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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 24,358 △10.9 371 △73.2 771 △58.8 141 △89.6
20年3月期 27,325 7.8 1,382 △33.5 1,873 △33.4 1,368 △21.8

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 13.29 ― 0.4 1.7 1.5
20年3月期 122.41 ― 3.4 3.8 5.1

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  △23百万円 20年3月期  △15百万円

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 43,635 37,434 85.4 3,661.41
20年3月期 49,482 40,092 80.6 3,569.77

（参考） 自己資本   21年3月期  37,279百万円 20年3月期  39,905百万円

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 △1,805 △754 △2,426 13,288
20年3月期 2,487 1,429 △620 18,423

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 ― 0.00 ― 60.00 60.00 670 49.0 1.7
21年3月期 ― 0.00 ― 50.00 50.00 509 376.2 1.4
22年3月期 

（予想） ― 0.00 ― 50.00 50.00 95.4

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

11,600 △19.9 230 △66.0 430 △60.8 255 △59.6 23.88

通期 24,300 △0.2 550 48.1 950 23.1 560 294.6 52.43
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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、15ページ「(6)連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」及び18ページ「(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」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、29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 11,281,629株 20年3月期 11,281,629株
② 期末自己株式数 21年3月期  1,099,778株 20年3月期  102,879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 24,039 △10.2 239 △81.2 741 △59.4 169 △86.9
20年3月期 26,778 8.2 1,272 △36.4 1,826 △32.0 1,297 △25.9

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 15.89 ―
20年3月期 116.06 ―

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 43,208 37,056 85.8 3,639.46
20年3月期 48,880 39,547 80.9 3,537.76

（参考） 自己資本 21年3月期  37,056百万円 20年3月期  39,547百万円

2.  22年3月期の個別業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる
場合があります。 
なお、上記業績予想に関する事項は、3ページ「1.経営成績 (1)経営成績に関する分析」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

11,500 △19.2 200 △67.6 400 △64.1 240 △65.2 22.47

通期 24,000 △0.2 480 100.2 880 18.6 530 212.3 49.62
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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）

当連結会計年度における我が国の経済は、アメリカに端を発した世界的な金融危機が実体経済まで影響を及

ぼしてきたことで、企業の生産活動に深刻な影響を与えるなど過去に例を見ない不況に突入したと言われてお

ります。

当社グループの重要な販売分野である繊維産業界では、国内は汎用銘柄の海外移転に加えカーシート、シー

トベルト、エアバッグなど自動車関連商品在庫調整の影響が大きく生産は低迷致しました。さらに、中国を中

心とするアジア諸国もアメリカ、欧州向け輸出が急減したことで、生産中止や大幅減産を実施致しました。

非繊維分野におきましても自動車の大幅減産や住宅の販売不振が続いております。一部では第４四半期を底

に生産の回復も見受けられますが、その勢いは力強い状況ではありません。

このような経済状況下、当社グループでは、市場ニーズに合致した商品の早期開発と原価低減に努めてまい

りましたが、予想を上回る市場の急激な縮小と想定以上の円高により、前年実績を上回ることができませんで

した。

以上の結果、当連結会計年度における当社グループの業績は、売上高 24,358百万円（対前年同期比 89.1

％）、営業利益 371百万円（対前年同期比 26.8％）、経常利益 771百万円（対前年同期比 41.2%）、当期純利

益 141百万円（対前年同期比 10.4％）となりました。

・事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。

①界面活性剤部門における当連結会計年度の売上高は 16,910百万円（対前年同期比 92.7％）、営業利益は

220百万円（対前年同期比 25.4％）となりました。

陰イオン界面活性剤の分野におきましては、国内合繊メーカー各社の減産で関連製品の販売が減少しまし

た。海外の汎用品向けも同様に合繊メーカーでの生産中止や減産が行われて販売が減少し、売上高 2,807百

万円（対前年同期比 93.2％）となりました。

非イオン界面活性剤の分野におきましては、国内では、テキスタイル分野の在庫調整による加工量の減少

や炭素繊維の生産調整などの影響で処理剤の販売が減少しました。海外では、工業用繊維分野は比較的落ち

込みは少なかったものの、ポリエステルやナイロンの衣料糸向けや弾性繊維糸用の落ち込みが激しく、また、

化学工業分野では既存商品の原料価格転嫁がありましたが、売上高13,298百万円（対前年同期比 92.9％）と

なりました。

陽・両性イオン界面活性剤の分野におきましては、アクリル、ウールの大幅減産により、関連加工剤の販

売が減少しました。化学工業分野では、原料高騰に伴う値上げ実施で喪失していた商品の一部回復も見られ

ましたが、売上高 804百万円（対前年同期比 88.2％）となりました。

②その他部門における当連結会計年度の売上高は 7,448百万円（対前年同期比 82.0％）、営業利益は 150百万

円（対前年同期比 29.3％）となりました。

高分子・無機製品等の分野におきましては、繊維関連では、スパン糸用糊剤は前年を維持しましたが、フ

ィラメント用糊剤は車輌向け織物の減少で販売が減少しました。非繊維関連では、化粧品関連商品は好調に

推移致しましたが、建材関係は着工件数の低迷、公共工事減少による有機高分子製品の出荷減少に加え、自

動車生産台数削減、在庫調整により、ゴム成形品加工剤、熱膨張性マイクロカプセルも調整局面となり、売

上高 7,448百万円（対前年同期比 82.0％）となりました。
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・所在地別セグメントの業績は次のとおりであります。

①日本における当連結会計年度の売上高は 24,039百万円（対前年同期比 89.8％）、営業利益は 239百万円

（対前年同期比 18.8％）となりました。

②インドネシアにおける当連結会計年度の売上高は 555百万円（対前年同期比 64.4％）、営業利益は 129百

万円（対前年同期比 108.5％）となりました。

（次期の見通し）

米国発の金融危機における世界不況により、先進国のみならず新興国経済の勢いも失われてきており、企

業を取り巻く経営環境はより一層厳しい状況になると考えざるを得ません。

このような状況下でありますが、より競争力のある新商品の開発、販路の拡大及び社内の合理化をこれま

で以上に進めることにより業績の回復に努め、平成22年３月期においては、連結売上高 24,300百万円（当期

比 99.8％）、連結営業利益 550百万円（当期比 148.1％）、連結経常利益 950百万円（当期比 123.1％）、

連結当期純利益 560百万円（当期比 394.6％）を見込んでおります。

連結売上高の内訳は、界面活性剤部門 16,900百万円、その他の部門 7,400百万円でどちらも当連結会計年

度とほぼ同額の見込みであります。
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（２）財政状態に関する分析

①資産、負債及び純資産の状況

（イ）資産

流動資産は、前連結会計年度末に比べて、21.3％減少し、26,812百万円となりました。これは、現金及び

預金が 9,566百万円減少したことなどによります。(なお、現金及び預金の詳しい内容につきましては、13ペ

－ジの連結キャッシュ・フロー計算書をご参照ください。)

固定資産は、前連結会計年度末に比べて、9.1％増加し、16,822百万円となりました。これは、建物及び構

築物が 1,292百万円増加したことなどによります。

この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて 11.8％減少し、43,635百万円となりました。

（ロ）負債

流動負債は、前連結会計年度末に比べて、35.1％減少し、5,885百万円となりました。これは、買掛金が

2,790百万円減少したことなどによります。

固定負債は、前連結会計年度末に比べて、ほとんど変化がなく315百万円となりました。

この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて、34.0％減少し、6,200百万円となりました。

（ハ）純資産

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて、6.6％減少し、37,434百万円となりました。これは、自己株式

額が 1,455百万円増加し、その他有価証券評価差額金が 534百万円減少したことなどによります。また、自己

資本比率は、前連結会計年度末の 80.6％から、85.4％となりました。

②キャッシュ・フローの状況

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ 5,134百万

円減少し、13,288百万円となりました。

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（イ）営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動の結果得られた資金は △1,805百万円（前連結会計年度は、2,487百万円の収入）となりました。

収入の主な内訳は、売上債権の減少額 2,070百万円、減価償却費 845百万円であり、支出の主な内訳は、仕

入債務の減少額 2,749百万円、その他流動資産の増加額 2,264百万円等であります。

（ロ）投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動の結果得られた資金は △754百万円（前連結会計年度は、1,429百万円の収入）となりました。

これは、主に定期預金の払戻による収入 2,800百万円、有形固定資産の取得による支出 2,958百万円、投資

有価証券の取得による支出 768百万円によるものです。

（ハ）財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動の結果使用した資金は 2,426百万円（前連結会計年度比 291.3％増）となりました。

これは、主に自己株式の取得による支出 1,455百万円、配当金の支払い 670百万円によるものであります。
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（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移

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(%) 80.4 80.6 85.4

時価ベースの自己資本比率(%) 62.8 35.6 29.2

キャッシュ・フロー対有利子
64.7 40.2 △ 38.7

負債比率(%)

インタレスト・カバレッジ・
142.3 179.8 △113.6

レシオ(倍)

自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い

(注1)いずれも連結ベースの財務数値により計算しています。

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

(注3)キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しています。

(注4)有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象とし

ています。また、利払いにつきましては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用してい

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、業績の伸びに応じ株主利益の増大を図るということを利益配分の基本方針といたしております。

この基本方針に基づき、平成３年株式公開以来、当初１株当たり12円でありました配当金も、業績が順調に推

移したため、継続的に増配をいたし、平成20年３月期には、１株当たり60円を配当するにいたりましたが、当事

業年度は大幅な減収減益となりましたので、期末配当金につきましては、前事業年度に比べ、10円減配の１株当

たり50円とさせていただく予定であります。この結果、当事業年度の配当性向は376.2％となります。

なお次期の配当は、当期と同じく年間50円を予定しております。（予定配当性向95.4％）

また、内部留保資金につきましては、企業体質の強化と将来の事業展開に備えます。

（４）事業等のリスク

当社グループの経営成績及び財務状況等に重要な影響を及ぼす可能性のあるリスクとしては、為替変動によ

る影響を受ける可能性があります。為替変動による影響とは、当社グループの海外向け売上比率が、平成21年

３月期37.5％であり、今後も増加が予想されるためであります。また、外貨建て資産も、期末時の為替レート

による評価替により影響を受けます。
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２．企業集団の状況

近の有価証券報告書（平成20年６月26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。

３．経営方針

（１）会社の経営の基本方針

（２）目標とする経営指標

（３）中長期的な会社の経営戦略

（４）会社の対処すべき課題

以上４項目につきましては、平成19年３月期決算短信（平成19年５月18日開示）により開示を行った内容か

ら重要な変更がないため開示を省略します。

当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。

（ジャスダック証券取引所ホームページ「ＪＤＳ」検索ページ）

http://jds.jasdaq.co.jp/tekiji/

（５）内部管理体制の整備・運用

当該事項につきましては、コーポレート・ガバナンスに関する報告書の「内部統制システムに関する基本的

な考え方及びその整備状況」に記載しております。
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4.【連結財務諸表】 
(1)【連結貸借対照表】 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 21,562 11,995

受取手形及び売掛金 7,627 5,615

有価証券 700 2,430

たな卸資産 3,462 －

商品及び製品 － 1,596

仕掛品 － 463

原材料及び貯蔵品 － 1,227

繰延税金資産 481 385

預け金 － 2,492

その他 223 608

貸倒引当金 － △2

流動資産合計 34,058 26,812

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 4,232 5,668

減価償却累計額 △2,992 △3,136

建物及び構築物（純額） 1,240 2,532

機械装置及び運搬具 ※3  8,108 ※3  9,164

減価償却累計額 △6,663 △7,106

機械装置及び運搬具（純額） 1,445 2,058

土地 536 528

建設仮勘定 599 780

その他 1,507 1,522

減価償却累計額 △1,266 △1,275

その他（純額） 240 246

有形固定資産合計 4,062 6,146

無形固定資産 21 29

投資その他の資産   

投資有価証券 ※1  10,450 ※1  9,581

長期貸付金 303 223

繰延税金資産 12 303

その他 586 557

貸倒引当金 △13 △19

投資その他の資産合計 11,339 10,647

固定資産合計 15,424 16,822

資産合計 49,482 43,635
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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   

買掛金 6,552 3,762

短期借入金 1,000 700

未払法人税等 99 26

賞与引当金 346 314

その他 1,076 1,082

流動負債合計 9,074 5,885

固定負債   

退職給付引当金 236 237

その他 79 77

固定負債合計 315 315

負債合計 9,390 6,200

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,090 6,090

資本剰余金 6,517 6,517

利益剰余金 27,693 27,164

自己株式 △283 △1,738

株主資本合計 40,017 38,033

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △9 △544

為替換算調整勘定 △102 △208

評価・換算差額等合計 △112 △753

少数株主持分 186 154

純資産合計 40,092 37,434

負債純資産合計 49,482 43,635
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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 27,325 24,358

売上原価 ※2  21,329 ※2  19,888

売上総利益 5,996 4,470

販売費及び一般管理費 ※1, ※2  4,613 ※1, ※2  4,099

営業利益 1,382 371

営業外収益   

受取利息 703 316

受取配当金 50 58

有価証券売却益 4 0

受取賃貸料 41 41

投資事業組合運用益 277 173

その他 88 72

営業外収益合計 1,167 662

営業外費用   

支払利息 13 15

持分法による投資損失 15 23

為替差損 594 194

たな卸資産廃棄損 0 －

保険解約損 4 －

たな卸資産評価損 31 －

支払補償費 0 －

その他 15 28

営業外費用合計 676 262

経常利益 1,873 771

特別利益   

投資有価証券売却益 374 －

貸倒引当金戻入額 － 2

国庫補助金 36 －

特別利益合計 410 2

特別損失   

固定資産除却損 ※3  12 ※3  7

投資有価証券評価損 35 357

固定資産圧縮損 ※4  36 －

その他 ※5  2 －

特別損失合計 85 364

税金等調整前当期純利益 2,197 409

法人税、住民税及び事業税 788 42

法人税等調整額 △2 172

法人税等合計 785 215

少数株主利益 44 52

当期純利益 1,368 141
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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 6,090 6,090

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 6,090 6,090

資本剰余金   

前期末残高 6,517 6,517

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 6,517 6,517

利益剰余金   

前期末残高 26,939 27,693

当期変動額   

剰余金の配当 △614 △670

当期純利益 1,368 141

自己株式の処分 △0 △0

当期変動額合計 753 △528

当期末残高 27,693 27,164

自己株式   

前期末残高 △278 △283

当期変動額   

自己株式の処分 0 0

自己株式の取得 △5 △1,456

当期変動額合計 △5 △1,455

当期末残高 △283 △1,738

株主資本合計   

前期末残高 39,269 40,017

当期変動額   

剰余金の配当 △614 △670

当期純利益 1,368 141

自己株式の処分 0 0

自己株式の取得 △5 △1,456

当期変動額合計 748 △1,984

当期末残高 40,017 38,033
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

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

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 1,163 △9

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,173 △534

当期変動額合計 △1,173 △534

当期末残高 △9 △544

為替換算調整勘定   

前期末残高 △95 △102

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △6 △106

当期変動額合計 △6 △106

当期末残高 △102 △208

評価・換算差額等合計   

前期末残高 1,068 △112

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,180 △641

当期変動額合計 △1,180 △641

当期末残高 △112 △753

少数株主持分   

前期末残高 163 186

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 22 △31

当期変動額合計 22 △31

当期末残高 186 154

純資産合計   

前期末残高 40,501 40,092

当期変動額   

剰余金の配当 △614 △670

当期純利益 1,368 141

自己株式の処分 0 0

自己株式の取得 △5 △1,456

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,157 △673

当期変動額合計 △409 △2,657

当期末残高 40,092 37,434
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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 2,197 409

減価償却費 660 845

退職給付引当金の増減額（△は減少） △65 1

貸倒引当金の増減額（△は減少） 10 8

賞与引当金の増減額（△は減少） 6 △31

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △21 －

受取利息及び受取配当金 △754 △374

支払利息 13 15

持分法による投資損益（△は益） 15 23

有形固定資産除却損 12 7

投資有価証券評価損益（△は益） 35 357

投資有価証券売却損益（△は益） △378 △0

その他の特別損益（△は益） 2 －

為替差損益（△は益） 596 111

売上債権の増減額（△は増加） 149 2,070

たな卸資産の増減額（△は増加） △494 112

仕入債務の増減額（△は減少） 1,010 △2,749

未払消費税等の増減額（△は減少） △65 △38

その他の流動資産の増減額（△は増加） 73 △2,264

その他の流動負債の増減額（△は減少） △72 △184

小計 2,931 △1,680

利息及び配当金の受取額 772 379

利息の支払額 △13 △15

法人税等の支払額 △1,203 △488

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,487 △1,805

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の払戻による収入 2,000 2,800

投資有価証券の取得による支出 △3,736 △768

投資有価証券の売却による収入 4,328 153

有形固定資産の取得による支出 △1,144 △2,958

有形固定資産の売却による収入 4 3

無形固定資産の取得による支出 △1 △13

長期貸付金の回収による収入 2 0

保険積立金の積立による支出 △10 △210

保険積立金の解約による収入 － 8

保険積立金の払戻による収入 － 230

その他 △12 △0

投資活動によるキャッシュ・フロー 1,429 △754
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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） － △300

自己株式の取得による支出 △5 △1,455

配当金の支払額 △614 △670

財務活動によるキャッシュ・フロー △620 △2,426

現金及び現金同等物に係る換算差額 △534 △147

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,762 △5,134

現金及び現金同等物の期首残高 15,660 18,423

現金及び現金同等物の期末残高 18,423 13,288
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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

前連結会計年度 当連結会計年度
項目 (自 平成19年４月１日 (自 平成20年４月１日

至 平成20年３月31日) 至 平成21年３月31日)
１ 連結の範囲に関する事項 (１)連結子会社の数 １社 (１)連結子会社の数 １社

会社名：株式会社マツモトユシ・インドネ 会社名：株式会社マツモトユシ・インドネ
シア シア

(２)非連結子会社 (２)非連結子会社
該当事項はありません。 該当事項はありません。

２ 持分法の適用に関する事項 (１)持分法適用非連結子会社 (１)持分法適用非連結子会社
該当事項はありません。 該当事項はありません。

(２)持分法適用関連会社数 ２社 (２)持分法適用関連会社数 ２社
会社名：日本クエーカー・ケミカル株式会 会社名：日本クエーカー・ケミカル株式会

社、立松化工股份有限公司 社、立松化工股份有限公司
(３)持分法を適用していない非連結子会社及び (３)持分法を適用していない非連結子会社及び

関連会社 関連会社
該当事項はありません。 該当事項はありません。

(４)持分法適用会社のうち、決算日が連結決算 (４)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 日と異なる会社については、各社の直近の
事業年度に係る財務諸表を使用しておりま 事業年度に係る財務諸表を使用しておりま
す。 す。

３ 連結子会社の事業年度等に
関する事項 連結子会社である株式会社マツモトユシ・イン 同左

ドネシアの決算日は12月31日であり、連結決算
日との差は３ケ月以内であるため、当該連結子
会社の事業年度に係る財務諸表を使用して連結
を行っております。ただし、連結決算日との間
に生じた重要な取引については、連結上必要な
調整を行っております。

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 ① 有価証券 ① 有価証券

び評価方法 その他有価証券 その他有価証券
時価のあるもの 時価のあるもの

決算期末日の市場価格等に基づく時価法 同左
(評価差額は全部純資産直入法により処理
し、売却原価は総平均法により算定して
おります。)

時価のないもの 時価のないもの
総平均法による原価法 同左
なお、投資事業有限責任組合及びそれに
類する組合への出資(金融商品取引法第２
条第２項により有価証券とみなされるも
の)については、組合契約に規定される決
算報告日に応じて入手可能な 近の決算
書を基礎として、持分相当額を取り込む
方法によっております。

② たな卸資産 ② たな卸資産
ａ 原材料 通常の販売目的で保有するたな卸資産

主として総平均法による低価法 評価基準は原価法（収益性の低下による
ｂ 製品・商品・仕掛品 簿価切下げの方法）によっております。

主として総平均法による原価法 ａ 製品・商品・仕掛品
ｃ 貯蔵品・容器(原材料) 主として総平均法

主として 終仕入原価法 ｂ 原材料
主として総平均法

ｃ 貯蔵品・容器(原材料)
主として 終仕入原価法

(会計方針の変更)
当連結会計年度から、「棚卸資産の評価に関す
る会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年
７月５日公表分）を適用しております。
この結果、従来の方法によった場合に比べて、
売上総利益、営業利益、経常利益及び税金等調
整前当期純利益は17百万円それぞれ減少してお
ります。
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前連結会計年度 当連結会計年度

項目 (自 平成19年４月１日 (自 平成20年４月１日

至 平成20年３月31日) 至 平成21年３月31日)

(２)重要な減価償却資産の減 ① 有形固定資産 ① 有形固定資産

価償却の方法 建物(建物附属設備は除く) 建物(建物附属設備は除く)

ａ 平成10年３月31日以前に取得したもの ａ 平成10年３月31日以前に取得したもの

主として法人税法に定める方法と同一の 同左

基準による旧定率法

ｂ 平成10年４月１日から平成19年３月31日 ｂ 平成10年４月１日から平成19年３月31日

までに取得したもの までに取得したもの

主として法人税法に定める方法と同一の 同左

基準による旧定額法

ｃ 平成19年４月１日以後に取得したもの ｃ 平成19年４月１日以後に取得したもの

主として法人税法に定める方法と同一の 同左

基準による定額法

建物以外 建物以外

ａ 平成19年３月31日以前に取得したもの ａ 平成19年３月31日以前に取得したもの

主として法人税法に定める方法と同一の 同左

基準による旧定率法

ｂ 平成19年４月１日以後に取得したもの ｂ 平成19年４月１日以後に取得したもの

主として法人税法に定める方法と同一の 同左

基準による定率法

(会計方針の変更)

法人税法の改正((所得税法等の一部を改正する

法律平成19年３月30日 法律第６号)及び(法人

税法施行令の一部を改正する政令 平成19年３

月30日 政令第83号))に伴い、当連結会計年度

から、平成19年４月１日以降に取得したものに

ついては、改正後の法人税法に基づく方法に変

更しております。

この結果、従来の方法によった場合に比べて、

売上総利益が19百万円、営業利益、経常利益及

び税金等調整前当期純利益が22百万円それぞれ

減少しております。

(追加情報) (追加情報)

当連結会計年度から、平成19年３月31日以前に 有形固定資産の耐用年数の変更

取得したものについては、償却可能限度額まで 法人税法の改正(所得税法等の一部を改正する

償却が終了した翌年から５年間で均等償却する 法律 平成20年４月30日 法律第23号)に伴い、

方法によっております。 法定耐用年数及び資産区分が見直されました。

当該変更に伴う損益に与える影響は、63百万円 これにより、当社の機械装置については、従来

であります。 耐用年数を主として７年としておりましたが、

当連結会計年度よりその一部を８年に変更して

おります。

これにより、当連結会計年度の営業利益、経

常利益及び税金等調整前当期純利益は64百万円

それぞれ増加しております。

なお、セグメント情報に与える影響について

は、当該箇所に記載しております。

② 無形固定資産 ② 無形固定資産

法人税法に定める方法と同一の基準による 同左

定額法によっております。ただし、ソフト

ウェア(自社利用分)については、社内にお

ける利用可能期間(５年)に基づく定額法に

よっております。
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前連結会計年度 当連結会計年度

項目 (自 平成19年４月１日 (自 平成20年４月１日

至 平成20年３月31日) 至 平成21年３月31日)

(３)重要な引当金の計上基準 ① 貸倒引当金 ① 貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、一般債権に 同左

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 ② 賞与引当金

当社は、従業員の賞与の支出に充てるた 同左

め、支給見込額基準により計上しておりま

す。なお、連結子会社は計上しておりませ

ん。

③ 退職給付引当金 ③ 退職給付引当金

当社は、従業員の退職給付に備えるため、 同左

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計上しており

ます。なお、連結子会社は計上しておりま

せん。

数理計算上の差異は発生の翌連結会計年度

から定額法により５年間で処理することと

しております。

(追加情報)

なお、当社は平成20年11月に適格退職年金制度

を確定給付企業年金制度へ移行しております。

この移行に伴う金額的影響はありません。

(４)連結財務諸表の作成の基 外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替 同左

礎となった連結会社の財 相場により円貨に換算し、換算差額は損益とし

務諸表の作成に当たって て処理しております。なお、在外子会社等の資

採用した重要な外貨建の 産、負債、収益及び費用は、決算日の直物為替

資産又は負債の本邦通貨 相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の

への換算の基準 部における為替換算調整勘定及び少数株主持分

に含めております。

(５)その他連結財務諸表作成 消費税等の会計処理 消費税等の会計処理

のための重要な事項 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式 同左

を採用しております。

５ 連結子会社の資産及び負債 連結子会社の資産及び負債の評価については、 同左

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。

６ のれん及び負ののれんの償 該当事項はありません。 同左

却に関する事項

７ 連結キャッシュ・フロー計 連結キャッシュ・フロー計算書における資金 同左

算書における資金の範囲 （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ケ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。
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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

前連結会計年度 当連結会計年度

(自 平成19年４月１日 (自 平成20年４月１日

至 平成20年３月31日) 至 平成21年３月31日)

（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）を適用しております。

これによる連結財務諸表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 当連結会計年度

(自 平成19年４月１日 (自 平成20年４月１日

至 平成20年３月31日) 至 平成21年３月31日)

（連結損益計算書） （連結貸借対照表）

前連結会計年度において営業外費用の「その他」に含めて表示し 財務諸表等規則等の一部を改正する内閣府令（平成20年８月７日

ていた「為替差損」は、当連結会計年度において営業外費用の総額 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

の100分の10を超えましたので、区分掲記しております。なお、前 て、「たな卸資産」として掲記されたものは、当連結会計年度から

連結会計年度における「為替差損」は３百万円であります。 「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1,835

百万円、364百万円、1,262百万円であります。

前連結会計年度において流動資産の「その他」に含めて表示して

いた「預け金」は、当連結会計年度において資産の総額の100分の

５を超えましたので、区分掲記しております。なお、前連結会計年

度における「預け金」は51百万円であります。

（連結損益計算書）

前連結会計年度において区分掲記しておりました「保険解約損」

（当連結会計年度２百万円）及び「支払補償費」（当連結会計年度

１百万円）は、金額が僅少となったため、当連結会計年度において

は営業外費用の「その他」に含めて表示しております。
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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

(平成20年３月31日) (平成21年３月31日)

※１ 関連会社に対するものは、次のとおりであります。 ※１ 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） 401百万円 投資有価証券（株式） 362百万円

２ 保証債務 ２ 保証債務

保証先 立松化工股份有限公司 保証先 立松化工股份有限公司

保証金額 368百万円 保証金額 323百万円

保証債務の内容 銀行借入 112,000千台湾ドル 保証債務の内容 銀行借入 112,000千台湾ドル

※３ 国庫補助金による圧縮記帳額は、機械装置及び運搬具36百万 ※３ 同左

円であり、貸借対照表計上額は、この圧縮記帳額を控除して

おります。

(連結損益計算書関係)

前連結会計年度 当連結会計年度

(自 平成19年４月１日 (自 平成20年４月１日

至 平成20年３月31日) 至 平成21年３月31日)

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のと ※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のと

おりであります。 おりであります。

荷造運送費 1,000百万円 荷造運送費 812百万円

従業員給与・賞与 761百万円 従業員給与・賞与 679百万円

賞与引当金繰入額 111百万円 賞与引当金繰入額 99百万円

貸倒引当金繰入額 10百万円 貸倒引当金繰入額 10百万円

退職給付費用 12百万円 退職給付費用 38百万円

研究開発費 1,070百万円 研究開発費 1,009百万円

※２ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 ※２ 研究開発費の総額は1,009百万円であります。なお、当期製

1,070百万円 造費用に含まれる研究開発費はありません。

※３ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 ※３ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

建物及び構築物 1百万円 建物及び構築物 1百万円

機械装置及び運搬具 9百万円 機械装置及び運搬具 3百万円

その他(工具器具備品) 1百万円 その他(工具器具備品) 2百万円

計 12百万円 計 7百万円

※４ 固定資産圧縮損は、国庫補助金により取得した資産の取得価 ※４

額から直接減額した価額であります。

機械装置及び運搬具 36百万円

※５ 特別損失の「その他」の主なものは預託金の貸倒損失 2百万 ※５

円であります。

※６ ※６ 通常の販売目的で保有する棚卸資産の収益性の低下による簿

価切下額

売上原価 17百万円
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(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日)

１ 発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 11,281,629 － － 11,281,629

２ 自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 100,957 2,122 200 102,879

(変動事由の概要)

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。

単元未満株式の買取りによる増加 2,122株

減少数の内訳は、次のとおりであります。

単元未満株式の売却による減少 200株

３ 新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

４ 配当に関する事項

(１)配当金支払額

配当金の総額 １株当たり配当額
決議 株式の種類 基準日 効力発生日

(百万円) (円)

平成19年６月27日
普通株式 614 55 平成19年３月31日 平成19年６月28日

定時株主総会

(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

配当金の総額 １株当たり
決議 株式の種類 配当の原資 基準日 効力発生日

(百万円) 配当額(円)

平成20年６月26日
普通株式 利益剰余金 670 60 平成20年３月31日 平成20年６月27日

定時株主総会

当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日)

１ 発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 11,281,629 － － 11,281,629

２ 自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 102,879 997,299 400 1,099,778

(変動事由の概要)

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。

取締役会決議による自己株式の取得による増加 995,000株

単元未満株式の買取りによる増加 2,299株

減少数の内訳は、次のとおりであります。

単元未満株式の売却による減少 400株

３ 新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

４ 配当に関する事項

(１)配当金支払額

配当金の総額 １株当たり配当額
決議 株式の種類 基準日 効力発生日

(百万円) (円)

平成20年６月26日
普通株式 670 60 平成20年３月31日 平成20年６月27日

定時株主総会

(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

配当金の総額 １株当たり
決議 株式の種類 配当の原資 基準日 効力発生日

(百万円) 配当額(円)

平成21年６月25日
普通株式 利益剰余金 509 50 平成21年３月31日 平成21年６月26日

定時株主総会
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(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前連結会計年度 当連結会計年度

(自 平成19年４月１日 (自 平成20年４月１日

至 平成20年３月31日) 至 平成21年３月31日)

※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 ※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 ている科目の金額との関係

(平成20年３月31日) (平成21年３月31日)

現金及び預金勘定 21,562百万円 現金及び預金勘定 11,995百万円

有価証券勘定 700百万円 有価証券勘定 2,430百万円

計 22,263百万円 計 14,426百万円

預入期間が３ケ月を 預入期間が３ケ月を

超える定期預金 △ 3,840百万円 超える定期預金 △ 1,040百万円

現金及び現金同等物 18,423百万円 償還期限が３ケ月を

超える有価証券 △ 98百万円

現金及び現金同等物 13,288百万円
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セグメント情報

(１)事業の種類別セグメント情報

前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日）

界面活性剤 その他 計 消去又は全社 連結

(百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (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 18,242 9,083 27,325 － 27,325

(2) セグメント間の内部
－ － － － －

売上高又は振替高

計 18,242 9,083 27,325 － 27,325

営業費用 17,374 8,568 25,942 － 25,942

営業利益 867 514 1,382 － 1,382

Ⅱ 資産・減価償却費

及び資本的支出

資産 13,529 6,835 20,364 29,118 49,482

減価償却費 441 218 660 － 660

資本的支出 777 368 1,146 － 1,146

（注）１ 事業区分の方法及び各区分に属する主要な製品の名称

事業区分の方法･･･製品の種類別区分による

各区分に属する主要な製品の名称

界面活性剤･･･化合繊紡糸紡績用油剤、織布用経糸油剤、帯電防止剤、香粧品原料

そ の 他･･･経糸用糊剤、触感向上剤

２ 「消去又は全社」に含めた金額及び主な内容は以下のとおりであります。

金額
主な内容

（百万円）

消去又は全社の項目に含めた 余資運用資金（預金、有価証券）、
29,118

全社資産の金額 長期投資資金（投資有価証券）
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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）

界面活性剤 その他 計 消去又は全社 連結

(百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (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 16,910 7,448 24,358 － 24,358

(2) セグメント間の内部
－ － － － －

売上高又は振替高

計 16,910 7,448 24,358 － 24,358

営業費用 16,689 7,297 23,987 － 23,987

営業利益 220 150 371 － 371

Ⅱ 資産・減価償却費

及び資本的支出

資産 15,395 6,942 22,337 21,297 43,635

減価償却費 583 261 845 － 845

資本的支出 2,059 912 2,971 － 2,971

（注）１ 事業区分の方法及び各区分に属する主要な製品の名称

事業区分の方法･･･製品の種類別区分による

各区分に属する主要な製品の名称

界面活性剤･･･化合繊紡糸紡績用油剤、織布用経糸油剤、帯電防止剤、香粧品原料

そ の 他･･･経糸用糊剤、触感向上剤

２ 「消去又は全社」に含めた金額及び主な内容は以下のとおりであります。

金額
主な内容

（百万円）

消去又は全社の項目に含めた 余資運用資金（預金、有価証券）、
21,297

全社資産の金額 長期投資資金（投資有価証券）

３ 会計方針の変更

「連結財務諸表作成のための基本となる事項」の「４ 会計処理基準に関する事項」に記載のとおり、当連結会計年度から、

「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日公表分）を適用しております。

これにより、当連結会計年度の営業費用は、界面活性剤部門が11百万円、その他部門が５百万円増加し、営業利益は同額減少し

ております。

４ 追加情報

（有形固定資産の耐用年数の変更）

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」の「４ 会計処理基準に関する事項」に記載のとおり、当連結会計年度に

おいて法人税法の改正（所得税法等の一部を改正する法律 平成20年４月30日 法律第23号）に伴い、当社の機械装置について、

従来耐用年数を主として７年としておりましたが、その一部を８年に変更しております。

これにより、当連結会計年度の営業費用は、界面活性剤部門が45百万円、その他部門が19百万円減少し、営業利益は同額増加し

ております。
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(２)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 インドネシア 計 消去又は全社 連結

(百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (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 26,544 781 27,325 － 27,325

(2) セグメント間の内部
233 82 316 ( 316) －

売上高又は振替高

計 26,778 863 27,642 ( 316) 27,325

営業費用 25,506 744 26,250 ( 307) 25,942

営業利益 1,272 119 1,391 ( 8) 1,382

Ⅱ 資産 19,925 524 20,450 29,032 49,482

（注）「消去又は全社」に含めた金額及び主な内容は以下のとおりであります。

金額
主な内容

（百万円）

消去又は全社の項目に含めた 余資運用資金（預金、有価証券）、
29,118

全社資産の金額 長期投資資金（投資有価証券）

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 インドネシア 計 消去又は全社 連結

(百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (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 23,863 495 24,358 － 24,358

(2) セグメント間の内部
175 60 236 ( 236) －

売上高又は振替高

計 24,039 555 24,595 ( 236) 24,358

営業費用 23,799 426 24,226 ( 238) 23,987

営業利益 239 129 368 2 371

Ⅱ 資産 22,007 382 22,389 21,246 43,635

（注）１ 「消去又は全社」に含めた金額及び主な内容は以下のとおりであります。

金額
主な内容

（百万円）

消去又は全社の項目に含めた 余資運用資金（預金、有価証券）、
21,297

全社資産の金額 長期投資資金（投資有価証券）

２ 会計方針の変更

「連結財務諸表作成のための基本となる事項」の「４ 会計処理基準に関する事項」に記載のとおり、当連結会計年度から、

「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日公表分）を適用しております。

これにより、当連結会計年度の営業費用は、日本が17百万円増加し、営業利益は同額減少しております。

３ 追加情報

（有形固定資産の耐用年数の変更）

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」の「４ 会計処理基準に関する事項」に記載のとおり、当連結会計年度に

おいて法人税法の改正（所得税法等の一部を改正する法律 平成20年４月30日 法律第23号）に伴い、当社の機械装置について、

従来耐用年数を主として７年としておりましたが、その一部を８年に変更しております。

これにより、当連結会計年度の営業費用は、日本が64百万円減少し、営業利益は同額増加しております。
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(３)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）

東南アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 9,422 1,399 10,822

Ⅱ 連結売上高(百万円) － － 27,325

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合(％) 34.5 5.1 39.6

(注)１ 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域

国又は地域の区分の方法 地理的接近度による。

各区分に属する主な国又は地域 東南アジア インドネシア、タイ、台湾

その他の地域 アメリカ合衆国、メキシコ、フランス、イギリス

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

当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日）

アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 8,062 1,068 9,130

Ⅱ 連結売上高(百万円) － － 24,358

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合(％) 33.1 4.4 37.5

(注)１ 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域

国又は地域の区分の方法 地理的接近度による。

各区分に属する主な国又は地域 アジア インドネシア、タイ、台湾、中国、韓国

その他の地域 アメリカ合衆国、メキシコ、フランス、イギリス

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

３ 国又は地域の区分の変更

従来、国又は地域の区分を東南アジア及びその他の地域としておりましたが、中国、韓国の重要性が増してきたため、第２四半

期連結会計期間より東南アジアをアジアとして区分表示することに変更いたしました。

リース取引関係

該当事項はありません。

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）

資本金又 議決権等の 関係内容
会社等 事業の内容 取引の 取引金額 期末残高

属性 住所 は出資金 所有(被所 役員の 事業上 科目
の名称 又は職業 内容 (百万円) (百万円)

(百万円) 有)割合(%) 兼任等 の関係

当社製品
日本クエーカ (所有) 売上 4,198 売掛金 1,849

大阪府 金属油剤の の販売
関連会社 ー・ケミカル 150 直接 50 兼任 3人

八尾市 研究・販売 原材料の
株式会社 間接 － 仕入 1,615 買掛金 795

購入

※上記金額のうち取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

取引条件及び取引条件の決定方針等

売上：製品の販売単価は、製品製造原価に管理費を加算した金額により毎期価格交渉の上決定しております。

仕入：原材料の購入単価は、市場価格に基づいた価格交渉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）

資本金又 議決権等の 関係内容
会社等 事業の内容 取引の 取引金額 期末残高

属性 住所 は出資金 所有(被所 役員の 事業上 科目
の名称 又は職業 内容 (百万円) (百万円)

(百万円) 有)割合(%) 兼任等 の関係

当社製品
日本クエーカ (所有) 売上 4,111 売掛金 1,344

大阪府 金属油剤の の販売
関連会社 ー・ケミカル 150 直接 50 兼任 3人

八尾市 研究・販売 原材料の
株式会社 間接 － 仕入 1,595 買掛金 458

購入

※上記金額のうち取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

取引条件及び取引条件の決定方針等

売上：製品の販売単価は、製品製造原価に管理費を加算した金額により毎期価格交渉の上決定しております。

仕入：原材料の購入単価は、市場価格に基づいた価格交渉の上決定しております。
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税効果会計関係

前連結会計年度 当連結会計年度

(平成20年３月31日) (平成21年３月31日)

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 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

繰延税金資産 繰延税金資産

流動資産 流動資産

賞与引当金 141百万円 賞与引当金 128百万円

未払事業税 27百万円 連結会社間内部利益消去 21百万円

連結会社間内部利益消去 22百万円 その他有価証券評価差額金 234百万円

その他有価証券評価差額金 261百万円 その他 28百万円

その他 30百万円 計 412百万円

計 483百万円 固定資産

固定資産 退職給付引当金 90百万円

退職給付引当金 96百万円 ゴルフ会員権評価損 52百万円

その他有価証券評価損 110百万円 その他有価証券評価差額金 241百万円

ゴルフ会員権評価損 53百万円 その他 26百万円

その他有価証券評価差額金 116百万円 計 410百万円

その他 15百万円 繰延税金資産合計 823百万円

計 391百万円 繰延税金負債

繰延税金資産合計 874百万円 流動負債

繰延税金負債 未収事業税 25百万円

流動負債 特別償却準備金 1百万円

特別償却準備金 1百万円 計 27百万円

計 1百万円 固定負債

固定負債 その他有価証券評価差額金 101百万円

その他有価証券評価差額金 371百万円 特別償却準備金 5百万円

特別償却準備金 7百万円 計 107百万円

計 378百万円 繰延税金負債合計 134百万円

繰延税金負債合計 380百万円

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に ２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に

重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目 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 別の内訳

国内の法定実効税率 40.7％ 国内の法定実効税率 40.7％

（調整） （調整）

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.8％ 交際費等永久に損金に算入されない項目 8.4％

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △ 1.1％ 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △ 3.7％

住民税均等割等 0.7％ 住民税均等割等 4.0％

特別償却準備金 △ 0.4％ 連結修正による影響 9.9％

連結子会社の税金に伴う税効果 △ 1.0％ 連結子会社の税金に伴う税効果 △ 6.2％

試験研究費にかかる税額控除等 △ 4.2％ その他 △ 0.5％

その他 △ 0.8％ 税効果会計適用後の法人税等の負担率 52.6％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 35.7％
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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

前連結会計年度 当連結会計年度

(平成20年３月31日) (平成21年３月31日)

区分 連結決算日に 連結決算日に

取得原価 おける連結貸 差額 取得原価 おける連結貸 差額

(百万円) 借対照表計上 (百万円) (百万円) 借対照表計上 (百万円)

額(百万円) 額(百万円)

連結貸借対照表計上額が取得原

価を超えるもの

①株式 469 1,654 1,185 535 1,045 510

②債券

公社債 － － － － － －

③その他 10 14 4 － － －

小計 479 1,669 1,189 535 1,045 510

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 953 668 △ 285 1,063 803 △ 259

②債券

公社債 946 802 △ 143 946 655 △ 291

③その他 2,902 2,116 △ 785 4,561 3,702 △ 859

小計 4,802 3,587 △ 1,214 6,572 5,161 △ 1,410

合計 5,282 5,257 △ 25 7,107 6,206 △ 900

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 当連結会計年度

区分 (自 平成19年４月１日 (自 平成20年４月１日

至 平成20年３月31日) 至 平成21年３月31日)

売却額(百万円) 5,194 153

売却益の合計額(百万円) 382 0

売却損の合計額(百万円) 3 －

３ 時価評価されていない有価証券

前連結会計年度 当連結会計年度

区分 (平成20年３月31日) (平成21年３月31日)

連結貸借対照表計上額(百万円) 連結貸借対照表計上額(百万円)

その他有価証券

① 非上場株式 346 346

② 非上場債 2,000 2,000

③ 非上場受益証券 1,015 1,015

④ 投資事業有限責任組合及び
2,130 2,081

それに類する組合への出資

合計 5,492 5,442

４ その他有価証券のうち満期があるものの連結決算日後における償還予定額

前連結会計年度(平成20年３月31日)

区分 １年以内(百万円) １年超５年以内(百万円) ５年超10年以内(百万円) 10年超(百万円)

債券

公社債 － 537 1,096 1,168

合計 － 537 1,096 1,168

当連結会計年度(平成21年３月31日)

区分 １年以内(百万円) １年超５年以内(百万円) ５年超10年以内(百万円) 10年超(百万円)

債券

公社債 98 297 1,094 1,164

合計 98 297 1,094 1,164

デリバティブ取引

該当事項はありません。
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退職給付関係

前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日)

１ 採用している退職給付制度の概要

当社は退職一時金制度の他、退職金制度の一部(一律65％)に適格退職年金制度を採用しております。

２ 退職給付債務に関する事項

① 退職給付債務 △ 1,623百万円

② 年金資産 1,278百万円

③ 未積立退職給付債務(①＋②) △ 345百万円

④ 未認識数理計算上の差異 109百万円

⑤ 退職給付引当金(③＋④) △ 236百万円

３ 退職給付費用に関する事項

① 勤務費用 72百万円

② 利息費用 28百万円

③ 期待運用収益 △ 50百万円

④ 数理計算上の差異の費用処理額 △ 12百万円

⑤ 退職給付費用(①＋②＋③＋④) 37百万円

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

① 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

② 割引率 1.8％

③ 期待運用収益率 3.5％

④ 数理計算上の差異の処理年数 翌連結会計年度より５年間で処理

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 採用している退職給付制度の概要

当社は退職一時金制度の他、退職金制度の一部(一律65％)に適格退職年金制度を採用しておりましたが、平成20年11月に適格退職年

金制度を確定給付企業年金制度へ移行しております。この移行に伴う金額的影響はありません。

２ 退職給付債務に関する事項

① 退職給付債務 △ 1,516百万円

② 年金資産 1,066百万円

③ 未積立退職給付債務(①＋②) △ 450百万円

④ 未認識数理計算上の差異 228百万円

⑤ 退職給付引当金(③＋④) △ 221百万円

３ 退職給付費用に関する事項

① 勤務費用 80百万円

② 利息費用 27百万円

③ 期待運用収益 △ 38百万円

④ 数理計算上の差異の費用処理額 7百万円

⑤ 退職給付費用(①＋②＋③＋④) 77百万円

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

① 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

② 割引率 1.8％

③ 期待運用収益率 3.0％

④ 数理計算上の差異の処理年数 翌連結会計年度より５年間で処理

ストック・オプション等関係

該当事項はありません。

企業結合等関係

該当事項はありません。
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１株当たり情報

前連結会計年度 当連結会計年度

(自 平成19年４月１日 (自 平成20年４月１日

至 平成20年３月31日) 至 平成21年３月31日)

１株当たり純資産額 3,569円77銭 １株当たり純資産額 3,661円41銭

１株当たり当期純利益 122円41銭 １株当たり当期純利益 13円29銭

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、新 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、新

株予約権付社債等潜在株式がないため記載しておりません。 株予約権付社債等潜在株式がないため記載しておりません。

(注) 算定上の基礎

１ １株当たり純資産額

前連結会計年度 当連結会計年度

(平成20年３月31日) (平成21年３月31日)

連結貸借対照表上の純資産の部の合計額(百万円) 40,092 37,434

普通株式に係る純資産額(百万円) 39,905 37,279

差額の主な内訳(百万円)
186 154

少数株主持分

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数
11,178 10,181

(千株)

２ １株当たり当期純利益

前連結会計年度 当連結会計年度

(自 平成19年４月１日 (自 平成20年４月１日

至 平成20年３月31日) 至 平成21年３月31日)

連結損益計算書上の当期純利益(百万円) 1,368 141

普通株式に係る当期純利益(百万円) 1,368 141

普通株主に帰属しない金額(百万円) － －

普通株式の期中平均株式数(千株) 11,179 10,680

重要な後発事象

該当事項はありません。
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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 21,562 11,995

受取手形 752 567

売掛金 ※1  6,752 ※1  4,963

有価証券 700 2,430

商品 47 －

製品 1,721 －

商品及び製品 － 1,534

原材料 1,128 －

仕掛品 360 456

貯蔵品 13 －

原材料及び貯蔵品 － 1,123

前払費用 3 6

繰延税金資産 458 363

未収収益 10 5

未収入金 120 520

預け金 － 2,492

その他 70 77

貸倒引当金 － △2

流動資産合計 33,703 26,535

固定資産   

有形固定資産   

建物 2,731 3,237

減価償却累計額 △1,903 △1,979

建物（純額） 827 1,257

構築物 1,397 2,359

減価償却累計額 △1,017 △1,105

構築物（純額） 379 1,254

機械及び装置 ※3  7,891 ※3  8,970

減価償却累計額 △6,488 △6,941

機械及び装置（純額） 1,403 2,029

車両運搬具 134 137

減価償却累計額 △108 △117

車両運搬具（純額） 25 19

工具、器具及び備品 1,468 1,494

減価償却累計額 △1,233 △1,251

工具、器具及び備品（純額） 235 242

土地 510 510

建設仮勘定 599 780

有形固定資産合計 3,982 6,095
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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 0 0

ソフトウエア 13 20

電話加入権 8 8

無形固定資産合計 21 29

投資その他の資産   

投資有価証券 10,049 9,218

関係会社株式 237 266

従業員に対する長期貸付金 3 2

関係会社長期貸付金 300 221

破産更生債権等 18 18

長期前払費用 3 4

繰延税金資産 12 303

敷金及び保証金 34 33

保険積立金 486 458

その他 40 40

貸倒引当金 △13 △19

投資その他の資産合計 11,172 10,548

固定資産合計 15,177 16,673

資産合計 48,880 43,208

負債の部   

流動負債   

買掛金 ※1  6,505 ※1  3,737

短期借入金 900 700

1年内返済予定の長期借入金 100 －

未払金 1,026 1,044

未払費用 9 1

未払法人税等 94 19

預り金 21 21

賞与引当金 346 314

その他 12 12

流動負債合計 9,017 5,852

固定負債   

退職給付引当金 236 221

長期預り保証金 79 77

固定負債合計 315 299

負債合計 9,332 6,152
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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 6,090 6,090

資本剰余金   

資本準備金 6,517 6,517

資本剰余金合計 6,517 6,517

利益剰余金   

利益準備金 785 785

その他利益剰余金   

退職給与積立金 300 300

特別償却準備金 12 10

別途積立金 24,200 24,800

繰越利益剰余金 1,935 836

利益剰余金合計 27,233 26,732

自己株式 △283 △1,738

株主資本合計 39,557 37,601

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △9 △544

評価・換算差額等合計 △9 △544

純資産合計 39,547 37,056

負債純資産合計 48,880 43,208
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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   

製品売上高 25,964 23,352

商品売上高 813 686

売上高合計 26,778 24,039

売上原価   

製品期首たな卸高 1,563 1,721

商品期首たな卸高 29 47

当期製品製造原価 ※4  20,852 19,297

当期商品仕入高 358 247

合計 22,803 21,314

製品期末たな卸高 1,721 ※7  1,512

商品期末たな卸高 47 21

製品他勘定振替高 ※2  36 ※2  3

売上原価合計 20,997 19,776

売上総利益 5,781 4,262

販売費及び一般管理費 ※1, ※4  4,509 ※1, ※4  4,022

営業利益 1,272 239

営業外収益   

受取利息 546 102

有価証券利息 138 197

受取配当金 102 136

有価証券売却益 4 0

受取賃貸料 41 41

投資事業組合運用益 277 173

雑収入 105 88

営業外収益合計 ※6  1,218 ※6  740

営業外費用   

支払利息 14 15

為替差損 595 195

たな卸資産廃棄損 0 －

保険解約損 4 －

たな卸資産評価損 31 －

支払補償費 0 －

雑損失 15 28

営業外費用合計 663 238

経常利益 1,826 741
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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) 

特別利益   

投資有価証券売却益 374 －

貸倒引当金戻入額 － 2

国庫補助金 36 －

特別利益合計 410 2

特別損失   

固定資産除却損 ※3  12 ※3  7

投資有価証券評価損 135 380

固定資産圧縮損 36 －

その他 ※5  2 －

特別損失合計 186 387

税引前当期純利益 2,050 357

法人税、住民税及び事業税 752 15

法人税等調整額 0 171

法人税等合計 753 187

当期純利益 1,297 169
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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 6,090 6,090

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 6,090 6,090

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 6,517 6,517

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 6,517 6,517

資本剰余金合計   

前期末残高 6,517 6,517

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 6,517 6,517

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 785 785

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 785 785

その他利益剰余金   

退職給与積立金   

前期末残高 300 300

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 300 300

特別償却準備金   

前期末残高 － 12

当期変動額   

特別償却準備金の取崩 － △2

特別償却準備金の積立 12 －

当期変動額合計 12 △2

当期末残高 12 10

別途積立金   

前期末残高 23,100 24,200

当期変動額   

別途積立金の積立 1,100 600

当期変動額合計 1,100 600

当期末残高 24,200 24,800
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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) 

繰越利益剰余金   

前期末残高 2,365 1,935

当期変動額   

剰余金の配当 △614 △670

当期純利益 1,297 169

特別償却準備金の取崩 － 2

特別償却準備金の積立 △12 －

別途積立金の積立 △1,100 △600

自己株式の処分 △0 △0

当期変動額合計 △430 △1,098

当期末残高 1,935 836

利益剰余金合計   

前期末残高 26,550 27,233

当期変動額   

剰余金の配当 △614 △670

当期純利益 1,297 169

特別償却準備金の取崩 － －

特別償却準備金の積立 － －

別途積立金の積立 － －

自己株式の処分 △0 △0

当期変動額合計 682 △501

当期末残高 27,233 26,732

自己株式   

前期末残高 △278 △283

当期変動額   

自己株式の処分 0 0

自己株式の取得 △5 △1,456

当期変動額合計 △5 △1,455

当期末残高 △283 △1,738

株主資本合計   

前期末残高 38,880 39,557

当期変動額   

剰余金の配当 △614 △670

当期純利益 1,297 169

自己株式の処分 0 0

自己株式の取得 △5 △1,456

当期変動額合計 677 △1,956

当期末残高 39,557 37,601

松本油脂製薬㈱(4365)　平成21年3月期決算短信

-36-



(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 1,163 △9

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,173 △534

当期変動額合計 △1,173 △534

当期末残高 △9 △544

評価・換算差額等合計   

前期末残高 1,163 △9

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,173 △534

当期変動額合計 △1,173 △534

当期末残高 △9 △544

純資産合計   

前期末残高 40,044 39,547

当期変動額   

剰余金の配当 △614 △670

当期純利益 1,297 169

自己株式の処分 0 0

自己株式の取得 △5 △1,456

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,173 △534

当期変動額合計 △496 △2,491

当期末残高 39,547 37,056
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(４) 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

(５) 重要な会計方針

前事業年度 当事業年度

項目 (自 平成19年４月１日 (自 平成20年４月１日

至 平成20年３月31日) 至 平成21年３月31日)

１ 有価証券の評価基準及び評 (１)子会社株式及び関連会社株式 (１)子会社株式及び関連会社株式

価方法 総平均法による原価法 同左

(２)その他有価証券 (２)その他有価証券

時価のあるもの 時価のあるもの

決算期末日の市場価格等に基づく時価法 同左

(評価差額は全部純資産直入法により処理

し、売却原価は総平均法により算定して

おります。)

時価のないもの 時価のないもの

総平均法による原価法 同左

なお、投資事業有限責任組合及びそれに

類する組合への出資(金融商品取引法第２

条第２項により有価証券とみなされるも

の)については、組合契約に規定される決

算報告日に応じて入手可能な 近の決算

書を基礎として、持分相当額を取り込む

方法によっております。

２ たな卸資産の評価基準及び (１)原材料：総平均法による低価法 通常の販売目的で保有するたな卸資産

評価方法 (２)製品・商品・仕掛品： 評価基準は原価法（収益性の低下による簿価

総平均法による原価法 切下げの方法）によっております。

(３)貯蔵品・容器(原材料)： 終仕入原価法 (１)製品・商品・仕掛品： 総平均法

(２)原材料： 総平均法

(３)貯蔵品・容器(原材料)： 終仕入原価法

(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。

この結果、従来の方法によった場合に比べて、

売上総利益、営業利益、経常利益及び税引前当

期純利益は17百万円それぞれ減少しておりま

す。

３ 固定資産の減価償却の方法 (１)有形固定資産 (１)有形固定資産

建物(建物附属設備は除く) 建物(建物附属設備は除く)

① 平成10年３月31日以前に取得したもの ① 平成10年３月31日以前に取得したもの

旧定率法 旧定率法

② 平成10年４月１日から平成19年３月31日 ② 平成10年４月１日から平成19年３月31日

までに取得したもの までに取得したもの

旧定額法 旧定額法

③ 平成19年４月１日以後に取得したもの ③ 平成19年４月１日以後に取得したもの

定額法 定額法

建物以外 建物以外

① 平成19年３月31日以前に取得したもの ① 平成19年３月31日以前に取得したもの

旧定率法 旧定率法

② 平成19年４月１日以後に取得したもの ② 平成19年４月１日以後に取得したもの

定率法 定率法

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 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 10～50年 建物及び構築物 10～50年

機械装置 ７年 機械装置 ８年

工具器具備品 ４～10年 工具器具備品 ４～10年
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前事業年度 当事業年度

項目 (自 平成19年４月１日 (自 平成20年４月１日

至 平成20年３月31日) 至 平成21年３月31日)

(会計方針の変更)

法人税法の改正((所得税法等の一部を改正する

法律 平成19年３月30日 法律第６号)及び(法

人税法施行令の一部を改正する政令 平成19年

３月30日 政令第83号))に伴い、当事業年度か

ら、平成19年４月１日以降に取得したものにつ

いては、改正後の法人税法に基づく方法に変更

しております。

この結果、従来の方法によった場合に比べて、

売上総利益が19百万円、営業利益、経常利益及

び税引前当期純利益が22百万円それぞれ減少し

ております。

(追加情報) (追加情報)

当事業年度から、平成19年３月31日以前に取得 有形固定資産の耐用年数の変更

したものについては、償却可能限度額まで償却 法人税法の改正(所得税法等の一部を改正する

が終了した翌年から５年間で均等償却する方法 法律 平成20年４月30日 法律第23号)に伴い、

によっております。 法定耐用年数及び資産区分が見直されました。

当該変更に伴う損益に与える影響は、63百万円 これにより、当社の機械装置については、従来

であります。 耐用年数を主として７年としておりましたが、

当事業年度よりその一部を８年に変更しており

ます。

これにより、当事業年度の営業利益、経常利

益及び税引前当期純利益は64百万円それぞれ増

加しております。

(２)無形固定資産 (２)無形固定資産

法人税法に規定する方法と同一の基準によ 同左

る定額法によっています。ただし、ソフト

ウェア(自社利用分)については、社内にお

ける利用可能期間(５年)に基づく定額法に

よっております。

４ 外貨建の資産及び負債の本 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場 同左

邦通貨への換算基準 により円貨に換算し、換算差額は損益として処

理しております。

５ 引当金の計上基準 (１)貸倒引当金 (１)貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、一般債権に 同左

ついては貸倒実績率により、貸倒懸念債権

等の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 (２)賞与引当金

従業員の賞与の支払に充てるため、支給見 同左

込額に基づき計上しております。

(３)退職給付引当金 (３)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 同左

度末における退職給付債務及び年金資産の

見込額に基づき計上しております。

数理計算上の差異は発生の翌事業年度から

定額法により５年間で処理することとして

おります。

(追加情報)

なお、当社は平成20年11月に適格退職年金制度

を確定給付企業年金制度へ移行しております。

この移行に伴う金額的影響はありません。

６ その他財務諸表作成のため 消費税等の会計処理 消費税等の会計処理

の基本となる重要な事項 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式 同左

を採用しております。
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(６) 重要な会計方針の変更

表示方法の変更

前事業年度 当事業年度

(自 平成19年４月１日 (自 平成20年４月１日

至 平成20年３月31日) 至 平成21年３月31日)

（損益計算書） （貸借対照表）

前事業年度において営業外費用の「雑損失」に含めて表示していた 前事業年度において流動資産の「その他」に含めて表示していた

「為替差損」は、当事業年度において営業外費用の総額の100分の 「預け金」は、当事業年度において資産の総額の100分の１を超え

10を超えましたので、区分掲記しております。なお、前事業年度に ましたので、区分掲記しております。なお、前事業年度における

おける「為替差損」は５百万円であります。 「預け金」は51百万円であります。

（損益計算書）

前事業年度において区分掲記しておりました「保険解約損」（当

事業年度２百万円）及び「支払補償費」（当事業年度１百万円）

は、金額が僅少となったため、当事業年度においては営業外費用の

「雑損失」に含めて表示しております。
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(７) 個別財務諸表に関する注記事項

(貸借対照表関係)

前事業年度末 当事業年度末

(平成20年３月31日) (平成21年３月31日)

※１ 関係会社に関する項目 ※１ 関係会社に関する項目

区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている関係会社に 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている関係会社に

対する主なものは次のとおりであります。 対する主なものは次のとおりであります。

売掛金 1,945百万円 売掛金 1,397百万円

買掛金 810百万円 買掛金 465百万円

２ 保証債務 ２ 保証債務

保証先 立松化工股份有限公司 保証先 立松化工股份有限公司

保証金額 368百万円 保証金額 323百万円

保証債務の内容 銀行借入 112,000千台湾ドル 保証債務の内容 銀行借入 112,000千台湾ドル

※３ 国庫補助金による圧縮記帳額は、機械装置36百万円であり、 ※３ 同左

貸借対照表計上額は、この圧縮記帳額を控除しております。

(損益計算書関係)

前事業年度 当事業年度

(自 平成19年４月１日 (自 平成20年４月１日

至 平成20年３月31日) 至 平成21年３月31日)

※１ 販売費及び一般管理費の主要な内容は次のとおりでありま ※１ 販売費及び一般管理費の主要な内容は次のとおりでありま

す。 す。

運送費 995百万円 運送費 808百万円

役員報酬 203百万円 役員報酬 210百万円

給与手当 738百万円 給与手当 662百万円

賞与引当金繰入額 111百万円 賞与引当金繰入額 99百万円

退職給付費用 12百万円 退職給付費用 23百万円

研究開発費 1,070百万円 研究開発費 1,009百万円

減価償却費 36百万円 減価償却費 41百万円

販売促進費 236百万円 販売促進費 173百万円

研究開発費の主要な内容は次のとおりであります。 研究開発費の主要な内容は次のとおりであります。

給与手当 645百万円 給与手当 611百万円

賞与引当金繰入額 90百万円 賞与引当金繰入額 81百万円

退職給付費用 10百万円 退職給付費用 21百万円

減価償却費 59百万円 減価償却費 57百万円

※２ 製品他勘定振替高の内容は次のとおりであります。 ※２ 製品他勘定振替高の内容は次のとおりであります。

たな卸資産廃棄損 0百万円 販売促進費 2百万円

たな卸資産評価損 31百万円 その他 0百万円

販売促進費 2百万円

損害補償費 0百万円

その他 0百万円

※３ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 ※３ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

建物 0百万円 建物 0百万円

構築物 0百万円 構築物 0百万円

機械装置 9百万円 機械装置 3百万円

車両運搬具 0百万円 車両運搬具 0百万円

工具器具備品 1百万円 工具器具備品 2百万円

計 12百万円 計 7百万円

※４ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 ※４ 研究開発費の総額は1,009百万円であります。なお、当期製

1,070百万円 造費用に含まれる研究開発費はありません。
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前事業年度 当事業年度

(自 平成19年４月１日 (自 平成20年４月１日

至 平成20年３月31日) 至 平成21年３月31日)

※５ 特別損失の「その他」の主なものは預託金の貸倒損失 2百万 ※５

円であります。

※６ 営業外収益には、受取賃貸料等の関係会社に対するものが ※６ 営業外収益には、受取賃貸料等の関係会社に対するものが

120百万円含まれています。 138百万円含まれています。

※７ ※７ 通常の販売目的で保有する棚卸資産の収益性の低下による簿

価切下額

売上原価 17百万円

(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日)

自己株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 100,957 2,122 200 102,879

(変動事由の概要)

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。

単元未満株式の買取りによる増加 2,122株

減少数の内訳は、次のとおりであります。

単元未満株式の売却による減少 200株

当事業年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日)

自己株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 102,879 997,299 400 1,099,778

(変動事由の概要)

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。

取締役会決議による自己株式の取得による増加 995,000株

単元未満株式の買取りによる増加 2,299株

減少数の内訳は、次のとおりであります。

単元未満株式の売却による減少 400株

（リース取引関係）

前事業年度 当事業年度

(自 平成19年４月１日 (自 平成20年４月１日

至 平成20年３月31日) 至 平成21年３月31日)

該当事項はありません。 同左

（有価証券関係）

前事業年度 当事業年度

(平成20年３月31日) (平成21年３月31日)

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。 同左
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（税効果会計関係）

前事業年度 当事業年度

(平成20年３月31日) (平成21年３月31日)

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 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

繰延税金資産 繰延税金資産

流動資産 流動資産

賞与引当金 141百万円 賞与引当金 128百万円

未払事業税 27百万円 その他有価証券評価差額金 234百万円

その他有価証券評価差額金 261百万円 その他 28百万円

その他 30百万円 計 390百万円

計 460百万円 固定資産

固定資産 退職給付引当金 90百万円

退職給付引当金 96百万円 ゴルフ会員権評価損 52百万円

その他有価証券評価損 110百万円 その他有価証券評価差額金 241百万円

ゴルフ会員権評価損 53百万円 その他 26百万円

その他有価証券評価差額金 116百万円 計 410百万円

その他 15百万円 繰延税金資産合計 801百万円

計 391百万円 繰延税金負債

繰延税金資産合計 851百万円 流動負債

繰延税金負債 未収事業税 25百万円

流動負債 特別償却準備金 1百万円

特別償却準備金 1百万円 計 27百万円

計 1百万円 固定負債

固定負債 その他有価証券評価差額金 101百万円

その他有価証券評価差額金 371百万円 特別償却準備金 5百万円

特別償却準備金 7百万円 計 107百万円

計 378百万円 繰延税金負債合計 134百万円

繰延税金負債合計 380百万円

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に ２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に

重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目 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 別の内訳

国内の法定実効税率 40.7％ 国内の法定実効税率 40.7％

（調整） （調整）

交際費等永久に損金に算入されない項目 1.9％ 交際費等永久に損金に算入されない項目 9.7％

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △ 1.2％ 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △ 4.2％

住民税均等割等 0.8％ 住民税均等割等 4.6％

特別償却準備金 △ 0.4％ その他 1.7％

試験研究費にかかる税額控除等 △ 4.5％ 税効果会計適用後の法人税等の負担率 52.5％

その他 △ 0.6％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 36.7％

（１株当たり情報）

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

（重要な後発事象）

前事業年度 当事業年度

(自 平成19年４月１日 (自 平成20年４月１日

至 平成20年３月31日) 至 平成21年３月31日)

該当事項はありません。 同左
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６．その他

(１) 役員の異動

①代表者の異動
該当事項はありません。

②その他の役員の異動
・新任取締役候補

取 締 役
生産本部副本部長 髙橋 修 （現 技術部長）
兼 技術部長

③就任予定日
平成21年６月25日
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