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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期第2四半期 102,704 △34.4 △1,717 ― △1,981 ― △1,400 ―

21年3月期第2四半期 156,585 ― 10,012 ― 10,492 ― 4,785 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

22年3月期第2四半期 △5.93 ―

21年3月期第2四半期 20.27 20.26

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

22年3月期第2四半期 290,918 101,082 33.6 413.37
21年3月期 292,027 99,261 32.8 405.89

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  97,607百万円 21年3月期  95,816百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 6.00 ― 3.00 9.00
22年3月期 ― 0.00

22年3月期 
（予想）

― 5.00 5.00

3.  平成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） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

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

通期 213,000 △20.8 4,000 36.2 2,000 △48.0 1,000 △59.6 4.24
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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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】「４．その他」をご覧ください。 

(3) 四半期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（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

（将来に関する記述等についてのご注意） 
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。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第2四半期 242,075,556株 21年3月期  242,075,556株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  5,947,832株 21年3月期  6,014,418株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 236,089,624株 21年3月期第2四半期 236,063,023株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府の景気対策の効果などにより、一部で持ち直しの動きが見ら

れるものの、世界的な金融危機の影響や世界景気の下振れ懸念などの不安要因もあり、予断を許さない状況が続いており

ます。 

石油化学業界におきましては、一部に需要回復の兆しが見られるようになりましたが、原油、ナフサ等の原料価格が

再度上昇し、また円高ドル安の影響もあり、依然として厳しい状況が続いております。 

当社グループはこのような環境のもとで、棚卸資産の圧縮、「ＺΣ運動」による徹底的なコスト削減に努めるととも

に、キャッシュ・フローの改善に注力してまいりました。 

この結果、当第２四半期連結累計期間の経営成績は、売上高1,027億4百万円（前年同期比34.4%減）、営業損失17億17

百万円（前年同期は100億12百万円の営業利益）、経常損失19億81百万円（前年同期は104億92百万円の経常利益）、四半

期純損失14億円（前年同期は47億85百万円の四半期純利益）にとどまりました。 

  

事業の種類別セグメントの業績は、次の通りであります。  

  

（エラストマー素材事業部門） 

合成ゴムの国内販売は、主要用途であるタイヤ、自動車関連部品の生産調整が終わるとともに、政府のエコカー減税

等の景気刺激策により、需要は徐々に回復する兆しは出てまいりましたが、景気後退の影響が大きく販売数量、売上高と

も前年同期を下回りました。一方、輸出は景気回復の兆しが顕著な中国を中心とするアジア向け輸出に注力し、販売数量

は前年同期を上回りましたが、売上高は、円高と市場価格低迷の影響を受け前年同期を下回りました。海外子会社におい

ても世界的な自動車生産の落ち込みの影響を受け、米国子会社、英国子会社ともに販売数量、売上高は前年同期を大きく

下回りました。この結果、合成ゴム全体では、売上高、営業利益ともに前年同期を下回りました。 

合成ラテックスの国内販売は、一般用途向けについては夏以降回復の兆しはあるものの、製紙用途向けは低調が続い

ており、販売数量、売上高ともに前年同期を下回りました。また、輸出につきましては、手袋用途向け、一般用途向けと

も、夏以降は出荷が回復しましたが、期前半の落ち込みを埋めるには至らず、販売数量、売上高とも前年同期を下回りま

した。この結果、合成ラテックス全体では売上高、営業利益ともに前年同期を下回りました。 

化成品の販売数量および売上高は、国内および輸出ともに需要減少の影響を受け、前年同期を下回りました。また、

タイの石油樹脂子会社も、販売数量、売上高ともに前年同期を下回りました。この結果、化成品全体では、売上高は前年

同期を下回りましたが、営業利益は前年同期を上回りました。 

 以上の結果、エラストマー素材事業部門全体の売上高は607億56百万円（前年同期比42.0%減）、営業損失は6億74百万

円（前年同期は92億90百万円の営業利益）となりました。 

  

（高機能材料事業部門） 

高機能樹脂関連では、光学レンズ向けの輸出が回復傾向にあるものの、全体としては昨年末からの需要低迷が継続

し、販売数量、売上高ともに前年同期を下回りました。高機能部材関連では、液晶テレビの生産、販売が前年度末から急

激に立ち上がった影響で、光学フィルムなど液晶部材の販売が大幅に増加し、販売数量、売上高とも前年同期を上回りま

した。この結果、高機能樹脂および部材全体では、売上高は前年同期を上回りましたが、営業利益は高機能樹脂の減少が

大きく前年同期を下回りました。  

情報材料関連では、電池材料は販売数量、売上高ともに前年同期を上回りましたが、エッチング用ガスおよびレジス

トは、販売数量、売上高ともに前年同期を下回りました。また、トナーは、販売数量は前年同期を下回りましたが、売上

高では前年同期を上回りました。この結果、情報材料全体では、売上高、営業利益ともに前年同期を下回りました 

 化学品関連では、合成香料、特殊化学品ともに期後半には需要家の在庫調整が終了しましたが、需要は景気後退前の水

準には戻っておらず、また円高の影響もあり、化学品全体では売上高、営業利益ともに前年同期を下回りました。 

 以上の結果、高機能材料事業部門全体の売上高は224億44百万円（前年同期比3.1％増）、営業損失は6億42百万円（前

年同期は3億96百万円の営業利益）となりました。 

  

（その他の事業部門） 

 その他の事業においては、世界的景気低迷の影響を受けて、商事部門が大きく売上高を落とし、また建設・住宅部材の

販売も低迷を続けました。 

この結果、その他の事業部門全体の売上高は、203億20百万円（前年同期比37.8％減）、営業損失は、3億85百万円（前

年同期は3億68百万円の営業利益）となりました。 

  

定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報
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当第2四半期連結会計期間末の総資産は、2,909億18百万円（前連結会計年度末比11億9百万円減少）となりました。

これは主として、受取手形及び売掛金、未収入金、投資有価証券等が増加したものの、たな卸資産、有形固定資産、

その他流動資産等が減少したことによるものであります。 

 負債は、1,898億36百万円（前連結会計年度末比29億30百万円減少）となりました。これは主として、支払手形及

び買掛金、長期借入金等が増加したものの、コマーシャルペーパー、短期借入金等が減少したことによるものであり

ます。 

 純資産は、1,010億82百万円（前連結会計年度末比18億21百万円増加）となりました。これは主として、四半期純

損失14億円、配当金支払に伴う利益剰余金の減少7億8百万円、その他有価証券評価差額金の増加27億円、為替換算調

整勘定の増加12億14百万円等によるものであります。  

  

  

平成21年５月18日に公表しました業績見通しの数値に変更はありません。  

  

  

該当事項はありません。  

  

①簡便な会計処理 

棚卸資産の評価方法 

 棚卸資産の簿価切下げに関して収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、簿価切下げ

を行う方法により算定しております。 

  

繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しましては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の

発生状況について、著しい変化がないと認められる場合は、前連結会計年度決算において使用した将来の業績予

測やタックス・プランニングを利用する方法により、また、著しい変化が認められた場合は、前連結会計年度決

算において使用した将来の業績予測やタックス・プランニングに当該著しい変化の影響を加味したものを利用す

る方法によっております。 

  

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

税金費用の計算 

 税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会

計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効

税率を使用して計算した金額を計上しております。 

 なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

  

該当事項はありません。  

  

２．連結財政状態に関する定性的情報

３．連結業績予想に関する定性的情報

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）

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）四半期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
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,322 5,263

受取手形及び売掛金 53,552 46,135

商品及び製品 32,651 43,828

仕掛品 3,332 3,288

原材料及び貯蔵品 7,614 8,508

未収入金 21,546 15,947

繰延税金資産 3,849 3,446

その他 2,944 4,607

貸倒引当金 △111 △77

流動資産合計 130,700 130,945

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 33,776 31,831

機械装置及び運搬具（純額） 47,089 40,320

土地 13,948 13,913

建設仮勘定 18,382 29,502

その他（純額） 2,893 3,226

有形固定資産合計 116,088 118,792

無形固定資産   

のれん 1,226 1,416

その他 3,349 3,458

無形固定資産合計 4,574 4,874

投資その他の資産   

投資有価証券 29,750 25,849

繰延税金資産 4,822 5,714

その他 5,514 6,387

貸倒引当金 △530 △533

投資その他の資産合計 39,556 37,416

固定資産合計 160,218 161,082

繰延資産 － 0

資産合計 290,918 292,027
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(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 47,067 35,968

短期借入金 34,913 39,199

コマーシャル・ペーパー 9,999 29,988

未払法人税等 348 426

賞与引当金 942 1,257

その他の引当金 1,725 1,200

その他 12,644 15,577

流動負債合計 107,638 123,614

固定負債   

社債 20,000 20,000

長期借入金 47,910 34,160

繰延税金負債 475 358

退職給付引当金 11,495 11,859

環境対策引当金 517 517

その他の引当金 283 635

負ののれん 44 87

その他 1,474 1,536

固定負債合計 82,198 69,151

負債合計 189,836 192,766

純資産の部   

株主資本   

資本金 24,211 24,211

資本剰余金 18,374 18,374

利益剰余金 64,543 66,624

自己株式 △5,369 △5,430

株主資本合計 101,759 103,781

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,692 △8

繰延ヘッジ損益 △1 △2

為替換算調整勘定 △4,874 △6,089

年金負債調整額 △1,969 △1,867

評価・換算差額等合計 △4,152 △7,965

新株予約権 163 201

少数株主持分 3,313 3,244

純資産合計 101,082 99,261

負債純資産合計 290,918 292,027
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 156,585 102,704

売上原価 123,200 84,747

売上総利益 33,386 17,957

販売費及び一般管理費 23,374 19,674

営業利益又は営業損失（△） 10,012 △1,717

営業外収益   

受取利息 103 46

受取配当金 570 343

負ののれん償却額 82 44

持分法による投資利益 16 13

為替差益 165 －

補助金収入 － 219

雑収入 501 353

営業外収益合計 1,438 1,017

営業外費用   

支払利息 772 649

為替差損 － 252

休止固定資産減価償却費 － 249

雑損失 186 131

営業外費用合計 958 1,281

経常利益又は経常損失（△） 10,492 △1,981

特別利益   

固定資産売却益 5 －

投資有価証券売却益 － 218

貸倒引当金戻入額 7 －

その他 16 16

特別利益合計 28 233

特別損失   

固定資産処分損 404 79

減損損失 － 242

その他 112 39

特別損失合計 515 360

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

10,004 △2,108

法人税等 4,998 △703

少数株主利益又は少数株主損失（△） 221 △5

四半期純利益又は四半期純損失（△） 4,785 △1,400
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

10,004 △2,108

減価償却費 10,797 10,007

退職給付引当金の増減額（△は減少） － △575

受取利息及び受取配当金 △674 △388

支払利息 772 649

売上債権の増減額（△は増加） △3,411 △6,705

たな卸資産の増減額（△は増加） △6,609 13,325

仕入債務の増減額（△は減少） 6,970 10,252

その他 △8,131 △9,439

小計 9,720 15,016

利息及び配当金の受取額 737 384

利息の支払額 △777 △654

補助金の受取額 － 623

訴訟関連損失の支払額 △875 －

法人税等の支払額 △3,563 △345

法人税等の還付額 － 3,106

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,243 18,131

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △12,635 △6,952

無形固定資産の取得による支出 △739 △239

投資有価証券の取得による支出 △531 －

投資有価証券の売却及び償還による収入 2,003 －

その他 △40 436

投資活動によるキャッシュ・フロー △11,941 △6,755

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） 2,641 △4,539

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） 6,999 △19,989

長期借入れによる収入 300 15,000

長期借入金の返済による支出 △2,983 △1,317

配当金の支払額 △1,413 △708

少数株主への配当金の支払額 △76 △63

その他 △2 △16

財務活動によるキャッシュ・フロー 5,465 △11,632

現金及び現金同等物に係る換算差額 △413 178

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,647 △79

現金及び現金同等物の期首残高 6,126 5,008

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

266 70

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,745 5,000

- 8 -

日本ゼオン㈱  （4205）  平成22年3月期  第2四半期決算短信



 該当事項はありません。 

  

前第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９月30日） 

当第２四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年９月30日） 

（注）１．事業区分の方法及び各区分に属する主要製品 

(1）事業区分の方法 

経営管理上採用している区分によっております。 

(2)各事業区分の主要製品 

  

   ２．会計処理の方法の変更 

前第２四半期連結累計期間  

   （棚卸資産の評価に関する会計基準） 

 第１四半期連結会計期間より「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）を適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結累計期間の営

業利益が、エラストマー素材事業で189百万円、高機能材料事業で1,024百万円、その他の事業で144百万円それ

ぞれ減少しております。 

当第２四半期連結累計期間  

該当事項はありません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  
エラストマ
ー素材事業 
（百万円） 

高機能材
料事業 
（百万円）

その他の
事業 
（百万円）

計
（百万円）

消去又は
全社 
（百万円）

連結 
（百万円） 

売上高             

(1)外部顧客に対する売上高  103,694 21,766 31,126 156,585  -  156,585

(2)セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 1,042 - 1,527 2,569 (2,569)  -

計  104,736 21,766 32,652 159,155 (2,569)  156,585

営業利益（△営業損失）  9,290 396 368 10,055 (43)  10,012

  
エラストマ
ー素材事業 
（百万円） 

高機能材
料事業 
（百万円）

その他の
事業 
（百万円）

計
（百万円）

消去又は
全社 
（百万円）

連結 
（百万円） 

売上高             

(1)外部顧客に対する売上高  60,290 22,444 19,969 102,704  -  102,704

(2)セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 466 - 351 817 (817)  -

計  60,756 22,444 20,320 103,520 (817)  102,704

営業利益（△営業損失）  △674 △642 △385 △1,701 (15)  △1,717

事業区分 主要製品

エラストマー素材

事業 

合成ゴム、合成ラテックス、化成品（Ｃ５石油樹脂、熱可塑性エラストマー

等） 

高機能材料事業 

化学品（合成香料、有機合成薬品等）、情報材料（電子材料、トナー関連製

品等）、高機能樹脂（シクロオレフィンポリマー樹脂、シクロオレフィンポ

リマー成型品） 

その他の事業 
ＲＩＭ配合液、ＲＩＭ成形品、医療器材、ブタジエン抽出技術等、塩ビコン

パウンド、包装物流資材、住宅資材、その他 
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３．追加情報  

前第２四半期連結累計期間  

 当社及び一部の国内連結子会社は、平成20年度の法人税法改正に伴う法定耐用年数の変更を契機として見直し

を行い、一部の機械装置について、第１四半期連結会計期間より、耐用年数の変更を行っております。この変更

に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結累計期間の営業利益が、エラストマー素材事業で

130百万円、高機能材料事業で613百万円、その他の事業で4百万円それぞれ減少しております。 

当第２四半期連結累計期間  

該当事項はありません。  

  

前第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９月30日） 

当第２四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年９月30日） 

 （注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっています。 

２．各区分に属する主な国又は地域 

(1)北米……………アメリカ 

(2)ヨーロッパ……イギリス、ドイツ、イタリア 

 (3)アジア…………タイ、シンガポール、韓国、中国  

    ３．会計処理の方法の変更 

前第２四半期連結累計期間 

    （棚卸資産の評価に関する会計基準） 

 第１四半期連結会計期間より「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）を適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結累計期間の

営業利益が、日本で1,356百万円減少しております。 

当第２四半期連結累計期間  

該当事項はありません。 

４．追加情報 

前第２四半期連結累計期間  

 当社及び一部の国内連結子会社は、平成20年度の法人税法改正に伴う法定耐用年数の変更を契機として見直

しを行い、一部の機械装置について、第１四半期連結会計期間より、耐用年数の変更を行っております。この

変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結累計期間の営業利益が、日本で747百万円

減少しております。  

当第２四半期連結累計期間 

該当事項はありません。   

〔所在地別セグメント情報〕

  
日本 

（百万円） 
北米

（百万円） 
ヨーロッパ
（百万円） 

アジア
（百万円） 

計
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結
（百万円） 

売上高               

(1)外部顧客に対する売上高  123,251  11,254  11,559  10,521  156,585  －  156,585

(2)セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 17,817  5,387  421  1,257  24,882  (24,882)  －

計  141,068  16,641  11,980  11,778  181,468  (24,882)  156,585

営業利益（△営業損失）  7,434  2,080  394  251  10,159  (147)  10,012

  
日本 

（百万円） 
北米

（百万円） 
ヨーロッパ
（百万円） 

アジア
（百万円） 

計
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結
（百万円） 

売上高               

(1)外部顧客に対する売上高  82,825  6,544  5,586  7,748  102,704  －  102,704

(2)セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 10,944  1,963  235  917  14,060  (14,060)  －

計  93,770  8,506  5,821  8,666  116,763  (14,060)  102,704

営業利益（△営業損失）  △668  △1,470  △161  160  △2,139  423  △1,717
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前第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９月30日） 

当第２四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年９月30日） 

 （注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっています。 

２．各区分に属する主な国又は地域 

(1）北米………………アメリカ、カナダ、メキシコ 

(2）ヨーロッパ………イギリス、ドイツ、イタリア 

(3）アジア……………中国、韓国、タイ、マレーシア、台湾 

(4）その他の地域……ブラジル、オーストラリア 

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

  

 該当事項はありません。 

  

 当社は平成21年10月14日開催の常務会において、平成23年３月を期限として、連結子会社であるゼオンポリミ

クス株式会社の合成ゴム加工事業を大津事業所に集約し川越事業所を閉鎖することを決議いたしました。 

  なお、当該閉鎖に伴い固定資産の減損損失他（約４億円）を第３四半期連結会計期間に特別損失として計上す

る見込みであります。   

〔海外売上高〕

  北米 ヨーロッパ アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（百万円）  14,179  17,728  35,394  1,337  68,639

Ⅱ 連結売上高（百万円）          156,585

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 9.1  11.3  22.6  0.9  43.8

  北米 ヨーロッパ アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（百万円）  9,147  8,806  26,499  905  45,356

Ⅱ 連結売上高（百万円）          102,704

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 8.9  8.6  25.8  0.9  44.2

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（７）重要な後発事象
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