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1.  21年12月期の連結業績（平成21年1月1日～平成21年12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12月期 127,560 △24.9 591 △67.1 518 △58.5 203 △67.8

20年12月期 169,759 1.6 1,796 △12.2 1,249 △32.4 631 △34.1

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
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12月期 1.83 ― 1.4 0.8 0.5
20年12月期 5.67 ― 4.3 1.8 1.1

（参考） 持分法投資損益 21年12月期  2百万円 20年12月期  2百万円

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12月期 63,219 14,272 22.5 127.89
20年12月期 66,527 14,398 21.6 129.25

（参考） 自己資本   21年12月期  14,245百万円 20年12月期  14,398百万円

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12月期 △926 △1,025 △2,782 2,668
20年12月期 1,342 2,504 △1,645 7,338

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

20年12月期 ― 2.00 ― 2.00 4.00 445 70.5 3.0
21年12月期 ― ― ― 3.00 3.00 334 163.9 2.3

22年12月期 
（予想）

― ― ― 3.00 3.00 51.1

3.  22年12月期の連結業績予想（平成22年1月1日～平成22年12月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

 

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

67,782 16.4 536 83.6 501 78.9 352 2,607.7 3.16

通期 138,716 8.7 1,295 119.1 1,128 117.8 654 222.2 5.87
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4.  その他 

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

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

（注）詳細は17ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」及び23ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更」をご覧下さい。 

(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、27ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年12月期 112,714,687株 20年12月期 112,714,687株

② 期末自己株式数 21年12月期  1,326,735株 20年12月期  1,315,912株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年12月期の個別業績（平成21年1月1日～平成21年12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12月期 111,763 △28.6 457 △71.1 508 △60.8 392 △46.5

20年12月期 156,565 △5.0 1,582 △15.3 1,296 △24.3 733 △13.4

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

21年12月期 3.52 ―

20年12月期 6.58 ―

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12月期 54,933 14,213 25.9 127.60
20年12月期 61,469 14,111 23.0 126.68

（参考） 自己資本 21年12月期  14,213百万円 20年12月期  14,111百万円

2.  22年12月期の個別業績予想（平成22年1月1日～平成22年12月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等について
は３ページ「１．経営成績（１）経営成績に関する分析」をご覧下さい。 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
累計期間

56,012 7.7 359 91.0 377 55.1 195 21.1 1.75

通期 115,736 3.6 874 91.2 810 59.4 391 △0.3 3.51
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（1）経営成績に関する分析 

当連結会計年度におけるわが国経済は、景気に一部持ち直しの兆しが見えてきたものの、昨年来の世界経済悪化の

影響は依然として極めて深刻であり、所得や雇用環境に対する不安の高まりとともに個人消費が低迷し、あわせて製

品価格の下落によるデフレスパイラルの様相を呈する等、全般に厳しい状況の中で推移しました。 

当社グループは、このような厳しい経営環境こそ、いかなる不況にも耐えうる企業体質の再構築を図る絶好の機会

であると捉え、「着実な成長と発展」を標榜した中期経営計画の完遂に向けた施策の実行を図るとともに、経費の徹

底した効率的使用、棚卸資産の圧縮、仕入先及び販売先との取引条件の見直し、資金調達の見直し等による財務体質

の強化と新規事業分野への進出強化等を実行してまいりました。 

この結果、当連結会計年度の売上高は1,275億60百万円（前連結会計年度比24.9％減）、営業利益は５億91百万円

（前連結会計年度比67.1％減）、経常利益は５億18百万円（前連結会計年度比58.5％減）、当期純利益は２億３百万

円（前連結会計年度比67.8％減）となりました。 

 以下、各事業の状況をご報告申し上げます。 

なお、各事業における営業利益の前連結会計年度比は、前連結会計年度のセグメント情報の営業費用配賦方法を

変更したものと比較しています。 

【化学品事業】 

 化学品部門につきましては、化学品関連は、株式会社佐藤商行の連結子会社化による事業拡大を図ったものの、住

宅・建材・製紙及びエレクトロニクス向け原材料が大幅に落ち込み、またハイブリッド省エネ機器は、重油の価格下

落により買い控えが続き、減収・減益となりました。 

科学システム関連は、株式会社モリテックスより譲り受けた理化学機器事業により増収となったものの、主力のシ

ョウデックスカラムが、各種研究機関における設備投資予算の大幅削減の影響を受け、減収・減益となりました。 

肥料農材関連は、肥料原料価格の国際的市況の低下による製品価格の大幅な下落や国内農産物価格の安値定常化に

加え、肥料・土壌改良資材を中心に需要家の買い控えが続き、減収・減益となりました。 

以上の結果、売上高は256億31百万円（前連結会計年度比7.9％減）、営業利益は２億６百万円（前連結会計年度比

44.8％減）となりました。 

【合成樹脂事業】 

 合成樹脂部門につきましては、原料関係は、中国向け輸出が好調に推移し、さらに下期に入ってからは国内需要も

緩やかに回復したものの、世界経済悪化を受けた上期の急激な落ち込みをカバーできず、減収・減益となりました。

製品関係は、当社連結子会社の昭光プラスチック製品株式会社と太陽産業株式会社との合併や昭炭商事株式会社か

ら化成品事業を譲り受けましたが、製品全般にわたる販売低迷により、減収・減益となりました。 

以上の結果、売上高は449億18百万円（前連結会計年度比25.4％減）、営業利益は１億90百万円（前連結会計年度

比59.2％減）となりました。 

【金属事業】 

 金属部門につきましては、軽金属関連は、下期に入り需要に明るい兆しは出てきたとはいえ、主力の軽圧品やアル

ミ合金が、前連結会計年度に引き続くＩＴ及び自動車産業分野の低迷により受注が低調に推移したことに加え、アル

ミスクラップも合金メーカーの生産減の影響を受け、減収・減益となりました。 

   無機材料関連は、鉄鋼業界やＩＴ関連産業の低迷により、全商材の需要激減により、減収・減益となりました。 

以上の結果、売上高は330億99百万円（前連結会計年度比38.5％減）、営業利益は19百万円（前連結会計年度比

97.6％減）となりました。 

【生活環境事業】 

 生活環境部門につきましては、住宅建材関連は、開発商材であるジャストベース（固定柱脚）の出荷が好調であっ

たものの、他の主力商材である外壁材（ラムダ）等が公共事業削減や不動産業界の不況の影響を受け、減収・増益と

なりました。 

   食品関連は、主力のグリシン及びコーンフレーク等の販売が堅調に推移しました。 

不動産関連は、主力のマンション事業が不動産業界の深刻な不況により低調に推移したものの、賃貸事業が比較的

堅調に推移し、減収・増益となりました。 

以上の結果、売上高161億58百万円（前連結会計年度比12.1％減）、営業利益は３億34百万円（前連結会計年度比

87.6％増）となりました。 

１．経営成績
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【情報電材その他事業】 

 情報電材その他部門につきましては、エレクトロニクス関連は、主力の携帯電話やデジタル家電向け関連商材が、

世界経済失速の煽りを受けたＩＴ産業の需要低迷と、仕入先の業界再編等により減収・減益となりました。 

   保険関連は、マルチ火災保険の増収により、堅調に推移しました。 

以上の結果、売上高は77億52百万円（前連結会計年度比18.9％減）、営業損失は1億66百万円（前連結会計年度は

７百万円の営業損失）となりました。  

今後の見通しにつきましては、金融危機後の各国の経済政策により徐々に回復の兆しが顕著になるものと予想され

ます。特に顕著な中国をはじめとするアジア圏内での回復は我が国の経済の牽引役と期待され、輸出関係を中心に好

影響を与えるものと考えられます。 

一方、内需関連の産業はやや回復の出足が遅い事に加え、円高による為替の影響等不安定材料も多く、引き続き厳

しい状況の中で推移するものと予想されます。 

このような情勢のもと、当社グループは、この厳しい経営環境は新たなビジネスチャンスの到来と認識し、2010年

を目標年度とした中期経営計画を確実に実行し、いかなる環境にも柔軟に対応できる企業基盤の構築を強力に推進し

てまいります。  

(2）財政状態に関する分析 

 １.当期の資産、負債、純資産の状況                                                      （単位：百万円）

 資産は、前期末に比べ33億８百万円減少しました。これは資金の効率的運用により現金及び預金が減少したこと

と、在庫圧縮により商品及び製品等が減少したことが主な要因です。 

 負債は、前期末に比べ31億83百万円減少しました。これは返済により短期借入金が減少したことが主な要因で

す。 

 総資産が減少した結果、自己資本比率は0.9ポイント上昇して22.5％となりました。 

  

２．キャッシュ・フローの状況 

 当期の連結キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。 

  資産 負債 純資産 自己資本比率（％）

平成21年12月 当期  63,219  48,946  14,272 ％ 22.5

平成20年12月 前期  66,527  52,129  14,398 ％ 21.6

増減額  △3,308  △3,183  △126  －

  （単位：百万円）

科目 
前連結会計期間

自平成20年１月１日 
至平成20年12月31日 

当連結会計期間 
自平成21年１月１日 
至平成21年12月31日 

増減

営業活動によるキャッシュ・フロー  1,342  △926  △2,268

投資活動によるキャッシュ・フロー  2,504  △1,025  △3,529

財務活動によるキャッシュ・フロー  △1,645  △2,782  △1,137

現金及び現金同等物に係る換算差額  △115  19  134

現金及び現金同等物の増減額（減少は△）  2,085  △4,716  △6,801

現金及び現金同等物期首残高  5,195  7,338  2,143

新規連結、連結除外に伴う現金及び 

現金同等物の増減額(減少は△)  
 56  15  △41

非連結子会社との合併に伴う現金及び 

現金同等物の増加額  
 －  31  31

現金及び現金同等物期末残高  7,338  2,668  △4,670
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 当連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれぞれの要因は次のとおりであります。 

 当連結会計期間のキャッシュ・フローについては、営業活動により９億26百万円減少し、投資活動により10億25

百万円減少し、財務活動により27億82百万円減少し、この結果、現金及び現金同等物は47億16百万円減少となり、

当連結会計期間末残高は26億68百万円（前連結会計期間末比63.6％減）となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益５億94百万円、減価償却費２億38百万円に加

え、たな卸資産の減少32億64百万円等による収入はありましたが、売上債権の増加14億39百万円、仕入債務の減少

28億７百万円等により９億26百万円の支出（前連結会計期間は13億42百万円の収入）となりました。 

（投資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・フローは、預け金の増加６億34百万円、有形固定資産等の取得による支出２億63百

万円、貸付けによる支出１億２百万円等により10億25百万円の支出（前連結会計期間は25億４百万円の収入）とな

りました。 

（財務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・フローは、短期借入金の減少25億52百万円、配当金の支払２億25百万円等により27

億82百万円の支出（前連結会計期間は16億45百万円の支出）となりました。 

 以上の結果、当連結会計期間末の現金及び現金同等物は前連結会計期間末に比べ46億70百万円減少して、26億68

百万円となりました。 

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

(注) 1.各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 

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

   3.営業キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使 

    用しております。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている借入金を対象としております。 

    また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息支払額を使用しております。 

   4.平成19年12月期及び平成21年12月期については、営業キャッシュ・フローがマイナスのため、キャッ  

    シュ・フロー対有利子負債比率及びインタレスト・カバレッジ・レシオの表示はしておりません。 

  

  

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 利益配分につきましては、株主の皆様への安定的かつ継続的な配分を重要な経営課題の一つと認識し、中長期的視

点からの利益水準、財務状況等と各期の収益状況及び今後の事業展開等を勘案して決定する事を基本としておりま

す。 

 内部留保に関しましては、将来の収益の柱となる新規事業の育成ならびに財務体質の一層の充実に活用してまいり

ます。 

   

  平成17年12月期 平成18年12月期 平成19年12月期 平成20年12月期 平成21年12月期

自己資本比率(%)     21.9 20.9  20.5  21.6  22.5

時価ベースの自己資本比率(%)       41.3  30.6  22.1  17.9  19.0

キャッシュ・フロー 

対有利子負債比率(年)  
 6.2  4.0  －  5.1  －

インタレスト・カバレッジ・

レシオ(倍) 
 10.4  16.5  －  6.2  －
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 当社の企業集団は、当社を中核として子会社19社並びに関連会社６社、親会社１社で構成され、化学品、合成樹脂、

金属、生活環境、情報電材その他の販売を主な内容として事業活動を展開しております。 

 なお、親会社である昭和電工㈱は当社の大部分の事業における販売先かつ仕入先であります。 

 当グループを構成する子会社及び関連会社は下記のとおりであります。 

  

２．企業集団の状況

事業部門 主な会社名 主要な事業内容 

化学品事業 昭光サイエンティフィック㈱  分析機器及び関連製品の製造及び販売  

  ＳＩサイエンス㈱  安定同位体化合物の製造及び販売、関連する機器・消耗

品の販売及び受託分析事業  

  昭光通商アグリ㈱ 肥料、農業資材、農薬の販売 

  昭和培土㈱ 培土の製造・販売及び肥料、苗の販売 

  大利両毛アグリ㈱ 肥料、農業資材、農薬の販売 

  ㈱佐藤商行  化学工業薬品、合成樹脂及び合成樹脂成型品、食品添加

物、医薬中間物等の販売  

  昭亜㈱  化学工業薬品等の輸出入 

  その他 ５社   

      

合成樹脂事業 昭光プラスチック製品㈱ 合成樹脂製品及び原料の販売 

  コスモ化成工業㈱ 輸出梱包用バリヤー包材及び乾燥剤の加工及び販売 

  その他 １社   

      

金属事業 連雲港昭華鉱産有限公司 各種セラミックス原料の加工及び販売 

  ㈱サンジュニア ソーラーシステムの製造、工事及び販売 

      

生活環境事業 協三軽金属㈱ アルミスペーサーの製造及び販売 

  興産ビルサービス㈱ ビルの管理（清掃、設備管理、警備）、マンション管

理、社宅・独身寮の管理、リフォーム 

  ㈲ゼット・ティー・エム 不動産の売買、賃貸 

      

情報電材その他事業 ㈱ゆーらむ 総合人材ビジネス業 

  昭光通商保険サービス㈱  保険代理店業 

  昭光通商(上海)有限公司 各種原料・製品の輸出入 

  Shoko America,Inc. ショウデックス製品（カラム及び関連製品）の販売、科

学システム機器商材の開発、エレクトロニクス材料の輸

出入 

  その他 １社   
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 事業の系統図は次のとおりであります。 

（注） ※1は連結子会社であります。 

※2は持分法適用非連結子会社であります。 
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(1)会社の経営の基本方針 

 当社グループは、株主、取引先、社員を始めとする全てのステークホルダーから信頼される商社として、常に専門

性と機能性の向上に努め、公正で自由な営業活動に注力し、企業価値を高め、個性ある企業集団を目ざしておりま

す。 

 また、経営環境のいかなる変化にも揺るぎない経営体質と将来を見据えた新しいビジネスへ挑戦する風土づくりに

取り組み、コンプライアンスを踏まえた透明度の高い経営を行うことを基本としております。 

  具体的には、２００７年からの４ヶ年の中期経営計画の主要な経営施策として、ポートフォリオマネジメントの徹

底、リスクマネジメントの強化、内部統制システムの整備と強化、人材の育成と活用などを掲げ、社会に貢献する商

社としてその地位のさらなる強化に邁進してまいります。 

  

(2)目標とする経営指標 

 当社グループは、事業活動の成果を示す営業利益率と企業の持つ総資産が利益獲得にどれだけ有効に活用されてい

るかを示すＲＯＡ（総資産利益率）を重要な経営指標としており、次期連結会計年度は、営業利益率0.93％とＲＯＡ

1.98％を目標にしております。 

  

(3)中長期的な会社の経営戦略 

 当社グループでは、２００７年から２０１０年を目標年度とした４ケ年の中期経営計画を実行中です。この計画

は、２０１０年を 終年度として、着実に成長と発展を持続させるために、環境の変動に影響を受けない強い競争力

と強い収益力を持つ事業体質の構築をさらに促進するとともに、自立性を高めた昭光通商グループの実現を目指して

策定しました。 

 次の３点を「２０１０年経営ビジョン」として掲げ、当社グル－プ各社が持つノウハウや情報を共有化し、総合力

を発揮して個性と特色ある企業集団を目指すことにより、企業価値をより一層高め、あらゆるステークホルダーにと

って魅力ある会社へと成長させてまいります。 

        Ⅰ．自立した体質、自立した活動へと変革し、着実に成長する事業基盤をつくる。 

    Ⅱ．顧客満足度を一層高める営業へと変革し、顧客とともに成長する。 

    Ⅲ．一人ひとりが自己を改革し、専門力ある戦う集団、挑戦する風土を形成する。 

  

(4)会社の対処すべき課題 

 当社グループは、２００７年から４ヶ年の中期経営計画「２０１０年経営ビジョン」を実現するために、安定した

収益構造を実現すると同時に、新規事業の創出を可能とする事業体質をつくり上げてまいります。 

 ２０１０年は、需要旺盛な中国等に牽引される形で、世界経済は緩やかに持ち直していくとの見方はあるものの、

本格的な回復には未だ程遠いと言わざるを得ません。引き続き厳しい状況で推移されることが予想される中、当社は

どのような不況にも耐えうる企業体質の構築を目指し、特に2010年は次の３点を対処すべき共通の課題として着実に

実行していく所存です。 

       Ⅰ．新規事業及び海外事業の実績化 

今まで、新規事業の開発・発掘および海外取引拡大のために、新規開発グループ・海外事業本部を

組織化してきました。海外については韓国支店をはじめとしていくつかの海外拠点を設置してきま

した。今後、この体制の上に立って成果を確実に顕現させてまいります。 

       Ⅱ．利益率及び営業効率の向上 

付加価値の高い事業スキームの構築を図り、小口取引、不採算取引の整理・統合・移管等を推進し

てまいります。あわせて戦略的人的配置を実行し一人当たりの収益性の向上を図ります。 

       Ⅲ．キャッシュ・フローの改善 

物流費や一般経費の効率的使用に努めるとともに、在庫の削減、運賃等物流費の削減、取引条件の

改善等を確実に実行し、不要な資産の圧縮を図り財務体質を強化してまいります。 

  

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：百万円）

前連結会計年度 
(平成20年12月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,371 2,490

グループ内預け金 3,001 202

受取手形及び売掛金 35,804 38,276

たな卸資産 7,618 －

商品及び製品 － 2,816

販売用不動産 － 17

仕掛品 － 25

仕掛販売用不動産 － 414

原材料及び貯蔵品 － 203

繰延税金資産 314 361

預け金 5,515 6,150

その他 1,044 580

貸倒引当金 △438 △294

流動資産合計 57,232 51,245

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,997 2,378

機械装置及び運搬具（純額） 164 133

土地 3,817 5,865

その他（純額） 38 109

有形固定資産合計 6,018 8,486

無形固定資産   

のれん 13 45

借地権 147 147

その他 43 59

無形固定資産合計 204 252

投資その他の資産   

投資有価証券 1,820 1,854

長期貸付金 107 144

繰延税金資産 130 142

その他 1,209 1,328

貸倒引当金 △197 △233

投資その他の資産合計 3,071 3,235

固定資産合計 9,294 11,974

資産合計 66,527 63,219
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成20年12月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 38,723 37,148

短期借入金 3,870 2,776

未払法人税等 247 242

預り金 － 870

賞与引当金 160 148

その他 2,182 832

流動負債合計 45,183 42,019

固定負債   

社債 3,000 3,000

リース債務 － 182

退職給付引当金 981 858

預り保証金 2,333 2,262

繰延税金負債 0 0

再評価に係る繰延税金負債 587 587

負ののれん 10 0

その他 32 35

固定負債合計 6,945 6,927

負債合計 52,129 48,946

純資産の部   

株主資本   

資本金 8,021 8,021

資本剰余金 0 0

利益剰余金 6,679 6,619

自己株式 △216 △217

株主資本合計 14,485 14,423

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 410 374

繰延ヘッジ損益 △0 △30

土地再評価差額金 △489 △489

為替換算調整勘定 △8 △32

評価・換算差額等合計 △87 △178

少数株主持分 － 26

純資産合計 14,398 14,272

負債純資産合計 66,527 63,219
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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20年１月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 169,759 127,560

売上原価 160,592 120,272

売上総利益 9,167 7,288

販売費及び一般管理費   

販売費 1,456 1,116

一般管理費 5,914 5,580

販売費及び一般管理費合計 7,371 6,697

営業利益 1,796 591

営業外収益   

受取利息 57 39

受取配当金 63 83

負ののれん償却額 10 10

持分法による投資利益 2 2

その他 60 71

営業外収益合計 195 207

営業外費用   

支払利息 218 194

受取手形売却損 127 41

為替差損 313 5

その他 82 39

営業外費用合計 742 280

経常利益 1,249 518

特別利益   

投資有価証券売却益 11 194

貸倒引当金戻入額 96 192

償却債権取立益 15 10

その他 2 16

特別利益合計 125 413

特別損失   

固定資産除売却損 7 11

たな卸資産除却損 10 －

子会社株式売却損 － 118

投資有価証券売却損 12 －

投資有価証券評価損 40 0

貸倒引当金繰入額 5 －

工事補償和解金 15 －

土壌改良費用 14 －

たな卸資産評価損 － 184

その他 20 23

特別損失合計 126 338

税金等調整前当期純利益 1,248 594

法人税、住民税及び事業税 553 373

法人税等調整額 63 24

法人税等合計 617 397

少数株主損失（△） － 6

当期純利益 631 203
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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20年１月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 8,021 8,021

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 8,021 8,021

資本剰余金   

前期末残高 1 0

当期変動額   

自己株式の処分 △0 △0

自己株式処分差損の振替 － 0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 0 0

利益剰余金   

前期末残高 6,454 6,679

当期変動額   

剰余金の配当 △445 △222

当期純利益 631 203

連結子会社増加に伴う増加 34 －

連結子会社減少に伴う減少 － △27

連結子会社の非連結子会社合併による減少 － △17

持分法適用会社増加に伴う増加 5 4

自己株式処分差損の振替 － △0

当期変動額合計 225 △60

当期末残高 6,679 6,619

自己株式   

前期末残高 △212 △216

当期変動額   

自己株式の取得 △6 △2

自己株式の処分 1 1

当期変動額合計 △4 △0

当期末残高 △216 △217

株主資本合計   

前期末残高 14,264 14,485

当期変動額   

剰余金の配当 △445 △222

当期純利益 631 203

連結子会社増加に伴う増加 34 －

連結子会社減少に伴う減少 － △27

連結子会社の非連結子会社合併による減少 － △17

持分法適用会社増加に伴う増加 5 4

自己株式の取得 △6 △2

自己株式の処分 1 0

当期変動額合計 220 △61

当期末残高 14,485 14,423
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年１月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12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 1,003 410

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △593 △36

当期変動額合計 △593 △36

当期末残高 410 374

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 1 △0

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1 △30

当期変動額合計 △1 △30

当期末残高 △0 △30

土地再評価差額金   

前期末残高 58 △489

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △547 －

当期変動額合計 △547 －

当期末残高 △489 △489

為替換算調整勘定   

前期末残高 △24 △8

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 16 △24

当期変動額合計 16 △24

当期末残高 △8 △32

評価・換算差額等合計   

前期末残高 1,038 △87

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,125 △91

当期変動額合計 △1,125 △91

当期末残高 △87 △178

少数株主持分   

前期末残高 － －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － 26

当期変動額合計 － 26

当期末残高 － 26
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年１月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

純資産合計   

前期末残高 15,303 14,398

当期変動額   

剰余金の配当 △445 △222

当期純利益 631 203

連結子会社増加に伴う増加 34 －

連結子会社減少に伴う減少 － △27

連結子会社の非連結子会社合併による減少 － △17

持分法適用会社増加に伴う増加 5 4

自己株式の取得 △6 △2

自己株式の処分 1 0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,125 △64

当期変動額合計 △905 △125

当期末残高 14,398 14,272
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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20年１月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12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 1,248 594

減価償却費 241 238

負ののれん償却額 △10 △10

退職給付引当金の増減額（△は減少） △100 △98

貸倒引当金の増減額（△は減少） △12 △161

受取利息及び受取配当金 △121 △122

支払利息 218 194

持分法による投資損益（△は益） － △2

為替差損益（△は益） 313 －

有形固定資産除売却損益（△は益） 7 8

投資有価証券売却益 △11 △194

投資有価証券売却損 12 －

子会社株式売却損益（△は益） － 118

投資有価証券評価損益（△は益） 40 0

ゴルフ会員権売却損益（△は益） △0 －

売上債権の増減額（△は増加） 7,833 △1,439

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,180 3,264

仕入債務の増減額（△は減少） △6,641 △2,807

その他 243 △44

小計 2,079 △463

利息及び配当金の受取額 133 116

利息の支払額 △216 △193

法人税等の支払額 △654 △386

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,342 △926

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 △51 △20

定期預金の払戻による収入 65 21

預け金の純増減額（増加は△） 2,869 △634

有形固定資産の取得による支出 △151 △263

有形固定資産の売却による収入 29 12

投資有価証券の取得による支出 △11 △58

投資有価証券の売却による収入 45 353

関係会社株式の取得による支出 △67 △110

出資金による支出 △105 △36

出資金の回収による収入 － 18

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

－ 49

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
収入

－ 31

営業譲受による支出 － △355

貸付けによる支出 △186 △102

貸付金の回収による収入 83 69

その他 △14 －

投資活動によるキャッシュ・フロー 2,504 △1,025

昭光通商㈱（8090）平成21年12月期決算短信

15



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成20年１月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12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） 305 △2,552

コマーシャル・ペーパーの発行による収入 － 9,400

コマーシャル・ペーパーの償還による支出 △1,500 △9,400

自己株式の取得・売却による純支出 △5 △1

リース債務の返済による支出 － △3

配当金の支払額 △445 △225

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,645 △2,782

現金及び現金同等物に係る換算差額 △115 19

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,085 △4,716

現金及び現金同等物の期首残高 5,195 7,338

新規連結、連結除外に伴う現金及び現金同等物の増
減額（減少は△）

56 15

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の
増加額

－ 31

現金及び現金同等物の期末残高 7,338 2,668
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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

  
前連結会計年度

(自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日) 

１ 連結の範囲に関する事項

  

(1）連結子会社の数 11社 

  会社名 昭和培土㈱ 

  三重化成㈱ 

  大利両毛アグリ㈱ 

  コスモ化成工業㈱ 

  興産ビルサービス㈱ 

  ㈱ゆーらむ 

  昭光通商(上海)有限公司 

  昭光通商保険サービス㈱ 

  昭光通商アグリ㈱ 

  昭光プラスチック製品㈱ 

  協三軽金属㈱ 

  会社分割により新会社となりました

昭光通商アグリ㈱、会社分割し、非連

結子会社でありました㈱ケミコジャパ

ンに承継し社名変更いたしました昭光

プラスチック製品㈱、及び非連結子会

社でありました協三軽金属㈱につきま

しては重要性が増したために、新たに

連結の範囲に含めております。 

(1）連結子会社の数 14社 

  会社名  昭和培土㈱ 

  大利両毛アグリ㈱ 

  コスモ化成工業㈱ 

  興産ビルサービス㈱ 

  ㈱ゆーらむ 

  昭光通商(上海)有限公司 

  昭光通商保険サービス㈱ 

  昭光通商アグリ㈱ 

  昭光プラスチック製品㈱ 

  協三軽金属㈱ 

 ㈲ゼット・ティー・エム  

  ㈱佐藤商行 

 昭光サイエンティフィック㈱

 ＳＩサイエンス㈱  

  三重化成㈱は売却したため、連結の

範囲から除外しております。 

 また、前連結会計年度まで持分法適

用非連結子会社としておりました㈲ゼ

ット・ティー・エムにつきましては重

要性が増したため、連結の範囲に含め

ております。 

 さらに、会社分割により新会社とな

りました昭光サイエンティフィック

㈱、ＳＩサイエンス㈱、新たに株式を

取得した㈱佐藤商行を連結の範囲に含

めております。 

  

  

  

  

(2）非連結子会社の名称等 

主要な非連結子会社の名称 

 Shoko America,Inc. 

 ㈲ゼット・ティー・エム 

(2）非連結子会社の名称等 

主要な非連結子会社の名称 

 Shoko America,Inc. 

 昭亜㈱ 

 前連結会計年度まで持分法適用の非

連結子会社であった㈲ゼット・ティ

ー・ エムは連結の範囲に含めたた

め、持分法の適用範囲から除外してお

ります。 

  

  

(3）非連結子会社について連結の範囲から

除いた理由 

 非連結子会社は、いずれも小規模会

社であり、総資産、売上高・当期純損

益(持分に見合う額)及び利益剰余金

(持分に見合う額)等の合計額はいずれ

も連結財務諸表に重要な影響を及ぼし

ておりません。 

(3）非連結子会社について連結の範囲から

除いた理由 

  同左 
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前連結会計年度

(自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日) 

２ 持分法の適用に関する事

項 

(1）持分法適用の非連結子会社の数 

２社

  会社名 Shoko America,Inc.  

    ㈲ゼット・ティー・エム 

 小規模会社であり、連結財務諸表に

及ぼす影響は小さいものの、事業の重

要な機能の一部を担う事となったた

め、Shoko America,Inc.及び㈲ゼッ

ト・ティー・エムを新たに持分法の範

囲に含めております。 

(1）持分法適用の非連結子会社の数 

２社

  会社名 Shoko America,Inc.  

    昭亜㈱ 

 小規模会社であり、連結財務諸表に

及ぼす影響は小さいものの、事業の重

要な機能の一部を担う事となったた

め、昭亜㈱を新たに持分法の範囲に含

めております。 

  

  

(2）持分法適用の関連会社の数 

０社

(2）持分法適用の関連会社の数 

  同左 

  

  

  

(3）持分法を適用しない非連結子会社及び

関連会社のうち、主要な会社等の名称

主要な非連結子会社の名称 

  ㈲サン・クローバー 

(3）持分法を適用しない非連結子会社及び

関連会社のうち、主要な会社等の名称

主要な非連結子会社の名称 

  ㈲サン・クローバー 

  

  

主要な関連会社の名称 

 ㈱サンジュニア 

主要な関連会社の名称 

 ㈱サンジュニア 

  

  

(4）非連結子会社及び関連会社について持

分法を適用しない理由 

 持分法を適用していない非連結子会

社５社及び関連会社４社については、

当期純損益(持分に見合う額)及び利益

剰余金（持分に見合う額）等の合計額

が連結財務諸表に重要な影響を及ぼし

ていないため、持分法の適用から除外

しております。 

(4）非連結子会社及び関連会社について持

分法を適用しない理由 

 持分法を適用していない非連結子会

社３社及び関連会社６社については、

当期純損益(持分に見合う額)及び利益

剰余金（持分に見合う額）等の合計額

が連結財務諸表に重要な影響を及ぼし

ていないため、持分法の適用から除外

しております。 

３ 連結子会社の事業年度等

に関する事項 

 連結子会社の決算日はいずれも12月31日

であります。 

  同左 
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前連結会計年度

(自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日) 

４ 会計処理基準に関する事

項 

    

(1) 重要な資産の評価基準

及び評価方法 

  

  

①有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

 決算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) 

①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 

 移動平均法による原価法 

時価のないもの 

同左 

  

  

②デリバティブ取引 

時価法 

②デリバティブ取引 

同左 

  

  

③たな卸資産 

  商品、製品、原材料、仕掛品、 

  貯蔵品 

   主として移動平均法による原価法 

③たな卸資産 

  商品及び製品、仕掛品、 

  原材料及び貯蔵品 

   主として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） 

    販売用不動産、仕掛販売用不動産 

   個別法による原価法 

  販売用不動産、仕掛販売用不動産 

個別法による原価法（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） 

    

  

  

  

  

   （追加情報）   

当連結会計年度において、保有目的

の変更により販売用不動産から建物へ

425百万円、構築物へ69百万円、土地

へ2,095百万円振り替えております。

    

  

  

  

  

（会計処理の変更） 

従来、商品及び製品、仕掛品、原材

料及び貯蔵品は移動平均法による原価

法、販売用不動産、仕掛販売用不動産

は個別法による原価法によっておりま

したが、当連結会計年度より「棚卸資

産の評価に関する会計基準」（企業会

計基準第９号）を適用したことに伴

い、商品及び製品、仕掛品、原材料及

び貯蔵品は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）、販

売用不動産、仕掛販売用不動産は個別

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）により算定しておりま

す。  

これにより、従来の方法によった場

合に比べて、営業利益及び経常利益は

114百万円減少し、税金等調整前当期

純利益は299百万円減少しておりま

す。 

なお、セグメント情報に与える影響

は当該箇所に記載しております。  

昭光通商㈱（8090）平成21年12月期決算短信

19



  

  
前連結会計年度

(自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日) 

(2) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

①有形固定資産 

 主として定率法による減価償却を実

施しております。又、平成10年４月１

日以降に取得した建物(建物附属設備

を除く)については、定額法で減価償

却を実施しております。 

 なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。 

建物及び構築物  ７年～50年 

機械装置     ３年～13年 

①有形固定資産（リース資産除く） 

同左 

   （追加情報） 

 法人税法の改正に伴い、平成19年３

月31日以前に取得した有形固定資産に

ついて、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。 

 なお、これによる損益に与える影響

は軽微であります。 

 （追加情報） 

 当社及び国内連結子会社の機械装置

の耐用年数については、当連結会計年

度より、法人税法の改正を契機として

見直しを行い、改正後の法人税法に基

づく耐用年数に変更しております。  

これによる損益に与える影響は軽微

であります。 

  

  

②無形固定資産 

 定額法による減価償却を実施してお

ります。ただし、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)に基づく定額法を採用して

おります。 

②無形固定資産（リース資産除く） 

同左 

  

  

  

  

③リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース

取引に係るリース資産の減価償却の方

法については、リース期間を耐用年数

とし、残存価額を零とする定額法を採

用しております。 

（会計処理の変更） 

所有権移転外ファイナンス・リース

取引については、従来、賃貸借取引に

係る方法に準じた会計処理によってお

りましたが、「リース取引に関する会

計基準」（企業会計基準第13号）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）を当連結会計年度から適用し、通

常の売買取引に係る会計処理によって

おります。 

これによる損益に与える影響は軽微

であり、セグメント情報における記載

も省略しております。 

なお、リース取引開始日が適用初年

度開始前の所有権移転外ファイナン

ス・リース取引については、通常の賃

貸借取引に係る方法に準じた会計処理

によっております。  

  

  

③長期前払費用 

 定額法による減価償却を実施してお

ります。 

④長期前払費用 

同左 
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前連結会計年度

(自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日) 

(3) 重要な引当金の計上基

準 

①貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備えるた

め一般債権については、過去の貸倒実

績率等に基づいて計上し、貸倒懸念債

権等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。 

①貸倒引当金 

同左 

  

  

②賞与引当金 

 従業員に対して支給する賞与の支払

に充てるため、将来の支給見込額に基

づき、当連結会計年度に帰属する額を

計上しております。 

②賞与引当金 

同左 

  

  

③退職給付引当金 

 従業員の退職により支給する退職給

付に充てるために、当連結会計年度末

における退職給付債務及び年金資産の

見込額に基づき、当連結会計年度末に

おいて発生していると認められる額を

計上しております。 

 数理計算上の差異については、その

発生時の従業員の平均残存勤務期間以

内の一定の年数（10年）による按分額

を翌連結会計年度から費用処理するこ

ととしております。 

③退職給付引当金 

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。 

────── 

(5) 重要なヘッジ会計の方

法 

①ヘッジ会計の方法 

 繰延ヘッジ処理によっております。

為替予約等が付されている外貨建金銭

債権債務等については、振当処理を行

っております。 

①ヘッジ会計の方法 

同左 

  

  

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

 ヘッジ手段 

  為替予約取引 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

  

  

 ヘッジ対象 

外貨建金銭債権債務 

  

  

  

③ヘッジ方針 

 リスクヘッジ取引は「貿易管理規

程」及び「外国為替予約管理取扱要

領」等の内部規程に基づき、為替変動

リスクのヘッジを目的に外国為替取引

を利用しております。 

③ヘッジ方針 

同左 

  

  

④ヘッジの有効性評価の方法 

 ヘッジ手段の変動額の累計額とヘッ

ジ対象の変動額の累計額を比較して有

効性の判断を行っております。 

④ヘッジの有効性評価の方法 

同左 

(6) その他連結財務諸表作

成のための重要な事項

消費税等の会計処理 

 税抜方式を採用しております。 

消費税等の会計処理 

同左 
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前連結会計年度

(自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日) 

５ 連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項 

 連結子会社の資産及び負債の評価方法は

部分時価評価法によっております。 

同左 

６  のれん及び負ののれんの

償却に関する事項 

 のれん及び負ののれんの償却につきまし

ては、５年間の定額法により償却を行って

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からなって

おります。なお、昭和電工グループ内の資

金であるCMS(キャッシュ・マネジメント・

システム）への預け金を「グループ内預け

金」として現金同等物に含めております。

同左 
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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20年１月１日 
至 平成20年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年１月１日 
至 平成21年12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」の適用  

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）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。 

表示方法の変更

  
前連結会計年度

(自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日) 

  ──────  （連結貸借対照表） 

「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日内閣府令第50号）が適

用となる事に伴い、前連結会計年度において、

「たな卸資産」に含めて表示しておりましたも

のは、当連結会計年度から「商品及び製品」

（前連結会計年度4,513百万円）「販売用不動

産」（前連結会計年度1,611百万円）「仕掛

品」（前連結会計年度17百万円）「仕掛販売用

不動産」（前連結会計年度1,209百万円）「原

材料及び貯蔵品」（前連結会計年度266百万

円）に区分掲記しております。 

また、前連結会計年度において、流動負債

「その他」に含めて表示しておりました「預り

金」（前連結会計年度1,049百万円）は、当連

結会計年度から区分掲記しております。  

   （連結損益計算書） 

 前連結会計年度において、営業外費用「その

他」に含めて表示しておりました「為替差損」

（前連結会計年度41百万円）は、営業外費用の

10/100を超えることとなったため、当連結会計

年度においては区分掲記することといたしまし

た。  

────── 
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 （１）連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書  

    に関する注記事項等 

 （２）リース取引関係 

 （３）有価証券関係 

 （４）デリバティブ取引関係 

 （５）退職給付関係 

 （６）税効果会計関係  

 （７）ストック・オプション等関係 

 （８）関連当事者との取引 

以上の注記事項に関しましては、決算発表時における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しており

ます。  

前連結会計年度(自 平成20年１月１日 至 平成20年12月31日) 

 （注）１ 事業区分の方法 

当社グループの事業区分は、商品の種類、販売市場の類似性を考慮して行っております。 

２ 各事業区分の主要商品 

３ 営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた共有営業費用の金額は659百万円であり、その主なものは特定

のセグメントに属させられないシステム関連費用等であります。 

４ 資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、16,588百万円であり、その主なものは、余資運

用資金(現金及び預金、グループ内預け金及び預け金)及び、管理部門に係る資産等であります。 

注記事項

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

  

化学品 
事業 
  

(百万円) 

合成樹脂
事業 
  

(百万円) 

金属事業
  
  

(百万円) 

生活環境
事業 
  

(百万円) 

情報電材
その他 
事業 

(百万円) 

計 
  
  

(百万円) 

消去 
又は全社 

  
(百万円) 

連結
  
  

(百万円) 

Ⅰ 売上高及び 

営業損益 
                                               

売上高                                                

(1) 外部顧客に対 

する売上高 
 27,829  60,185  53,813  18,377  9,553  169,759  －  169,759

(2) セグメント間の 

売上高 
 40  27  －  17  170  256 (256)  －

計  27,870  60,213  53,813  18,395  9,723  170,016 (256)  169,759

営業費用  27,335  59,653  52,864  18,091  9,615  167,560  403  167,963

営業利益  534  559  949  303  108  2,455 (659)  1,796

Ⅱ 資産、減価償却費 

及び資本的支出 
                                               

資産  9,155  15,960  12,142  12,054  2,760  52,072  14,454  66,527

減価償却費  50  20  0  117  12  201  39  241

資本的支出  24  3  －  7  4  40  110  151

事業区分 主要商品

化学品 有機・無機化学品、石油製品、肥料、精密機器等 

合成樹脂 合成樹脂原料、製品等 

金属 アルミ地金、軽圧品、セラミックス、炭素、レアメタル等 

生活環境 物資、建材、機械、ポール、不動産、食品等 

情報電材その他 電子材料、保険、総合人材ビジネス等 
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当連結会計年度(自 平成21年１月１日 至 平成21年12月31日) 

 （注）１ 事業区分の方法 

当社グループの事業区分は、商品の種類、販売市場の類似性を考慮して行っております。 

２ 各事業区分の主要商品 

３ 営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた共有営業費用の金額は４百万円であり、その主なものは管理部

門に係る費用であります。 

４ 資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、9,841百万円であり、その主なものは、余資運

用資金(現金及び預金、グループ内預け金及び預け金)及び、管理部門に係る資産等であります。 

５ 会計処理の方法の変更 

      （棚卸資産の評価に関する会計基準）  

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載のとおり、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）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、当連結会計年度の営業利益は化学品事業で３百万円減少、合成樹脂事業で54百万円増加、

生活環境事業で71百万円減少、金属事業で99百万円減少、営業損失は情報電材その他事業で５百万円減少し

ております。 

６ 事業区分の変更 

   事業区分につきまして、シナジー効果の強さを勘案して、「合成樹脂」及び「生活環境事業」に含めて 

おりました機械関連の商品を「情報電材その他事業」に変更いたしました。 

   なお、この変更に伴い、セグメント情報に与える影響は軽微であります。 

  

化学品 
事業 
  

(百万円) 

合成樹脂
事業 
  

(百万円) 

金属事業
  
  

(百万円) 

生活環境
事業 
  

(百万円) 

情報電材
その他 
事業 

(百万円) 

計 
  
  

(百万円) 

消去 
又は全社 

  
(百万円) 

連結
  
  

(百万円) 

Ⅰ 売上高及び 

営業損益 
                                               

売上高                                                

(1) 外部顧客に対 

する売上高 
 25,631  44,918  33,099  16,158  7,752  127,560  －  127,560

(2) セグメント間の 

売上高 
 24  24  0  46  196  293 (293)  －

計  25,655  44,943  33,099  16,205  7,949  127,853 (293)  127,560

営業費用  25,449  44,753  33,079  15,870  8,116  127,269     (300)  126,969

営業利益又は 

営業損失（△）  
 206  190  19  334     △166  584  7  591

Ⅱ 資産、減価償却費 

及び資本的支出 
                                               

資産  11,799  15,662  11,559  11,913  2,723  53,658  9,560  63,219

減価償却費  65  19  13  122  17  238  －  237

資本的支出  140  1  －  33  11  186  85  271

事業区分 主要商品

化学品 有機・無機化学品、石油製品、肥料、精密機器等 

合成樹脂 合成樹脂原料、製品等 

金属 アルミ地金、軽圧品、セラミックス、炭素、レアメタル等 

生活環境 物資、建材、ポール、不動産、食品等 

情報電材その他 電子材料、機械、保険、総合人材ビジネス等 
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    ７ 営業費用配賦方法の変更 

 従来、配賦不能営業費用として「消去又は全社」に含めて表示しておりました管理部門の共有営業費用に

つきましては、当連結会計年度において、事業の分社化が進展し、管理部門の連結グループ会社に対する寄

与の度合いが増大したことから、役務提供の実態をセグメント情報により適切に反映させるため、より適切

な配賦基準に変更しております。 

 なお、前連結会計年度のセグメント情報を当連結会計年度の事業区分によった場合の事業のセグメント情

報は以下の通りとなります。 

 （参考）前連結会計年度(自 平成20年 1月 1日 至 平成20年 12月31日) 

  

  

 （参考）各事業区分の主要商品 

  

  

化学品 
事業 
  

(百万円) 

合成樹脂
事業 
  

(百万円) 

金属事業
  
  

(百万円) 

生活環境
事業 
  

(百万円) 

情報電材
その他 
事業 

(百万円) 

計 
  
  

(百万円) 

消去 
又は全社 

  
(百万円) 

連結
  
  

(百万円) 

Ⅰ 売上高及び 

営業損益 
                                               

売上高                                                

(1) 外部顧客に対 

する売上高 
 27,829  60,185  53,813  18,377  9,553  169,759  －  169,759

(2) セグメント間の 

売上高 
 40  27  －  17  170  256 (256)  －

計  27,870  60,213  53,813  18,395  9,723  170,016 (256)  169,759

営業費用  27,496  59,747  53,014  18,216  9,731  168,205 (242)  167,963

営業利益又は 

営業損失（△）  
 373  466  798  178     △7  1,810 (13)  1,796

Ⅱ 資産、減価償却費 

及び資本的支出 
                                               

資産  9,155  15,960  12,142  12,054  2,760  52,072  14,454  66,527

減価償却費  60  27  10  126  15  241  －  241

資本的支出  24  3  －  7  4  40  110  151

事業区分 主要商品

化学品 有機・無機化学品、石油製品、肥料、精密機器等 

合成樹脂 合成樹脂原料、製品等 

金属 アルミ地金、軽圧品、セラミックス、炭素、レアメタル等 

生活環境 物資、建材、機械、ポール、不動産、食品等 

情報電材その他 電子材料、保険、総合人材ビジネス等 
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 前連結会計年度及び当連結会計年度における全セグメントの売上高の合計額及び全セグメントの資産の金額

の合計額に占める「本邦」の割合がいずれも90％超のため、所在地別セグメント情報の記載を省略しておりま

す。 

  

 前連結会計年度における海外売上高は、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しておりま

す。 

      当連結会計年度（自平成21年１月１日 至平成21年12月31日）   

 （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 

（１）国又は地域の区分の方法 

地理的近接度によっております。 

（２）各区分に属する主な国又は地域 

アジア・・・中国、韓国、台湾 

その他・・・アメリカ、ドイツ、アイルランド  

２ 海外売上高は、親会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。 

  

  

ｂ．所在地別セグメント情報

ｃ．海外売上高

  アジア その他  計 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  14,006  84  14,090

Ⅱ 連結売上高（百万円）  － －  127,560

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
    11.0     0.1     11.1 

（１株当たり情報）

項目 
前連結会計年度

(自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日) 

１株当たり純資産額    129円25銭       127円89銭

１株当たり当期純利益  5円67銭   １円83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、潜在株式がないた

め記載しておりません。 

同左 

  

  

  

１株当たり当期純利益金額の算定上の

基礎 

連結損益計算書上の当期純利益 

   631百万円

１株当たり当期純利益金額の算定上の

基礎 

連結損益計算書上の当期純利益 

      203百万円

  

  

普通株式に係る当期純利益 

   631百万円

普通株式に係る当期純利益 

      203百万円

  

  

普通株主に帰属しない金額の主要な

内訳 

該当事項はありません。 

普通株主に帰属しない金額の主要な

内訳 

同左 

  

  

普通株式の期中平均株式数 

           111,423,066株

普通株式の期中平均株式数 

                      111,393,247株

昭光通商㈱（8090）平成21年12月期決算短信

27



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12月31日) 

当事業年度 
(平成21年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,594 669

グループ内預け金 3,001 202

受取手形 6,995 7,157

売掛金 24,252 24,434

商品 3,688 －

製品 34 －

商品及び製品 － 1,847

販売用不動産 1,611 17

原材料 0 －

仕掛品 7 7

仕掛販売用不動産 1,209 414

前渡金 － 17

前払費用 103 57

繰延税金資産 266 265

関係会社短期貸付金 2,335 2,760

未収入金 508 211

預け金 5,515 6,150

未収消費税等 181 128

その他 50 76

貸倒引当金 △386 △213

流動資産合計 51,970 44,205

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,768 1,979

構築物（純額） 37 30

機械及び装置（純額） 42 27

車両運搬具（純額） 0 －

工具、器具及び備品（純額） 32 33

土地 3,442 4,366

リース資産（純額） － 15

有形固定資産合計 5,324 6,452
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（単位：百万円）

前事業年度 
(平成20年12月31日) 

当事業年度 
(平成21年12月31日) 

無形固定資産   

のれん 0 0

借地権 147 147

ソフトウエア 16 22

電信電話専用施設利用権 13 13

リース資産 － 4

その他 8 4

無形固定資産合計 186 193

投資その他の資産   

投資有価証券 1,713 1,648

関係会社株式 1,078 1,221

出資金 288 184

関係会社出資金 141 164

長期貸付金 20 37

従業員に対する長期貸付金 11 8

関係会社長期貸付金 29 43

更生債権等 118 126

長期前払費用 12 9

差入保証金 329 240

繰延税金資産 100 116

その他 280 434

貸倒引当金 △135 △154

投資その他の資産合計 3,988 4,082

固定資産合計 9,499 10,728

資産合計 61,469 54,933

負債の部   

流動負債   

支払手形 4,321 2,529

買掛金 31,094 28,561

短期借入金 3,770 1,800

リース債務 － 24

未払金 498 165

未払法人税等 148 203

未払費用 116 111

前受金 104 113

預り金 332 342

賞与引当金 121 97

その他 58 109

流動負債合計 40,566 34,058
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（単位：百万円）

前事業年度 
(平成20年12月31日) 

当事業年度 
(平成21年12月31日) 

固定負債   

社債 3,000 3,000

リース債務 － 165

退職給付引当金 930 833

預り保証金 2,269 2,072

再評価に係る繰延税金負債 586 586

その他 5 4

固定負債合計 6,791 6,662

負債合計 47,357 40,720

純資産の部   

株主資本   

資本金 8,021 8,021

資本剰余金   

資本準備金 0 0

その他資本剰余金 0 －

資本剰余金合計 0 0

利益剰余金   

利益準備金 999 1,021

その他利益剰余金   

別途積立金 3,000 3,000

繰越利益剰余金 2,387 2,533

利益剰余金合計 6,386 6,554

自己株式 △216 △217

株主資本合計 14,191 14,359

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 409 373

繰延ヘッジ損益 △0 △30

土地再評価差額金 △489 △489

評価・換算差額等合計 △80 △146

純資産合計 14,111 14,213

負債純資産合計 61,469 54,933
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（２）損益計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年１月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高   

商品売上高 155,638 110,800

製品売上高 198 146

その他の営業収益 728 816

売上高合計 156,565 111,763

売上原価   

商品売上原価   

商品期首たな卸高 3,964 5,299

当期商品仕入高 150,458 103,975

合計 154,423 109,275

会社分割に伴う減少 － 47

他勘定振替による減少 － 1,225

商品期末たな卸高 5,299 1,865

商品売上原価 149,123 106,138

製品売上原価   

製品期首たな卸高 176 34

当期製品製造原価 124 88

合計 300 122

会社分割に伴う減少 129 22

製品期末たな卸高 34 －

製品売上原価 136 99

その他の営業費用 219 251

売上原価合計 149,480 106,489

売上総利益 7,085 5,274

販売費及び一般管理費   

販売費 1,028 818

一般管理費 4,474 3,998

販売費及び一般管理費合計 5,503 4,817

営業利益 1,582 457

営業外収益   

受取利息 79 78

受取配当金 288 171

雑収入 59 47

営業外収益合計 427 297

営業外費用   

支払利息 210 170

受取手形売却損 127 41

為替差損 295 4

雑損失 79 30

営業外費用合計 713 246

経常利益 1,296 508
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年１月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

特別利益   

子会社株式売却益 － 37

投資有価証券売却益 11 193

貸倒引当金戻入額 91 170

償却債権取立益 15 10

その他 1 16

特別利益合計 119 427

特別損失   

固定資産処分損 5 6

たな卸資産除却損 9 －

投資有価証券評価損 40 0

投資有価証券売却損 12 －

関係会社株式評価損 19 －

貸倒引当金繰入額 5 －

工事補償和解金 15 －

土壌改良費用 14 －

たな卸資産評価損 － 172

その他 16 24

特別損失合計 139 202

税引前当期純利益 1,275 732

法人税、住民税及び事業税 432 310

法人税等調整額 110 30

法人税等合計 542 340

当期純利益 733 392
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 （注） 原価計算の方法は組別総合原価計算であります。 

  

製造原価明細書

    
前事業年度

(自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円)
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

Ⅰ 材料費    29  23.6  17  20.1

Ⅱ 労務費    48  38.8  37  42.0

Ⅲ 経費                          

１ 減価償却費    4        3      

２ その他    42        30      

経費計    46  37.6  33  37.9

当期製造費用    124  100.0  88  100.0

当期製品製造原価    124        88      
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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20年１月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 8,021 8,021

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 8,021 8,021

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 0 0

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 0 0

その他資本剰余金   

前期末残高 0 0

当期変動額   

自己株式の処分 △0 △0

自己株式処分差損の振替 － 0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 0 －

資本剰余金合計   

前期末残高 1 0

当期変動額   

自己株式の処分 △0 △0

自己株式処分差損の振替 － 0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 0 0

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 954 999

当期変動額   

剰余金の配当 44 22

当期変動額合計 44 22

当期末残高 999 1,021

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 3,000 3,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,000 3,000
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年１月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

繰越利益剰余金   

前期末残高 2,143 2,387

当期変動額   

剰余金の配当 △490 △245

当期純利益 733 392

自己株式処分差損の振替 － △0

当期変動額合計 243 146

当期末残高 2,387 2,533

利益剰余金合計   

前期末残高 6,098 6,386

当期変動額   

剰余金の配当 △445 △222

当期純利益 733 392

自己株式処分差損の振替 － △0

当期変動額合計 287 168

当期末残高 6,386 6,554

自己株式   

前期末残高 △212 △216

当期変動額   

自己株式の取得 △6 △2

自己株式の処分 1 1

当期変動額合計 △4 △0

当期末残高 △216 △217

株主資本合計   

前期末残高 13,909 14,191

当期変動額   

剰余金の配当 △445 △222

当期純利益 733 392

自己株式の取得 △6 △2

自己株式の処分 1 0

当期変動額合計 282 168

当期末残高 14,191 14,359
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年１月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12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 1,002 409

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △593 △36

当期変動額合計 △593 △36

当期末残高 409 373

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 1 △0

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1 △30

当期変動額合計 △1 △30

当期末残高 △0 △30

土地再評価差額金   

前期末残高 58 △489

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △547 －

当期変動額合計 △547 －

当期末残高 △489 △489

評価・換算差額等合計   

前期末残高 1,062 △80

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,142 △66

当期変動額合計 △1,142 △66

当期末残高 △80 △146

純資産合計   

前期末残高 14,971 14,111

当期変動額   

剰余金の配当 △445 △222

当期純利益 733 392

自己株式の取得 △6 △2

自己株式の処分 1 0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,142 △66

当期変動額合計 △859 101

当期末残高 14,111 14,213
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 該当事項はありません。 

   

（１）役員の異動 

平成21年11月30日付けで開示しました「役員の異動のお知らせ」に記載のとおりです。  

  

（２）その他  

    該当事項はありません。 

  

継続企業の前提に関する注記

６．その他
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