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(1）経営成績に関する分析 

日本経済は、米国の金融危機に端を発し、上半期は原油価格の高騰による原材料価格の考えられないような値上が

りが続き、さらに下半期は自動車産業を中心とした家電、繊維産業他においても製品の動きが急激に停滞し、一年を

通じて激動の厳しい内容となりました。 

このような情勢のもと当社グループの主要需要先の１つでありますプリント基板市場は中国市場を中心に国内にお

いても原材料価格の高騰、消費の低迷、それに伴う在庫調整となり、下半期に入って急激に生産量が落ち込みまし

た。また、もう一つの主力分野であります合繊業界も同じように、原材料価格の高騰と消費低迷、さらには円高が拍

車をかけて大幅に仕事量が減少し、国内市場は大きく縮小いたしました。 

その中で、当社グループは売上高と利益確保のために、顧客第一主義に徹し、顧客ニーズに対応していくという基

本方針に沿い、ものづくりを原点に機能性と高付加価値品の開発に全力を上げると共に、きめの細かい技術サービス

を提供しながら、厳しい状況に対応してまいりました。また、利益確保のためムダを無くし、生産効率のアップと経

費節減にも努力してまいりました。 

その結果、当期の売上高は6,711百万円（前期比10.3％減）となりました。営業利益は214百万円（同59.1％減）、

経常利益は293百万円（同51.0％減）、当期純利益は68百万円（同77.0％減）の減収減益となりました。 

今後の見通しにつきましては、世界経済の回復は全く不透明で、しばらくはこの厳しい状況は続くものと考えられ

ます。しかし、当社グループといたしましては、基本方針通り、顧客の要望を的確にスピーディーに捉え、さらにこ

れからの時代の流れを創造しながら独自技術によって、高性能、高機能化、高品質の製品を開発し、さらにはきめの

細かい技術サービスを忘れることなく、積極的に研究・営業活動を行い、売上高と利益の確保に努めていきたいと考

えております。さらには、国内技術革新や環境対応をキーワードにした製品開発に注力し、成長していける企業像を

つくり上げていくべく 善の努力をしていきたいと考えております。 

  具体的には、次期業績予想といたしましては、売上高6,280百万円（同6.4％減）、経常利益255百万円（同13.1％

減）、当期純利益140百万円（同103.1％増）を予定いたしております。また、１株当たりの予想当期純利益は20円89

銭と見込んでおります。尚、１株当たりの年間配当金は20円を予定しております。 

  

(2）財政状態に関する分析 

 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、定期預金の預入による支出2,180百万

円、関係会社株式の取得による支出123百万円及び自己株式取得による支出102百万円並びに法人税等の支払い232百

万円等により前連結会計年度末から1,011百万円減少し、当連結会計年度末には1,059百万円となりました。 

 各キャッシュ・フローの概要は、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） 

 当連結会計年度における営業活動による資金の増加は365百万円（前期比23.3％減）となりました。これは主とし

て、税金等調整前当期純利益268百万円（同43.2％減）に対し、退職給付引当金の減少額26百万円（同108.4％減）及

び法人税等の支払額232百万円（同38.9％減）等の資金減少要因があったものの、減価償却費317百万円（同10.5％

減）、利息及び配当金の受取額82百万円（同38.1％増）等の資金増加要因があったこと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） 

 当連結会計年度における投資活動による資金の減少は1,091百万円（同46.5％減）となりました。これは主とし

て、定期預金の払戻による収入が1,300百万円あったものの（前期は－）、定期預金の預入による支出2,180百万円

（同9.0％増）及び関係会社株式の取得による支出123百万円（同15.1％減）並びに有形固定資産の取得による支出85

百万円（同68.2％減）等によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当連結会計年度における財務活動による資金の減少は272百万円（同17.6％増）となりました。前期との差の要因

は、自己株式取得による支払額102百万円（同72.5％増）及び配当金の支払額170百万円（同1.2％減）によるもので

あります。 
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(3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当 

 当社の利益配分に関する基本方針は、株主への安定した配当の維持と継続を基本としつつ、一方、設備投資及 

び研究開発投資などのための内部留保を充実することにより、将来にわたり成長を続け、株主への利益につなげ 

ていきたいと考えております。また、内部留保資金につきましては、今後の技術革新に対応すべく研究開発や生 

産設備への投資を中心として、合理化投資、事業の拡大、財務体質の強化に充当する所存であります。 

  当期の配当金につきましては、１株につき20円を予定しております。 

(4）事業等のリスク 

 当社グループの経営成績、株価および財務状況等に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、文中における将来に関する事項は決算短信提出日現在において当社が判断したものでありますが、全

てを網羅するものではありませんので、この点にご留意下さい。 

（1）製造工程および顧客ニーズへの対応について 

 当社グループが主力とする電子産業関係は、技術が急速に変化、進展する環境の下、顧客ニーズの変化に応じて

頻繁に新製品が導入され、製造設備もそれに対応する必要があるという点が挙げられます。また、これらの製品の

製造工程は複雑であり、その生産性および性能を改善するために、継続的な改良を必要とします。製造工程に問題

点または非効率な点が存在する場合には、生産能力が低下しまたは生産が中断することなどにより、適時に適正コ

ストで高品質の製品を納入できない可能性があります。その結果、当社グループの顧客が当社グループの競合会社

から製品を購入することとなる可能性があります。さらに、一部の製品の生産能力不足により、当社グループの競

争力が低下する可能性があります。その結果、減収となったり、顧客との関係が悪化する可能性があります。 

（2）技術革新への対応について 

 上述のとおり、当社グループが主力とする電子産業用は、急速な技術変化と技術革新、顧客ニーズの変化および

新製品・サ－ビスの頻繁な導入を特徴としております。新技術の開発とその製品化および新製品・サービスの導入

により、既存の製品・サービスは陳腐化しまたは市場性を失う傾向があります。当社グループの将来における競争

力は、以下のような技術革新への対応能力が当社グループにあるか否かに左右されます。 

(a)急速な技術革新に対応して、技術面での他社に勝る技術開発できる能力 

(b)既存の製品・サービスを向上させる能力 

(c)革新的な製品を適時かつ適正コストで開発し生産する能力 

(d)新たな製品・サービスおよび技術を使用しまたはこれらを展開する能力 

(e)優秀な技術者や理工学分野の人材を採用し雇用する能力 

(f)当社が開発する新製品・サービスに対する需要および商品性を正確に予測する能力 

(g)新製品の開発または出荷の遅延を回避する能力 

(h)高度化する顧客の要求に対応する能力 

(i)顧客の製品の設計段階から関与することにより、顧客の新製品に当社の製品が組込まれるようにする能力 

 当社グループは、常に顧客ニーズの急速な変化を的確に把握し、それに対応した製品・サービス（新製品、新サ

ービスを含む。）のマーケティングを行っておりますが、かかる製品・サービスを提供することができない可能性

があります。当社グループがこれらの技術および顧客ニーズの変化に適切に対応できなかった場合、当社グループ

の事業、業績および財務状況は著しく損なわれる可能性があります。 

（3）業界動向および競合等について 

 当社グループの主要事業である電子産業用を含め全ての事業が、いずれも製品技術開発力の影響を強く受ける分

野であります。そのため、社会や市場での新技術の開発、新方式の採用、新製品の出現あるいは、競合会社の台頭

により、当社グループ取扱製品の急速な陳腐化や市場性の低下をまねき、当社グループの経営成績に重大な影響を

与える可能性があります。 

（4）人材の確保について 

 あらゆるハイテクノロジー企業と同様、当社グループは製品・サービスおよびソリューションを開発するため、

優秀な従業員を獲得し維持する必要があります。現在の化学業界では、優秀な人材に対する需要がそれに適した候

補者の数を上回っています。そのため、当社グループの人事部門は、重要な技術部門に配属可能な人材を採用し雇

用し続けることに注力しております。しかしながら、当社グループから優秀な従業員が多数離職したり、新規に採

用することができなかった場合、当社グループの事業目的の達成が困難になる可能性があります。 
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（5）知的財産保護の限界 

 当社グループは他社製品と差別化できる技術とノウハウを蓄積してまいりましたが、当社グループ独自の技術と

ノウハウの一部は、特定の地域では法的制限のため知的財産権による完全な保護が不可能、または限定的にしか保

護されない状況にあります。そのため、第三者が当社グループの知的財産を使って類似した製品を製造するのを効

果的に防止できない可能性があります。また、他社が類似する、もしくは当社グループより優れている技術を開発

したり、当社グループの特許や企業秘密を模倣、または解析調査することを防止できない可能性があります。 

（6）製品の欠陥 

 当社グループは世界中の工場で世界的に認められている品質管理基準(ISO)に従って各種の製品を製造しており

ます。しかし、全ての製品について欠陥が無く、将来にリコールが発生しないという保証はありません。また、製

造物責任賠償については保険に加入しておりますが、この保険が 終的に負担する賠償額を十分にカバーできると

いう保証はありません。さらに、引き続き当社グループがこのような保険に許容できる条件で加入できるとは限り

ません。大規模なリコールや製造物責任賠償につながるような製品の欠陥は、多額のコストや当社グループの評価

に重大な影響を与え、それにより売上が低下し、当社グループの業績と財務状況に悪影響が及ぶ可能性がありま

す。 

（7）他社との提携等の成否 

 当社グループは技術開発の一環として、経営資源を 適化し、技術の集約による相乗効果を利用するために、技

術提携や合弁の形で他社と共同での活動を行っております。当社グループは引き続きこのような機会を前向きに活

用する予定であります。しかし、経営、財務またはその他の理由により当事者間で不一致が生じた場合、効果的な

開発および結果を享受できない場合、当社グループの業績と財務状況に悪影響が及ぶ可能性があります。 

（8）資材等の調達 

 当社グループの生産活動には、資材、その他の供給品のタイムリーな納入が必要です。当社グループの購入する

資材等には特殊なものがあるため、その中には、仕入先や供給品の切替えが困難なものや、少数特定の仕入先から

しか入手できないものがあります。当社グループは、当社グループが使用する資材、部品、製造装置その他の供給

品が現在十分確保されているものと認識しておりますが、供給の遅延・中断や業界内の需要増加があった場合、必

要不可欠な資材の供給不足が生じる場合があります。これらの原因等により、当社グループがこれらの供給品を機

動的に調達できない場合や、供給品の調達のために極めて多額の資金の支払いが必要となる場合は、当社グループ

の業績が悪化する可能性があります。また、欠陥のある資材、その他の供給品は、当社グループの製品の信頼性お

よび評判に悪影響を及ぼす可能性があります。 

（9）為替相場の変動による影響について 

 当社の取扱製品には海外への輸出製品が多く、当事業年度の輸出割合は、32.2％（内外貨建56.1％）でありま

す。そのため当社は、為替相場の変動によるリスクをヘッジする目的で、常時為替予約等で対策を講じておりま

す。しかしながら、リスクヘッジにより為替相場変動の影響を緩和することは可能であっても、影響全てを排除す

ることは不可能であり、当社の経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。また、取引のある国の政

治・経済状況により当社の経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。 

（10）自然災害等のリスクについて 

 地震等の自然災害によって、当社グループの製造拠点が大きな損害を受ける可能性があります。特に当社グルー

プは日本国内を主力としてこれらの設備を有しておりますので、これらが損害を被った場合、操業が中断し、生産

および出荷が遅延することにより売上高は低下し、さらに、保険に加入はしているものの製造拠点の修復または代

替のため、巨額な費用を要することとなる可能性があります。  
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２．企業集団の状況

互応化学工業㈱　(4962)  平成21年３月期決算短信

- 6 -



(1）会社の経営の基本方針 

  当社はその社会的存在価値を「独自技術で社会に貢献すること」におき、その独自技術を構築するためには、 

① 会社が自主独立し、経営上の自主権を持たねばならない。 

② 経営者が意思の決定権を持って初めて危険を犯してでも、独自技術を確立しようとすることが出来る。 

③ またそれにより、確立した独自技術で更に発展することが出来る。 

④ それがためには、経営と資本と労働は互いに機能し、協調するというよりも一体となり、共同体として共感す

ることにより、実力以上の活力を生み出すことが出来る。 

  これが互応の設立精神であり、経営理念であります。この理念にしたがい、国内及び海外のユーザーに満足して

いただけるものを独自技術で供給し、社会に貢献することによって会社にも利益をもたらし、株主の方々や社員に

もそれを享受していただけるよう取り組んでおります。 

 そのため、高品位化及び、多様化する顧客ニーズに対応すべく、市場に密着し、研究部門と営業部門が一体とな

って開発し、優れた製品を提供することを基本方針としております。  

(2）中長期的な会社の経営戦略 

日本経済は、アメリカ金融危機の影響により大打撃を受けており、この状況はアメリカの不良資産の処理が終わる

までＶ字型の回復は見込めず、特に産業の中心である自動車業界は、苦境が長期化する可能性もあり、Ｌ字型の経済

情勢がしばらく続く可能性が大きいと考えております。 

この状況の中で、当社グループがこの難局を乗り越えて、さらなる成長を遂げていくには各部門で「独自技術の確

立」のもと、オンリーワン製品の開発と、国内 新技術と顧客ニーズをスピーディーにキャッチして新規テーマにも

積極的に挑戦していくという姿勢が も重要であると考えております。特に、収益性の改善を図るため「環境」をキ

ーワードに各部門で高性能、高機能性製品と、高品質で安全な環境にやさしい製品づくりを目指し、顧客に満足して

いただくと同時にその結果として、社会に貢献できることを基本にして、利益率の高い製品を国内市場を中心に展開

し、利益改善をはかっていかなければならないと考えております。 

そのためには、組織の刷新をはかり、各グループに目標とするテーマの明確化と新技術開発室を中心に、新技術の

導入と各研究機関、大学、他メーカーとの共同研究も積極的に行い、オンリーワン技術を持った企業にしていきたい

と考えております。 

さらに、収益確保のためムダをなくし、生産効率を高め、人材育成と安全第一、コンプライアンスを徹底し、社員

教育に努め、総合予算制度による効率的資産配分等の施策を実行し、海外の生産拠点もうまく活用してグローバル化

による収益の改善にも取り組みたいと考えております。 

その結果として、安定した成長性の見込める企業にしてまいりたいと考えております。 

(3）会社の対処すべき課題 

日本経済は、自動車産業を中心に厳しい状況が長期化する可能性は大きく、また、円高による輸出への影響、さら

には原材料価格の不安定さによる利益への圧迫とますます状況は厳しくなるものと思われます。 特に、我々製造業

にとっては売上高、収益を確保していくには、非常に困難な状況はしばらく続くものと思われます。 

その中で当社グループは、今まで以上に会社理念であります「独自技術の確立により社会に貢献すること」を推進

し、今こそものづくりに専念して特徴ある製品開発と顧客の信頼を得ることに集中し、売上高と収益の確保に 善の

努力をしていきたいと考えております。 

 ① 会社目標「独自技術の確立」の徹底 

 ② 各分野における高付加価値品へ寄与できる製品開発 

 ③ 販売における使用技術に充実と新たなる展開 

 ④ 高品質で効率の良い生産技術の確立 

 ⑤ 総合予算制度と社内管理体制の徹底推進 

 ⑥ 海外拠点での生産活動を生かした収益性の向上 

等の施策を推進し、国内ユーザーへの販売を強化し、収益性によるグローバル化を明確化して、グループ全体で利益

改善に全力を上げ、この厳しい状況を乗り越えていきたいと考えております。  

３．経営方針
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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 4,090,708 3,959,534

受取手形及び売掛金 1,974,923 1,495,995

たな卸資産 1,157,250 －

商品及び製品 － 493,260

仕掛品 － 257,157

原材料及び貯蔵品 － 384,119

繰延税金資産 71,378 49,115

その他 33,821 58,168

貸倒引当金 △14,506 △4,184

流動資産合計 7,313,576 6,693,167

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 3,694,829 3,730,390

減価償却累計額 △2,547,880 △2,623,735

建物及び構築物（純額） ※1  1,146,948 ※1  1,106,655

機械装置及び運搬具 5,711,539 5,650,722

減価償却累計額 △5,066,527 △5,158,772

機械装置及び運搬具（純額） 645,011 491,949

工具、器具及び備品 907,237 892,815

減価償却累計額 △833,894 △832,339

工具、器具及び備品（純額） 73,343 60,475

土地 2,097,295 2,097,295

建設仮勘定 104,810 44,602

有形固定資産合計 4,067,409 3,800,978

無形固定資産   

借地権 51,713 41,239

のれん 12,608 7,423

その他 19,256 16,411

無形固定資産合計 83,578 65,074

投資その他の資産   

投資有価証券 ※2  1,110,574 ※2  833,488

従業員に対する長期貸付金 4,054 2,356

繰延税金資産 63,732 51,142

その他 37,506 28,884

貸倒引当金 △6,245 △6,562

投資その他の資産合計 1,209,622 909,308

固定資産合計 5,360,610 4,775,362

資産合計 12,674,186 11,468,530
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（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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,055,040 615,263

未払金 133,350 74,595

未払費用 24,540 7,193

未払法人税等 111,880 －

賞与引当金 111,451 112,666

役員賞与引当金 13,000 －

その他 36,398 35,340

流動負債合計 1,485,662 845,059

固定負債   

退職給付引当金 378,072 351,282

役員退職慰労引当金 95,826 105,598

固定負債合計 473,898 456,880

負債合計 1,959,561 1,301,939

純資産の部   

株主資本   

資本金 842,000 842,000

資本剰余金 827,990 827,990

利益剰余金 8,965,915 8,863,822

自己株式 △117,657 △219,887

株主資本合計 10,518,248 10,313,925

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 112,471 44,322

為替換算調整勘定 58,334 △208,599

評価・換算差額等合計 170,805 △164,276

少数株主持分 25,571 16,941

純資産合計 10,714,624 10,166,590

負債純資産合計 12,674,186 11,468,530
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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 7,483,170 6,711,847

売上原価 5,126,230 4,823,762

売上総利益 2,356,939 1,888,084

販売費及び一般管理費   

運賃 200,966 172,835

給料及び手当 402,877 366,896

法定福利費 71,018 64,611

役員報酬 107,463 106,845

旅費及び交通費 95,843 92,250

減価償却費 44,090 46,372

賞与引当金繰入額 37,137 34,109

役員賞与引当金繰入額 13,500 －

退職給付費用 35,499 30,682

役員退職慰労引当金繰入額 10,005 9,771

のれん償却額 6,304 6,428

研究開発費 ※1  446,049 ※1  443,643

その他 363,021 299,543

販売費及び一般管理費合計 1,833,777 1,673,990

営業利益 523,162 214,094

営業外収益   

受取利息 8,566 14,046

受取配当金 4,727 5,160

受取ロイヤリティー 83,018 56,501

持分法による投資利益 43,581 1,281

その他 10,929 12,576

営業外収益合計 150,823 89,566

営業外費用   

売上割引 5,411 5,941

為替差損 65,916 523

支払補償費 3,228 3,047

支払手数料 289 250

その他 454 572

営業外費用合計 75,300 10,335

経常利益 598,685 293,325

特別利益   

固定資産売却益 ※2  664 ※2  645

持分変動利益 2,857 －

関係会社株式売却益 41,288 －

貸倒引当金戻入額 － 7,215

特別利益合計 44,809 7,860
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（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) 

特別損失   

持分変動損失 － 2,189

固定資産売却損 ※3  60 －

固定資産除却損 ※4  9,507 ※4  2,769

退職給付引当金繰入額 160,328 －

投資有価証券評価損 － 21,599

ゴルフ会員権評価損 － 5,757

特別損失合計 169,896 32,316

税金等調整前当期純利益 473,598 268,870

法人税、住民税及び事業税 290,036 120,093

法人税等調整額 △110,211 79,323

法人税等合計 179,824 199,417

少数株主利益又は少数株主損失（△） △6,482 508

当期純利益 300,256 68,944
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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 842,000 842,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 842,000 842,000

資本剰余金   

前期末残高 827,990 827,990

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 827,990 827,990

利益剰余金   

前期末残高 8,838,396 8,965,915

当期変動額   

剰余金の配当 △172,737 △171,037

当期純利益 300,256 68,944

当期変動額合計 127,519 △102,093

当期末残高 8,965,915 8,863,822

自己株式   

前期末残高 △58,379 △117,657

当期変動額   

自己株式の取得 △59,278 △102,229

当期変動額合計 △59,278 △102,229

当期末残高 △117,657 △219,887

株主資本合計   

前期末残高 10,450,006 10,518,248

当期変動額   

剰余金の配当 △172,737 △171,037

当期純利益 300,256 68,944

自己株式の取得 △59,278 △102,229

当期変動額合計 68,241 △204,322

当期末残高 10,518,248 10,313,925
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（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) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 158,219 112,471

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △45,748 △68,148

当期変動額合計 △45,748 △68,148

当期末残高 112,471 44,322

為替換算調整勘定   

前期末残高 95,126 58,334

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △36,792 △266,933

当期変動額合計 △36,792 △266,933

当期末残高 58,334 △208,599

評価・換算差額等合計   

前期末残高 253,345 170,805

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △82,540 △335,082

当期変動額合計 △82,540 △335,082

当期末残高 170,805 △164,276

少数株主持分   

前期末残高 33,145 25,571

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △7,574 △8,629

当期変動額合計 △7,574 △8,629

当期末残高 25,571 16,941

純資産合計   

前期末残高 10,736,498 10,714,624

当期変動額   

剰余金の配当 △172,737 △171,037

当期純利益 300,256 68,944

自己株式の取得 △59,278 △102,229

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △90,114 △343,711

当期変動額合計 △21,873 △548,034

当期末残高 10,714,624 10,166,590
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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 473,598 268,870

減価償却費 354,836 317,553

賞与引当金の増減額（△は減少） △18,907 1,214

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △3,000 △13,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） 311,857 △26,091

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 9,005 9,771

のれん償却額 － 6,428

貸倒引当金の増減額（△は減少） 365 △7,215

受取利息及び受取配当金 △13,293 △19,206

為替差損益（△は益） 16,930 △10,076

持分法による投資損益（△は益） △43,581 △1,281

持分変動損益（△は益） △2,857 2,189

有形固定資産売却損益（△は益） △604 △645

有形固定資産除却損 9,507 2,769

投資有価証券評価損益（△は益） － 21,599

ゴルフ会員権評価損 － 5,757

関係会社株式売却損益（△は益） △41,288 －

売上債権の増減額（△は増加） 157,771 448,489

たな卸資産の増減額（△は増加） △124,882 877

仕入債務の増減額（△は減少） △183,415 △428,133

未払消費税等の増減額（△は減少） △13,767 26,911

未払金の増減額（△は減少） △14,645 △31,250

未払費用の増減額（△は減少） 6,563 △7,194

その他 △83,386 △53,229

小計 796,807 515,110

利息及び配当金の受取額 60,009 82,899

法人税等の支払額 △379,804 △232,164

営業活動によるキャッシュ・フロー 477,012 365,845

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △2,000,000 △2,180,000

定期預金の払戻による収入 － 1,300,000

投資有価証券の取得による支出 △5,878 △6,020

関係会社株式の取得による支出 △145,693 △123,699

関係会社株式の売却による収入 401,148 －

有形固定資産の取得による支出 △268,290 △85,416

有形固定資産の売却による収入 1,567 1,445

無形固定資産の取得による支出 △12,753 200

ゴルフ会員権の取得による支出 △10,557 －

貸付金の回収による収入 1,298 1,698

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,039,158 △1,091,793
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（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) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の取得による支出 △59,278 △102,229

配当金の支払額 △172,527 △170,426

財務活動によるキャッシュ・フロー △231,805 △272,656

現金及び現金同等物に係る換算差額 △22,023 △12,570

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,815,975 △1,011,174

現金及び現金同等物の期首残高 3,886,684 ※  2,070,708

現金及び現金同等物の期末残高 ※  2,070,708 ※  1,059,534
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  該当事項はありません。 

   

  

継続企業の前提に関する注記

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 

  

 連結子会社は互応物流㈱及びゴオウ

インドネシアケミカル㈱の２社であり

ます。 

同左 

２．持分法の適用に関する事項 

  
 持分法適用会社はグッドアドバンス

グループ㈱及び永勝泰科技股 有限公

司の２社であります。また、２社の決

算日は12月31日であり、当該年度に係

る財務諸表を使用しております。 

 持分法適用会社は永勝泰科技股 有

限公司の１社であります。決算日は12

月31日であり、当該年度に係る財務諸

表を使用しております。 

３．連結子会社の事業年度等に 

関する事項 

  

 連結子会社のうちゴオウインドネシ

アケミカル㈱の決算日は12月31日であ

ります。連結財務諸表の作成にあたっ

ては、同日現在の財務諸表を採用し、

連結決算日との間に生じた重要な取引

については、連結に必要な調整を行っ

ております。 

同左 

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） 

 イ 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

時価のないもの 

  総平均法による原価法 

 時価のないもの 

同左 

ロ デリバティブ 

時価法 

ロ デリバティブ 

同左 

ハ たな卸資産 

     製品・商品・原材料・仕掛品 

移動平均法による原価法 

  

  

ハ たな卸資産 

     製品・商品・原材料・仕掛品 

移動平均法による原価法（貸借対

照表価額については収益性の低下

に基づく簿価切下げの方法） 

      貯蔵品 

終仕入原価法による原価法 

      貯蔵品 

終仕入原価法による原価法 

（会計方針の変更） 

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）を適用しております。 

これにより、損益に与える影響は

ありません。  
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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） 

（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 

 当社及び国内連結子会社は定率法 

また、在外連結子会社は定額法 

 ただし、当社及び国内連結子会社は

平成10年４月１日以降に取得した建物

（附属設備を除く）については定額法

を採用しております。 

 なお、主な耐用年数は次のとおりで

あります。 

建物及び構築物     ７～38年 

機械装置及び運搬具   ４～９年 

 また、取得価額が10万円以上20万円

未満の少額減価償却資産については、

３年間で均等償却する方法を採用して

おります。 

イ 有形固定資産（リース資産を除く）

 当社及び国内連結子会社は定率法 

また、在外連結子会社は定額法 

 ただし、当社及び国内連結子会社は

平成10年４月１日以降に取得した建物

（附属設備を除く）については定額法

を採用しております。 

 なお、主な耐用年数は次のとおりで

あります。 

建物及び構築物     ７～38年

機械装置及び運搬具   ４～８年

 また、取得価額が10万円以上20万円

未満の少額減価償却資産については、

３年間で均等償却する方法を採用して

おります。 

   （会計方針の変更） 

 当社及び国内連結子会社は、法人

税法の改正に伴い、当連結会計年度

より、平成19年４月１日以降に取得

した有形固定資産について、改正後

の法人税法に基づく減価償却の方法

に変更しております。 

 これにより営業利益、経常利益及

び税金等調整前当期純利益は、それ

ぞれ11,275千円減少しております。 

 （追加情報） 

 当社及び国内連結子会社は、法人

税法改正に伴い、平成19年３月31日

以前に取得した資産については、改

正前の法人税法に基づく減価償却の

方法の適用により取得価額の５％に

到達した連結会計年度の翌連結会計

年度より取得価額の５％相当額と備

忘価額との差額を５年間にわたり均

等償却し、減価償却費に含めて計上

しております。 

 これにより営業利益、経常利益及

び税金等調整前当期純利益は、それ

ぞれ40,392千円減少しております。  

（追加情報） 

 当社及び国内連結子会社の機械装置

及び運搬具については、従来、主な耐

用年数を４～９年としておりました

が、当連結会計年度より４～８年に変

更しております。  

 この変更は平成20年税制改正を契機

として、機械装置の経済的使用可能予

測期間について見直しを行ったことに

よるものであります。 

 これにより、営業利益、経常利益及

び税金等調整前当期純利益は、それぞ

れ7,088千円減少しております。  

  ロ 無形固定資産 

 定額法を採用しております。 

 なお、自社利用のソフトウェアにつ

いては、社内における利用可能期間

（５年）に基づいております。 

ロ 無形固定資産（リース資産を除く）

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） 

（3）重要な引当金の計上基準 イ 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勘案し、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 

 当社及び国内連結子会社は、従業員

に対する賞与の支給に備えて、支給見

込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 

  当社は役員に対する賞与の支給に備

えて、当連結会計年度における支給見

込額を計上しております。 

ハ 役員賞与引当金 

  当社及び国内連結子会社は役員に対

する賞与の支給に備えて、当連結会計

年度における支給見込額を計上してお

ります。なお、当連結会計年度は支給

見込みがないため計上しておりませ

ん。  

  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

に基づき計上しております。なお、当

社及び国内連結子会社は従業員数300

人未満の小規模企業等に該当するため

「退職給付会計に関する実務指針（中

間報告）」（日本公認会計士協会会計

制度委員会報告第13号 平成11年９月

14日）により簡便法を採用しておりま

す。 

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

に基づき計上しております。なお、当

社及び国内連結子会社は従業員数300

人未満の小規模企業等に該当するため

「退職給付会計に関する実務指針（中

間報告）」（日本公認会計士協会会計

制度委員会報告第13号 平成11年９月

14日）により簡便法を採用しておりま

す。 

  （追加情報） 

 当社は従来、適格退職年金制度と退職

一時金制度を採用しておりましたが、平

成19年10月１日付けで、適格退職年金制

度を廃止し、確定拠出年金制度へ移行い

たしました。 

 これにより当社は「退職給付制度間の

移行等に関する会計処理」（企業会計基

準適用指針第１号）を適用し、確定拠出

年金制度への移行部分について退職給付

制度の終了処理を行っております。 

 本移行に伴う当連結会計年度の損益に

与える影響額は、特別損失として

160,328千円計上しております。 

  ホ 役員退職慰労引当金 

 当社及び国内連結子会社は役員の退

職慰労金の支出に備えるため、内規に

基づく期末要支給額を計上しておりま

す。 

ホ 役員退職慰労引当金 

同左 

（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。 

────── 
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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） 

（5）その他連結財務諸表作成

のための重要な事項 

  

イ 消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。 

イ 消費税等の会計処理 

同左 

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

については、全面時価評価法を採用して

おります。 

同左 

６．のれんの償却に関する事項  のれんの償却については、５年間で均

等償却しております。 

同左 

７．連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲 

 連結キャッシュ・フロー計算書におけ

る資金（現金及び現金同等物）は、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

期投資を計上しております。 

同左 

互応化学工業㈱　(4962)  平成21年３月期決算短信

- 19 -



  

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度
（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） 

──────── （リース取引に関する会計基準） 

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

おりましたが、当連結会計年度より「リース取引に関す

る会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日

（企業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改

正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日

本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30

日改正））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。 

これにより、損益に与える影響はありません。  

（連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関

する当面の取扱い） 

 当連結会計年度より、「連結財務諸表作成における在

外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応

報告第18号 平成18年５月17日）を適用し、連結決算上

必要な修正を行っております。  

 これにより、損益に与える影響はありません。  

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

516,118千円、239,249千円、401,883千円であります。 
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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．取得価額から控除している圧縮記帳額は、建物

49,440千円であります。 

※１．取得価額から控除している圧縮記帳額は、建物

49,440千円であります。 

※２．関連会社に対するものは次のとおりであります。 ※２．関連会社に対するものは次のとおりであります。  

投資有価証券(株式) 772,190千円 投資有価証券(株式) 625,411千円 

（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．研究開発費総額 ※１．研究開発費総額 

一般管理費 446,049千円 

当期製造費用 －千円 

計 446,049千円 

一般管理費 443,643千円 

当期製造費用 －千円 

計 443,643千円 

 ※２．固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。   ※２．固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。  

車両運搬具 553千円 

機械装置 110千円 

計 664千円 

車両運搬具 645千円 

 ※３．固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。             ──────          

車両運搬具 60千円   

 ※４．固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。   ※４．固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。  

構築物 157千円 

機械装置 9,009千円 

工具器具備品 340千円 

計 9,507千円 

建物 35千円 

構築物 74千円 

機械装置 

車両運搬具 

1,616

123

千円 

千円 

工具器具備品 919千円 

計 2,769千円 
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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） 

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 

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加68千株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加であります。 

２．配当に関する事項 

（1）配当金支払額 

（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 

  

（連結株主資本等変動計算書関係）

  
前連結会計年度末
株式数（千株） 

当連結会計年度増
加株式数（千株） 

当連結会計年度減
少株式数（千株） 

当連結会計年度末
株式数（千株） 

発行済株式         

普通株式  6,992  －  －  6,992

合計  6,992  －  －  6,992

自己株式         

普通株式  82  68  －  150

合計  82  68  －  150

  
（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  172,737  25 平成19年３月31日 平成19年６月29日 

  
（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  171,037  利益剰余金  25 平成20年３月31日 平成20年６月30日
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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） 

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 

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加140千株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加であります。 

２．配当に関する事項 

（1）配当金支払額 

（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 

  

  

    前連結会計年度（平成20年３月31日現在） 

    該当事項はありません。 

    当連結会計年度（平成21年３月31日現在） 

    該当事項はありません。 

  

  
前連結会計年度末
株式数（千株） 

当連結会計年度増
加株式数（千株） 

当連結会計年度減
少株式数（千株） 

当連結会計年度末
株式数（千株） 

発行済株式         

普通株式  6,992  －  －  6,992

合計  6,992  －  －  6,992

自己株式         

普通株式  150  140  －  290

合計  150  140  －  290

  
（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  171,037  25 平成20年３月31日 平成20年６月30日 

  
（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21年６月26日 

定時株主総会 
普通株式  134,029  利益剰余金  20 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） 

  

現金及び預金勘定 4,090,708千円 

預入期間が３か月を超える定期

預金 
△2,020,000千円 

現金及び現金同等物 2,070,708千円 

現金及び預金勘定 3,959,534千円 

預入期間が３か月を超える定期

預金 
△2,900,000千円 

現金及び現金同等物 1,059,534千円 

（リース取引関係）
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前連結会計年度（平成20年３月31日現在） 

１．売買目的有価証券 

 該当事項はありません。 

２．満期保有目的の債券で時価のあるもの 

 該当事項はありません。 

３．その他有価証券で時価のあるもの 

４．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自平成19年４月１日 至平成20年３月31日） 

 該当事項はありません。 

５．時価評価されていない主な有価証券の内容 

６．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額 

 該当事項はありません。 

  

（有価証券関係）

  種類 取得原価（千円）
連結貸借対照表計
上額（千円） 

差額（千円）

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの 

（1）株式  93,101  284,583  191,481

（2）債券       

①国債・地方債等  －  －  －

②社債  －  －  －

③その他  －  －  －

（3）その他  －  －  －

小計  93,101  284,583  191,481

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの 

（1）株式  43,852  41,716  △2,135

（2）債券       

①国債・地方債等  －  －  －

②社債  －  －  －

③その他  －  －  －

（3）その他  －  －  －

小計  43,852  41,716  △2,135

合計  136,954  326,299  189,345

  連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券   

非上場株式  12,084
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当連結会計年度（平成21年３月31日現在） 

１．売買目的有価証券 

 該当事項はありません。 

２．満期保有目的の債券で時価のあるもの 

 該当事項はありません。 

３．その他有価証券で時価のあるもの 

（注） 当連結会計年度において、その他有価証券で時価のある株式21,599千円減損処理を行っております。 

なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得価格に比べ50％以上下落した場合には全て減損処理を

行い、30～50％程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行って

おります。 

４．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

 該当事項はありません。 

５．時価評価されていない主な有価証券の内容 

６．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額 

 該当事項はありません。 

  

  種類 取得原価（千円）
連結貸借対照表計
上額（千円） 

差額（千円）

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの 

（1）株式  50,861  142,388  91,527

（2）債券       

①国債・地方債等  －  －  －

②社債  －  －  －

③その他  －  －  －

（3）その他  －  －  －

小計  50,861  142,388  91,527

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの 

（1）株式  70,513  53,603  △16,910

（2）債券       

①国債・地方債等  －  －  －

②社債  －  －  －

③その他  －  －  －

（3）その他  －  －  －

小計  70,513  53,603  △16,910

合計  121,375  195,992  74,616

  連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券   

非上場株式  12,084
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１．取引の状況に関する事項 

２．取引の時価等に関する事項 

通貨関連 

 （注）為替予約取引の時価は、取引金融機関からの提示値を使用しております。 

  

（デリバティブ取引関係）

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）取引の内容 

当社グループは為替予約取引を利用しております。 

(1）取引の内容 

同左 

(2）取引に対する取組方針 

 当社グループは外貨建営業債権に係る将来の為替レー

トの変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を利

用することとしており、投機的な取引は行わない方針で

あります。 

(2）取引に対する取組方針 

同左 

(3）取引の利用目的 

 当社グループは通常の取引の範囲内で、外貨建営業債

権に係る将来の為替レートの変動リスクを回避する目的

でのみ為替予約取引を行っております。 

(3）取引の利用目的 

同左 

(4）取引に係るリスクの内容 

 為替予約取引等は為替相場による変動リスクを有して

おります。なお、取引の相手先は高格付を有する金融機

関に限定しているため、契約不履行によるリスクはほと

んどないと認識しております。 

(4）取引に係るリスクの内容 

同左 

(5）取引に係るリスク管理体制 

 デリバティブ取引についての基本方針は取締役会で決

定され、取引の実行及び管理は経理グループで行ってお

ります。また、取引権限及び取引限度額を定めた社内管

理規程を設けております。 

(5）取引に係るリスク管理体制 

同左 

(6）取引の時価等に関する事項についての補足説明 

 取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あ

くまでもデリバティブ取引における名目的な契約額また

は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティ

ブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 

(6）取引の時価等に関する事項についての補足説明 

同左 

区分 種類 

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）

契約額等
（千円） 

契約額等の
うち１年超 
（千円） 

時価
（千円） 

評価損益
（千円） 

契約額等
（千円） 

契約額等の
うち１年超 
（千円） 

時価 
（千円） 

評価損益
（千円） 

市場取

引以外

の取引

為替予約取引                 

売建                 

米ドル 28,124 － 28,124 － 38,325 － 38,325 －
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１．採用している退職給付制度の概要  

 当社グループは、退職給付の制度として、確定拠出年金制度及び退職一時金制度を設けております。 

 当社は平成19年10月に適格退職年金制度を廃止し、確定拠出年金制度へ移行しております。 

２．退職給付債務及びその内訳 

３．退職給付費用の内訳 

  

（退職給付関係）

  
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） 

退職給付債務（千円） 

退職給付引当金（千円） 

 378,072

 378,072

 351,282

 351,282

  
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） 

退職給付費用（千円）  71,491  50,429

確定拠出年金制度への移行に伴う損益 

（千円） 
 160,328  －

確定拠出年金への掛金支払額（千円）  13,060  26,562

合計  244,881  76,991
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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 

 ２．法定実効税率と税効果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 

  

（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） 

繰延税金資産 （千円）

未払事業税否認額  10,329

賞与引当金  45,113

退職給付引当金  152,332

役員退職慰労引当金  38,599

貸倒引当金  7,083

その他  23,300

繰延税金資産小計  276,758

評価性引当額  △11,680

繰延税金資産合計  265,077

繰延税金負債   

国庫補助金等圧縮積立金  △52,164

その他有価証券評価差額金  △77,741

その他  △60

繰延税金負債合計  △129,966

繰延税金資産の純額  135,111

繰延税金資産 （千円）

賞与引当金  45,614

退職給付引当金  141,594

役員退職慰労引当金  42,552

貸倒引当金  5,529

その他  27,319

繰延税金資産小計  262,610

評価性引当額  △27,246

繰延税金資産合計  235,364

繰延税金負債   

国庫補助金等圧縮積立金  △51,246

その他有価証券評価差額金  △37,159

その他  △46,700

繰延税金負債合計  △135,107

繰延税金資産の純額  100,257

繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目

に含まれております。 

繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目

に含まれております。 

  （千円）

流動資産－繰延税金資産  71,378

固定資産－繰延税金資産  63,732

固定負債－繰延税金負債  －

  （千円）

流動資産－繰延税金資産  49,115

固定資産－繰延税金資産  51,142

固定負債－繰延税金負債  －

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） 

  

  （％）

法定実効税率  40.6

（調整）   

交際費等永久に損金に算入されな

い項目 
 3.0

受取配当金等永久に益金に算入さ

れない項目 
 △0.6

評価性引当金  △1.3

住民税均等割  1.5

研究開発費の税額控除  △9.0

その他  3.8

税効果適用後の法人税等の負担率  38.0

  （％）

法定実効税率  40.6

（調整）   

交際費等永久に損金に算入されな

い項目 
 2.0

受取配当金等永久に益金に算入さ

れない項目 
 △1.0

評価性引当金  6.5

住民税均等割  2.6

研究開発費の税額控除  △5.7

関係会社未分配利益  17.4

連結会社間の受取配当金消却  10.0

その他  1.8

税効果適用後の法人税等の負担率  74.2
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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） 

 連結子会社のうち互応物流㈱は、専ら当社製品の倉庫管理ならびに運送業務にたずさわっております。また、

ゴオウインドネシアケミカル㈱は当社と同じ化学工業製品の製造・販売に従事しており、当連結会計年度の事業

も化学工業製品の製造・販売のみの単一セグメントのため、事業の種類別セグメントの情報は記載しておりませ

ん。 

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） 

 連結子会社のうち互応物流㈱は、専ら当社製品の倉庫管理ならびに運送業務にたずさわっております。また、

ゴオウインドネシアケミカル㈱は当社と同じ化学工業製品の製造・販売に従事しており、当連結会計年度の事業

も化学工業製品の製造・販売のみの単一セグメントのため、事業の種類別セグメントの情報は記載しておりませ

ん。 

  

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） 

 全セグメントの売上高及び資産の合計に占める「本邦」の割合がいずれも90％を超えているため、所在地別セ

グメント情報は記載しておりません。 

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） 

 全セグメントの売上高及び資産の合計に占める「本邦」の割合がいずれも90％を超えているため、所在地別セ

グメント情報は記載しておりません。 

  

 （注）１．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。 

２．国又は地域の区分の方法………地理的近接度による。 

３．アジアに属する主な国又は地域………香港、中国、タイ、インドネシア、台湾等 

その他の地域に属する国又は地域………ハンガリー、スペイン、トルコ、フランス、ドイツ等 

  

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

ｂ．所在地別セグメント情報

ｃ．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）       

  アジア   その他の地域  計   

Ⅰ 海外売上高（千円）  2,666,748    189,877    2,856,626   

Ⅱ 連結売上高（千円）          7,483,170   

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  35.6    2.5    38.1   

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）       

  アジア   その他の地域  計   

Ⅰ 海外売上高（千円）  2,035,844    126,394    2,162,238   

Ⅱ 連結売上高（千円）          6,711,847   

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  30.3    1.9    32.2   
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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．上記金額のうち、取引金額には、消費税等は含まれておりません。 

      ２．関係会社株式の売却金額については、非上場株式の売買につき、双方協議の上、決定しております。 

   ３．ロイヤリティ収入に関しては、契約時及び売上高に対する一定割合で決定しております。 

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。 

１．関連当事者との取引 

（注）１．上記金額のうち、取引金額には、消費税等は含まれておりません。 

   ２．ロイヤリティ収入に関しては、売上高に対する一定割合で決定しております。 

  

（関連当事者情報）

子会社等  

属性 
会社等

の名称 
住所 

資本金 

又は 

出資金 

議決権等

の所有 

事業の 

内容 

関係内容 
取引の 

内容 

取引 

金額 

(千円) 

科目 
期末

残高 役員の

兼任等 

事業上

の関係 

関連 

会社 

永勝泰

科技股

 有限

公司 

中華民国

台北縣 

297,500千

台湾ドル

直接

18.94％ 

電子産業

用インク

の製造販

売 

兼任 

１名 

株式の 

売却 

関係会

社株式

の売却

(注)２ 

401,148 － －

関係会

社株式 

売却益 

25,371 － －

関連

会社

の子

会社 

聯致互

應科技

(深 )

有限公

司 

中華人民

共和国広

東省 

10,000千

米ドル

間接

18.94％ 

電子産業

用インク

の製造販

売 

兼任 

２名 

技術 

提供 

ロイヤ

リティ

収入

(注)３ 

49,516 － －

子会社等  

属性 
会社等

の名称 
住所 

資本金 

又は 

出資金 

議決権等

の所有 

事業の 

内容 

関係内容 

取引の 

内容 

取引 

金額 

(千円) 

科目 
期末

残高 
役員の

兼任等 

事業上

の関係 

関連

会社

の子

会社 

グッド

アドバ

ンスグ

ループ

㈱ 

サモア独

立国アピ

ア市 

10,000千

米ドル

間接

21.20％ 

電子産業

用インク

の製造販

売 

兼任 

１名 

当社製

品の販

売 

当社製

品の販

売 

9,799 売掛金 1,396

関連

会社

の子

会社 

聯致互

應科技

(深 )

有限公

司 

中華人民

共和国広

東省 

10,000千

米ドル

間接

21.20％ 

電子産業

用インク

の製造販

売 

兼任 

２名 

当社製

品の販

売・技

術提供 

当社製

品の販

売 

17,912 売掛金 2,275

ロイヤ

リティ

収入

(注)２ 

42,514 － －
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２．親会社又は重要な関連会社の要約財務情報 

当連結会計年度において、重要な関連会社は永勝泰科技股 有限公司であり、その要約財務諸表は以下のとお

りであります。  

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

  

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） 

   該当事項はありません。 

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） 

   該当事項はありません。 

  

流動資産合計 2,079,177千円

固定資産合計 1,240,586千円

流動負債合計 505,102千円

固定負債合計 31,237千円

純資産合計 2,783,424千円

売上高 2,894,017千円

税引前当期純利益金額  356,674千円

当期純利益金額 300,784千円

（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       1,562円38銭

１株当たり当期純利益   43円63銭

１株当たり純資産額      1,514円54銭

１株当たり当期純利益     10円21銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

同左 

  
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（千円）  300,256  68,944

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（千円）  300,256  68,944

期中平均株式数（千株）  6,881  6,755

（重要な後発事象）
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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 3,839,314 3,756,818

受取手形 664,860 531,808

売掛金 1,186,615 842,277

商品 15,315 －

製品 469,246 －

原材料 325,043 －

商品及び製品 － 462,709

仕掛品 239,249 257,157

貯蔵品 2,325 －

原材料及び貯蔵品 － 347,527

前払費用 12,191 8,625

繰延税金資産 57,201 45,842

その他 16,747 53,837

貸倒引当金 △740 △558

流動資産合計 6,827,374 6,306,045

固定資産   

有形固定資産   

建物 2,904,035 2,956,496

減価償却累計額 △1,870,644 △1,947,561

建物（純額） ※  1,033,391 ※  1,008,934

構築物 658,335 659,011

減価償却累計額 △586,484 △595,266

構築物（純額） 71,850 63,745

機械及び装置 5,256,359 5,249,090

減価償却累計額 △4,657,155 △4,785,329

機械及び装置（純額） 599,204 463,760

車両運搬具 110,647 109,867

減価償却累計額 △100,958 △102,960

車両運搬具（純額） 9,689 6,906

工具、器具及び備品 858,529 853,419

減価償却累計額 △785,771 △793,772

工具、器具及び備品（純額） 72,758 59,646

土地 1,987,295 1,987,295

建設仮勘定 99,032 28,032

有形固定資産合計 3,873,223 3,618,323

無形固定資産   

電話加入権 4,104 4,104

水道施設利用権 2,292 2,062

ソフトウエア 12,640 10,025

無形固定資産合計 19,036 16,192

互応化学工業㈱　(4962)  平成21年３月期決算短信

- 32 -



（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) 

投資その他の資産   

投資有価証券 338,384 208,076

関係会社株式 1,195,792 1,319,492

出資金 152 152

従業員に対する長期貸付金 4,054 2,356

破産更生債権等 1,822 2,180

長期前払費用 2,406 －

繰延税金資産 58,161 84,007

その他 28,844 23,087

貸倒引当金 △6,245 △6,562

投資その他の資産合計 1,623,372 1,632,790

固定資産合計 5,515,633 5,267,305

資産合計 12,343,007 11,573,351

負債の部   

流動負債   

支払手形 755,023 451,352

買掛金 241,252 137,748

未払金 151,320 83,181

未払費用 2,525 1,762

未払法人税等 109,361 －

未払消費税等 － 29,161

前受金 27,519 －

預り金 8,140 7,850

賞与引当金 103,451 105,166

役員賞与引当金 13,000 －

流動負債合計 1,411,593 816,224

固定負債   

退職給付引当金 358,875 331,692

役員退職慰労引当金 78,446 87,338

固定負債合計 437,322 419,030

負債合計 1,848,915 1,235,255
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（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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 842,000 842,000

資本剰余金   

資本準備金 827,990 827,990

資本剰余金合計 827,990 827,990

利益剰余金   

利益準備金 109,341 109,341

その他利益剰余金   

配当積立金 100,000 200,000

圧縮積立金 74,335 72,991

別途積立金 7,048,000 7,048,000

繰越利益剰余金 1,497,612 1,413,338

利益剰余金合計 8,829,288 8,843,670

自己株式 △117,657 △219,887

株主資本合計 10,381,620 10,293,773

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 112,471 44,322

評価・換算差額等合計 112,471 44,322

純資産合計 10,494,091 10,338,095

負債純資産合計 12,343,007 11,573,351
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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   

製品売上高 7,023,084 6,326,936

商品売上高 103,371 88,433

売上高合計 7,126,456 6,415,370

売上原価   

製品期首たな卸高 441,985 469,246

商品期首たな卸高 11,415 15,315

当期製品製造原価 4,848,621 4,568,335

当期商品仕入高 85,091 61,751

他勘定受入高 ※1  1,533 ※1  1,833

合計 5,388,646 5,116,483

製品期末たな卸高 469,246 452,411

商品期末たな卸高 15,315 10,298

他勘定振替高 ※2  62,607 ※2  66,065

売上原価合計 4,841,475 4,587,708

売上総利益 2,284,980 1,827,662

販売費及び一般管理費   

運賃 327,786 278,901

給料及び手当 293,032 270,309

役員報酬 97,146 96,285

法定福利費 56,696 50,789

退職給付費用 24,306 16,748

役員退職慰労引当金繰入額 9,145 8,891

賞与引当金繰入額 29,137 26,609

役員賞与引当金繰入額 13,000 －

減価償却費 30,495 29,239

修繕費 72,510 51,172

業務委託費 6,300 －

研究開発費 ※3  446,049 ※3  443,643

その他 382,650 352,271

販売費及び一般管理費合計 1,788,258 1,624,863

営業利益 496,722 202,799

営業外収益   

受取利息 6,691 12,587

受取配当金 ※4  58,789 ※4  74,574

為替差益 － 5,202

受取ロイヤリティー ※4  92,966 ※4  66,744

固定資産賃貸料 1,380 1,230

雑収入 8,716 10,156

営業外収益合計 168,543 170,495
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（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) 

営業外費用   

売上割引 5,411 5,941

貸倒引当金繰入額 1 134

為替差損 64,311 －

支払補償費 3,228 3,047

支払手数料 289 250

雑損失 453 572

営業外費用合計 73,695 9,946

経常利益 591,570 363,347

特別利益   

関係会社株式売却益 ※4  25,371 －

特別利益合計 25,371 －

特別損失   

固定資産除却損 ※5  9,507 ※5  2,769

退職給付引当金繰入額 160,328 －

投資有価証券評価損 － 21,599

ゴルフ会員権評価損 － 5,757

特別損失合計 169,836 30,126

税引前当期純利益 447,105 333,221

法人税、住民税及び事業税 278,775 115,707

法人税等調整額 △116,988 32,094

法人税等合計 161,786 147,801

当期純利益 285,318 185,419
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（脚注） 

  

製造原価明細書

    
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） 

区分 
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％） 

金額（千円）
構成比
（％） 

Ⅰ 材料費    3,592,179  74.2  3,338,184  73.5

Ⅱ 労務費    619,246  12.8  623,585  13.7

Ⅲ 経費 ※２  632,356  13.0  582,652  12.8

当期総製造費用    4,843,783  100.0  4,544,422  100.0

期首仕掛品たな卸高    206,016    239,249   

他勘定受入高 ※３  42,393    50,698   

合計    5,092,193    4,834,370   

期末仕掛品たな卸高    239,249    257,157   

他勘定振替高 ※４  4,322    8,876   

当期製品製造原価    4,848,621    4,568,335   

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） 

 １．原価計算の方法  １．原価計算の方法 

 製品別標準総合原価計算を採用しております。 同左 

※２．経費の主な内訳は次のとおりであります。 ※２．経費の主な内訳は次のとおりであります。 

水道光熱費 176,258千円 

修繕費 133,496千円 

減価償却費 255,429千円 

水道光熱費 171,024千円 

修繕費 119,240千円 

減価償却費 227,473千円 

※３．他勘定受入高の内訳は次のとおりであります。 ※３．他勘定受入高の内訳は次のとおりであります。 

研究資材費用からの受入 1,394千円 

製品からの受入 40,999千円 

計 42,393千円 

研究資材費用からの受入 1,179千円 

製品からの受入 49,519千円 

計 50,698千円 

※４．他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。 ※４．他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。 

研究資材費用への振替 3,170千円 

仕掛品廃棄損への振替 1,152千円 

計 4,322千円 

研究資材費用への振替 3,515千円 

仕掛品廃棄損への振替 5,361千円 

計 8,876千円 
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（３）株主資本等変動計算書 

（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) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 842,000 842,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 842,000 842,000

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 827,990 827,990

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 827,990 827,990

資本剰余金合計   

前期末残高 827,990 827,990

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 827,990 827,990

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 109,341 109,341

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 109,341 109,341

その他利益剰余金   

配当積立金   

前期末残高 100,000 100,000

当期変動額   

配当積立金の積立 － 100,000

当期変動額合計 － 100,000

当期末残高 100,000 200,000

特別償却準備金   

前期末残高 84 －

当期変動額   

特別償却準備金の取崩 △84 －

当期変動額合計 △84 －

当期末残高 － －

圧縮積立金   

前期末残高 75,511 74,335

当期変動額   

圧縮積立金の取崩 △1,175 △1,343

当期変動額合計 △1,175 △1,343

当期末残高 74,335 72,991
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（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) 

別途積立金   

前期末残高 6,848,000 7,048,000

当期変動額   

別途積立金の積立 200,000 －

当期変動額合計 200,000 －

当期末残高 7,048,000 7,048,000

繰越利益剰余金   

前期末残高 1,583,770 1,497,612

当期変動額   

特別償却準備金の取崩 84 －

圧縮積立金の取崩 1,175 1,343

配当積立金の積立 － △100,000

別途積立金の積立 △200,000 －

剰余金の配当 △172,737 △171,037

当期純利益 285,318 185,419

当期変動額合計 △86,158 △84,274

当期末残高 1,497,612 1,413,338

利益剰余金合計   

前期末残高 8,716,707 8,829,288

当期変動額   

剰余金の配当 △172,737 △171,037

当期純利益 285,318 185,419

当期変動額合計 112,580 14,382

当期末残高 8,829,288 8,843,670

自己株式   

前期末残高 △58,379 △117,657

当期変動額   

自己株式の取得 △59,278 △102,229

当期変動額合計 △59,278 △102,229

当期末残高 △117,657 △219,887

株主資本合計   

前期末残高 10,328,317 10,381,620

当期変動額   

剰余金の配当 △172,737 △171,037

当期純利益 285,318 185,419

自己株式の取得 △59,278 △102,229

当期変動額合計 53,302 △87,847

当期末残高 10,381,620 10,293,773
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（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) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 158,219 112,471

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △45,748 △68,148

当期変動額合計 △45,748 △68,148

当期末残高 112,471 44,322

評価・換算差額等合計   

前期末残高 158,219 112,471

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △45,748 △68,148

当期変動額合計 △45,748 △68,148

当期末残高 112,471 44,322

純資産合計   

前期末残高 10,486,537 10,494,091

当期変動額   

剰余金の配当 △172,737 △171,037

当期純利益 285,318 185,419

自己株式の取得 △59,278 △102,229

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △45,748 △68,148

当期変動額合計 7,554 △155,995

当期末残高 10,494,091 10,338,095
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  該当事項はありません。 

   

  

継続企業の前提に関する注記

重要な会計方針

項目 
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） 

１．有価証券の評価基準及び

評価方法 

(1）子会社株式及び関連会社株式 

 総平均法による原価法 

(1）子会社株式及び関連会社株式 

同左 

  (2）その他有価証券 

時価のあるもの 

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） 

(2）その他有価証券 

時価のあるもの 

 同左  

  時価のないもの 

総平均法による原価法 

時価のないもの 

同左 

２．デリバティブの評価基準

及び評価方法 

時価法 同左 

３．たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

(1）商品・製品・原材料・仕掛品 

 移動平均法による原価法 

(1）商品・製品・原材料・仕掛品 

移動平均法による原価法（貸借対照表

価額については収益性の低下に基づく

簿価切下げの方法） 

  (2）貯蔵品 

 終仕入原価法による原価法 

(2）貯蔵品 

  終仕入原価法による原価法 

（会計方針の変更） 

当事業年度より「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）を適用してお

ります。 

これにより、損益に与える影響はあり

ません。  

４．固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産 

 定率法（ただし、平成10年４月１日以

降に取得した建物（附属設備を除く）に

ついては、定額法）を採用しておりま

す。 

 なお、主な耐用年数は次のとおりであ

ります。 

建物       13～38年 

機械装置     ７～９年 

 また、取得価額が10万円以上20万円未

満の少額減価償却資産については、３年

間で均等償却する方法を採用しておりま

す。 

(1）有形固定資産（リース資産を除く） 

 定率法。（ただし、平成10年４月１日

以降に取得した建物（附属設備を除く）

については定額法）を採用しておりま

す。 

 なお、主な耐用年数は次のとおりであ

ります。 

建物       13～38年 

機械装置       ８年 

 また、取得価額が10万円以上20万円未

満の少額減価償却資産については、３年

間で均等償却する方法を採用しておりま

す。 

  （会計方針の変更） 

 法人税法の改正に伴い、当事業年度よ

り、平成19年４月１日以降に取得した有

形固定資産について、改正後の法人税法

に基づく減価償却の方法に変更しており

ます。 

 これにより営業利益、経常利益及び税

引前当期純利益は、それぞれ10,155千円

減少しております。 

（追加情報） 

機械装置については、従来、主な耐用

年数を７～９年としておりましたが、当

事業年度より８年に変更しております。

 この変更は平成20年税制改正を契機と

して、機械装置の経済的使用可能予測期

間について見直しを行ったことによるも

のであります。 

 これにより、営業利益、経常利益及び

税引前当期純利益は、それぞれ7,088千

円減少しております。  
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項目 
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） 

  （追加情報） 

 法人税法改正に伴い、平成19年３月31

日以前に取得した資産については、改正

前の法人税法に基づく減価償却の方法の

適用により取得価額の５％に到達した事

業年度の翌事業年度より取得価額の５％

相当額と備忘価額との差額を５年間にわ

たり均等償却し、減価償却費に含めて計

上しております。 

 これにより営業利益、経常利益及び税

引前当期純利益は、それぞれ39,906千円

減少しております。 

  

  (2）無形固定資産 

 定額法を採用しております。 

 なお、自社利用ソフトウェアについて

は、社内における利用可能期間（５年）

に基づいております。 

(2）無形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

５．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勘案し、回収不能

見込額を計上しております。 

(1）貸倒引当金 

同左 

  (2）賞与引当金 

 従業員に対する賞与の支給に備えて、

支給見込額を計上しております。 

(2）賞与引当金 

同左 

  (3）役員賞与引当金 

 役員に対する賞与の支給に備えて、当

事業年度における支給見込額を計上して

おります。 

(3）役員賞与引当金 

 役員に対する賞与の支給に備えて、当

事業年度における支給見込額を計上して

おります。なお、当事業年度は支給見込

みがないため計上しておりません。  

  (4）退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備えるため、当事

業年度末における退職給付債務に基づ

き、計上しております。なお、当社は従

業員数300人未満の小規模企業等に該当

するため「退職給付会計に関する実務指

針（中間報告）」（日本公認会計士協会

会計制度委員会報告第13号 平成11年９

月14日）により簡便法を採用しておりま

す。 

(4）退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備えるため、当事

業年度末における退職給付債務に基づ

き、計上しております。なお、当社は従

業員数300人未満の小規模企業等に該当

するため「退職給付会計に関する実務指

針（中間報告）」（日本公認会計士協会

会計制度委員会報告第13号 平成11年９

月14日）により簡便法を採用しておりま

す。 
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項目 
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） 

  （追加情報） 

 当社は従来、適格退職年金制度と退職

一時金制度を採用しておりましたが、平

成19年10月１日付けで、適格退職年金制

度を廃止し、確定拠出年金制度へ移行い

たしました。 

 これにより当社は「退職給付制度間の

移行等に関する会計処理」（企業会計基

準適用指針第１号）を適用し、確定拠出

年金制度への移行部分について退職給付

制度の終了処理を行っております。 

 本移行に伴う当事業年度の損益に与え

る影響額は、特別損失として160,328千

円計上しております。 

  (5）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、内規に基づく期末要支給額を計上し

ております。 

(5）役員退職慰労引当金 

同左 

６．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。 

──────── 

７．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項 

 消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。 

 消費税等の会計処理 

同左 

会計処理方法の変更

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） 

──────── （リース取引に関する会計基準） 

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

おりましたが、当事業年度より「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、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。 

これにより、損益に与える影響はありません。  
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表示方法の変更

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） 

──────── （損益計算書） 

前事業年度において、「倉庫管理費」として掲記され

ていたものは、ＥＤＩＮＥＴへのＸＢＲＬ導入に伴い財

務諸表の比較可能性を向上するため、当事業年度より

「業務委託費」に変更しております。 

なお、当事業年度の「業務委託費」(5,400千円)は販売

費及び一般管理費の総額の100分の10以下となったため、

販売費及び一般管理費の「その他」に含めて表示するこ

とにいたしました。 

注記事項

（貸借対照表関係）

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） 

※ 取得価額から控除している圧縮記帳額は、建物49,440

千円であります。 

※ 取得価額から控除している圧縮記帳額は、建物49,440

千円であります。 

（損益計算書関係）

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） 

※１．他勘定受入高の内訳は次のとおりであります。 ※１．他勘定受入高の内訳は次のとおりであります。 

研究資材費用からの振替 1,533千円 研究資材費用からの振替 1,833千円 

※２．他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。 ※２．他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。 

研究資材費用への振替 1,209千円 

サンプル費用 17,339千円 

雑損失への振替 3,059千円 

仕掛品への振替高 40,999千円 

計 62,607千円 

研究資材費用への振替 1,196千円 

サンプル費用 15,248千円 

製品廃棄損 101千円 

仕掛品への振替高 49,519千円 

計 66,065千円 

※３．研究開発費総額 ※３．研究開発費総額 

一般管理費 446,049千円 

当期製造費用 －千円 

計 446,049千円 

一般管理費 443,643千円 

当期製造費用 －千円 

計 443,643千円 

※４．関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれて

おります。 

受取配当金 54,062千円 

ロイヤリティ 59,463千円 

株式売却益 25,371千円 

※４．関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれて

おります。 

受取配当金 69,414千円 

ロイヤリティ 10,242千円 

※５．固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 ※５．固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 

構築物 157千円 

機械装置 9,009千円 

工具器具備品 340千円 

計 9,507千円 

建物 35千円 

構築物 74千円 

機械装置 1,616千円 

車両運搬具 123千円 

工具器具備品 919千円 

計 2,769千円 
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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） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加68千株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加であります。 

当事業年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加140千株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加であります。 

  

    前事業年度（自平成19年４月１日 至平成20年３月31日） 

    該当事項はありません。 

    当事業年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

    該当事項はありません。 

  

 前事業年度（自平成19年４月１日 至平成20年３月31日）及び当事業年度（自平成20年４月１日 至平成21年３

月31日）における子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

  

（株主資本等変動計算書関係）

  
前事業年度末株式
数（千株） 

当事業年度増加株
式数（千株） 

当事業年度減少株
式数（千株） 

当事業年度末株式
数（千株） 

普通株式  82  68  －  150

合計  82  68  －  150

  
前事業年度末株式
数（千株） 

当事業年度増加株
式数（千株） 

当事業年度減少株
式数（千株） 

当事業年度末株式
数（千株） 

普通株式  150  140  －  290

合計  150  140  －  290

（リース取引関係）

（有価証券関係）
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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 

 ２．法定実効税率と税効果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 

  

（税効果会計関係）

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） 

  

繰延税金資産 （千円）

未払事業税否認額  10,329

賞与引当金  42,001

退職給付引当金  145,703

役員退職慰労引当金  31,839

その他  15,396

繰延税金資産合計  245,269

繰延税金負債   

国庫補助金等圧縮積立金  △52,164

その他有価証券評価差額金  △77,741

繰延税金負債合計  △129,906

繰延税金資産の純額  115,363

  

繰延税金資産 （千円）

賞与引当金  42,697

退職給付引当金  134,667

役員退職慰労引当金  35,449

その他  21,717

繰延税金資産小計  234,531

評価性引当額  △16,275

繰延税金資産合計  218,255

繰延税金負債   

国庫補助金等圧縮積立金  △51,246

その他有価証券評価差額金  △37,159

繰延税金負債合計  △88,406

繰延税金資産の純額  129,849

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） 

  

  （％）

法定実効税率  40.6

（調整）   

交際費等永久に損金に算入されない

項目 
 3.0

受取配当金等永久に益金に算入され

ない項目 
 △0.6

住民税均等割  1.5

研究開発費の税額控除  △9.5

その他  1.2

税効果適用後の法人税等の負担率  36.2

  （％）

法定実効税率  40.6

（調整）   

交際費等永久に損金に算入されない

項目 
 1.5

受取配当金等永久に益金に算入され

ない項目 
 △0.8

住民税均等割  2.0

研究開発費の税額控除  △4.6

評価性引当金   4.9

その他  0.8

税効果適用後の法人税等の負担率  44.4
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 （注） １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

 前事業年度（自平成19年４月１日 至平成20年３月31日） 

 該当事項はありません。 

 当事業年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

該当事項はありません。 

  

（１株当たり情報）

項目
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） 

１株当たり純資産額           1,533円89銭              1,542円66銭 

１株当たり当期純利益     41円46銭       27円45銭 

   なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益については、潜在株式が存在

しないため記載しておりません。 

同左 

  
前事業年度

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当期純利益（千円）  285,318  185,419

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（千円）  285,318  185,419

期中平均株式数（千株）  6,881  6,755

（重要な後発事象）
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（1）販売の状況 

  販売実績 

 当連結会計年度の販売実績を用途区分による部門別に示すと次のとおりであります。 

 （注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 なお、当社グループは単一セグメントであり、事業の種類別セグメントを記載しておりませんので用途区分によ

る部門別に記載しております。 

  また、用途区分による部門別の方法については、従来、顧客の使用用途の類似性等の観点に基づき４区分（商

品を除く）としておりましたが、「その他工業用」が増加してきたこと、用途が多様化してきたこと等により、当

連結会計年度から「製紙・印刷関連用」を加えた５区分（商品を除く）に変更し、区分の見直しを行っておりま

す。 

（2）役員の異動 

 該当事項はありません。 

  

６．その他

区分 

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） 

販売金額（千円） 構成比（％） 販売金額（千円） 構成比（％） 

電子産業用  3,128,898  41.8  2,589,481  38.5

繊維用  1,481,485  19.8  1,271,507  18.9

化粧品用  548,668  7.3  592,677  8.9

製紙・印刷関連用  887,041  11.9  984,695  14.7

その他工業用  1,333,561  17.8  1,185,040  17.7

小計  7,379,653  98.6  6,623,400  98.7

商品  103,517  1.4  88,447  1.3

合計  7,483,170  100.0  6,711,847  100.0
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