース債務 

  2.退職給付引当金 

  3.役員退職慰労引当金 

  4.預り保証金 

   

      109 

   － 

      215 

       26 

    1,273 

     

       87 

    66 

      208 

      － 

    1,412 

  

       △22 

         66 

      △7 

       △26 

        139 

  固定負債合計     1,624    4.5     1,773    5.0         149 

   負債合計     8,372   23.2     7,473   21.2       △898 

   （純資産の部）  
Ⅰ 株主資本 
1.資本金  

2.資本剰余金 

   資本準備金 

       

 

    4,220 

 

    3,542 

％

 

11.7 

 

 

    4,220 

 

    3,542 

％ 

 

  12.0 

 

 

 

      － 

 

      － 

   資本剰余金合計     3,542    9.8     3,542   10.0        － 

  3.利益剰余金 

  (1)利益準備金 

   (2)その他利益剰余金 

    任意積立金 

    繰越利益剰余金 

 

      397 

 

   16,400 

    3,080 

  

      397 

 

   16,400 

    3,234 

  

      － 

       

      － 

        153 

   利益剰余金合計    19,878   55.0    20,031   56.7         153 

  4.自己株式 

   株主資本合計 
Ⅱ 評価・換算差額等 
その他有価証券評価差額金 
  評価・換算差額等合計 

      △0 

   27,640 

  

      104 

      104 

△0.0 

76.5 

 

 

 0.3 

      △0 

   27,793 

  

       44 

       44 

△0.0 

78.7 

 

 

 0.1 

       － 

        153 

 

      △60 

      △60 

   純資産合計    27,745   76.8    27,838   78.8          93 

   負債純資産合計    36,117  100.0    35,311  100.0       △805 
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（２）損益計算書 

 
                                          （単位：百万円、単位未満切捨） 

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 

増  減        期  別 

 

 

科  目 
金 額 百分比 金 額 百分比 金 額 

       

Ⅰ 売上高 

Ⅱ 売上原価 

 

   31,807 

   21,972 

   ％ 

 100.0 

  69.1 

 

   29,076 

   20,486 

   ％ 

 100.0 

  70.5 

 

  △2,730 

  △1,485 

       売上総利益 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 

    9,835 

    7,836 

  30.9 

  24.6 

    8,590 

    7,129 

  29.5 

  24.5 

  △1,245 

    △707 

       営業利益 

Ⅳ 営業外収益 

 1.受取利息 

  2.受取配当金 

  3.技術供与料 

  4.雑収入 

    1,998 

 

       86 

       68 

        1 

       44 

   6.3 

 

 

    1,460 

 

       92 

       57 

        0 

       39 

   5.0 

 

 

    △537 

           

        6 

     △10 

      △0 

      △4 

       営業外収益計 

Ⅴ 営業外費用 

 1.支払利息 

 2.売上割引 

 3.遊休設備関係費 

  4.雑損失 

      199 

     

       46 

       56 

        4 

       73 

   0.6 

 

      190 

     

       44 

       48 

        6 

       57 

   0.6 

 

 

      △8 

   

      △2 

      △8 

        1 

     △15 

       営業外費用計       181    0.6       156    0.5      △24 

       経常利益     2,016    6.3     1,494    5.1     △522 

Ⅵ 特別利益 

1.投資有価証券売却益 

2.ゴルフ会員権売却益 

3.貸倒引当金戻入額 

 

        5 

   － 

   － 

  

       20 

    11 

      104 

       

       15 

       11 

      104 

           特別利益計 

Ⅶ 特別損失 

1.固定資産除売却損 

2.減損損失 

3.事務所移転費用 

        5 

      

     69 

  － 

  － 

   0.0 

 

      136 

      

     16 

  141 

     14 

   0.5 

 

      131 

 

△53 

 141 

  14 

          特別損失計 

   税引前当期純利益 

  法人税､住民税及び事業税 

   法人税等調整額 

       69 

    1,952 

      800 

       32 

   0.2 

6.1 

   2.5 

 0.1 

      173 

    1,458 

      615 

      129 

   0.6 

5.0 

   2.1 

 0.4 

      103 

    △493 

    △185 

       97 

   当期純利益       1,119     3.5       713     2.5     △405  
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（３）株主資本等変動計算書 

前事業年度（平成19年４月１日 から平成20年３月31日 まで）        （単位：百万円） 

株主資本  

資本剰余金 利益剰余金 

 その他利益剰余金 

 

 

資本金 
資本準備金 利益準備金

別途積立金 繰越利益剰余金 

平成19年３月31日残高   4,220   3,542     397 15,400 3,481 

事業年度中の変動額 

 別途積立金の積立 

 剰余金の配当 

 当期純利益 

株主資本以外の項目の 

事業年度中の変動額(純額)

 

1,000

 

△1,000 

 △519 

1,119 

事業年度中の変動額合計     －     － －     1,000 △400 

平成20年３月31日残高  4,220 3,542 397 16,400 3,080 

 

株主資本 評価・換算差額等  

 

利益剰余金 

合計 
自己株式

株主資本 

合計 

その他有価証券  
評価差額金  

 

純資産合計 

平成19年３月31日残高   19,278   △0    27,040 224 27,265 

事業年度中の変動額 

 別途積立金の積立 

 剰余金の配当 

 当期純利益 

株主資本以外の項目の 

事業年度中の変動額(純額)

 

 －  

△519 

1,119 

－ 

△519

1,119

 

 

 

 

△119 

 

－  

△519 

1,119 

△119 

事業年度中の変動額合計 599      － 599     △119 479 

平成20年３月31日残高  19,878 △0 27,640 104 27,745 
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当事業年度（平成20年４月１日 から平成21年３月31日 まで）        （単位：百万円） 

株主資本  

資本剰余金 利益剰余金 

 その他利益剰余金 

 

 

資本金 
資本準備金 利益準備金

別途積立金 繰越利益剰余金 

平成20年３月31日残高   4,220   3,542     397 16,400 3,080 

事業年度中の変動額 

 剰余金の配当 

 当期純利益 

株主資本以外の項目の 

事業年度中の変動額(純額)

 

     

 

    △559 

  713 

事業年度中の変動額合計     －     － －       － 153 

平成21年３月31日残高  4,220 3,542 397 16,400 3,234 

 

株主資本 評価・換算差額等  

 

利益剰余金 

合計 
自己株式 

株主資本 

合計 

その他有価証券  
評価差額金 

純資産合計 

平成20年３月31日残高 19,878 △0 27,640 104 27,745 

事業年度中の変動額 

 剰余金の配当 

 当期純利益 

株主資本以外の項目の 

事業年度中の変動額(純額)

 

△559 

 713 

△559

713

 

 

 

△60 

 

△559 

   713 

△60 

事業年度中の変動額合計   153 －   153 △60    93 

平成21年３月31日残高 20,031 △0 27,793  44 27,838 

  

（４）継続企業の前提に関する注記 

   該当事項はありません。 

 

 



                             アロン化成㈱(7882) 平成２１年３月期 決算短信 

 29

(参考資料) 

 

生産及び販売の状況 

１．生産実績 
（単位：百万円）           

生産高 
事 業 部 門 

 前年同期比（％） 

  管工機材 

  ライフサポート 

  成形材 

         18,153 

          8,048 

          3,096 

         △9.5 

         △0.6 

        △20.3 

合    計          29,299          △8.6 

         （注）1.金額は販売価格によって算出しております。 
              2.上記金額には消費税等は含まれておりません。 
 

２．販売実績 
（単位：百万円）           

販売高 
事 業 部 門 

 前年同期比（％） 

  管工機材 

  ライフサポート 

  成形材 

         19,138 

          7,886 

          3,174 

         △6.0 

           3.8 

        △17.3 

合    計          30,199          △5.1 

         （注）上記金額には消費税等は含まれておりません。 
              
 
経営参考数値 

（単位：百万円）               

 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 

平成21年 

12月期見込 

(9ヶ月) 

有形固定資産

減価償却費 
1,483 1,609 1,785 1,617 1,200 

設備投資 1,797 1,524 1,886 1,013 1,200 

研究開発費 932 981 965 984 720 
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役員の異動（平成21年６月26日付予定） 

 
 

１． 代表取締役の異動 

  該当事項はありません。 

 

２．その他の役員の異動 

 (1) 新任取締役候補 

   取締役 ライフサポート事業部長 

              安 井 敬 之 （現 ライフサポート事業部長） 

   取締役 名古屋工場長 

              本 田 慈 朗 （現 名古屋工場長） 

 

 (2) 退任予定取締役 

   現 取締役 大阪支店長 

              田 中   坦 （東亞合成株式会社参与に就任予定） 

   現 取締役 管材事業部長 

              寺 田 政 之 （現在就任しているミクニプラスチックス株式会社取締

役に引き続き就任予定） 

    

３．就任予定日 

  平成21年６月26日（金） 

 

以上 


