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1.  22年3月期の連結業績（平成21年4月1日～平成22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 ％

22年3月期 90,086 △10.8 10,767 145.7 10,012 383.5 5,753 523.0
21年3月期 100,961 △7.9 4,382 △43.3 2,070 △68.5 923 △83.2

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 ％ ％ ％

22年3月期 59.06 ― 11.6 9.4 12.0
21年3月期 9.48 ― 1.9 1.8 4.3

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  △150百万円 21年3月期  △54百万円

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

22年3月期 106,696 53,987 49.2 538.54
21年3月期 106,819 48,617 44.1 483.90

（参考） 自己資本   22年3月期  52,461百万円 21年3月期  47,140百万円

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

22年3月期 18,272 △4,509 △10,621 11,807
21年3月期 7,396 △4,587 △2,966 8,689

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 ％ ％

21年3月期 ― 0.00 ― 7.00 7.00 681 73.9 1.4
22年3月期 ― 4.00 ― 6.00 10.00 974 16.9 2.0
23年3月期 

（予想）
― 5.00 ― 5.00 10.00 15.0

3.  23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23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

48,000 6.8 5,300 △5.0 5,000 △3.0 3,000 1.8 30.80

通期 98,000 8.8 11,500 6.8 11,000 9.9 6,500 13.0 66.72
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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、20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、24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） 22年3月期 98,369,186株 21年3月期 98,369,186株
② 期末自己株式数 22年3月期  953,848株 21年3月期  949,747株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年3月期の個別業績（平成21年4月1日～平成22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 ％

22年3月期 60,350 6.9 7,796 265.4 7,799 717.3 4,942 ―
21年3月期 56,473 △3.6 2,133 △57.3 954 △80.5 375 △92.3

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

22年3月期 50.74 ―
21年3月期 3.85 ―

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 86,031 50,380 58.6 517.17
21年3月期 84,554 46,359 54.8 475.88

（参考） 自己資本 22年3月期  50,380百万円 21年3月期  46,359百万円

2.  23年3月期の個別業績予想（平成22年4月1日～平成23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 
連結および個別業績予想は、現時点で入手可能な情報に基づき算出したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって異なる結果となる可能性が
あります。 
なお、業績予想の背景、前提条件等については、4ページ「次期の見通し」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

31,000 3.0 3,900 △6.1 4,000 △4.2 2,300 △21.6 23.61

通期 64,000 6.0 8,600 10.3 8,700 11.5 5,000 1.2 51.33

2



 

 

 

 

 

１．経営成績 

（１）経営成績に関する分析 

①当期の経営成績                                                     （単位：百万円） 

 売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 当期純利益 

平成22年3月期 90,086  10,767  10,012   5,753  

平成21年3月期 100,961  4,382  2,070   923  

増減 △10,875   6,385  7,941   4,829  

増減率（％） △10.8  145.7  383.5   523.0  

当連結会計年度における経済環境は、中国を中心とした新興国が牽引役となり、その経済効果が

日本経済にも波及して、勢いはないものの緩慢な回復をもたらしました。しかし、内需については、

一部の業種で景気刺激策による効果は見られるものの、全般的にはデフレを払拭できず低調な消費、

高い失業率、弱い設備投資意欲が改善をみない状況が続きました。また、足元において円高一服感

はあるものの輸出による景気拡大は効果が限定され、一方新興国需要で原材料価格は高騰するなど

先行きに懸念の多いまま推移しました。 

このような状況のもと当社グループは、一層のスペシャリティ化の推進による製品構成の改善、 

適正な売買価格スプレッドの確保、液晶関連分野での需要拡大に対応するための供給体制の強化、 

コスト削減の推進による収益の確保に努めてまいりました。 

その結果、当連結会計年度の連結業績につきましては、売上高は前連結会計年度に比べ108億7千

5百万円減少し、900億8千6百万円（前連結会計年度比10.8%減）となりましたが、営業利益は前連

結会計年度に比べ63億8千5百万円増加し、107億6千7百万円（同145.7%増）となりました。経常利

益は前連結会計年度に比べ79億4千1百万円増加し、100億1千2百万円（同383.5%増）となりました。

当期純利益は前連結会計年度に比べ48億2千9百万円増加し、57億5千3百万円（同523.0%増）となり

ました。 

 

②当期のセグメント別の概況 

＜化学品部門＞ 

合成樹脂部門 

ＰＶＯＨ樹脂「ゴーセノール」では、汎用品分野については、国内外の需要低迷および円高ド 

ル安の影響により売上高は前連結会計年度に比べ減少しました。一方、二次加工分野の機能フィル

ムでは、光学用途の「ＯＰＬフィルム」が国内外の消費刺激策を契機とする需要拡大により伸長し

た結果、ＰＶＯＨ事業全体としての売上高は前連結会計年度に比べ増加しました。 

ＥＶＯＨ樹脂「ソアノール」では、食品包装用途を中心に需要は堅調に推移しましたが、円高 

   による為替換算差の影響が大きく、売上高は前連結会計年度に比べ減少しました。 

粘・接着樹脂および機能性コーティング樹脂を中核とするスペシャリティポリマーでは、建材・ 

土木用途についての回復力は弱いものの、光学用途向けの粘着剤をはじめとする情報電子分野の 

需要増により、売上高は前連結会計年度並みとなりました。 

 

以上の結果、合成樹脂部門の売上高は 650 億 9 千 9百万円（前連結会計年度比 0.9%増）となり 

ました。営業利益につきましては、汎用品分野の需要低迷による販売数量の減少および在庫削減の

ための生産調整による固定費負担増、ならびにＯＰＬフィルム 4系製造設備の商業運転開始に伴う

減価償却費負担増等はありましたが、適正な売買価格スプレッドの確保に努めたことや、スペシャ

リティ分野での販売数量増加により、前連結会計年度に比べ 64 億 9 千 1 百万円増加し、107 億 3

百万円（同 154.1%増）となりました。 

 

有機合成部門 

酢酸、酢酸ビニルモノマー等の工業薬品および酢酸誘導体等のファインケミカル製品等を中核とす

る有機合成部門では、需要の低迷により売上高は227億4千7百万円（前連結会計年度比30.3%減）とな

りました。営業利益につきましては、適正な売買価格スプレッドの確保に努めましたが、販売価格の

低下が大きく2億6千2百万円（同10.1%減）となりました。 

 

化学品部門の売上高は 878 億 4 千 6百万円（前連結会計年度比 9.6%減）となり、営業利益は化 

学品部門の共通費用 1億 9千万円を控除し、107 億 7 千 5百万円（同 149.2%増）となりました。 
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＜その他部門＞ 

設備工事、環境分析、物流サービス事業等を主体とするその他部門は、会計期間の変更により 

9 ヶ月決算としたこともあり、売上高は 22 億 3 千 9百万円（前連結会計年度比 40.7%減）、営業 

利益は 1千 4百万円（同 61.6%減）となりました。 

 

（注）平成22年3月期の業績では、国内関係会社の決算期を全て12月末に統一したため、決算期を

変更した国内関係会社につきましては、平成21年4月1日から平成21年12月31日までの9ヶ月

間の業績となっています。 

 

③次期の見通し                                            （単位：百万円） 

 売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 当期純利益 

平成23年3月期予想 98,000 11,500 11,000 6,500  

平成22年3月期 90,086 10,767 10,012   5,753  

増減 7,913 732         987          746 

増減率（％） 8.8        6.8         9.9         13.0 

次期におきましては、景気の二番底の懸念は薄らいできましたが、原燃料価格の高騰による収益

押し下げ等が予想されます。当社グループでは、引き続きスペシャリティ化の推進および適正な製

品価格の維持やコスト削減による収益力改善に取り組むなど、グループ全体の収益力強化に努めて

まいります。平成23年3月期の通期連結業績は、売上高980億円、営業利益115億円、経常利益110

億円、当期純利益65億円となる見通しです。なお、次期の為替レートおよび原料価格につきまして

は、米ドルは90円、ユーロは130円、国産ナフサ価格は51,000円/KLと想定しています。 

 

＜化学品部門＞ 

合成樹脂部門 

ＰＶＯＨ樹脂「ゴーセノール」では、汎用品の利益率改善およびスペシャリティ分野の拡販に努

めてまいります。「ＯＰＬフィルム」では、液晶ディスプレイ市場における伸長が期待されるため、

数量増および生産効率化により収益の確保に努めてまいります。 

ＥＶＯＨ樹脂「ソアノール」では、海外市場での拡販、適正な売買価格スプレッドの維持および

コスト削減等により収益の確保に努めてまいります。 

粘・接着樹脂および機能性コーティング樹脂を中核とするスペシャリティポリマーでは、情報電子

分野での拡販および適正な売買価格スプレッドの確保に努めてまいります。 

 

有機合成部門 

酢酸、酢酸ビニルモノマー等の工業薬品および酢酸誘導体等のファインケミカル製品等を中核とす

る有機合成部門では、適正な売買価格スプレッドの確保および生産効率化等により収益の改善に取

り組んでまいります。 

 

以上により、化学品部門全体では増収増益を見込んでいます。 

 

当社グループでは、スペシャリティ事業の強化拡大による高収益化を図り、基盤事業のさらなる

強化、グローバルな事業展開に努めてまいりますが、国内外需要や為替の急激な変動などの先行き

不透明なリスクにより、業績予想から実際の業績を大きく乖離させる可能性があります。業績に変

動を与える事情が生じた場合は、速やかに業績予想の見直しの検討・実施を行い、証券取引所が定

める適時開示基準に基づき公表を行います。 
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（２）財政状態に関する分析 

①資産、負債、純資産の状況に関する分析        （単位：百万円） 

 総 資 産 負 債 純 資 産 

平成22年3月期 106,696  52,709  53,987   

平成21年3月期 106,819   58,201  48,617  

総資産は、前連結会計年度末に比べ1億2千2百万円減少し、1,066億9千6百万円となりました。こ

れは売上債権が59億6千8百万円増加したこと、たな卸資産が44億3千9百万円および長期繰延税金資

産が14億7千2百万円減少したこと等によるものです。 

負債は、借入金が94億9千3百万円減少したこと等により前連結会計年度末に比べ54億9千2百万円

減少し、527億9百万円となりました。 

純資産は、当期純利益57億5千3百万円の計上等により前連結会計年度末に比べ53億6千9百万円増

加し、539億8千7百万円となりました。また、純資産から少数株主持分を引いた自己資本は524億6

千1百万円となり、自己資本比率は49.2％となりました。 

 

②キャッシュ・フローの状況に関する分析                  （単位：百万円） 

 平成21年3月期 平成22年3月期 増 減 

営業活動によるキャッシュ・フロー        7,396        18,272  10,875 

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,587  △4,509   77 

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,966  △10,621   △7,655 

現金及び現金同等物に係る為替換算差額 △549  △23   526 

現金及び現金同等物の期中増減額 △706  3,117   3,824 

現金及び現金同等物の期末残高 8,689  11,807   3,117 

 

＜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96億1千5百万円、減価償却費67億7千5百万円、たな卸資産の減少45億2

千3百万円、仕入債務の増加17億1千3百万円などの資金増加要因に対し、売上債権の増加59億4千6

百万円などの資金減少要因により、182億7千2百万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＞ 

固定資産の取得による支出48億2千4百万円等により45億9百万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＞ 

借入金の純減による支出93億8千3百万円、配当金の支払による支出10億7千1百万円等により、 

106億2千1百万円の支出となりました。 

 

以上の結果、現金及び現金同等物は前連結会計年度末より31億1千7百万円増加し、118億7百万円

となりました。 

 

③キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 平成 18年

3 月期 

平成 19年

3 月期 

平成 20年

3 月期 

平成 21年

3 月期 

平成 22年

3 月期 

自己資本比率 37.3% 37.9% 41.6% 44.1% 49.2% 

時価ベースの自己資本比率 47.4% 43.6% 58.2% 25.4% 58.7% 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率 15.8 年 4.9 年 5.0 年 4.4 年 1.2 年 

インタレスト・カバレッジ・レシオ 2.5 倍 6.8 倍 5.7 倍 7.5 倍 28.0 倍 

（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います。 

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いま

す。 
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３．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、利子を払っている全ての負

債を対象にしています。 

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」を用いています。 

 

（３）利益配分に関する基本方針および当期・次期の配当 

当社は、株主の皆様への利益還元を経営の重要課題の一つとして認識しており、将来の事業展開 

に備えるための内部留保の確保や企業体質強化を図りつつ、中期的な経営環境の変化、連結ベース

での業績動向を踏まえた配当を行うことを基本と考えています。 

この基本方針に基づき、当期の期末配当金につきましては、1株当たり6円とさせていただく予定

です。この結果、既に実施しました1株当たり4円の中間配当金を合わせ、年間配当金は1株当たり 

10円となる予定です。 

 また、次期の配当金につきましては、中間配当金は1株当たり5円、期末配当金は1株当たり5円と

し、年間配当金は1株当たり10円とさせていただく予定です。 

内部留保資金につきましては、安全・環境・品質を担保する基盤強化、成長が期待できる分野へ

の収益性投資など、長期的展望に立った企業競争力強化のための投資等に充当いたします。 
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２．企業集団の状況 

当企業集団は、日本合成化学工業株式会社（当社）、親会社である株式会社三菱ケミカルホールデ

ィングス及び三菱化学株式会社、子会社 15 社および関連会社 3 社により構成され、化学品の製造・

販売事業とその他事業を営んでいます。主な関係会社の事業内容と位置付けは次のとおりです。 

会 社 名 住 所
資本金 

又は出資金 
主要な事業内容 

議決権の所

有割合（％）
関 係 内 容 

（親会社） 

㈱三菱ｹﾐｶﾙ 

ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 
東京都 50,000 百万円

ｸﾞﾙｰﾌﾟ会社の経営

管理 

被所有割合

 40.6 

(40.6) 

 

三菱化学㈱ 東京都 50,000 百万円
化学品の製造・販

売 

被所有割合

 40.6 

(0.0) 

同社製品の購入、当社製品の販売

（化学品部門）      

当社 大阪府 17,989 百万円
化学品の製造・販

売 
  

関西化学工業㈱ 香川県 366 百万円
合成樹脂ﾌｨﾙﾑの 

製造・販売 

100.0 

(24.2) 
当社包装材料の購入 

ﾆﾁｺﾞｰ･ﾓｰﾄﾝ㈱ 大阪府 450 百万円
ﾄﾞﾗｲﾌｨﾙﾑﾌｫﾄﾚｼﾞｽﾄ

の製造・販売 
 50.0 

当社ﾄﾞﾗｲﾌｨﾙﾑﾌｫﾄﾚｼﾞｽﾄ製造技術供

与、当社の土地を賃貸、ﾕｰﾃｨﾘﾃｨを

供給 

大成化薬㈱ 大阪府 100 百万円
化学品の製造・販

売 

100.0 

(15.7) 
当社の販売代理店、原料の購入 

NIPPON GOHSEI 

(U.S.A.)Co.,Ltd. 
米国 

千米ﾄﾞﾙ

40,625 

ｿｱﾉｰﾙ(EVOH)の販

売 
100.0 

米国における関係会社への出資、

米国の市場調査 

NOLTEX L.L.C. 米国 
千米ﾄﾞﾙ

63,500 
ｿｱﾉｰﾙの製造・販売

   78.9 

(78.9) 
当社ｿｱﾉｰﾙの製造技術供与 

SOARUS L.L.C. 米国 
千米ﾄﾞﾙ

   200 
ｿｱﾉｰﾙの販売 

 83.9 

(83.9) 
米国におけるｿｱﾉｰﾙの販売 

NIPPON GOHSEI 

Europe GmbH 
ﾄﾞｲﾂ 

千ﾕｰﾛ

   153 
化学品の販売 100.0 

欧州における当社製品の販売、欧

州の市場調査 

NIPPON GOHSEI 

UK Ltd. 
英国 

千ﾕｰﾛ

74,906 
ｿｱﾉｰﾙの製造・販売 100.0 当社ｿｱﾉｰﾙの製造技術供与 

（その他部門） 

ﾆﾁｺﾞｰ九州㈱ 熊本県 100 百万円
建材の販売、環境

分析、ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ
100.0 

当社の販売代理店、原料の供給、

当社設備の建設、機械の製作・修

理 

日合ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱ 岐阜県   30 百万円 ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 100.0 
当社設備の建設、機械の製作・修

理 

水島ﾆﾁｺﾞｰ産業㈱ 岡山県     30 百万円 物流 100.0 包装・入出荷業務を委託 

大垣ﾆﾁｺﾞｰｻｰﾋﾞｽ㈱ 岐阜県   30 百万円 物流 100.0 包装・入出荷業務を委託 

熊本ﾆﾁｺﾞｰｻｰﾋﾞｽ㈱ 熊本県   30 百万円 物流 100.0 

包装・入出荷業務、当社熊本工場

及び熊本地区関係会社の事務を委

託 

㈱協成 大阪府     40 百万円 保険代理、ﾘｰｽ   100.0 当社の保険代理店 

㈱大阪環境技術ｾﾝﾀｰ 大阪府   50 百万円 環境分析 100.0 当社の施設を賃貸 

（注）１．議決権の所有割合（ ）は、間接所有割合（内数）です。 

２．平成 21 年 9 月 9 日付で、当社のその他の関係会社であった株式会社三菱ケミカルホールディン

グスの全額出資子会社である三菱化学株式会社が当社株式を追加取得した結果、同社およびその

親会社である株式会社三菱ケミカルホ－ルディングスが所有する議決権の割合が当社の総株主

等の議決権に対する割合の 40％以上となったことから、実質支配力基準により、当社の親会社

に該当することとなりました。 

３．連結子会社のうち、ニチゴー・モビニール株式会社は、平成 21 年 4 月 1日をもって当社が吸収 
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合併したことにより消滅しました。 

４．連結子会社のうち、日本合成産業株式会社は、平成 22 年 1 月 1日をもって、連結子会社である

大成化薬株式会社が吸収合併したことにより消滅しました。 

５．連結子会社のうち、株式会社日合ビジネスセンターは、平成 21 年 12 月 31 日をもって解散し、

平成 22 年 3 月 25 日に清算を結了しました。 
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得     意     先 

 
 

 化学品部門 
 
  ㈱三菱ｹﾐｶﾙﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ 
         経営管理 

 三  菱  化  学  ㈱ 
 
  関  西  化  学  工  業  ㈱ 
 
  ニ チ ゴ ー ・ モ ー ト ン ㈱ 
 
  大  成  化  薬  ㈱ 
 
  NIPPON GOHSEI (U.S.A.) Co., Ltd. 
 
   
   

    N O L T E X   L. L. C. 

 

 

     S O A R U S   L. L. C. 

 
 

 NIPPON GOHSEI UK Ltd. 

 

 NIPPON GOHSEI Europe GmbH 

 

 

 

 

 

 

 

    

               

 

日           
 

本           
 

合           
 

成           
 

化      
 

学      
 

工      
 

業      
 

㈱      
 

 

 

 

その他部門 
 
ニ チ ゴ ー 九 州 ㈱ 
 
 
日合エンジニアリング㈱ 

 

 

水 島 ニ チ ゴ ー 産 業 ㈱ 

大垣ニチゴーサービス㈱ 

熊本ニチゴーサービス㈱ 

 

㈱  協 成 
㈱  大阪環境技術センター 

 
 
 
 
 
 
 
 
 製品・サービス等の流れ 
 
 連結子会社      １２社 
 持分法適用関連会社   １社 
 持分法適用非連結子会社 ２社 

 親会社         ２社 
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３．経営方針 

（１）会社の経営の基本方針 

平成 18 年 3 月期決算短信（平成 18 年 5 月 12 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います。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.nichigo.co.jp/ir/tanshin.html 

 （東京証券取引所（上場会社情報検索ページ）） 

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

 

（２）中長期的な会社の経営戦略、目標とする経営指標、会社の対処すべき課題 

当社グループでは、2010 年度は連結売上高 1,200 億円、営業利益 120 億円、営業利益率 10％以

上を達成目標とする中期経営計画「08 戦略」の 終年を迎えます。本戦略を策定した 2008 年当時

に比べ、原燃料価格の下落や為替の大幅な円高などの事業環境変化により、連結売上高 1,200 億

円の達成は困難となりましたが、2009 年度は営業利益率 10%以上の目標を達成することができま

した。2010 年度も引き続きスペシャリティ化の推進による営業利益率 10％以上の継続達成を目指

し、収益力の強化に努めてまいります。また、安全・環境・品質を担保する生産基盤を強化する

ことで、戦略の実現を支える体制づくりを行います。そのための主な戦略は下記のとおりです。 

 

  ＜スペシャリティ化への取り組み＞ 

「情報電子」「ライフアメニティ」「環境」の 3 つの分野をターゲット市場として、当社グルー

プの得意技術の応用・拡大によるスペシャリティ化の推進を図る中で、ＰＶＯＨ事業・ＥＶＯＨ

事業の更なる拡大とともに、それに続く第 3 の柱となる事業の育成・拡大に取り組むなど、高収

益体質の企業グループを目指してまいります。 

ＰＶＯＨ事業では、引き続きスペシャリティ分野での新たな用途開拓を推進して製品構成の改

善に取り組んでまいります。光学用途の「ＯＰＬフィルム」では、熊本工場の 4 系生産設備の商

業運転を 2009 年 7 月より開始しましたが、更なる需要増加に対応するため、2012 年第 1四半期を

完工目標として熊本工場に 5系生産設備の新設を決定し、事業拡大に努めてまいります。 

ＥＶＯＨ事業では、日本・米国・欧州の世界三極体制によるグローバル展開を推進し、欧米そ

れぞれの地域内では各製造・販売子会社を一体化した運営をすることで、さらなる収益力強化に

取り組んでまいります。 

粘・接着樹脂および機能性コーティング樹脂を中核とするスペシャリティポリマー事業では、

当社が長年にかけて蓄積してきた固有技術を融合・複合させることで、情報電子分野を中心に多

様化するニーズに対応してまいります。また、環境に配慮した水系化の促進とＰＶＯＨ事業との

コラボレーションによる高機能エマルジョン用途の製品開発を加速させるなど、将来への新たな

展開も視野に入れた収益力の向上を目指してまいります。 

2008 年 10 月に事業を開始したアモルファスビニルアルコール系樹脂「ニチゴ－Ｇポリマー」で

は、非晶性でありながら結晶性の機能を併せ持つ特徴を活かし、環境に優しいアクリルエマルジ

ョン、バリアーペットボトル、心筋梗塞モデル豚を高確率で作り出す薬剤、生分解性を有するバ

リアー樹脂として多層包材用途などに展開しており、更なる用途開拓に取り組み、スペシャリテ

ィ事業として育成を図ります。 

 

＜安全・環境・品質を担保する生産基盤の強化への取り組み＞ 

生産基盤強化のために効率的な維持投資・新規投資を進め、安全・安定操業を確保するとともに

品質保証を万全なものとし、コスト競争力の向上を図り、戦略実現を支える体制づくりに取り組み

ます。また、環境保全のためにレスポンシブル・ケア（環境と安全に関する自主管理）活動を推進

し、地球温暖化問題への対応を重要課題として進め、廃棄物・化学物質排出量の 少化や省資源・

省エネルギーにも取り組んでまいります。 

   

＜会社の対処すべき課題＞ 

2008 年に発生した世界的な経済危機により事業環境は大きく変化いたしましたが、「08 戦略」に

掲げた方針すなわちスペシャリティ化の推進および安全・環境・品質を担保する生産基盤の強化

については基本的には変更の必要がないと認識しており、引き続きこれらの着実かつタイムリー 
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な実行が経営の 重要課題と考えております。 

さらに、環境負荷の低減、経営環境変化への迅速な対応、人材育成と活性化、また一層のコスト

削減を図り、今後の着実な発展に取り組んでまいります。 

また、当社グループは経営の透明化、法令の遵守を基本とし、コンプライアンス体制およびリ

スク管理も含め内部統制システムの一層の強化を図り、企業の社会的責任を果たしてまいります。 
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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21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 8,761 9,908

受取手形及び売掛金 18,876 24,845

商品及び製品 16,840 12,479

仕掛品 368 362

原材料及び貯蔵品 3,017 2,945

未収入金 1,370 －

繰延税金資産 1,107 1,050

その他 1,247 3,055

貸倒引当金 △99 △99

流動資産合計 51,489 54,548

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 9,318 9,545

機械装置及び運搬具（純額） 26,338 27,150

土地 4,327 4,327

リース資産（純額） 11 24

建設仮勘定 4,186 1,749

その他（純額） 1,185 1,510

有形固定資産合計 45,369 44,307

無形固定資産   

特許権 309 225

のれん 669 390

その他 257 284

無形固定資産合計 1,236 900

投資その他の資産   

投資有価証券 4,014 3,828

長期貸付金 200 239

繰延税金資産 3,683 2,211

その他 1,039 850

貸倒引当金 △214 △189

投資その他の資産合計 8,723 6,940

固定資産合計 55,329 52,148

資産合計 106,819 106,696
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 12,038 14,065

短期借入金 15,537 7,318

リース債務 2 6

未払費用 2,194 2,822

未払法人税等 113 1,581

賞与引当金 1,129 1,181

役員賞与引当金 28 73

修繕引当金 633 350

その他 2,918 2,347

流動負債合計 34,595 29,747

固定負債   

長期借入金 16,667 15,392

リース債務 9 19

繰延税金負債 1,106 1,196

退職給付引当金 5,498 5,605

役員退職慰労引当金 72 63

その他 251 685

固定負債合計 23,605 22,962

負債合計 58,201 52,709

純資産の部   

株主資本   

資本金 17,989 17,989

資本剰余金 13,879 13,879

利益剰余金 15,951 20,632

自己株式 △190 △192

株主資本合計 47,630 52,309

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 52 235

繰延ヘッジ損益 0 △1

為替換算調整勘定 △541 △81

評価・換算差額等合計 △489 152

少数株主持分 1,476 1,525

純資産合計 48,617 53,987

負債純資産合計 106,819 106,696
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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４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 100,961 90,086

売上原価 82,704 65,841

売上総利益 18,257 24,244

販売費及び一般管理費 13,874 13,477

営業利益 4,382 10,767

営業外収益   

受取利息 60 16

受取配当金 92 85

受取賃貸料 129 135

受取保険金 11 66

その他 94 79

営業外収益合計 388 383

営業外費用   

支払利息 1,042 636

貸与資産減価償却費 44 44

為替差損 1,469 239

持分法による投資損失 54 150

その他 89 67

営業外費用合計 2,699 1,138

経常利益 2,070 10,012

特別利益   

固定資産売却益 2 0

国庫補助金 － 107

仲裁に伴う特別利益 357 －

投資有価証券売却益 1 1

その他 － 4

特別利益合計 361 114

特別損失   

固定資産処分損 184 491

投資有価証券評価損 165 15

特別退職金 51 －

その他 12 4

特別損失合計 414 511

税金等調整前当期純利益 2,018 9,615

法人税、住民税及び事業税 284 2,058

法人税等調整額 585 1,438

法人税等合計 869 3,496

少数株主利益 225 365

当期純利益 923 5,753
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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４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 17,989 17,989

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 17,989 17,989

資本剰余金   

前期末残高 13,879 13,879

当期変動額   

自己株式の処分 0 －

当期変動額合計 0 －

当期末残高 13,879 13,879

利益剰余金   

前期末残高 15,709 15,951

当期変動額   

剰余金の配当 △681 △1,071

当期純利益 923 5,753

当期変動額合計 241 4,681

当期末残高 15,951 20,632

自己株式   

前期末残高 △187 △190

当期変動額   

自己株式の取得 △3 △2

自己株式の処分 0 －

当期変動額合計 △2 △2

当期末残高 △190 △192

株主資本合計   

前期末残高 47,391 47,630

当期変動額   

剰余金の配当 △681 △1,071

当期純利益 923 5,753

自己株式の取得 △3 △2

自己株式の処分 0 －

当期変動額合計 238 4,679

当期末残高 47,630 52,309
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(単位：百万円)

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

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22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 470 52

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △418 183

当期変動額合計 △418 183

当期末残高 52 235

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 0 0

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 0 △1

当期変動額合計 0 △1

当期末残高 0 △1

為替換算調整勘定   

前期末残高 3,049 △541

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3,591 460

当期変動額合計 △3,591 460

当期末残高 △541 △81

評価・換算差額等合計   

前期末残高 3,520 △489

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △4,009 641

当期変動額合計 △4,009 641

当期末残高 △489 152

少数株主持分   

前期末残高 1,788 1,476

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △311 48

当期変動額合計 △311 48

当期末残高 1,476 1,525
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(単位：百万円)

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

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

純資産合計   

前期末残高 52,699 48,617

当期変動額   

剰余金の配当 △681 △1,071

当期純利益 923 5,753

自己株式の取得 △3 △2

自己株式の処分 0 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △4,320 690

当期変動額合計 △4,082 5,369

当期末残高 48,617 53,987
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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４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22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 2,018 9,615

減価償却費 6,865 6,775

のれん償却額 154 161

貸倒引当金の増減額（△は減少） 38 △26

賞与引当金の増減額（△は減少） △30 51

退職給付引当金の増減額（△は減少） △52 106

為替差損益（△は益） 1,190 127

受取利息及び受取配当金 △152 △102

支払利息 1,042 636

持分法による投資損益（△は益） 54 150

固定資産処分損益（△は益） 184 491

固定資産売却損益（△は益） △1 △0

投資有価証券評価損益（△は益） 165 15

仲裁に伴う特別利益 △357 －

売上債権の増減額（△は増加） 2,545 △5,946

たな卸資産の増減額（△は増加） 165 4,523

仕入債務の増減額（△は減少） △4,774 1,713

その他債権債務の増減額 499 1,008

その他 265 △278

小計 9,820 19,023

利息及び配当金の受取額 333 106

利息の支払額 △991 △652

法人税等の支払額 △1,765 △204

営業活動によるキャッシュ・フロー 7,396 18,272

投資活動によるキャッシュ・フロー   

投資有価証券の売却による収入 9 121

投資有価証券の取得による支出 △4 △3

関係会社株式の売却による収入 － 220

子会社株式の取得による支出 △482 △41

貸付けによる支出 － △71

貸付金の回収による収入 31 39

その他投資資産の売却による収入 59 60

長期前払費用の取得による支出 △213 △16

差入保証金の回収による収入 8 53

固定資産の売却による収入 22 2

固定資産の取得による支出 △3,947 △4,824

その他 △70 △50

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,587 △4,509
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(単位：百万円)

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

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 4,536 980

短期借入金の返済による支出 △7,110 △4,293

長期借入れによる収入 8,498 2,272

長期借入金の返済による支出 △7,980 △8,343

配当金の支払額 △681 △1,071

少数株主への配当金の支払額 △225 △160

自己株式の取得による支出 △3 △2

その他 △0 △3

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,966 △10,621

現金及び現金同等物に係る換算差額 △549 △23

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △706 3,117

現金及び現金同等物の期首残高 9,396 8,689

現金及び現金同等物の期末残高 8,689 11,807
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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 

    下記の「(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」を除き、 近の有価証

券報告書（平成21年6月26日提出）における記載から重要な変更がないため、開示を省略して

います。 

 

（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 
 ① 連結の範囲に関する事項の変更 

ア．連結の範囲の変更 
平成 21 年 4 月 1日付にて、当社の連結子会社でありましたニチゴー・モビニール株式会社を当社
が吸収合併し消滅したため、連結の範囲から除外しています。 
平成 22 年 1 月 1日付にて、当社の連結子会社でありました日本合成産業株式会社を、当社の連結
子会社である大成化薬株式会社が吸収合併し消滅したため、連結の範囲から除外しています。 

  平成 21 年 12 月 31 日付にて、当社の連結子会社でありました株式会社日合ビジネスセンターは解
散し、平成 22 年 3 月 25 日に清算を結了したため、連結の範囲から除外しています。 

 
イ．変更後の連結子会社の数  12 社 

 
② 連結子会社の事業年度等に関する事項の変更 

連結子会社である関西化学工業株式会社、大垣ニチゴーサービス株式会社、水島ニチゴー産業株
式会社、熊本ニチゴーサービス株式会社、日合エンジニアリング株式会社、ニチゴー九州株式会
社および持分法適用非連結子会社 2社は連結決算手続きの効率化を図るため、各社決算日を 3月
31 日から 12 月 31 日に変更しており、当連結会計年度は、それぞれの会社の 9ヶ月決算の数値を
連結しています。 

 
③ 会計処理の基準に関する事項の変更 
ア．完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更 

請負工事に係る収益の計上基準について、従来は、一部の連結子会社において工事完成基準のみ
を適用していましたが、「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第 15 号 平成 19 年 12 月
27 日）及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 18 号 平成 19
年 12 月 27 日）を当連結会計年度より適用し、当連結会計年度に着手した工事契約から、当連結
会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準（工
事の進捗率の見積もりは原価比例法）を、その他の工事については工事完成基準を適用していま
す。 
これによる、売上高、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益に与える影響額は軽微で
あります。 
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います。 

 
   イ．退職給付に係る会計基準の変更 
       当連結会計年度より、「「退職給付に係る会計基準」の一部改正（その 3）」（企業会計基準第 19 

号  平成 20 年 7 月 31 日）を適用しています。 
    なお、これによる、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益に与える影響はありません。 
 
 ④ 表示方法の変更 
    前連結会計年度において、独立掲記していました「未収入金」（当連結会計年度 525 百万円）は、 
    重要性が乏しくなったため、流動資産の「その他」に含めて表示しています。 
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（８）連結財務諸表に関する注記事項 

（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20年4月1日 至 平成21年3月31日）             （単位：百万円） 

 化学品部門 その他部門 計 消去 

又は全社

連結 

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 97,183 3,778

 

 

100,961 ―  100,961

 (2) ｾｸﾞﾒﾝﾄ間の内部売上高又は振替高 883 2,021 2,905  (2,905) ― 

  計 98,067 5,800 103,867 (2,905) 100,961

営業費用 93,742 5,762 99,504 (2,925) 96,579

営業利益 4,324 38 4,362 19 4,382

Ⅱ．資産、減価償却費及び資本的支出 

資産 104,908 3,130

 

108,038 (1,219) 106,819

減価償却費 6,859 43 6,902 (36) 6,865

資本的支出 6,028 54 6,082 (40) 6,042

（注）１．事業区分は、内部管理上採用している区分によっています。 

２．各事業区分の内容は、次のとおりです。 

（１）化学品部門･･････化学工業製品の製造および販売 

（２）その他部門･･････設備工事、保守、環境分析および物流サービス事業等 

３．減価償却費及び資本的支出には長期前払費用と同費用にかかる償却額が含まれています。 

４. 会計方針の変更 

当社及び連結子会社は、棚卸資産の評価方法について、従来、主として総平均法による原価法

によっていましたが、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、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）により算定する方法に変更し

ています。 

また、従来、収益性の低下に伴う「たな卸資産処分損」は、営業外費用に計上していましたが、

販売活動を行ううえで不可避的に発生したものであるため、同基準の適用を契機として、当連

結会計年度より、売上原価に計上する手続きに変更しています。 

     これにより、従来の方法によった場合に比べて、当連結会計年度の「化学品部門」の営業利益 

は374百万円減少し、「その他部門」の営業利益は3百万円減少しています。 

５．追加情報 

当社及び国内連結子会社は、平成20年度の法人税法の改正を契機として、法定耐用年数及び資

産区分の見直しを行い、当連結会計年度より有形固定資産のうち一部の機械装置については、

改正後の法定耐用年数を採用しています。これにより、従来の法定耐用年数を採用した場合に

比べて、当連結会計年度の「化学品部門」の減価償却費は154百万円増加し、営業利益は119

百万円減少しています。 
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当連結会計年度（自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日）             （単位：百万円） 

 化学品部門 その他部門 計 消去 

又は全社

連結 

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 87,846 2,239

 

 

90,086 ―  90,086

 (2) ｾｸﾞﾒﾝﾄ間の内部売上高又は振替高 914 1,764 2,678 (2,678) ― 

  計 88,761 4,003 92,764 (2,678) 90,086

営業費用 77,985 3,988 81,973 (2,655) 79,318

営業利益 10,775 14 10,790   (23) 10,767

Ⅱ．資産、減価償却費及び資本的支出 

資産 105,076 3,225

 

108,301 (1,604) 106,696

減価償却費 6,779 29 6,809 (34) 6,775

資本的支出 5,170 35 5,205 (33) 5,171

（注）１．事業区分は、内部管理上採用している区分によっています。 

２．各事業区分の内容は、次のとおりです。 

（１）化学品部門･･････化学工業製品の製造および販売 

（２）その他部門･･････設備工事、保守、環境分析および物流サービス事業等 

３．減価償却費及び資本的支出には長期前払費用と同費用にかかる償却額が含まれています。 

４．会計方針の変更 

「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」に記載のとおり、請負工事に係

る収益の計上基準について、従来は、一部の連結子会社において工事完成基準のみを適用し

ていましたが、「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年 12月 27日）

及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 18 号 平成 19 年

12 月 27 日）を当連結会計年度より適用し、当連結会計年度に着手した工事契約から、当連

結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基

準（工事の進捗率の見積もりは原価比例法）を、その他の工事については工事完成基準を適

用しています。 

これによる、「その他部門」の売上高、営業利益に与える影響額は軽微であります。 

 

②所在地別セグメント情報 

前連結会計年度（自 平成20年4月1日 至 平成21年3月31日）            （単位：百万円） 

 日本 北米 欧州 計 
消去 

又は全社 
連結 

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 77,099 9,840 14,021 100,961 ―   100,961

(2) ｾｸﾞﾒﾝﾄ間の内部売上高又は振替高 3,911 219 19 4,150  (4,150) ―

計 81,011 10,059 14,040 105,111  (4,150) 100,961

営業費用 78,323 9,139 13,385 100,848  (4,268) 96,579

営業利益 2,687 920 655 4,263   118  4,382

Ⅱ．資産 96,571 9,297 20,202 126,071 (19,251) 106,819

（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）国又は地域の区分は、地理的な近接度によっています。 

（２）本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

北 米･･････アメリカ 

欧 州･･････ドイツ、イギリス 

    （３）従来、区分掲記していた「アジア」については、同地域に所在を置くNIPPON GOHSEI 

Singapore Pte Ltd.を清算したことに伴い、当連結会計年度より該当がなくなってい 

ます。 
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２．会計方針の変更 

当社及び連結子会社は、棚卸資産の評価方法について、従来、主として総平均法による原価 

法によっていましたが、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、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）により算定する方法

に変更しています。 

また、従来、収益性の低下に伴う「たな卸資産処分損」は、営業外費用に計上していました

が、販売活動を行ううえで不可避的に発生したものであるため、同基準の適用を契機として、

当連結会計年度より、売上原価に計上する手続きに変更しています。 

      これにより、従来の方法によった場合に比べて、当連結会計年度の「日本」の営業利益は 

378百万円減少しています。 

３．追加情報 

当社及び国内連結子会社は、平成20年度の法人税法の改正を契機として、法定耐用年数及び

資産区分の見直しを行い、当連結会計年度より有形固定資産のうち一部の機械装置について

は、改正後の法定耐用年数を採用しています。これにより、従来の法定耐用年数を採用した

場合に比べて、当連結会計年度の「日本」の減価償却費は154百万円増加し、営業利益は119

百万円減少しています。 

 

当連結会計年度（自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日）            （単位：百万円） 

 日本 北米 欧州 計 
消去 

又は全社 
連結 

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 70,486 8,950 10,648 90,086 ―   90,086

(2) ｾｸﾞﾒﾝﾄ間の内部売上高又は振替高 2,671 151 61 2,885  (2,885) ―

計 73,158 9,102 10,710 92,971  (2,885) 90,086

営業費用 65,053 7,587 9,658 82,300  (2,981) 79,318

営業利益 8,104 1,514 1,051 10,671  95  10,767

Ⅱ．資産 95,686 9,246 19,127 124,060 (17,364) 106,696

（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）国又は地域の区分は、地理的な近接度によっています。 

（２）本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

北 米･･････アメリカ 

欧 州･･････ドイツ、イギリス 

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重要な事項の変更」に記載のとおり、請負工事に係

る収益の計上基準について、従来は、一部の連結子会社において工事完成基準のみを適用し

ていましたが、「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）

及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 18 号 平成 19 年

12 月 27 日）を当連結会計年度より適用し、当連結会計年度に着手した工事契約から、当連

結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行

基準（工事の進捗率の見積もりは原価比例法）を、その他の工事については工事完成基準を

適用しています。 

これによる、「日本」の売上高、営業利益に与える影響額は軽微であります。  
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③海外売上高 

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

 北 米 アジア 欧 州 その他 計 

Ⅰ．海外売上高（単位：百万円） 11,600  17,938  15,991 724 46,255

Ⅱ．連結売上高（単位：百万円）   100,961

Ⅲ．連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  11.5 17.8 15.8  0.7 45.8

（注） 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）国又は地域の区分は、地理的な近接度によっています。 

（２）本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

北 米･･･アメリカ、カナダ 

アジア･･･東南アジア 

欧 州･･･ドイツ、イギリス 

 

当連結会計年度（自 平成21年4月1日 至 平成22年3月31日）            

 北 米 アジア 欧 州 その他 計 

Ⅰ．海外売上高（単位：百万円）  10,100  20,567  12,809  769 44,246

Ⅱ．連結売上高（単位：百万円）   90,086

Ⅲ．連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  11.2 22.8 14.2  0.9 49.1

（注） 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）国又は地域の区分は、地理的な近接度によっています。 

（２）本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

北 米･･･アメリカ、カナダ 

アジア･･･東南アジア 

欧 州･･･ドイツ、イギリス 

 

（１株当たり情報） 

項目 

前連結会計年度 

（自 平成20年4月1日    

至 平成21年3月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成21年4月1日   

至 平成22年3月31日） 

1株当たり純資産額 483 円 90 銭   538 円 54 銭   

1株当たり当期純利益 9 円 48 銭   59 円 06 銭   

（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いま

せん。 

２．１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりです。 

項目 

前連結会計年度 

（自 平成20年4月1日   

至 平成21年3月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成21年4月1日   

至 平成22年3月31日） 

当期純利益（百万円） 923   5,753   

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） 923   5,753   

普通株式の期中平均株式数（千株） 97,423   97,417   

 

（重要な後発事象） 

当社は、平成22年4月22日開催の取締役会において、液晶分野における需要拡大に対応するため、

光学用ポリビニルアルコールフィルム（商品名「ＯＰＬフィルム」）生産設備増設計画を決議いたし

ました。熊本県宇土市において、投資予定額約60億円、2012年第1四半期に完工予定であり、これに

より同フィルム生産能力は1,500万㎡増加する見込みであります。 
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（開示の省略） 

   以下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、 

開示を省略しています。 

・連結貸借対照表に関する注記 

・連結損益計算書に関する注記 

・連結株主資本等変動計算書に関する注記 

・連結キャッシュ・フローに関する注記 

・リース取引に関する注記 

・関連当事者情報に関する注記 

・税効果会計に関する注記 

・金融商品に関する注記 

・有価証券に関する注記 

・デリバティブ取引に関する注記 

・退職給付に関する注記 

・賃貸等不動産に関する注記 
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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21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,645 6,731

受取手形 291 1,663

売掛金 10,130 15,622

商品及び製品 9,963 8,263

仕掛品 208 205

原材料及び貯蔵品 2,153 2,249

前払費用 193 195

繰延税金資産 854 932

短期貸付金 － 1,965

関係会社短期貸付金 1,350 729

未収入金 1,443 －

その他 248 512

流動資産合計 33,481 39,070

固定資産   

有形固定資産   

建物 14,213 15,499

減価償却累計額 △8,195 △9,148

建物（純額） 6,018 6,350

構築物 7,942 8,759

減価償却累計額 △5,753 △6,446

構築物（純額） 2,189 2,313

機械及び装置 64,796 70,383

減価償却累計額 △57,899 △61,891

機械及び装置（純額） 6,896 8,491

車両運搬具 219 263

減価償却累計額 △197 △214

車両運搬具（純額） 22 49

工具、器具及び備品 4,667 5,611

減価償却累計額 △3,883 △4,390

工具、器具及び備品（純額） 783 1,220

土地 3,378 3,528

リース資産 3 3

減価償却累計額 △0 △1

リース資産（純額） 2 2

建設仮勘定 3,685 1,017

有形固定資産合計 22,977 22,973

無形固定資産   

特許権 309 225

ソフトウエア 56 103

施設利用権 16 17

その他 42 81

無形固定資産合計 424 428
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(単位：百万円)

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 2,625 2,829

関係会社株式 17,120 15,581

出資金 1 1

関係会社出資金 21 21

長期貸付金 － 35

従業員に対する長期貸付金 0 3

関係会社長期貸付金 4,094 2,698

長期前払費用 149 72

繰延税金資産 3,262 1,923

差入保証金 253 232

その他 177 188

貸倒引当金 △36 △29

投資その他の資産合計 27,671 23,558

固定資産合計 51,073 46,961

資産合計 84,554 86,031

負債の部   

流動負債   

支払手形 187 257

買掛金 5,113 7,824

短期借入金 2,175 363

1年内返済予定の長期借入金 6,767 2,963

リース債務 0 0

未払金 1,500 2,134

未払費用 1,087 1,566

未払法人税等 － 1,573

預り金 808 57

賞与引当金 845 1,102

役員賞与引当金 20 65

修繕引当金 633 350

設備関係支払手形 14 26

その他 364 25

流動負債合計 19,518 18,310

固定負債   

長期借入金 14,036 12,015

リース債務 2 1

退職給付引当金 4,635 4,951

長期未払金 2 2

長期預り保証金 － 368

固定負債合計 18,676 17,340

負債合計 38,194 35,651
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(単位：百万円)

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 17,989 17,989

資本剰余金   

資本準備金 13,878 13,878

その他資本剰余金 0 0

資本剰余金合計 13,879 13,879

利益剰余金   

利益準備金 1,072 1,072

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金 278 292

別途積立金 11,480 11,480

繰越利益剰余金 1,785 5,642

利益剰余金合計 14,615 18,487

自己株式 △190 △192

株主資本合計 46,294 50,163

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 64 216

評価・換算差額等合計 64 216

純資産合計 46,359 50,380

負債純資産合計 84,554 86,031
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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４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 56,473 60,350

売上原価 44,852 41,787

売上総利益 11,620 18,562

販売費及び一般管理費 9,486 10,765

営業利益 2,133 7,796

営業外収益   

受取利息 292 88

受取配当金 225 247

受取賃貸料 169 155

受取保険金 5 66

負ののれん償却額 － 23

その他 42 49

営業外収益合計 736 629

営業外費用   

支払利息 365 301

貸与資産減価償却費 48 47

為替差損 1,447 234

その他 55 43

営業外費用合計 1,915 627

経常利益 954 7,799

特別利益   

投資有価証券売却益 － 1

固定資産売却益 0 0

国庫補助金 － 107

貸倒引当金戻入額 11 0

子会社株式消滅益 － 298

特別利益合計 11 408

特別損失   

固定資産処分損 129 516

投資有価証券評価損 150 0

その他 5 1

特別損失合計 284 517

税引前当期純利益 681 7,690

法人税、住民税及び事業税 68 1,474

法人税等調整額 237 1,273

法人税等合計 306 2,747

当期純利益 375 4,942
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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４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 17,989 17,989

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 17,989 17,989

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 13,878 13,878

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 13,878 13,878

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 －

当期変動額合計 0 －

当期末残高 0 0

資本剰余金合計   

前期末残高 13,879 13,879

当期変動額   

自己株式の処分 0 －

当期変動額合計 0 －

当期末残高 13,879 13,879

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 1,072 1,072

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,072 1,072

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金   

前期末残高 291 278

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の積立 － 36

固定資産圧縮積立金の取崩 △12 △22

当期変動額合計 △12 14

当期末残高 278 292

別途積立金   

前期末残高 7,980 11,480

当期変動額   

別途積立金の積立 3,500 －

当期変動額合計 3,500 －

当期末残高 11,480 11,480
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(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

繰越利益剰余金   

前期末残高 5,579 1,785

当期変動額   

剰余金の配当 △681 △1,071

固定資産圧縮積立金の積立 － △36

固定資産圧縮積立金の取崩 12 22

当期純利益 375 4,942

別途積立金の積立 △3,500 －

当期変動額合計 △3,794 3,856

当期末残高 1,785 5,642

利益剰余金合計   

前期末残高 14,922 14,615

当期変動額   

剰余金の配当 △681 △1,071

固定資産圧縮積立金の積立 － －

固定資産圧縮積立金の取崩 － －

当期純利益 375 4,942

別途積立金の積立 － －

当期変動額合計 △306 3,871

当期末残高 14,615 18,487

自己株式   

前期末残高 △187 △190

当期変動額   

自己株式の取得 △3 △2

自己株式の処分 0 －

当期変動額合計 △2 △2

当期末残高 △190 △192

株主資本合計   

前期末残高 46,604 46,294

当期変動額   

剰余金の配当 △681 △1,071

当期純利益 375 4,942

自己株式の取得 △3 △2

自己株式の処分 0 －

当期変動額合計 △309 3,868

当期末残高 46,294 50,163
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(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22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 440 64

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △375 152

当期変動額合計 △375 152

当期末残高 64 216

評価・換算差額等合計   

前期末残高 440 64

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △375 152

当期変動額合計 △375 152

当期末残高 64 216

純資産合計   

前期末残高 47,044 46,359

当期変動額   

剰余金の配当 △681 △1,071

当期純利益 375 4,942

自己株式の取得 △3 △2

自己株式の処分 0 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △375 152

当期変動額合計 △684 4,021

当期末残高 46,359 50,380
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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）個別財務諸表に関する注記事項 

（重要な後発事象） 

当社は、平成22年4月22日開催の取締役会において、液晶分野における需要拡大に対応するた

め、光学用ポリビニルアルコールフィルム（商品名「ＯＰＬフィルム」）生産設備増設計画を決

議いたしました。熊本県宇土市において、投資予定額約60億円、2012年第1四半期に完工予定で

あり、これにより同フィルム生産能力は1,500万㎡増加する見込みであります。 
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