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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 176,186 △8.2 6,989 △56.9 6,107 △59.8 1,223 △86.0
20年3月期 191,987 10.2 16,213 △2.5 15,193 △8.8 8,742 △6.6

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 11.84 ― 1.1 3.0 4.0
20年3月期 84.61 84.54 7.4 7.2 8.4

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  △89百万円 20年3月期  411百万円

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 192,517 116,364 58.8 1,095.47
20年3月期 212,511 122,026 56.1 1,153.97

（参考） 自己資本   21年3月期  113,154百万円 20年3月期  119,287百万円

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 8,586 △4,035 △1,871 17,862
20年3月期 14,541 △14,308 △2,055 16,063

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 ― 11.00 ― 11.00 22.00 2,276 26.0 1.9
21年3月期 ― 11.00 ― 9.00 20.00 2,069 168.9 1.8
22年3月期 

（予想）
― 9.00 ― 9.00 18.00 66.4

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

72,000 △28.3 1,700 △73.2 1,500 △75.9 600 △80.7 5.81

通期 155,000 △12.0 5,500 △21.3 5,000 △18.1 2,800 128.9 27.11
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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、17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、23ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

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 103,651,442株 20年3月期 103,651,442株
② 期末自己株式数 21年3月期  357,646株 20年3月期  280,043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 125,023 △8.7 4,499 △66.3 4,665 △63.6 696 △90.2
20年3月期 136,962 8.2 13,349 △3.9 12,800 △8.1 7,092 △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 6.73 ―
20年3月期 68.57 68.51

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 153,925 102,238 66.4 987.96
20年3月期 169,871 106,449 62.7 1,028.62

（参考） 自己資本 21年3月期  102,238百万円 20年3月期  106,449百万円

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 
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(1)経営成績に関する分析 

[当期の経営成績] 

当期のわが国の経済は、期前半の原油・資源価格の高騰、米国金融危機を契機とした世界同時不

況に伴う海外需要の急激な縮小と国内外の在庫調整の影響から期後半以降急速に悪化しました。 

このような経営環境の激変に対し、当社グループは、戦略的な新製品の拡販に加えて、徹底した

コスト削減、設備投資抑制、在庫圧縮、固定費削減等の緊急対策を講じてまいりましたが、当社グ

ループ事業の主要対象分野である自動車、IT・デジタル家電を中心とした大幅な需要の落ち込みや

為替変動等の影響を大きく受けました。 

当期の業績につきましては、売上高は1,761億86百万円（前期比8.2％減）、営業利益は69億89百

万円（同56.9％減）、経常利益は61億７百万円（同59.8％減）となりました。また、当期純利益

は、減損損失、投資有価証券評価損等の特別損失を計上したことにより、12億23百万円（同86.0％

減）となりました。 

  

[事業別の概況] 

（化学品関連事業） 

当事業の売上高は、1,135億14百万円（前期比15.6％減）、営業利益は50億66百万円（同63.5％

減）となりました。 

①情報・電子化学品 

微細回路形成用エッチング薬液は、期後半に需要が急減したものの、売上は前期を上回りまし

た。半導体関連材料、液晶パネル向け材料は、期後半からの市況の急激な悪化及び顧客の生産・在

庫調整等から売上、利益とも大きく減少しました。その結果、情報・電子化学品全体では前期に比

べ、大幅な減収減益となりました。 

②機能化学品 

難燃剤や高機能活性剤、潤滑油剤等の売上は、期前半までは需要が堅調だったことと原材料高に

対する価格改定を進めたこと等から前年を上回って推移しましたが、期後半の急激な需要減少と円

高の影響から機能化学品全体では減収減益となりました。 

③基礎化学品 

プロピレングリコール類等の基礎化学品は、原材料高に対する価格改定と、競争力の低い製品・

事業の再構築を進めてきましたが、期後半の急激な需要減少、顧客の生産・在庫調整により減収減

益となりました。 

  

（食品関連事業） 

当事業の売上高は、556億98百万円（前期比9.7％増）、営業利益は11億８百万円（同28.3％減）

となりました。  

製パン、製菓をはじめ食品市場全般の需要が低迷するなか、バター風味豊かなマーガリン「アロ

マーデ」等市場ニーズに対応した新製品の伸長により増収となりました。また、品種統合や生産・

物流効率の改善等のコスト削減の強化を図りましたが、顧客の低価格志向や原材料高等の影響を強

く受け減益となりました。 

  

（その他の事業） 

当事業の売上高は、69億72百万円（前期比3.6％増）、営業利益は７億29百万円（同1.2％増）と

なりました。 

  

１．経営成績

株式会社ＡＤＥＫＡ（4401）平成21年3月期 決算短信

3



[次期の見通し] 

当社グループを取り巻く経営環境は、景気の先行き不透明感から、引き続き厳しい状況が見込ま

れます。 

このような状況のなか、当社グループは、あらゆるコスト削減、業務効率化を推し進め、事業環

境の変化に対応できる企業体質の強化を図るとともに、成長分野において競争力のある製品の育成

強化に努め、次期以降の業績回復を目指してゆきます。 

平成22年３月期の業績見通しは以下のとおりです。 

  

平成22年３月期 連結業績予想                           単位：百万円 

 （注）本資料における業績予想及び将来の予測等に関する記述は、本資料の発表日現在の将来に関する前提・ 

見通し・計画に基づく予測が含まれております。 

当社グループの事業を取り巻く経済情勢、市場の動向、為替の変動等に関わるリスクや不確定要因により、 

実際の業績が、記載の数値と異なる可能性がありますことをご承知おき下さい。 

  

(2)財政状態に関する分析 

① 資産、負債及び純資産の状況 

 総資産につきましては、前期末に比べ199億94百万円減少（前期比9.4％減）し、1,925億17百万円

となりました。売上債権の減少及び投資有価証券の減少が主な要因であります。 

 負債につきましては、前期末に比べ143億33百万円減少（同15.8％減）し761億52百万円となりま

した。仕入債務の減少及び未払法人税等の減少が主な要因であります。 

 純資産につきましては、前期末に比べ56億61百万円減少（同4.6％減）し、1,163億64百万円とな

りました。為替換算調整勘定及びその他有価証券評価差額金の悪化が要因であります。 

  

② キャッシュ・フローの状況 

 当期末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前期末に比べ17億98百万円

増加（前期比11.2％増）し、178億62百万円となりました。 

 各キャッシュ・フローの状況とそれらの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） 

営業活動による資金の増加は85億86百万円となり、前期に比べ59億54百万円減少しました。 

これは主として売上債権の減少による増加があったものの、仕入債務の減少、税金等調整前当

期純利益の大幅な減少等によるものであります。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動による資金の支出は40億35百万円となり、前期に比べ102億72百万円減少しました。 

これは主に有価証券及び投資有価証券の売却による収入の増加と、有形固定資産及び投資有価

証券の取得による支出が減少したこと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） 

財務活動による資金の支出は18億71百万円（同9.0％減）となりました。 

主として配当金の支払いによるものであります。  

  

   売上高  営業利益 経常利益  当期純利益  

 平成22年3月期  155,000  5,500  5,000  2,800 

 平成21年3月期  176,186  6,989  6,107  1,223 

 増減率  △12.0%  △21.3%  △18.1%  128.9% 
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（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／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

１．各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 

２．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数により算出しております。 

営業キャッシュ・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。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。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書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 

当社は、経営環境、業績、財務状況等を総合的に勘案して、株主の皆様に適正な利益還元をして

まいります。内部留保資金につきましては、経営基盤の強化、中長期的視野に立った成長事業領域

への投資等に優先的に活用してまいります。 

以上の考えのもと、当期の期末配当金につきましては、連結、単独とも大幅な減益となり大変厳

しい経営状況ではありますが、平成21年２月６日に「業績予想及び配当予想の修正に関するお知ら

せ」で発表しましたとおり、１株につき９円（前期は11円）とさせていただく予定です。なお、年

間配当金につきましては、１株につき20円（前期は22円）となります。 

また、次期の配当金につきましては、厳しい業績見通し等を総合的に勘案して、１株につき、第

２四半期末配当金９円、期末配当金９円とし、年間18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23日提出）における「事業系統図（事業の内容）」及び

「関係会社の状況」から重要な変更がないため開示を省略します。  

  

  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  55.7  58.2  56.0  56.1 58.8 

 時価ベースの自己資本比率  63.6  99.9  67.4  48.9 32.7 

 キャッシュ・フロー対有利子負債比率  1.3  1.2  2.0  1.7  2.9 

 インタレスト・カバレッジ・レシオ  55.8  53.5  28.5  23.8  16.4 

２．企業集団の状況
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(1)会社の経営の基本方針 

 当社グループは、「新しい潮流の変化に鋭敏であり続けるアグレッシブな先進企業を目指す」

「世界とともに生きていく」を経営理念として、独自性のある優れた技術で、時代の先端を行く製

品と顧客ニーズに合った製品を提供し、企業の社会的責任を果たしていくことを経営の基本方針と

しております。 

  

(2)中長期的な会社の経営戦略 

 当社グループは、将来目標である連結売上高3,000億円企業の実現を目指し、平成21年度からは、

「事業環境の変化に対応した成長への基盤強化」を推進してゆきます。経営環境が厳しい折、まず

は優先事項として「事業環境の変化に対応した構造改革」に取り組むとともに、景気回復後速やか

に成長軌道に乗せるための事業戦略を展開し、持続的成長を目指してまいります。 

樹脂添加剤事業、食品事業をコア事業に位置付け、市場競争力を一段と高める諸施策を講じてい

くとともに、情報・電子、エネルギー、環境対応、ライフサイエンスを中長期的なターゲット分野

として競争優位性のある製品開発、Ｍ＆Ａ等を図り、新たな事業領域の拡大にも取り組んでまいり

ます。 

  

(3)会社の対処すべき課題 

 当社グループは、 重要課題として以下の施策に取り組んでまいります。 

・成長分野への集中 

収益力や規模、市場競争力などから各事業の位置づけの見直しを行い、選択と集中をさらに推

し進め、収益力のある事業ポートフォリオを構築してまいります。 

・事業環境の変化に対応した技術基盤構築、研究開発力の強化と新たな事業創出 

世界的に競争力のある技術、より強化すべき技術を明確にし、固有の基盤技術の組み合わせと

融合により研究開発力を一層強化し、将来成長が期待される分野、競争優位性を高められる分野

での事業領域の拡大、新規事業の創出を図ってまいります。 

・グローバル経営とガバナンスの強化 

グループ間の連携を深め、グローバル体制の構築を加速させるとともに、コーポレートガバナ

ンス、コンプライアンスの強化・徹底に努めてまいります。 

・海外事業のさらなる推進 

中東や南米などの需要拡大が見込める地域への事業展開、コスト競争力の向上につながる拠点

の構築等、さらなる海外事業の拡充を図ってまいります。 

・組織風土改革、人材育成・強化 

グループ共通の経営理念とビジョンに向けてベクトルを合わせ、グループ全体の持続的成長を

図るとともに、多様な価値観、文化の違いを受け入れられるグローバルな人材の育成に注力して

まいります。 

３．経営方針

株式会社ＡＤＥＫＡ（4401）平成21年3月期 決算短信

6



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 13,474 19,136

受取手形及び売掛金 43,778 32,319

有価証券 5,150 229

たな卸資産 31,759 －

商品及び製品 － 15,139

仕掛品 － 4,642

原材料及び貯蔵品 － 12,949

繰延税金資産 1,904 1,795

その他 4,703 3,108

貸倒引当金 △468 △385

流動資産合計 100,301 88,935

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 49,168 49,071

減価償却累計額 △28,452 △29,462

建物及び構築物（純額） 20,716 19,609

機械装置及び運搬具 94,346 94,972

減価償却累計額 △69,371 △70,556

機械装置及び運搬具（純額） 24,975 24,415

土地 20,761 20,494

リース資産 － 849

減価償却累計額 － △139

リース資産（純額） － 709

建設仮勘定 2,094 1,867

その他 19,277 20,010

減価償却累計額 △14,357 △15,267

その他（純額） 4,920 4,743

有形固定資産合計 73,467 71,840

無形固定資産   

ソフトウエア 567 542

ソフトウエア仮勘定 － 1,807

リース資産 － 27

その他 703 734

無形固定資産合計 1,271 3,111

投資その他の資産   

投資有価証券 32,594 21,279

長期貸付金 443 1,502

繰延税金資産 1,948 3,843

その他 3,498 3,301

貸倒引当金 △1,013 △1,295

投資その他の資産合計 37,471 28,629

固定資産合計 112,209 103,581

資産合計 212,511 192,517
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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 34,432 27,683

短期借入金 15,014 14,509

リース債務 － 117

未払法人税等 3,563 290

賞与引当金 2,021 1,871

役員賞与引当金 57 16

債務保証損失引当金 － 349

その他 9,591 7,997

流動負債合計 64,680 52,835

固定負債   

長期借入金 9,709 6,823

リース債務 － 578

繰延税金負債 319 420

再評価に係る繰延税金負債 4,732 4,732

退職給付引当金 8,620 8,532

役員退職慰労引当金 485 174

その他 1,937 2,055

固定負債合計 25,805 23,317

負債合計 90,485 76,152

純資産の部   

株主資本   

資本金 22,899 22,899

資本剰余金 19,925 19,925

利益剰余金 70,149 69,036

自己株式 △176 △220

株主資本合計 112,799 111,641

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,485 △255

土地再評価差額金 3,333 3,333

為替換算調整勘定 669 △1,564

評価・換算差額等合計 6,488 1,513

少数株主持分 2,738 3,209

純資産合計 122,026 116,364

負債純資産合計 212,511 192,517
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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 191,987 176,186

売上原価 149,086 143,539

売上総利益 42,900 32,646

販売費及び一般管理費 26,686 25,656

営業利益 16,213 6,989

営業外収益   

受取利息 149 122

受取配当金 387 431

持分法による投資利益 411 －

その他 320 511

営業外収益合計 1,268 1,065

営業外費用   

支払利息 612 519

たな卸資産廃棄損 397 －

為替差損 532 845

持分法による投資損失 － 89

その他 746 492

営業外費用合計 2,288 1,947

経常利益 15,193 6,107

特別利益   

投資有価証券売却益 249 422

関係会社株式売却益 111 －

保険差益 347 －

特別利益合計 708 422

特別損失   

固定資産廃棄損 630 543

投資有価証券評価損 49 621

関係会社株式売却損 － 29

関係会社出資金評価損 218 561

その他の投資評価損 － 13

事業譲渡損 155 －

事故災害による損失額 192 －

減損損失 － 794

関係会社貸倒引当金繰入額 － 242

債務保証損失引当金繰入額 － 349

債務保証履行損失 － 80

特別損失合計 1,246 3,234

税金等調整前当期純利益 14,656 3,294

法人税、住民税及び事業税 5,762 1,606

法人税等調整額 △250 76

法人税等合計 5,512 1,682

少数株主利益 401 388

当期純利益 8,742 1,223
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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 22,793 22,899

当期変動額   

新株の発行 105 －

当期変動額合計 105 －

当期末残高 22,899 22,899

資本剰余金   

前期末残高 19,819 19,925

当期変動額   

新株の発行 105 －

当期変動額合計 105 －

当期末残高 19,925 19,925

利益剰余金   

前期末残高 63,759 70,149

当期変動額   

剰余金の配当 △2,274 △2,276

当期純利益 8,742 1,223

新規連結による剰余金減少高 △78 △59

当期変動額合計 6,389 △1,113

当期末残高 70,149 69,036

自己株式   

前期末残高 △173 △176

当期変動額   

自己株式の取得 △2 △44

当期変動額合計 △2 △44

当期末残高 △176 △220

株主資本合計   

前期末残高 106,200 112,799

当期変動額   

新株の発行 211 －

剰余金の配当 △2,274 △2,276

当期純利益 8,742 1,223

新規連結による剰余金減少高 △78 △59

自己株式の取得 △2 △44

当期変動額合計 6,598 △1,157

当期末残高 112,799 111,641
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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 6,314 2,485

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3,829 △2,740

当期変動額合計 △3,829 △2,740

当期末残高 2,485 △255

土地再評価差額金   

前期末残高 3,333 3,333

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － －

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,333 3,333

為替換算調整勘定   

前期末残高 807 669

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △137 △2,233

当期変動額合計 △137 △2,233

当期末残高 669 △1,564

評価・換算差額等合計   

前期末残高 10,455 6,488

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3,966 △4,974

当期変動額合計 △3,966 △4,974

当期末残高 6,488 1,513

少数株主持分   

前期末残高 2,588 2,738

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 150 470

当期変動額合計 150 470

当期末残高 2,738 3,209

純資産合計   

前期末残高 119,244 122,026

当期変動額   

新株の発行 211 －

剰余金の配当 △2,274 △2,276

当期純利益 8,742 1,223

新規連結による剰余金減少高 △78 △59

自己株式の取得 △2 △44

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3,816 △4,503

当期変動額合計 2,781 △5,661

当期末残高 122,026 116,364
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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 14,656 3,294

減価償却費 7,239 7,628

減損損失 － 794

関係会社出資金評価損 218 561

投資有価証券評価損益（△は益） 49 621

投資有価証券売却損益（△は益） △242 △422

関係会社株式売却損益（△は益） △111 －

事故災害による保険金収入 △347 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 116 236

退職給付引当金の増減額（△は減少） 45 △62

債務保証損失引当金繰入額 － 349

受取利息及び受取配当金 △536 △553

支払利息 612 519

為替差損益（△は益） 128 427

持分法による投資損益（△は益） △411 89

固定資産廃棄損 630 543

固定資産売却損益（△は益） 9 －

売上債権の増減額（△は増加） △650 10,660

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,617 △1,849

仕入債務の増減額（△は減少） 639 △9,145

その他 911 △312

小計 20,341 13,383

利息及び配当金の受取額 681 708

利息の支払額 △612 △523

事故災害による保険金受取額 495 －

債務保証履行による支出額 － △80

法人税等の支払額 △6,365 △4,901

営業活動によるキャッシュ・フロー 14,541 8,586

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の売却による収入 － 2,228

有形固定資産の取得による支出 △10,568 △8,469

無形固定資産の取得による支出 △495 △1,849

投資有価証券の取得による支出 △3,114 △664

投資有価証券の売却による収入 736 5,450

関係会社株式の取得による支出 △184 －

関係会社株式の売却による収入 194 120

その他の投資の取得による支出 △216 △545

その他 △659 △306

投資活動によるキャッシュ・フロー △14,308 △4,035
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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) 

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） 641 231

長期借入れによる収入 297 618

長期借入金の返済による支出 △831 △749

新株発行による収入 211 －

配当金の支払額 △2,272 △2,275

少数株主への配当金の支払額 △59 △72

その他 △43 375

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,055 △1,871

現金及び現金同等物に係る換算差額 △218 △1,025

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,041 1,654

現金及び現金同等物の期首残高 18,020 16,063

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 84 144

現金及び現金同等物の期末残高 16,063 17,862
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(5)継続企業の前提に関する事項 

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 

（連結の範囲に関する事項） 

① 連結子会社の数及び連結子会社の名称 

連結子会社の数  22 社 

連結子会社の名称 

ADEKA ケミカルサプライ㈱、ADEKA クリーンエイド㈱、ADEKA ファインフーズ㈱、ADEKA 総合設

備㈱、AMFINE CHEMICAL CORP.、ADEKA(SINGAPORE)PTE.LTD.、オキシラン化学㈱、ADEKA 食品販売

㈱、ADEKA 物流㈱、長江化学股份有限公司、㈱ヨンゴー、ADEKA KOREA CORP.、ADEKA(ASIA)PTE.LTD.、

ADEKA Europe GmbH、台湾艾迪科精密化学股份有限公司、ADEKA PALMAROLE SAS、艾迪科(上海)貿

易有限公司、艾迪科精細化工(上海)有限公司、艾迪科精細化工(常熟)有限公司、ADEKA ライフク

リエイト㈱、上原食品工業㈱、ADEKA FINE CHEMICAL (THAILAND) CO.,LTD. 

なお、ADKEA FINE CHEMICAL (THAILAND)CO.,LTD.については、重要性等が増したこと等のため、

当連結会計年度より連結の範囲に含めることとしました。 

また、当連結会計年度において連結子会社である ADEKA KOREA CORP. は、連結子会社である

ADEKA FINE CHEMICAL KOREA CORP. と合併しております。なお、存続会社の ADEKA FINE CHEMICAL 

KOREA CORP.は、商号を「ADEKA KOREA CORPORATION」に変更しております。 

② 主要な非連結子会社の名称等 

主要な非連結子会社の名称 

㈱東京環境測定センター、艾迪科食品（常熟）有限公司 

連結の範囲から除いた理由 

非連結子会社 12 社の合計の総資産、売上高、純損益及び利益剰余金等は、連結財務諸表に重

要な影響を及ぼさないため連結の範囲から除外しております。 

 

（持分法の適用に関する事項） 

① 持分法を適用した非連結子会社及び関連会社の数及び主要な会社等の名称 

持分法を適用した非連結子会社及び関連会社の数  ３社 

主要な会社等の名称 

日本農薬㈱、鹿島ケミカル㈱ 

② 持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社の名称等 

主要な会社等の名称 

㈱東京環境測定センター、艾迪科食品（常熟）有限公司、鹿島電解㈱ 

持分法を適用しない理由 

持分法を適用していない非連結子会社 12 社（㈱東京環境測定センター他）及び関連会社 15 社

（鹿島電解㈱他）は、それぞれ連結純損益及び連結利益剰余金等に及ぼす影響が軽微であり、か

つ全体としても重要性がないため持分法の適用から除外しております。 

③ 持分法の適用の手続きについて特に記載すべき事項 

持分法適用会社のうち、決算日が連結決算日と異なる会社については、各社の直近の事業年度

に係る決算財務諸表を使用しております。 
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（連結子会社の事業年度等に関する事項） 

AMFINE CHEMICAL CORP.、ADEKA(SINGAPORE)PTE.LTD.、長江化学股份有限公司、ADEKA KOREA CORP.、

ADEKA(ASIA)PTE.LTD.、ADEKA Europe GmbH、台湾艾迪科精密化学股份有限公司、ADEKA PALMAROLE SAS、

艾迪科(上海)貿易有限公司、艾迪科精細化工(上海)有限公司、艾迪科精細化工(常熟)有限公司、上原

食品工業㈱及び ADEKA FINE CHEMICAL(THAILAND)CO.,LTD.の決算日は 12 月 31 日です。 

連結財務諸表の作成に当たっては、12月 31 日の決算財務諸表を使用しております。 

なお、連結決算日との間に生じた取引については、連結上必要な調整を行っております。 

 

（会計処理基準に関する事項） 

① 資産の評価基準及び評価方法 

a) 有価証券の評価基準及び評価方法 

＜満期保有目的の債券＞ 

償却原価法(定額法)によっております。 

＜その他有価証券＞ 

時価のあるもの・・・・・ 株式については、連結決算期末前１ヶ月の市場価格等の平均、そ

れ以外については連結決算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)によっております。  

時価のないもの・・・・・ 移動平均法による原価法によっております。 

b) デリバティブの評価基準及び評価方法 

時価法によっております。 

c) たな卸資産の評価基準及び評価方法 

製品・仕掛品・半製品・・ 当社は総平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの

方法）、連結子会社は主として移動平均法による原価法（収益性

の低下による簿価切下げの方法）によっております。 

商品・・・・・・・・・・ 総平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）

によっております。 

原料・貯蔵品・・・・・・・ 主として移動平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下

げの方法）によっております。 

② 固定資産の減価償却の方法 

a) 有形固定資産 

建物（建物附属設備を除く）及び機械装置・・・定額法によっております。 

上記以外の有形固定資産・・・・・・・・・・・定率法よっております。 

なお、耐用年数は次のとおりであります。 

建物及び構築物 ３～60 年 

機械装置及び運搬具 ５～17 年 

その他有形固定資産 ３～20 年 

b) 無形固定資産 

ソフトウェア(自社利用)・・ 社内における見込利用可能期間（５年）に基づく定額法によ

っております。 

その他無形固定資産・・・・ 定額法によっております。 
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c) 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、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

取引のうち、リース取引開始日が企業会計基準第 13 号「リース取引に関する会計基準」の適

用初年度開始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。 

 

③ 重要な引当金の計上基準 

a) 貸倒引当金 

受取手形、売掛金、貸付金等の債権に対する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勘案し、

回収不能見込額を計上しております。 

b) 賞与引当金 

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、当連結会計年度に負担すべき支給見込額

を計上しております。 

c) 役員賞与引当金 

役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額の当連結会計年度負担額を計上

しております。 

d) 債務保証損失引当金 

関係会社等に対する債務保証の履行に係る損失に備えるため、当該会社の財政状態等を勘案

し、損失見込額を計上しております。 

e) 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。 

なお、過去勤務債務については、そ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

の年数による定額法により費用処理しております。 

また、数理計算上の差異については、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による定額法により、それぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理す

ることとしております。 

f) 役員退職慰労引当金 

役員の退職により支給する役員退職慰労金に充てるため、内規に基づく当連結会計年度末要

支給額を計上しております。 

④ その他連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項 

a) のれんの処理方法 

のれんについては、発生日以降５年間で均等償却を行っております。 

b) 消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処理は、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 

全面時価評価法を採用しております。 
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(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 

（会計方針の変更） 

① 棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 

「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成 18 年７月５日 企業会計基準第

９号）を当連結会計年度から適用し、評価基準は、製品、仕掛品については、主として総平均法に

よる低価法から総平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）、原材料、貯蔵品

については、主として移動平均法による低価法から移動平均法による原価法（収益性の低下による

簿価切下げの方法）により算定しております。 

なお、これに伴い営業利益は 1,339 百万円、経常利益及び税金等調整前当期純利益は 656 百万円

減少しております。  

② リース取引に関する会計基準の適用 

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計

処理によっておりましたが、「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））を当連結会計年度から適用し、通常の売買取引に係

る会計処理によっております。 

また、リース取引開始日がリース会計基準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採用しております。 

なお、これに伴う営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益への影響は軽微であります。 
③ 連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱いの適用 

「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」（企業会計基準委員

会 平成 18 年５月 17 日 実務対応報告第 18 号）を当連結会計年度から適用しております。 

なお、これに伴う営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益に与える影響は軽微でありま

す。  

 

（追加情報） 
＜役員退職慰労引当金＞ 

当社は、平成 20 年６月 23 日開催の第 146 期定時株主総会において、取締役及び監査役の退職慰

労金制度の廃止に伴い、制度廃止日までの在任期間に対応する役員退職慰労金を役員退任時に打ち

切り支給することを決議しました。 

これに伴い、「役員退職慰労引当金」を全額取り崩し、当連結会計年度末における未払額につい

ては、固定負債の「その他」に含めて表示しております。 
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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） 

  

(8)連結財務諸表に関する注記事項
（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

  
化学品 
関 連 

（百万円） 

食 品
関 連 

（百万円） 

その他
（百万円） 

計
（百万円） 

消去又は全
社 
（百万円） 

連結
（百万円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益             

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高  134,468  50,785  6,733  191,987  －  191,987

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 226  52  11,027  11,305  (11,305)  －

計  134,694  50,837  17,760  203,293  (11,305)  191,987

営業費用  120,824  49,291  17,040  187,156  (11,382)  175,773

営業利益  13,870  1,546  720  16,136  76  16,213

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本的

支出 
            

資産  132,674  46,250  12,149  191,074  21,437  212,511

減価償却費  5,472  1,791  37  7,301  (61)  7,239

資本的支出  8,407  1,920  36  10,364  96  10,461

  
化学品 
関 連 

（百万円） 

食 品
関 連 

（百万円） 

その他
（百万円） 

計
（百万円） 

消去又は全
社 
（百万円） 

連結
（百万円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益             

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高  113,514  55,698  6,972  176,186  －  176,186

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 234  65  10,348  10,648  (10,648)  －

計  113,748  55,764  17,321  186,834  (10,648)  176,186

営業費用  108,682  54,655  16,592  179,930  (10,733)  169,196

営業利益  5,066  1,108  729  6,904  85  6,989

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本的

支出 
            

資産  119,876  44,521  10,494  174,892  17,625  192,517

減価償却費  5,841  1,807  35  7,684  (56)  7,628

減損損失   459  334  －  794  －  794

資本的支出  8,613  1,803  31  10,449  (127)  10,321
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 （注）１．事業区分は取扱い製品の種類・性質によっております。 

２．各事業区分の主要製品 

３．前連結会計年度における資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は27,368百万円であり、

その主なものは、当社での余資運用資金（現金及び有価証券）及び長期投資資金（投資有価証券）等です。

当連結会計年度における資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は23,048百万円であり、

その主なものは、当社での余資運用資金（現金及び有価証券）及び長期投資資金（投資有価証券）等です。

４．会計方針の変更 

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載のとおり、当社及び国内連結子会社は、

当連結会計年度より、「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企

業会計基準第９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と比較して、営業費用

は「化学品関連事業」で980百万円、「食品関連事業」で358百万円増加し、営業利益はそれぞれ同額減少し

ております。 

  

事業区分 主要製品

化学品 

関連事業 

情報・電

子化学品 

画像材料、光記録材料、光硬化樹脂、高純度半導体材料、電子基板エッチングシ

ステム及び薬剤、その他 

機能 

化学品 

ポリオレフィン用添加剤、塩ビ用添加剤、難燃剤、エポキシ樹脂、ポリウレタン

原料、水系樹脂、水膨張性シール材、界面活性剤、潤滑油添加剤、厨房用洗浄

剤、その他 

基礎 

化学品 

か性ソーダ、珪酸誘導品、工業用油脂誘導品、プロピレングリコール、過酸化水

素及び誘導品、その他 

食品関連事業 

マーガリン類、ショートニング、チョコレート用油脂、フライ・調理用油脂、ホ

イップクリーム、濃縮乳タイプクリーム、フィリング類、冷凍パイ生地、マヨネ

ーズ・ドレッシング、その他 

その他の事業 
設備プラントの設計、工事及び工事管理、設備メンテナンス、物流業、倉庫業、

車輌等のリース、不動産業、保険代理業、その他 
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 （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．日本以外の区分に属する主な国又は地域 

アジア …… 韓国、台湾、シンガポール、中国 

その他 …… 米国、ドイツ、フランス 

３．前連結会計年度における資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は27,368百万円であり、

その主なものは、当社での余資運用資金（現金及び有価証券）及び長期投資資金（投資有価証券）等です。

  

ｂ．所在地別セグメント情報

前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日）  

  
日本

（百万円）
アジア

（百万円）
その他

（百万円）
計

（百万円） 

消去又は全
社 
（百万円） 

連結
（百万円）

Ⅰ 売上高及び営業損益 

 売上高 
                                   

(1）外部顧客に対する売上高  155,722  23,037  13,227  191,987  －  191,987

(2）セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
 12,113  9,784  63  21,962  (21,962)  －

計  167,836  32,821  13,291  213,949  (21,962)  191,987

 営業費用  153,610  31,267  12,665  197,544  (21,770)  175,773

 営業利益  14,225  1,554  625  16,405  (191)  16,213

Ⅱ 資産  169,065  19,326  8,067  196,459  16,052  212,511
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 （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．日本以外の区分に属する主な国又は地域 

アジア …… 韓国、台湾、シンガポール、中国、タイ 

その他 …… 米国、ドイツ、フランス 

３．当連結会計年度における資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は23,048百万円であり、

その主なものは、当社での余資運用資金（現金及び有価証券）及び長期投資資金（投資有価証券）等です。

４．会計方針の変更 

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載のとおり、当社及び国内連結子会社は、

当連結会計年度より、「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企

業会計基準第９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と比較して、営業費用

は「日本」で1,339百万円増加し、営業利益は同額減少しております。 

  

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）  

  
日本

（百万円）
アジア

（百万円）
その他

（百万円）
計

（百万円） 

消去又は全
社 
（百万円） 

連結
（百万円）

Ⅰ 売上高及び営業損益 

 売上高 
                                   

(1）外部顧客に対する売上高  147,678  19,006  9,500  176,186  －  176,186

(2）セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
 8,294  7,426  70  15,791  (15,791)  －

計  155,973  26,432  9,571  191,977  (15,791)  176,186

 営業費用  150,768  25,290  9,336  185,395  (16,198)  169,196

 営業利益  5,205  1,142  235  6,582  406  6,989

Ⅱ 資産  155,592  15,888  6,737  178,218  14,298  192,517
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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．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．本邦以外に属する国又は地域の主な内訳は以下の通りです。 

アジア …… 台湾、韓国、中国、シンガポール等 

その他 …… 米国、欧州等 

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高です。 

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．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．本邦以外に属する国又は地域の主な内訳は以下の通りです。 

アジア …… 台湾、韓国、中国、シンガポール等 

その他 …… 米国、欧州等 

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高です。 

  

ｃ．海外売上高

  アジア その他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  33,295  16,131  49,427

Ⅱ 連結売上高（百万円）  －  －  191,987

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の

割合（％） 
 17.3  8.4  25.7

  アジア その他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  24,712  11,879  36,592

Ⅱ 連結売上高（百万円） －   －  176,186

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の

割合（％） 
 14.0  6.7  20.8
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 （注）１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りです。

  

 該当事項はありません。 

  

 リース取引、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、税効果会計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）

項目 
前連結会計年度

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

１株当たり純資産額         1,153円97銭            1,095円47銭 

１株当たり当期純利益     84円61銭       11円84銭 

潜在株式調整後１株 

当たり当期純利益 
    84円54銭       － 

  
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）  8,742  1,223

普通株主に帰属しない金額（百万円）  －  －

普通株式にかかる当期純利益（百万円）  8,742  1,223

期中平均株式数（千株）  103,328  103,295

当期純利益調整額（百万円）  －  －

普通株式増加数（千株）  82  －

  （うち新株予約権の行使（千株））  (82)  －

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり当期純利益の算定に含めなか

った潜在株式の概要 

────── ――――――  

（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 5,945 12,395

受取手形 3,917 2,915

売掛金 30,327 20,272

有価証券 5,133 129

製品 8,967 －

半製品 534 －

原材料 5,394 －

商品及び製品 － 9,144

仕掛品 3,470 4,241

貯蔵品 3,831 －

原材料及び貯蔵品 － 10,114

前払費用 141 145

繰延税金資産 1,229 1,177

未収入金 2,642 1,487

短期貸付金 1,050 －

その他 895 1,064

貸倒引当金 △114 △74

流動資産合計 73,368 63,014

固定資産   

有形固定資産   

建物 29,038 29,878

減価償却累計額 △15,220 △16,027

建物（純額） 13,818 13,851

構築物 11,909 12,033

減価償却累計額 △9,604 △9,772

構築物（純額） 2,305 2,261

機械及び装置 81,314 83,685

減価償却累計額 △60,175 △62,247

機械及び装置（純額） 21,138 21,437

車輌及び運搬具 294 297

減価償却累計額 △248 △260

車輌及び運搬具（純額） 46 36

工具、器具及び備品 15,813 16,912

減価償却累計額 △12,410 △13,306

工具、器具及び備品（純額） 3,403 3,606

土地 18,624 18,624

リース資産 － 86

減価償却累計額 － △8

リース資産（純額） － 77

建設仮勘定 1,483 1,009

有形固定資産合計 60,819 60,904
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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   

特許権 249 302

借地権 104 104

ソフトウエア 459 380

ソフトウエア仮勘定 － 1,796

リース資産 － 27

その他 79 80

無形固定資産合計 892 2,692

投資その他の資産   

投資有価証券 20,430 10,157

関係会社株式 8,669 8,593

関係会社出資金 2,636 2,472

長期貸付金 6 1

従業員長期貸付金 26 23

関係会社長期貸付金 1,123 2,745

関係会社長期未収入金 － 80

長期前払費用 178 152

繰延税金資産 1,563 3,286

その他 1,359 1,845

貸倒引当金 △1,203 △2,044

投資その他の資産合計 34,790 27,314

固定資産合計 96,502 90,911

資産合計 169,871 153,925
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（単位：百万円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形 3,099 2,066

買掛金 21,057 13,646

短期借入金 5,000 5,000

1年内返済予定の長期借入金 2 2,001

リース債務 － 28

未払金 262 167

未払費用 3,131 2,485

未払法人税等 3,022 －

預り金 175 225

賞与引当金 1,601 1,464

役員賞与引当金 40 －

設備関係未払金 3,051 3,121

手形取立代行預り金 1,429 1,331

債務保証損失引当金 79 610

その他 180 246

流動負債合計 42,131 32,395

固定負債   

長期借入金 7,021 5,015

再評価に係る繰延税金負債 4,732 4,732

リース債務 － 83

長期未払金 － 288

退職給付引当金 7,580 7,548

役員退職慰労引当金 311 －

長期預り金 1,644 1,624

固定負債合計 21,289 19,291

負債合計 63,421 51,686
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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 22,899 22,899

資本剰余金   

資本準備金 19,925 19,925

資本剰余金合計 19,925 19,925

利益剰余金   

利益準備金 1,096 1,096

その他利益剰余金   

配当準備積立金 90 90

固定資産圧縮積立金 182 178

別途積立金 46,241 51,241

繰越利益剰余金 10,470 3,894

利益剰余金合計 58,080 56,500

自己株式 △161 △163

株主資本合計 100,745 99,162

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,370 △257

土地再評価差額金 3,333 3,333

評価・換算差額等合計 5,704 3,076

純資産合計 106,449 102,238

負債純資産合計 169,871 153,925
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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 136,962 125,023

売上原価   

期首製品たな卸高 8,227 8,967

当期製品製造原価 74,613 77,259

当期商品仕入高 29,822 24,135

合計 112,662 110,362

期末製品たな卸高 8,967 9,144

他勘定振替高 37 9

売上原価合計 103,657 101,208

売上総利益 33,304 23,815

販売費及び一般管理費 19,955 19,316

営業利益 13,349 4,499

営業外収益   

受取利息 91 82

受取配当金 867 828

賃貸料 88 86

その他 171 179

営業外収益合計 1,219 1,177

営業外費用   

支払利息 192 196

出向者差額負担金 300 326

たな卸資産廃棄損 317 －

為替差損 483 281

その他 473 206

営業外費用合計 1,768 1,011

経常利益 12,800 4,665

特別利益   

投資有価証券売却益 248 419

関係会社株式売却益 229 －

特別利益合計 478 419

特別損失   

固定資産廃棄損 560 513

投資有価証券評価損 27 608

関係会社株式売却損 － 29

関係会社株式評価損 329 294

関係会社出資金評価損 218 561

その他の投資評価損 － 8

関係会社貸倒引当金繰入額 300 794

債務保証損失引当金繰入額 79 531

事業譲渡損 155 －

債務保証履行損失 － 80

特別損失合計 1,670 3,421

税引前当期純利益 11,607 1,663

法人税、住民税及び事業税 4,615 929

法人税等調整額 △100 38

法人税等合計 4,514 967

当期純利益 7,092 696
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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 22,793 22,899

当期変動額   

新株の発行 105 －

当期変動額合計 105 －

当期末残高 22,899 22,899

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 19,819 19,925

当期変動額   

新株の発行 105 －

当期変動額合計 105 －

当期末残高 19,925 19,925

資本剰余金合計   

前期末残高 19,819 19,925

当期変動額   

新株の発行 105 －

当期変動額合計 105 －

当期末残高 19,925 19,925

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 1,096 1,096

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,096 1,096

その他利益剰余金   

配当準備積立金   

前期末残高 90 90

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 90 90

固定資産圧縮積立金   

前期末残高 213 182

当期変動額   

圧縮積立金の取崩 △30 △4

当期変動額合計 △30 △4

当期末残高 182 178
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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) 

別途積立金   

前期末残高 40,241 46,241

当期変動額   

別途積立金の積立 6,000 5,000

当期変動額合計 6,000 5,000

当期末残高 46,241 51,241

繰越利益剰余金   

前期末残高 11,621 10,470

当期変動額   

剰余金の配当 △2,274 △2,276

圧縮積立金の取崩 30 4

別途積立金の積立 △6,000 △5,000

当期純利益 7,092 696

当期変動額合計 △1,150 △6,575

当期末残高 10,470 3,894

利益剰余金合計   

前期末残高 53,261 58,080

当期変動額   

剰余金の配当 △2,274 △2,276

当期純利益 7,092 696

当期変動額合計 4,818 △1,580

当期末残高 58,080 56,500

自己株式   

前期末残高 △158 △161

当期変動額   

自己株式の取得 △2 △2

当期変動額合計 △2 △2

当期末残高 △161 △163

株主資本合計   

前期末残高 95,717 100,745

当期変動額   

新株の発行 211 －

剰余金の配当 △2,274 △2,276

当期純利益 7,092 696

自己株式の取得 △2 △2

当期変動額合計 5,027 △1,582

当期末残高 100,745 99,162
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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 5,952 2,370

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3,581 △2,627

当期変動額合計 △3,581 △2,627

当期末残高 2,370 △257

土地再評価差額金   

前期末残高 3,333 3,333

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,333 3,333

評価・換算差額等合計   

前期末残高 9,285 5,704

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3,581 △2,627

当期変動額合計 △3,581 △2,627

当期末残高 5,704 3,076

純資産合計   

前期末残高 105,003 106,449

当期変動額   

新株の発行 211 －

剰余金の配当 △2,274 △2,276

当期純利益 7,092 696

自己株式の取得 △2 △2

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3,581 △2,627

当期変動額合計 1,445 △4,210

当期末残高 106,449 102,238
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 該当事項はありません。 

  

役員の異動（平成21年６月22日付） 

①新任取締役候補 

  
②新任監査役候補 

  
③退任予定取締役 

  
④退任予定監査役 

   

(4)継続企業の前提に関する注記

６．その他

 氏名   役名 

 岩下誠宏  取締役名誉会長   

 森尾和彦  取締役兼執行役員  総合企画部長 

 飯尾卓美  取締役兼執行役員 
生産本部長 

環境・安全対策本部長 

 百瀬 昭  取締役兼執行役員 
人事部担当 購買・物流部長 

コンプライアンス推進委員長 

 冨安治彦  取締役兼執行役員 
法務・広報部担当 財務・経理

部担当 内部統制推進委員長 

 氏名  役名  備考 

 奥山章雄  社外監査役  公認会計士 

 氏名  現職  備考 

 中嶋宏元  代表取締役会長兼ＣＥＯ  相談役に就任予定 

 飯田 明 
 取締役専務執行役員 

兼ＣＦＯ 
 顧問に就任予定 

 川田晃嗣  取締役兼常務執行役員 

 顧問に就任予定 

（株式会社東京環境測定セン

ター社長）  

 中村邦生  取締役兼執行役員   参与に就任予定 

 氏名  現職  備考 

 冨安治彦  社外監査役  取締役兼執行役員に就任予定 
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⑤取締役兼務者の執行役員の昇任 

  
⑥新任予定執行役員 

  
⑦退任予定執行役員  

  

  

 氏名  役名  備考 

 古賀研士 
 取締役兼専務執行役員  

第二化学品営業本部長 
 取締役兼常務執行役員から昇任

 氏名  役名  担当 

 北條修司  執行役員  樹脂添加剤営業部長 

 辻本 光  執行役員  大阪支社長 

 村瀬 久  執行役員  三重工場長 

 矢島明政  執行役員  電子材料開発研究所長 

 氏名  現職  備考 

 鈴木榮一  執行役員  参与に就任予定 

 山中和朗  執行役員 
ＡＤＥＫＡライフクリエイト 

株式会社社長に就任予定 

 髙取克行  執行役員 
オキシラン化学株式会社 

監査役に就任予定 
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