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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 140,033 △13.9 11,158 △4.4 11,538 4.4 3,541 86.8
20年12月期 162,615 △0.1 11,668 △8.3 11,057 △17.9 1,895 △70.4

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
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 13.85 ― 3.6 6.9 8.0
20年12月期 7.27 ― 1.9 6.2 7.2

（参考） 持分法投資損益 21年12月期  361百万円 20年12月期  265百万円

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 161,609 113,700 61.5 394.03
20年12月期 172,464 113,048 57.6 380.98

（参考） 自己資本   21年12月期  99,449百万円 20年12月期  99,271百万円

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 22,701 △6,174 △13,992 12,387
20年12月期 13,280 △8,776 △4,057 9,826

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 ― 4.00 ― 4.00 8.00 2,086 110.0 2.0
21年12月期 ― 3.00 ― 3.00 6.00 1,522 43.3 1.5

22年12月期 
（予想）

― 3.00 ― 3.00 6.00 24.4

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

70,000 7.8 5,300 91.9 5,500 84.9 2,700 ― 10.70

通期 148,000 5.7 13,000 16.5 13,300 15.3 6,200 75.1 24.57



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） 

詳細は、18ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定上の基礎となる株式数については、31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 263,992,598株 20年12月期 263,992,598株

② 期末自己株式数 21年12月期  11,603,167株 20年12月期  3,419,815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 69,008 △17.9 5,329 △21.3 7,497 △7.5 3,152 74.3
20年12月期 84,105 5.1 6,769 5.4 8,108 △20.5 1,808 △75.9

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12月期 12.33 ―

20年12月期 6.93 ―

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 119,451 69,764 58.4 276.42
20年12月期 124,859 69,974 56.0 268.54

（参考） 自己資本 21年12月期  69,764百万円 20年12月期  69,974百万円

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 

上記の業績予想には、本資料の発表日現在入手可能な情報に基づく予測が含まれております。実際の業績は、今後様々な変動要因により、上記数値と
異なる可能性があります。上記業績予想に関する事項は、添付資料4ページをご覧ください。 

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

36,000 14.9 2,800 251.2 3,700 119.4 2,500 ― 9.91

通期 75,000 8.7 7,000 31.3 8,600 14.7 5,200 65.0 20.60



(1）経営成績に関する分析 

① 当連結会計年度の概況 

当連結会計年度（平成21年１月１日から平成21年12月31日まで）におけるわが国経済は、一部に持ち直しの動き

がみられましたが、民間設備投資、個人消費は依然として低調で、本格的な回復には至りませんでした。 

化学業界におきましても、需要の回復は力強さに欠け、原燃料価格の上昇とも相まって、厳しい事業環境が続き

ました。 

このような状況の下、当社グループは、徹底したコスト削減に取り組み、不採算事業からの撤退、グループ会社

事務の集約など事業活動の効率化を推進し、業績の回復に全力で取り組んでまいりました。 

しかしながら、当連結会計年度の売上高は、景気の悪化に伴う需要減少の影響を受け、1,400億３千３百万円

（前年度比13.9%減収）と大幅に減少しました。 

損益につきましては、営業利益は、固定費削減や業務改善などの合理化努力も売上高の減少を補いきれず、111

億５千８百万円（前年度比4.4%減益）となりました。経常利益は、為替変動が前年より小幅であったことから営業

外損益が改善しましたため、115億３千８百万円（前年度比4.4%増益）となりました。また、当期純利益は、事業

撤退に伴う減損損失や関連損失を特別損失に計上しましたため、過年度評価損を当期に認容したことから法人税等

は減少しましたが、35億４千１百万円（前年度比86.8%増益）にとどまりました。 

  

    ② 当連結会計年度の事業別の概況 

(ア）基礎化学品事業 

 苛性ソーダおよび無機塩化物は、期初の需要減少の影響が大きく、期後半から緩やかに需要が回復し始めまし

たが、通期では出荷が減少しましたため、減収となりました。 

塩素系有機溶剤は、需要の減少により大幅な減収となりました。 

液化塩化水素および銅製品は、期央からは需要回復したものの、期前半の落ち込みが大きく大幅な減収となり

ました。 

工業用ガスは、需要の減少により大幅な減収となりました。 

これらの結果、当セグメントの売上高は456億４千６百万円（前年度比17.3%減収）、営業利益は42億８千３百

万円（前年度比24.2%減益）となりました。 

  

（イ）アクリル製品事業 

アクリル酸エステルは、期前半の出荷低迷の影響が大きく、期後半からようやく緩やかな需要の回復がみられ

ましたが、通期では大きく出荷が減少しましたため、大幅な減収となりました。 

アクリル系ポリマー、高分子凝集剤は、いずれも需要の回復が遅れましたため、大幅な減収となりました。 

これらの結果、当セグメントの売上高は、414億６千万円（前年度比18.8%減収）となりましたが、営業利益

は、在シンガポール子会社のコスト低減等により14億１千１百万円（前年度比2.3%増益）となりました。 

  

（ウ）機能製品事業 

接着剤は、一般用の瞬間接着剤「アロンアルフア」は年間を通じて出荷が堅調に推移しましたが、国内向け工

業用接着剤の需要の回復が遅れ、接着剤全体では大幅な減収となりました。 

光硬化型樹脂「アロニックス」は、電子材料分野向けなどの需要が順調に回復しましたので、増収となりまし

た。 

開発製品は、シリコン系高純度ガスの出荷が好調に推移しましたものの、無機イオン交換体「ＩＸＥ（イグ

ゼ）」、銀系無機抗菌剤「ノバロン」の需要の回復が遅れ、大幅な減収となりました。 

これらの結果、当セグメントの売上高は、228億２千９百万円（前年度比6.4%減収）となりましたが、営業利

益は、高収益製品の拡販等により43億１千１百万円（前年度比10.4%増益）となりました。 

  

（エ）樹脂加工製品事業 

介護・福祉関連製品は、出荷が堅調に推移しましたため増収となりました。 

管工機材製品、エラストマーコンパウンドは、需要低迷や需要回復の遅れにより出荷が減少しましたため、減

収となりました。 

これらの結果、当セグメントの売上高は、285億９千９百万円（前年度比6.4%減収）となりましたが、営業利

益は、コスト低減等により17億９千１百万円（前年度比37.9%増益）となりました。 

  

１．経営成績



（オ）その他の事業 

新規製品の研究開発事業、設備等の建設・修繕事業、輸送事業などにより構成される当セグメントは、売上高

は14億９千７百万円（前年度比2.5%増収）、営業損失は６億６千６百万円となりました。 

  

③ 次期の業績見通し 

平成22年度の当社グループを取り巻く事業環境は、景気の回復が期待されるものの先行きは不透明であり、予

断を許さない状況が続くものと予想されます。 

当社グループは、引き続き業務の効率化に取り組み、基盤事業の強化を進めてまいります。同時に「環境」

「エネルギー」をキーワードとした高付加価値製品の開発・拡販を加速させ、より強固な収益体質の構築を進め

てまいります。 

＜平成22年12月期連結業績予想＞ 

通期（平成22年１月１日～平成22年12月31日）                                              (単位：百万円）

  

(2）財政状態に関する分析 

① 資産、負債および純資産の状況 

 総資産合計は、売上高の減少による「受取手形及び売掛金」の減少および「有形固定資産」の投資の抑制、減損

損失の計上により、前連結会計年度末に比べ108億５千４百万円、6.3％減少の1,616億９百万円となりました。 

 負債合計は、「支払手形及び買掛金」の減少および「短期借入金」「コマーシャルペーパー」の返済により前連

結会計年度末に比べ115億５百万円、19.4％減少の479億９百万円となりました。 

 純資産合計は、自己株式の取得による減少があったものの、「利益剰余金」「その他有価証券評価差額金」の増

加により、前連結会計年度末に比べ６億５千１百万円、0.6％増加の1,137億円となり、自己資本比率は61.5％とな

りました。 

② キャッシュ・フローの状況 

 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が増加したことに加え、たな卸資産、法人税等

の支払額が減少しましたため、前連結会計年度に比べ収入が94億２千万円増加し、227億１百万円の収入となりま

した。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の取得による支出の減少に加え、貸付金の返済がありまし

たため、前連結会計年度に比べ支出が26億２百万円減少し、61億７千４百万円の支出となりました。  

 財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の返済に加え、自己株式の取得による支出が増加しましたた

め、前連結会計年度に比べ支出が99億３千４百万円増加し、139億９千２百万円の支出となりました。 

 以上の結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物の残高は123億８千７百万円となり、前連結会計年度末に

比べ25億６千１百万円の増加となりました。 

③ 次期の見通し 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、運転資金の増加により、150億円の収入を見込んでおります。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得により、160億円の支出を見込んでおります。  

 財務活動によるキャッシュ・フローは、資金の調達により、10億円の収入を見込んでおります。 

④ 当社グループのキャッシュ・フロー指標の推移 

  

  
平成21年12月期 

実績 
平成22年12月期

見通し 
増減（金額） 増減（比率）

 売上高  140,033 148,000  7,966 5.7% 

 営業利益    11,158 13,000 1,841 16.5% 

 経常利益  11,538 13,300 1,761 15.3% 

 当期純利益  3,541 6,200 2,658 75.1% 

  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（％）  57.7  57.6  61.5

時価ベースの自己資本比率（％）  50.9  40.5  54.5

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（％）  169.1  191.9  69.3

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍）  35.7  49.5  92.6



（注）１．各指標は、いずれも連結ベースの財務数値を用いて、以下の計算式により算出しております。 

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 

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

３．有利子負債は、連結貸借対照表上に計上されている負債のうち、利息を支払っている負債（リース債務を

除く）を対象としております。 

４．営業キャッシュ・フローおよび利払いは、連結キャッシュ・フロー計算書に計上されている「営業活動に

よるキャッシュ・フロー」および「利息の支払額」を用いております。 

  

(3）利益配分に関する基本方針および当期・次期の配当 

 利益配分につきましては、当期の業績、今後の事業展開、業績の進展等を総合的に勘案して、１株当たり６円を安

定配当の標準とし、株主の皆様への安定的な利益還元に努めることを基本方針としてまいります。また、内部留保資

金につきましては、健全な財務体質を確立・維持することの重要性に留意しつつ、今後予想される競争激化に備える

ための研究開発および設備投資の原資として活用してまいります。 

 なお、当期の期末配当金につきましては、１株当たり３円とさせていただきたいと存じます。当期は中間配当金３

円をお支払いしておりますので、１株当たりの年間配当金は６円となります。 

 次期の配当金につきましては、１株当たり中間配当金３円、期末配当金３円とし、年間配当金は１株当たり６円と

させていただく予定であります。 

(4）事業等のリスク 

 「経営成績および財政状態」の記載の前提として、投資家の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以

下のようなものが含まれております。 

 なお、以下記載の中には将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は当決算発表日（平成22年２月12日）

現在において判断したものであります。 

① 競合他社との価格競争の影響について 

 当社グループが製造・販売する製品には、性質・性能面において他社製品との差別化が困難なものが多く、激

化する価格競争の環境下においては、営業活動の強化および生産コストの低減に取り組んでいるものの、当社グ

ループの製品と同等の製品をより低価格で販売可能な競合他社に対して、当社グループが優位性を維持すること

ができなくなり、当社グループの経営成績および財政状態に影響を及ぼすおそれがあります。 

② 原油・ナフサ価格の変動による影響について 

 当社グループが製造・販売する製品の主原料購入価格は、原油・ナフサ価格の変動に影響されるため、当該価

格変動を反映した製品価格の是正および合理化が十分に実施できなかった場合、当社グループの経営成績および

財政状態に影響を及ぼすおそれがあります。 

③ 製造物責任による影響について 

 製品の品質維持には万全の体制で取り組んでいるものの、当社グループが製造・販売する製品の予期せぬ欠陥

に起因して、顧客および第三者に対して損害を与えた場合、発生する損失すべてを製造物責任賠償保険によって

補填できない可能性があり、当社グループの経営成績および財政状態に影響を及ぼすおそれがあります。 

④ 災害による影響について 

 当社グループの生産拠点は、主に東海地区に立地しており、東海大地震等の震災が発生した場合、操業の停止

をはじめとした多くの損害が予想され、当社グループの経営成績および財政状態に影響を及ぼすおそれがありま

す。 

⑤ 重要な訴訟等による影響について 

 当社グループの事業活動に関して、重要な訴訟等が提起された場合、当社グループの経営成績および財政状態

に影響を及ぼすおそれがあります。 



⑥ 繰延税金資産の回収可能性による影響について 

 当社グループの繰延税金資産は、将来の課税所得の予測を基に回収可能性を判断し、計上した金額を基礎とし

ております。将来の課税所得の予測と実績に乖離が生じた場合などは、当社グループの経営成績および財政状態

に影響を及ぼすおそれがあります。 

⑦ 為替レート変動による影響について 

 当連結会計年度の当社グループにおける海外売上高の割合は14.4％となっております。また、海外に連結子会

社７社、持分法適用関連会社１社を有しております。そのため、為替レートの変動は、当社グループの経営成績

および財政状態に影響を及ぼすおそれがあります。 

  

⑧ 金利変動による影響について 

 当社グループは、より一層の金融収支の改善を図るために、有利子負債削減を進めておりますが、金利変動

は、当社グループの経営成績および財政状態に影響を及ぼすおそれがあります。 

⑨ 固定資産の減損会計適用による影響について 

 当社グループは、固定資産の減損に係る会計基準を適用しております。この基準の適用に伴い、今後の土地等

の時価や事業環境の大幅な変動によって、当社グループの経営成績および財政状態に影響を及ぼすおそれがあり

ます。 

 当社グループは、以上のような事項発生の可能性を十分に認識し、当社および各社の経営成績および財政状態へ

の影響を 小限に抑えるべく、適切な対応に努めてまいります。 

  

 近の有価証券報告書（平成21年３月30日提出）における「事業系統図（事業の内容)」および「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ております。 

  

(1）会社の経営の基本方針 

 平成18年12月期決算短信（平成19年２月14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

しております。 

 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。 

（当社ホームページ） 

 http://www.toagosei.co.jp/ir/index.html 

（東京証券取引所ホームページ（上場会社情報検索ページ）） 

 http://www.tse.or.jp/listing/compsearch/index.html 

  

(2）目標とする経営指標、(3）中長期的な会社の経営戦略 

 平成19年12月期決算短信（平成20年２月14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

しております。 

 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。 

（当社ホームページ） 

 http://www.toagosei.co.jp/ir/index.html 

（東京証券取引所ホームページ（上場会社情報検索ページ）） 

 http://www.tse.or.jp/listing/compsearch/index.html 

  

(4）会社の対処すべき課題 

 当社グループは、平成20年から、高付加価値製品へのシフトをさらに加速し、新たな製品や事業の創出を図るとと

もに、基盤事業の強化を進めることを重点課題とした中期経営計画“ALL TOA 2010”に取り組んでまいりまし

た。 終年度となる本年度は、“ALL TOA 2010”の仕上げの年として、次の飛躍に向けた布石を確実に打ち、将

来ビジョンへステップアップするための基盤を確固たるものとしてまいります。 

また、グループ一丸となって企業の社会に対する責任を着実に果たし、将来にわたり社会から信頼され、持続的に

成長する企業グループであり続けたいと考えております。 

  

２．企業集団の状況

３．経営方針



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 9,914 12,778

受取手形及び売掛金 49,058 44,019

たな卸資産 19,352 15,862

繰延税金資産 663 984

その他 2,009 1,506

貸倒引当金 △141 △116

流動資産合計 80,856 75,035

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 19,345 18,891

機械装置及び運搬具（純額） 22,681 19,294

工具、器具及び備品（純額） 2,868 2,462

土地 18,006 18,050

リース資産（純額） 60 216

建設仮勘定 2,223 1,358

有形固定資産合計 65,186 60,273

無形固定資産   

のれん 870 565

リース資産 16 12

その他 1,028 1,250

無形固定資産合計 1,915 1,828

投資その他の資産   

投資有価証券 13,434 13,995

長期貸付金 100 47

固定化債権 9,110 8,711

前払年金費用 1,219 1,607

繰延税金資産 2,676 2,523

その他 3,318 3,138

貸倒引当金 △5,353 △5,550

投資その他の資産合計 24,505 24,472

固定資産合計 91,607 86,574

資産合計 172,464 161,609



（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 20,467 16,786

短期借入金 11,550 5,588

コマーシャル・ペーパー 6,000 －

リース債務 20 68

未払法人税等 1,106 1,568

繰延税金負債 1 －

賞与引当金 183 141

製品回収引当金 5 7

その他 7,340 7,937

流動負債合計 46,676 32,097

固定負債   

長期借入金 7,937 10,140

リース債務 60 172

繰延税金負債 1,167 1,086

退職給付引当金 655 568

役員退職慰労引当金 122 113

その他 2,795 3,730

固定負債合計 12,739 15,811

負債合計 59,415 47,909

純資産の部   

株主資本   

資本金 20,886 20,886

資本剰余金 15,085 15,086

利益剰余金 63,904 65,638

自己株式 △877 △2,907

株主資本合計 98,999 98,704

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,047 1,469

繰延ヘッジ損益 0 －

為替換算調整勘定 △775 △725

評価・換算差額等合計 272 744

少数株主持分 13,776 14,250

純資産合計 113,048 113,700

負債純資産合計 172,464 161,609



（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 162,615 140,033

売上原価 121,309 100,764

売上総利益 41,306 39,268

販売費及び一般管理費   

販売費 18,502 17,038

一般管理費 11,135 11,072

販売費及び一般管理費合計 29,637 28,110

営業利益 11,668 11,158

営業外収益   

受取利息 183 138

受取配当金 424 284

持分法による投資利益 265 361

固定資産賃貸料 175 142

雑収入 319 521

営業外収益合計 1,367 1,448

営業外費用   

支払利息 313 279

為替差損 914 77

環境整備費 － 142

遊休設備費 － 224

雑支出 751 344

営業外費用合計 1,978 1,067

経常利益 11,057 11,538

特別利益   

固定資産売却益 15 11

投資有価証券売却益 36 0

貸倒引当金取崩益 66 58

特別利益合計 118 70

特別損失   

固定資産処分損 837 1,063

減損損失 674 2,486

貸倒引当金繰入額 2,006 287

投資有価証券評価損 777 10

関係会社株式評価損 － 65

出資金評価損 10 －

事業撤退関連損失 － 490

特別損失合計 4,307 4,403

税金等調整前当期純利益 6,869 7,205

法人税、住民税及び事業税 3,469 3,392

法人税等調整額 814 △547



（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) 

法人税等合計 4,284 2,844

少数株主利益 689 819

当期純利益 1,895 3,541



（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 20,886 20,886

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 20,886 20,886

資本剰余金   

前期末残高 15,073 15,085

当期変動額   

自己株式の処分 12 1

当期変動額合計 12 1

当期末残高 15,085 15,086

利益剰余金   

前期末残高 64,096 63,904

当期変動額   

剰余金の配当 △2,088 △1,807

当期純利益 1,895 3,541

当期変動額合計 △192 1,733

当期末残高 63,904 65,638

自己株式   

前期末残高 △725 △877

当期変動額   

自己株式の取得 △202 △2,037

自己株式の処分 50 8

当期変動額合計 △152 △2,029

当期末残高 △877 △2,907

株主資本合計   

前期末残高 99,331 98,999

当期変動額   

剰余金の配当 △2,088 △1,807

当期純利益 1,895 3,541

自己株式の取得 △202 △2,037

自己株式の処分 62 9

当期変動額合計 △332 △294

当期末残高 98,999 98,704



（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 5,841 1,047

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △4,794 422

当期変動額合計 △4,794 422

当期末残高 1,047 1,469

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 2 0

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2 △0

当期変動額合計 △2 △0

当期末残高 0 －

為替換算調整勘定   

前期末残高 163 △775

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △938 50

当期変動額合計 △938 50

当期末残高 △775 △725

評価・換算差額等合計   

前期末残高 6,007 272

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △5,735 472

当期変動額合計 △5,735 472

当期末残高 272 744

少数株主持分   

前期末残高 13,599 13,776

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 177 473

当期変動額合計 177 473

当期末残高 13,776 14,250



（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 118,939 113,048

当期変動額   

剰余金の配当 △2,088 △1,807

当期純利益 1,895 3,541

自己株式の取得 △202 △2,037

自己株式の処分 62 9

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △5,558 946

当期変動額合計 △5,890 651

当期末残高 113,048 113,700



（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 6,869 7,205

減価償却費 9,386 8,936

減損損失 674 2,486

のれん償却額 326 305

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,917 171

退職給付引当金の増減額（△は減少） △861 △474

その他の引当金の増減額（△は減少） △30 △49

受取利息及び受取配当金 △607 △422

支払利息 313 279

為替差損益（△は益） 312 △19

持分法による投資損益（△は益） △265 △361

固定資産売却損益（△は益） △15 △11

投資有価証券売却損益（△は益） △36 △0

固定資産処分損益（△は益） 837 1,063

投資有価証券評価損益（△は益） 777 10

関係会社株式評価損 － 65

売上債権の増減額（△は増加） 2,367 5,056

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,986 3,517

仕入債務の増減額（△は減少） △1,175 △3,696

その他の資産・負債の増減額 △467 993

小計 18,336 25,054

利息及び配当金の受取額 1,064 833

利息の支払額 △268 △245

法人税等の支払額 △5,852 △2,941

営業活動によるキャッシュ・フロー 13,280 22,701

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の増減額（△は増加） － △309

投資有価証券の取得による支出 △1,068 △58

投資有価証券の売却による収入 205 0

有形固定資産の取得による支出 △6,494 △5,342

有形固定資産の売却による収入 189 16

短期貸付金の増減額（△は増加） △60 －

固定化債権増減額（△は増加） △548 399

長期貸付金の回収による収入 72 65

新規連結子会社株式の取得による支出 △382 －

その他の投資活動による収支 △690 △945

投資活動によるキャッシュ・フロー △8,776 △6,174



（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   

短期借入金の増減額（△は減少） 4,291 △4,919

コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） △5,000 △6,000

長期借入れによる収入 3,000 3,000

長期借入金の返済による支出 △3,708 △1,839

自己株式の売却による収入 62 9

自己株式の取得による支出 △202 △2,037

リース債務の返済による支出 △9 △46

親会社による配当金の支払額 △2,087 △1,809

少数株主への配当金の支払額 △404 △349

財務活動によるキャッシュ・フロー △4,057 △13,992

現金及び現金同等物に係る換算差額 △330 27

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 115 2,561

現金及び現金同等物の期首残高 9,710 9,826

現金及び現金同等物の期末残高 9,826 12,387



 該当事項はありません。 

  

１．連結の範囲に関する事項 

（１）連結子会社      23社 アロン化成㈱、鶴見曹達㈱ ほか 

（２）非連結子会社     ４社 東亞建装㈱ ほか 

(連結の範囲から除いた理由) 

 非連結子会社の総資産の合計額、売上高の合計額、当期純損益の合計額および利益剰余金の合計額は、全体として連

結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないため、連結の範囲から除外しております。 

２．持分法の適用に関する事項 

（１）持分法適用関連会社  ２社 中部液酸㈱、エルマーズ・アンド・トウアゴウセイ・カンパニー 

（２）持分法非適用会社   11社 東洋電化工業㈱ ほか 

（持分法を適用しなかった理由) 

 持分法非適用会社は、それぞれ連結純損益および利益剰余金に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性

がないため、これらの会社に対する投資については持分法を適用せず、原価法によっております。 

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と連結決算日は一致しております。なお、アロン化成およびミクニプラスチックス㈱は当事業年

度より、決算日を12月31日に変更しております。 

４．会計処理基準に関する事項 

（１）重要な資産の評価基準および評価方法 

①有価証券 

a 満期保有目的の債券 … 償却原価法 

b その他有価証券 

時価のあるもの   … 期末日前１ヶ月の市場価格等の平均に基づく時価法 

なお、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

しております。 

時価のないもの   … 移動平均法による原価法 

②デリバティブ取引    … 時価法 

③たな卸資産       … 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）   

（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（リース資産 

を除く）         … 当社および連結子会社14社は定額法、他の６社は定率法             

 ただし、定率法を採用している連結子会社は平成10年４月１日以降に取得した建物

（附属設備を除く）は定額法によっております。 

 なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 

建物および構築物      ２～75年 

機械装置および運搬具    ２～15年 

工具器具備品        ２～20年 

②無形固定資産（リース資産 

を除く）         … 定額法 

 なお、自社利用のソフトウェアにつきましては、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。 

③リース資産       … リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法 

（所有権移転外ファイナンス  なお、リース取引開始日が平成20年12月31日以前の所有権移転外ファイナンス・

リース取引に係るリース資産） リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によってお

                             ります。 

 （３）重要な引当金の計上基準 

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。 

(5）継続企業の前提に関する注記

(6）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項



②賞与引当金      … 従業員賞与の支給に充てるため、連結子会社４社は、支給見込額を計上しておりま

す。 

③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いて発生していると認めら

れる退職給付債務および年金資産の見込額に基づき計上しております。 

年金資産見込額が退職給付債務見込額に未認識数理計算上の差異を加減した額を下

回る場合には、当該差異を退職給付引当金として計上し、上回る場合には当該超過

額を前払年金費用として計上しております。 

数理計算上の差異については、当社においては、その発生時の従業員の平均残存勤

務期間（13年から15年）にわたる定額法により翌連結会計年度から費用処理してお

ります。原則法を採用している連結子会社２社においては、平均残存勤務期間以内

の一定の年数（５年もしくは10年）にわたる定額法により翌連結会計年度から費用

処理しております。 

また、当社が平成16年４月１日付で退職年金支給規則および退職手当支給規則を改

訂したことにより、過去勤務債務（債務の減額）が発生しており、発生時における

従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（14年）による定額法により費用処理

しております。連結子会社１社においては、平成17年４月１日付で退職年金支給規

則および社員退職慰労金規程を改訂したことにより、過去勤務債務（債務の減額）

が発生しており、発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（５

年）による定額法により費用処理しております。 

④役員退職慰労引当金  … 役員の退職慰労金の支払に充てるため、当社および連結子会社２社の役員について

は、内規に基づいて計算した当連結会計年度末要支給額を計上しております。 

なお、当社および連結子会社１社は、内規の改訂に伴い、役員に対する退職慰労金

制度が廃止されたため、内規上の経過措置から生じる要支給額のみを計上しており

ます。 

⑤製品回収引当金    … 連結子会社のうち１社は、販売した製品の自主回収に伴い、今後発生が予想される

費用の合理的な見積額を計上しております。 

（４）重要な外貨建の資産または負債の本邦通貨への換算基準 

 外貨建金銭債権債務は、連結会計年度末日の直物為替相場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。  

 なお、在外子会社等の資産および負債は、連結会計年度末日の直物為替相場により円貨に換算し、収益および

費用は、期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定および少数株主持

分に含めております。 

（５）重要なヘッジ会計の方法 

①ヘッジ会計の方法 

 繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、特例処理の要件を満たす金利スワップについては特例処理を採用

しております。 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段：金利スワップ    ヘッジ対象：借入金 

ヘッジ手段：為替予約取引    ヘッジ対象：外貨預金 

③ヘッジ方針 

 借入金に係る金利について変動・固定変換をすることにより、金利変動リスク回避、資金調達コスト低減化お

よびキャッシュ・フロー固定化のために、金利スワップを実施しております。また、外貨預金について為替レー

トの変動を回避するために、為替予約取引を実施しております。 

 なお、当該取引は、この方針に基づき財務経理担当役員の個別取引毎の決裁を得て、財務経理担当部門が実行

し、毎月ポジション・損益状況を管理しております。 

④ヘッジ有効性評価の方法 

 ヘッジ手段とヘッジ対象の相場変動またはキャッシュ・フロー総額の変動額の割合の相関関係を求めることに

より、有効性の評価を行っております。なお、特例処理によっている金利スワップについては、有効性の評価を

省略しております。 



（６）その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

 ①消費税等の会計処理 

  税抜方式を採用しております。 

５．連結子会社の資産および負債に関する事項 

 連結子会社の資産および負債の評価については、全面時価評価法を採用しております。 

６．のれんおよび負ののれんの償却に関する事項 

 のれんおよび負ののれんは、発生日以後５年間で均等償却しております。ただし、金額が僅少な場合には、全額、発

生時の損益に計上しております。 

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（現金および現金同等物）は、手許現金、随時引き出し可能な預金およ

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。 

  

（棚卸資産の評価に関する会計基準の適用） 

 通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として移動平均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 平成18年７月５日公表分）が適用さ

れたことに伴い、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）により算定しております。 

 この結果、従来の方法に比べ、当連結会計年度の営業利益、経常利益および税金等調整前当期純利益は262百万円減少

しております。 

（リース取引に関する会計基準等の適用） 

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

したが、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19年３月30日改正）およ

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19年３月30日改正）が適用された

ことに伴い、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。 

 また、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。 

 なお、リース取引開始日が平成20年12月31日以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を引き続き採用しております。 

 これに伴う当連結会計年度の営業利益、経常利益および税金等調整前当期純利益への影響は軽微であります。 

（在外子会社等の収益および費用の換算基準の変更） 

 在外子会社等の収益および費用については、従来、在外子会社等の決算日の直物為替相場により円貨に換算しており

ましたが、当連結会計年度より、期中平均相場により円貨に換算する方法に変更しております。 

 この変更は、会計期間末近くに急激な為替変動があった場合に、期間損益に与える異常な影響を排除し、在外子会社

等の業績をより適正に連結財務諸表に反映させるために行っております。  

 これに伴う連結損益計算書に与える影響は軽微であります。  

（有形固定資産の耐用年数の変更） 

 当社および一部の国内連結子会社の機械装置等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。この結果、従来の方法に比べ、営業利

益、経常利益および税金等調整前当期純利益は177百万円増加しております。 

  

(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

追加情報



  

(8）注記事項

（連結貸借対照表関係）

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) 

  １ 担保提供資産   １ 担保提供資産 

  担保資産 担保に対応する債務

種類 期末簿価 
(百万円) 

担保権 
の種類 内容 期末残高

(百万円)

建物および 

構築物 
 6,574 工場財団 長期借入金 115

機械装置お

よび運搬具 
 11,770 〃       

工具器具 

備品 
 826 〃       

土地  4,802 〃       

計  23,975   計 115

  担保資産 担保に対応する債務

種類
期末簿価
(百万円)

担保権 
の種類 内容 期末残高

(百万円)

建物および

構築物 
5,491 工場財団 長期借入金 92

機械装置お

よび運搬具
9,638 〃       

工具器具 

備品 
653 〃       

土地 3,888 〃       

計 19,672   計 92

  注 長期借入金には１年内返済予定額( 百万円)を含

んでおります。 

22   注 長期借入金には１年内返済予定額( 百万円)を含

んでおります。 

22

  ２ 有形固定資産の減価償却累計額   ２ 有形固定資産の減価償却累計額 

  百万円 171,810   百万円 167,485

  ３ のれんおよび負ののれんは、両者を相殺した差額

を表示しております。 

なお、相殺前ののれんおよび負ののれんの総額は

次のとおりであります。 

  のれん 890 百万円 

  負ののれん △19  

  差引  870  

  ３ のれんおよび負ののれんは、両者を相殺した差額

を表示しております。 

なお、相殺前ののれんおよび負ののれんの総額は

次のとおりであります。 

  のれん 567 百万円 

  負ののれん △2  

  差引  565  

  ４ 偶発債務 保証債務   ４ 偶発債務 保証債務 

  北陸液酸工業㈱ 金融機関等  

借入保証  

百万円 

 

244

㈱テンズ 〃  40

従業員 〃  11

東海共同発電㈱ 〃  1

計    296

  北陸液酸工業㈱ 金融機関等  

借入保証  

百万円 

 

205

㈱テンズ 〃  35

従業員 〃  10

東海共同発電㈱ 〃  0

計    251

  ５ 固定化債権は、短期貸付金のうち、貸付金の回収

が長期にわたると見込まれる債権であります。 

  ５       同左 



（連結損益計算書関係）

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 減損損失 

以下の資産グループについて減損損失を計上してお

ります。 

 １ 減損損失 

以下の資産グループについて減損損失を計上してお

ります。 

  （単位 百万円）

場所 用途 種類 減損損失

 名古屋市     遊休資産 
 建物および 
 機械装置等   269

 富山県高岡市 

アクリル系ポリマ

ーおよび無機  

塩化物製造設備 

  
 建物および 
 機械装置等  
  

 267

 広島県三原市 遊休資産 
 土地および 
 建物等  107

 シンガポール 
アクリル酸エス 
テル製造設備 

 機械装置等  29

合計  674

  （単位 百万円）

場所 用途 種類 減損損失

 徳島県徳島市  
塩素系有機溶剤 
製造設備 

 建物および 
 機械装置等   1,846

 名古屋市    研究施設 
 建物および 
 機械装置等  443

 名古屋市他 社宅等 
 建物および 
 構築物等  143

 名古屋市  
合成樹脂成形用

金型等 

 工具器具備品 
 および長期前 
 払費用等 

 52

合計  2,486

（経緯およびグルーピングの方法） 

当社および各社は、原則として事業用資産について

は他の資産または資産グループのキャッシュ・フロ

ーから概ね独立したキャッシュ・フローを生み出す

小単位として事業部門別にグルーピングを行い、

また、遊休資産については個々の単位でグルーピン

グしております。これらの資産について、収益性の

低下、将来における具体的な使用計画がないことお

よび回収可能価額が帳簿価額を下回るものについ

て、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少

額を減損損失（ 百万円）として特別損失に計上

しております。 

（減損損失の内訳） 

減損損失の内訳は、建物 百万円、機械装置 百

万円、他 百万円および遊休資産を売却したことに

より土地売却益 百万円の収益と建物除却損 百

万円、撤去費用 百万円の損失を合わせた金額で

あります。 

（回収可能価額の算定方法等） 

当連結会計年度に計上した減損損失の測定における

回収可能価額は、売却価額および備忘価額等をもと

に算出しております。 

674

311 176

78

123 121

110

（経緯およびグルーピングの方法） 

当社および各社は、原則として事業用資産について

は他の資産または資産グループのキャッシュ・フロ

ーから概ね独立したキャッシュ・フローを生み出す

小単位として事業部門別にグルーピングを行い、

また、遊休資産については個々の単位でグルーピン

グしております。これらの資産について、収益性の

低下、将来における具体的な使用計画がないことお

よび回収可能価額が帳簿価額を下回るものについ

て、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少

額を減損損失（ 百万円）として特別損失に計

上しております。 

（減損損失の内訳） 

減損損失の内訳は、建物 百万円、構築物 百万

円、機械装置 百万円、他 百万円および撤去

費用 百万円の損失を合わせた金額であります。 

  

（回収可能価額の算定方法等） 

当連結会計年度に計上した減損損失の測定における

回収可能価額は、売却価額および備忘価額等をもと

に算出しております。 

2,486

495 161

1,074 63

689



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） 

１ 発行済株式の種類および総数ならびに自己株式の種類および株式数に関する事項 

     （注）１ 当連結会計年度増加株式数は、取締役会決議に基づく取得が323千株、単元未満株式の買取によるも

          のが360千株であります。 

        ２ 当連結会計年度減少株式数は、単元未満株式の売却によるものであります。 

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 

平成21年３月27日開催予定の第96回定時株主総会において次のとおり付議する予定であります。 

普通株式の配当に関する事項 

①配当金の総額 1,042百万円 

②配当の原資 利益剰余金 

③１株当たりの配当額 ４円00銭 

④基準日 平成20年12月31日 

⑤効力発生日 平成21年３月30日 

  

（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  263,992  －  －  263,992

合計  263,992  －  －  263,992

自己株式                        

普通株式 (注)１ ２  2,935  683  198  3,419

合計  2,935  683  198  3,419

決議 株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

１株当たり
 配当額（円） 

基準日 効力発生日

平成20年３月28日 

第95回定時株主総会 
普通株式  1,044 4.00 平成19年12月31日 平成20年３月31日

平成20年８月７日 

取締役会 
普通株式  1,043 4.00 平成20年６月30日 平成20年９月５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 発行済株式の種類および総数ならびに自己株式の種類および株式数に関する事項 

     （注）１ 当連結会計年度増加株式数は、取締役会決議に基づく取得が8,083千株、単元未満株式の買取による

    ものが133千株であります。 

        ２ 当連結会計年度減少株式数は、単元未満株式の売却によるものであります。 

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 

平成22年３月30日開催予定の第97回定時株主総会において次のとおり付議する予定であります。 

普通株式の配当に関する事項 

①配当金の総額 757百万円 

②配当の原資 利益剰余金 

③１株当たりの配当額 ３円00銭 

④基準日 平成21年12月31日 

⑤効力発生日 平成22年３月31日 

  

  
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  263,992  －  －  263,992

合計  263,992  －  －  263,992

自己株式                        

普通株式 (注)１ ２  3,419  8,216  33  11,603

合計  3,419  8,216  33  11,603

決議 株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

１株当たり
 配当額（円） 

基準日 効力発生日

平成21年３月27日 

第96回定時株主総会 
普通株式  1,042 4.00 平成20年12月31日 平成21年３月30日

平成21年８月６日 

取締役会 
普通株式  765 3.00 平成21年６月30日 平成21年９月４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．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 

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 

(平成20年12月31日)  

現金及び預金勘定 百万円9,914

預入期間が３ヶ月を超える定期預金  △88

現金及び現金同等物  9,826

(平成21年12月31日)  

現金及び預金勘定 百万円12,778

預入期間が３ヶ月を超える定期預金  △390

別段預金   △0

現金及び現金同等物  12,387



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．事業区分は製品の種類、事業の内容等により、「基礎化学品事業」、「アクリル製品事業」、「機能製品 

   事業」、「樹脂加工製品事業」、「その他の事業」に区分しております。 

２．各区分に属する主要な製品 

    ３．営業費用のうち、消去または全社の項目に含めたものは、セグメント間の内部売上高または振替高に係る 

    費用であります。 

    ４．資産のうち、消去または全社の項目に含めた全社資産の金額は、前連結会計年度は45,487百万円、当連結

        会計年度は36,455百万円であり、その主なものは当社での余資運用資金（現金及び預金）、長期投資資金(投資

        有価証券）の資産等であります。 

      ５．追加情報 

 (1)有形固定資産の減価償却の方法 

 当社および一部の国内連結子会社は、平成19年度の法人税法の改正に伴い、当連結会計年度より、平成19

年３月31日以前に取得した有形固定資産のうち償却可能限度額まで償却が完了しているものについては、残

存簿価を５年間で均等償却しております。 

 この結果、従来の方法に比べ、当連結会計年度の営業費用は、基礎化学品事業が609百万円、アクリル製

品事業が337百万円、機能製品事業が102百万円、樹脂加工製品事業が67百万円、その他の事業が17百万円増

加し、営業利益が同額減少しております。 

  (2)たな卸資産の評価基準および評価方法 

 連結子会社のうち２社は３月期決算会社でありますため、「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会

（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

  
基礎化学品 
（百万円） 

アクリル 

製品 
（百万円）

機能製品

（百万円）

樹脂加工

製品 
（百万円）

その他

（百万円）

計 
（百万円） 

消去または 
全社 

（百万円） 

連結

（百万円）

Ⅰ 売上高および営業損益    

 売上高    

(1）外部顧客に対する売上高  55,165  51,057  24,380  30,550  1,460  162,615  －  162,615

(2）

 

セグメント間の内部売上

高または振替高 
 245  491  503  46  7,200  8,488 (8,488)  －

  計  55,411  51,548  24,884  30,597  8,661  171,103 (8,488)  162,615

 営業費用  49,760  50,169  20,977  29,298  9,123  159,328 (8,381)  150,947

 
営業利益または 

営業損失（△） 
 5,650  1,379  3,906  1,299  △462  11,774  (106)  11,668

Ⅱ 

 

資産、減価償却費、減損

損失および資本的支出 
   

 資産  46,695  37,384  24,087  36,177  5,078  149,422  23,041  172,464

 減価償却費  3,576  2,172  1,077  1,703  260  8,790  590  9,381

 減損損失  185  220  86  －  －  491  182  674

 資本的支出  3,151  1,277  544  1,200  185  6,360  304  6,665

事業区分 主要製品

基礎化学品事業 

  

苛性ソーダ、苛性カリ、液体塩素・塩酸などの無機塩化物、無機高純度品、塩

素系有機溶剤、硫酸、工業用ガス等 

アクリル製品事業 

  

アクリル酸、アクリル酸エステル、アクリル系ポリマー、高分子凝集剤、建

築・土木製品等 

機能製品事業 光硬化型樹脂、接着剤、無機機能材料、エレクトロニクス材料等 

樹脂加工製品事業 

  

下水道関連製品、電力・通信関連製品、介護関連製品、環境保全関連製品、エ

ラストマーコンパウンド等 

その他の事業 企画開発品、不動産仲介等 



計基準第９号 平成18年７月５日）を適用し、これに伴い当連結会計年度より、通常の販売目的で保有する

たな卸資産については、総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）により算定しております。 

 この結果、従来の方法に比べ、当連結会計年度の営業費用は、樹脂加工製品事業が３百万円増加し、営業

利益が同額減少しております。 

(3)リース取引に関する会計基準等の適用 

 連結子会社のうち２社は３月期決算会社でありますため、「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））および「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、当連結会計年度より、所有権移転外ファイナ

ンス・リース取引については、通常の売買取引に係る会計処理によっております。また、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。 

  なお、これに伴う損益に与える影響は軽微であります。  



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．事業区分は製品の種類、事業の内容等により、「基礎化学品事業」、「アクリル製品事業」、「機能製品 

   事業」、「樹脂加工製品事業」、「その他の事業」に区分しております。 

２．各区分に属する主要な製品 

    ３．営業費用のうち、消去または全社の項目に含めたものは、セグメント間の内部売上高または振替高に係る 

    費用であります。 

    ４．資産のうち、消去または全社の項目に含めた全社資産の金額は、38,140百万円であり、その主なものは当

        社での余資運用資金（現金及び預金）、長期投資資金（投資有価証券）の資産等であります。 

      ５．会計方針の変更 

 (1)たな卸資産の評価基準および評価方法 

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

常の販売目的で保有するたな卸資産については、「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）が適用されたことに伴い、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）により算定しております。 

 この結果、従来の方法に比べ、当連結会計年度の営業費用は、基礎化学品事業が76百万円、アクリル製品

事業が137百万円、機能製品事業が27百万円、樹脂加工製品事業が19百万円増加し、営業利益が同額減少し

ております。 

 (2)リース取引に関する会計基準等の適用 

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

っておりましたが、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19

年３月30日改正）および「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

  
基礎化学品 
（百万円） 

アクリル 

製品 
（百万円）

機能製品

（百万円）

樹脂加工

製品 
（百万円）

その他

（百万円）

計 
（百万円） 

消去または 
全社 

（百万円） 

連結

（百万円）

Ⅰ 売上高および営業損益    

 売上高    

(1）外部顧客に対する売上高  45,646  41,460  22,829  28,599  1,497  140,033  －  140,033

(2）

 

セグメント間の内部売上

高または振替高 
 206  147  560  34  5,818  6,768 (6,768)  －

  計  45,853  41,608  23,390  28,634  7,315  146,801 (6,768)  140,033

 営業費用  41,570  40,196  19,078  26,842  7,982  135,669 (6,794)  128,875

 
営業利益または 

営業損失（△） 
 4,283  1,411  4,311  1,791  △666  11,131  26  11,158

Ⅱ 

 

資産、減価償却費、減損

損失および資本的支出 
   

 資産  40,582  33,931  23,890  35,245  4,628  138,279  23,330  161,609

 減価償却費  3,374  2,003  1,024  1,686  238  8,327  608  8,936

 減損損失  1,846  －  －  194  －  2,041  443  2,484

 資本的支出  2,498  1,372  411  1,453  63  5,799  172  5,971

事業区分 主要製品

基礎化学品事業 

  

苛性ソーダ、苛性カリ、液体塩素・塩酸などの無機塩化物、無機高純度品、塩

素系有機溶剤、硫酸、工業用ガス等 

アクリル製品事業 

  

アクリル酸、アクリル酸エステル、アクリル系ポリマー、高分子凝集剤、建

築・土木製品等 

機能製品事業 光硬化型樹脂、接着剤、無機機能材料、エレクトロニクス材料等 

樹脂加工製品事業 

  

下水道関連製品、電力・通信関連製品、介護関連製品、環境保全関連製品、エ

ラストマーコンパウンド等 

その他の事業 企画開発品、不動産仲介等 



19年３月30日改正）が適用されたことに伴い、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。 

 また、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。 

 なお、リース取引開始日が平成20年12月31日以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を引き続き採用しております。 

 なお、これに伴う損益に与える影響は軽微であります。 

(3)在外子会社等の収益および費用の換算基準の変更 

 在外子会社等の収益および費用については、従来、在外子会社等の決算日の直物為替相場により円貨に換

算しておりましたが、当連結会計年度より、期中平均相場により円貨に換算する方法に変更しております。

 この変更は、会計期間末近くに急激な為替変動があった場合に、期間損益に与える異常な影響を排除し、

在外子会社等の業績をより適正に連結財務諸表に反映させるために行っております。  

 なお、これに伴う損益に与える影響は軽微であります。 

 ６．追加情報 

 (1)有形固定資産の耐用年数の変更 

 「追加情報」に記載のとおり、当社および一部の国内連結子会社の機械装置等の耐用年数については、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。 

 この結果、従来の方法に比べ、当連結会計年度の営業費用は、基礎化学品事業が139百万円、アクリル製

品事業が30百万円、機能製品事業が7百万円が減少し、営業利益が同額増加しております。  



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．国または地域の区分は地理的近接度によっておりますが、全セグメントの売上高および資産の10％以上であ

りますセグメントが存在しないため、日本以外のすべてのセグメントを「日本以外」として一括表記してお

ります。 

２．日本以外の区分に属する主な国または地域 

日本以外…アメリカ、シンガポール、台湾、中国 

３．「消去または全社」に記載された金額および主な内容は、セグメント間の内部取引額になります。 

４．追加情報 

 (1)有形固定資産の減価償却の方法 

 当社および一部の国内連結子会社は、平成19年度の法人税法の改正に伴い当連結会計年度より、平成19年

３月31日以前に取得した有形固定資産のうち償却可能限度額まで償却が完了しているものについては、残存

簿価を５年間で均等償却しております。 

 この結果、従来の方法に比べ、当連結会計年度の「日本」に係る営業費用が1,135百万円増加し、営業利

益が同額減少しております。 

 (2)たな卸資産の評価基準および評価方法 

 連結子会社のうち２社は３月期決算会社でありますため、「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）が適用されたことに伴い、当連結会計年度より、通常の販売目的で保有

するたな卸資産については、総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）により算定しております。 

 この結果、従来の方法に比べ、当連結会計年度の「日本」に係る営業費用が３百万円増加し、営業利益が

同額減少しております。 

 (3)リース取引に関する会計基準等の適用 

 連結子会社のうち２社は３月期決算会社でありますため、「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））および「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、当連結会計年度より、所有権移転外ファイナン

ス・リース取引については、通常の売買取引に係る会計処理によっております。 

 また、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。 

 なお、これに伴う損益に与える影響は軽微であります。  

【所在地別セグメント情報】

  
日本

(百万円) 
日本以外
(百万円) 

消去 
または全社 
(百万円) 

連結
(百万円) 

Ⅰ 売上高および営業損益  

  売上高  

(1) 外部顧客に対する売上高  152,869  9,745  －  162,615

(2) セグメント間の内部売上高または 

振替高 
 1,849  3,937  (5,787)  －

計  154,719  13,683  (5,787)  162,615

  営業費用  142,565  14,063  (5,681)  150,947

  営業利益または営業損失（△）  12,153  △379  (105)  11,668

Ⅱ 資産  168,434  7,814  (3,784)  172,464



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．国または地域の区分は地理的近接度によっておりますが、全セグメントの売上高および資産の10％以上であ

りますセグメントが存在しないため、日本以外のすべてのセグメントを「日本以外」として一括表記してお

ります。 

２．日本以外の区分に属する主な国または地域 

日本以外…アメリカ、シンガポール、台湾、中国 

３．「消去または全社」に記載された金額および主な内容は、セグメント間の内部取引額になります。 

４．会計方針の変更 

    (1)たな卸資産の評価基準および評価方法 

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

の 販売目的で保有するたな卸資産については、「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）が適用されたことに伴い、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基づく簿価切下げの方法）により算定しております。 

      この結果、従来の方法に比べ、当連結会計年度の「日本」に係る営業費用が262百万円増加し、営業利益が

同額減少しております。 

  (2)リース取引に関する会計基準等の適用 

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

っておりましたが、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19

年３月30日改正）および「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

19年３月30日改正）が適用されたことに伴い、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。 

       また、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。 

       なお、リース取引開始日が平成20年12月31日以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を引き続き採用しております。 

      なお、これに伴う損益に与える影響は軽微であります。 

 (3)在外子会社等の収益および費用の換算基準の変更 

       在外子会社等の収益および費用については、従来、在外子会社等の決算日の直物為替相場により円貨に換

算しておりましたが、当連結会計年度より、期中平均相場により円貨に換算する方法に変更しております。

           この変更は、会計期間末近くに急激な為替変動があった場合に、期間損益に与える異常な影響を排除し、

在外子会社等の業績をより適正に連結財務諸表に反映させるために行っております。  

           なお、これに伴う損益に与える影響は軽微であります。 

５．追加情報 

 (1)有形固定資産の耐用年数の変更 

      「追加情報」に記載のとおり、当社および一部の国内連結子会社の機械装置等の耐用年数については、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。 

      この結果、従来の方法に比べ、当連結会計年度の「日本」に係る営業費用が177百万円減少し、営業利益

が同額増加しております。  

  
日本

(百万円) 
日本以外
(百万円) 

消去 
または全社 
(百万円) 

連結
(百万円) 

Ⅰ 売上高および営業損益  

  売上高  

(1) 外部顧客に対する売上高  128,577  11,455  －  140,033

(2) セグメント間の内部売上高または 

振替高 
 1,121  2,858  (3,980)  －

計  129,699  14,314  (3,980)  140,033

  営業費用  119,214  13,549  (3,887)  128,875

  営業利益または営業損失（△）  10,485  765  (92)  11,158

Ⅱ 資産  156,686  8,757  (3,834)  161,609



  

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．国または地域の区分は、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または地域 

アジア…中国、インド、台湾、韓国 

北米……アメリカ 

欧州……ドイツ、フランス、ポーランド 

３．海外売上高は、当社および連結子会社の本邦以外の国また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21年１月１日 至 平成21年12月31日) 

 （注）１．国または地域の区分は、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または地域 

アジア…中国、インド、台湾、韓国 

北米……アメリカ 

欧州……ドイツ、フランス、ポーランド 

３．海外売上高は、当社および連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高であります。 

  

【海外売上高】

    アジア 北米 欧州 その他 合計

Ⅰ 海外売上高 (百万円)  14,729  2,570  2,252  679  20,231

Ⅱ 連結売上高 (百万円)   162,615

Ⅲ 連結売上高に占める 

海外売上高の割合 
(％)  9.0  1.6  1.4  0.4  12.4

    アジア 北米 欧州 その他 合計

Ⅰ 海外売上高 (百万円)  16,319  2,448  1,206  154  20,129

Ⅱ 連結売上高 (百万円)   140,033

Ⅲ 連結売上高に占める 

海外売上高の割合 
(％)  11.7  1.7  0.9  0.1  14.4



（注） 

１ 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。 

２ 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。 

３ １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

（１株当たり情報）

  
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 円 380.98 円 394.03

１株当たり当期純利益 円 7.27 円 13.85

    
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株当たり当期純利益金額   

当期純利益 (百万円)  1,895  3,541

普通株主に帰属しない金額 (百万円)  －  －

普通株式に係る当期純利益 (百万円)  1,895  3,541

普通株式の期中平均株式数 （千株）  260,947  255,664

    
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) 

純資産の部の合計額 (百万円)  113,048  113,700

純資産の部の合計額から控除

する金額 
(百万円)  13,776  14,250

（うち少数株主持分）    (13,776)  (14,250)

普通株式に係る期末の 

純資産額 
(百万円)  99,271  99,449

１株当たり純資産額の算定に

用いられた普通株式の数 
（千株）  260,572  252,389



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） 

  １．自己株式取得について 

    当社は、平成21年２月５日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用され 

   る同法第156条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項を決議いたしました。 

    (1）取得に係る事項の内容 

   ① 取得対象株式の種類 

   当社普通株式 

   ② 取得しうる株式の総数 

   1,000万株（上限） 

   ③ 取得価額の総額 

   2,000百万円（上限） 

   ④ 取得する期間 

   平成21年２月６日から平成21年12月18日まで 
  
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） 

   該当事項はありません。 

  

「リース取引」、「関連当事者との取引」、「税効果会計」、「有価証券」、「デリバティブ取引」、「退職給

付」、「ストック・オプション等」および「企業結合等」に関する注記事項については、決算短信における開示の

必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 

  

（重要な後発事象）

（開示の省略）



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 7,750 9,921

受取手形 4,871 4,418

売掛金 20,057 18,231

製品 6,368 －

半製品 1,143 －

商品及び製品 － 5,221

原材料 1,646 －

貯蔵品 512 －

原材料及び貯蔵品 － 2,174

前払費用 270 231

関係会社短期貸付金 3,583 2,717

立替金 955 1,036

繰延税金資産 271 584

未収入金 1,299 1,362

その他 19 9

貸倒引当金 △22 △22

流動資産合計 48,726 45,888

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 8,738 8,826

構築物（純額） 2,830 2,490

機械及び装置（純額） 12,301 10,040

車両運搬具（純額） 91 52

工具、器具及び備品（純額） 1,061 856

土地 14,056 14,056

リース資産（純額） － 107

建設仮勘定 1,051 703

有形固定資産合計 40,130 37,134

無形固定資産   

のれん － 10

特許権 0 0

ソフトウエア 502 384

設備利用権 159 155

無形固定資産合計 662 549

投資その他の資産   

投資有価証券 9,512 10,245

関係会社株式 17,970 18,012

出資金 0 0



（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) 

関係会社出資金 360 360

長期貸付金 0 0

関係会社長期貸付金 820 1,032

固定化債権 9,110 8,711

更生債権等 62 82

長期前払費用 496 541

前払年金費用 1,120 1,488

繰延税金資産 1,068 898

その他 426 398

貸倒引当金 △5,608 △5,892

投資その他の資産合計 35,339 35,877

固定資産合計 76,132 73,562

資産合計 124,859 119,451

負債の部   

流動負債   

買掛金 9,146 7,907

短期借入金 8,930 4,482

1年内返済予定の長期借入金 1,750 712

コマーシャル・ペーパー 6,000 －

リース債務 － 31

未払金 4,091 4,011

未払費用 660 1,094

未払法人税等 682 442

前受金 1 82

預り金 15,352 19,459

前受収益 － 5

その他 49 0

流動負債合計 46,664 38,230

固定負債   

長期借入金 7,550 9,838

リース債務 － 81

役員退職慰労引当金 107 106

その他 562 1,429

固定負債合計 8,219 11,455

負債合計 54,884 49,686



（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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 20,886 20,886

資本剰余金   

資本準備金 18,031 18,031

その他資本剰余金 320 321

資本剰余金合計 18,352 18,353

利益剰余金   

利益準備金 3,990 3,990

その他利益剰余金   

別途積立金 16,415 16,415

繰越利益剰余金 10,558 11,903

利益剰余金合計 30,963 32,308

自己株式 △877 △2,907

株主資本合計 69,324 68,640

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 649 1,123

繰延ヘッジ損益 0 －

評価・換算差額等合計 649 1,123

純資産合計 69,974 69,764

負債純資産合計 124,859 119,451



（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 84,105 69,008

売上原価 63,699 51,314

売上総利益 20,405 17,694

販売費及び一般管理費   

販売費 7,727 6,745

一般管理費 5,909 5,619

販売費及び一般管理費合計 13,636 12,364

営業利益 6,769 5,329

営業外収益   

受取利息 219 165

受取配当金 1,969 2,308

固定資産賃貸料 300 265

雑収入 159 234

営業外収益合計 2,649 2,974

営業外費用   

支払利息 372 343

環境整備費 164 142

遊休設備費 148 140

為替差損 428 55

雑支出 197 124

営業外費用合計 1,310 806

経常利益 8,108 7,497

特別利益   

投資有価証券売却益 6 －

固定資産売却益 － 0

特別利益合計 6 0

特別損失   

固定資産処分損 714 909

減損損失 537 2,290

貸倒引当金繰入額 2,355 283

投資有価証券評価損 773 8

出資金評価損 10 －

事業撤退関連損失 － 490

特別損失合計 4,391 3,981

税引前当期純利益 3,723 3,516

法人税、住民税及び事業税 1,530 833

法人税等調整額 385 △468

法人税等合計 1,915 364

当期純利益 1,808 3,152



（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 20,886 20,886

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 20,886 20,886

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 18,031 18,031

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 18,031 18,031

その他資本剰余金   

前期末残高 308 320

当期変動額   

自己株式の処分 12 1

当期変動額合計 12 1

当期末残高 320 321

資本剰余金合計   

前期末残高 18,339 18,352

当期変動額   

自己株式の処分 12 1

当期変動額合計 12 1

当期末残高 18,352 18,353

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 3,990 3,990

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,990 3,990

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 11,415 16,415

当期変動額   

別途積立金の積立 5,000 －

当期変動額合計 5,000 －

当期末残高 16,415 16,415

繰越利益剰余金   

前期末残高 15,838 10,558



（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) 

当期変動額   

剰余金の配当 △1,044 △1,042

剰余金の配当（中間配当） △1,043 △765

別途積立金の積立 △5,000 －

当期純利益 1,808 3,152

当期変動額合計 △5,279 1,344

当期末残高 10,558 11,903

利益剰余金合計   

前期末残高 31,243 30,963

当期変動額   

剰余金の配当 △1,044 △1,042

剰余金の配当（中間配当） △1,043 △765

別途積立金の積立 － －

当期純利益 1,808 3,152

当期変動額合計 △279 1,344

当期末残高 30,963 32,308

自己株式   

前期末残高 △725 △877

当期変動額   

自己株式の取得 △202 △2,037

自己株式の処分 50 8

当期変動額合計 △152 △2,029

当期末残高 △877 △2,907

株主資本合計   

前期末残高 69,744 69,324

当期変動額   

剰余金の配当 △1,044 △1,042

剰余金の配当（中間配当） △1,043 △765

当期純利益 1,808 3,152

自己株式の取得 △202 △2,037

自己株式の処分 62 9

当期変動額合計 △419 △683

当期末残高 69,324 68,640



（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 5,003 649

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △4,353 474

当期変動額合計 △4,353 474

当期末残高 649 1,123

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 2 0

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2 △0

当期変動額合計 △2 △0

当期末残高 0 －

評価・換算差額等合計   

前期末残高 5,006 649

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △4,356 473

当期変動額合計 △4,356 473

当期末残高 649 1,123

純資産合計   

前期末残高 74,750 69,974

当期変動額   

剰余金の配当 △1,044 △1,042

剰余金の配当（中間配当） △1,043 △765

当期純利益 1,808 3,152

自己株式の取得 △202 △2,037

自己株式の処分 62 9

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △4,356 473

当期変動額合計 △4,776 △209

当期末残高 69,974 69,764



 該当事項はありません。 

  

(4）継続企業の前提に関する注記



                                               

                                              役員の異動 

   

 平成22年３月30日開催の定時株主総会および取締役会で次のとおり選任ならびに退任の予定であります。 

（執行役員は取締役会のみで選任および退任） 

  

１． 代表者の異動 

       なし 

  

２． その他の役員等の異動 

① 新任取締役候補 

取締役経営企画部長       小関    健（現 常任顧問） 

取締役管理部長         髙村 美己志（現 名古屋工場次長） 

社外取締役           滝澤  英一（現 監査役（非常勤）） 

  

② 退任予定取締役 

現 取締役相談役        福澤 文士郎（相談役に就任予定） 

現 取締役業務部長       宮﨑    清（執行役員先端化学品事業部長に就任予定） 

                                ※ 先端化学品事業部は４月１日付で設置予定であります。 

現 取締役経営企画部長     河村   章司（執行役員ＴＯＡエンジニアリング株式会社社長に就任予定） 

現 取締役管理部長       清田    一夫（執行役員東亞ビジネスアソシエ株式会社社長に就任予定） 

現 社外取締役         日比野  重久 

  

③ 新任監査役候補 

監査役（非常勤）        三浦    良二（現 さくら情報システム株式会社代表取締役社長）  

                ※ 三浦良二氏は、社外監査役の候補者であります。            

④ 退任予定監査役 

現 監査役（非常勤）       花田  文宏（補欠監査役に選任予定） 

現 監査役（非常勤）       滝澤  英一（３月30日辞任予定） 

  

３． 上席執行役員・執行役員の異動 

① 退任予定上席執行役員 

現 上席執行役員ＭＴアクアポリマー株式会社社長  

                阿部  久紀（顧問に就任予定） 

現 上席執行役員ＴＯＡエンジニアリング株式会社社長 

                                安田 保太郎（顧問に就任予定） 

  

② 新任執行役員候補 

執行役員東亞物流株式会社社長 兼 東亞興業株式会社社長 

                                奥山 登志夫（現 トウアゴウセイ・アメリカ・インク社長） 

執行役員ＭＴアクアポリマー株式会社社長 

                                野中  龍巳（現 ＭＴアクアポリマー株式会社取締役経営企画部長、 

                                                 ３月17日同社社長就任予定） 

執行役員機能化学品事業部長    永野  英美（現 経営企画部経営企画グループ主幹） 

                                ※ 機能化学品事業部は４月１日付で機能樹脂事業部から改編予定でありま  

                  す。 

  

③ 退任予定執行役員 

現 執行役員株式会社ＴＧコーポレーション社長 

                                鈴木  茂雄（参与に就任予定）             

現 執行役員名古屋工場長       増田  紀之（３月26日アロン化成株式会社取締役に就任予定） 

                                                                                                     

 以 上
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