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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 56,525 △12.7 2,947 13.8 2,697 46.7 1,745 16.1
21年3月期 64,737 4.0 2,589 △58.1 1,838 △67.5 1,503 △54.9

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
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 25.31 ― 5.7 4.2 5.2
21年3月期 21.80 ― 5.0 3.0 4.0

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  ―百万円 21年3月期  △75百万円

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 65,903 31,938 46.8 447.46
21年3月期 62,873 30,744 47.6 433.78

（参考） 自己資本   22年3月期  30,862百万円 21年3月期  29,919百万円

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 7,520 △7,640 1,848 4,994
21年3月期 947 △7,685 7,365 3,108

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 ― 5.00 ― 5.00 10.00 689 45.9 2.3
22年3月期 ― 5.00 ― 5.00 10.00 689 39.5 2.3

23年3月期 
（予想）

― 5.00 ― 5.00 10.00 38.3

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

29,000 6.7 900 5.2 700 4.3 500 13.5 7.25

通期 63,000 11.5 3,000 1.8 2,800 3.8 1,800 3.1 26.10
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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） 

※ 詳細は、13ページ 「 (7) 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」 をご覧ください 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

※ 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、19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 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期 69,864,854株 21年3月期 69,864,854株

② 期末自己株式数 22年3月期  891,883株 21年3月期  890,780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 42,903 △8.8 1,851 △13.8 1,753 △3.2 1,088 21.4
21年3月期 47,021 △0.3 2,148 △52.7 1,811 △60.9 897 △69.0

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 15.78 ―

21年3月期 13.00 ―

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 58,330 29,670 50.9 430.18
21年3月期 57,695 29,212 50.6 423.53

（参考） 自己資本 22年3月期  29,670百万円 21年3月期  29,212百万円

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

※上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異な
る場合があります。 
なお、上記業績予想に関する事項は、3ページを参照して下さい。 
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①当期の経営成績  

当期(平成21年４月１日～平成22年３月31日)におけるわが国経済は中国などの新興国需要に支えられ

て持ち直しの傾向がみられましたが、当社を取巻く事業環境は円高に加え原燃料価格がじり高になるな

ど厳しい状況が続きました。 

このような状況のもとで、当社グループは製品価格の是正とともに、生産効率の向上ならびに経費削

減等の諸施策を実施し、業績の向上に努めました。 

この結果、当期の当社グループの売上高は565億2千5百万円（前期比12.7％減）となり、前年を下回

りましたが、営業利益は29億4千7百万円（前期比13.8%増）、経常利益は26億9千7百万円（前期比

46.7％増）、当期純利益は17億4千5百万円（前期比16.1％増）と、それぞれ前年を上回りました。 

  

②事業の種類別セグメントの状況 

〔化学品事業〕 

当事業では、水溶性ポリマーおよび微粒子ポリマーの需要は期後半に回復の傾向がみられましたが、

工業薬品の需要回復が遅れており、そのため当期の売上高は168億5千2百万円（前期比18.6％減）と減

少し、営業損益は11億9千2百万円の損失となりました。 

〔吸水性樹脂事業〕 

当事業では、出荷量は海外の旺盛な需要により前期比で増加しましたが、売価水準の低下等により、

売上高は282億4千9百万円（前期比8.3％減）と減少しました。一方、営業利益は海外子会社の業績改善

が寄与し32億9千9百万円（前期比48.7％増）と、前年実績を上回りました。 

〔ガス・エンジニアリング事業〕 

当事業では、エレクトロニクスガスの需要は回復してまいりましたが、ガス発生装置の販売が民間設

備投資の低迷を受けて減少したことから、売上高は114億2千3百万円（前期比13.7％減）、営業利益は8

億2千4百万円（前期比20.2％減）と、それぞれ減少しました。 

  

③次期の見通し 

今後のわが国経済は、景気は緩やかな回復傾向を辿るものとみられますが、欧米の金融不安および新

興国の景気持続など、懸念材料があります。 

このような状況のもとで、次期の連結業績予想につきましては、為替相場を90円／米ドル、ナフサ価

格を50,000円／KL と想定し、売上高は630億円、営業利益は30億円、経常利益は28億円、当期純利益

は18億円と予想しております。 

  

  

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析
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①資産、負債及び純資産の状況 

当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末に比べ30億3千万円増加し、659億3百万円となりま

した。これは主に、現金及び預金と有形固定資産及び無形固定資産が増加したことによるものでありま

す。 

負債は、前連結会計年度末に比べ18億3千6百万円増加し、339億6千5百万円となりました。これは、

設備未払金は支払により減少しましたが、買掛金および借入金が増加したこと等によるものでありま

す。 

純資産（少数株主持分を含む）は、利益剰余金の増加等により、前連結会計年度末に比べ11億9千3百

万円増加し、319億3千8百万円となりました。自己資本比率は、前連結会計年度末に比べて0.8ポイント

低下し、46.8％となりました。 

②キャッシュ・フローの状況 

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

べ18億8千5百万円（60.7％）増加し、49億9千4百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度の営業活動の結果得られた資金は75億2千万円（前期比65億7千2百万円増加）となり

ました。主な内訳は、税金等調整前当期純利益が25億6千7百万円、減価償却費が36億9千5百万円、売上

債権の減少額が4億6千5百万円、仕入債務の増加額が10億5千3百万円、法人税等の支払額が2億9千3百万

円ほかであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度の投資活動の結果使用した資金は76億4千万円（前期比4千5百万円減少）となりまし

た。これは、固定資産の取得による支出が76億2千8百万円などによるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度の財務活動の結果得られた資金は18億4千8百万円（前期比55億1千6百万円減少）とな

りました。主な内訳は、借入金の増加（純額）が25億6千6百万円、配当金の支払額が6億8千3百万円で

あります。 

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 
（注）自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー  

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

（注１）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。 

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

（注３）キャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローを利用しております。 

（注４）有利子負債は連結貸借対照表に計上されている借入金の合計額を対象としております。 

  

(2) 財政状態に関する分析

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(％) 54.5 53.5 51.7 47.6 46.8

時価ベースの自己資本比率
(％)

92.1 85.8 53.9 29.7 38.5

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率(倍)

1.1 1.2 1.3 16.4 2.4

インタレスト・カバレッジ・
レシオ(倍)

46.3 36.7 54.4 5.5 37.0
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当社は、株主の皆様への利益還元をはじめとした剰余金の配当等を機動的に実施するため、定款によ

り剰余金の配当等の決定機関を取締役会としております。 

当社は、剰余金の配当に関しては、株主還元を経営上の 重要課題の一つと考え、各期の収益状況を

ベースに、安定的な配当実施および今後の事業展開に備えるための内部留保などを勘案して決定するこ

とを基本としております。 

また、内部留保につきましては、業績の向上と経営基盤の強化につながる生産体制拡充、コスト競争

力の強化および市場ニーズに対応した製品の研究開発に投資してまいります。 

この方針のもと、当社の当期の期末配当につきましては、５円として実施させていただくこととなり

ました。これにより、中間配当（１株につき５円）を含めました当期の年間の配当は、前期と同額の１

株につき10円となっております。 

なお、次期の株主配当金につきましては、当期と同額の１株につき10円（中間・期末とも５円）を予

定しております。 

  

前連結会計年度まで非連結子会社であった下記の会社を、当連結会計年度より連結子会社に含めてお

ります。 

 
上記以外については、 近の有価証券報告書（平成21年6月29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。 

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

2. 企業集団の状況

名称 住所
資本金又は
出資金

主要な事業の内容
議決権の所有
割合（％）

関係内容

住精ケミカル株式会社 大韓民国
百万ウォン

7,000
ガス・エンジ
ニアリング事業

100％
当社製品の購入お
よび販売
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当社グループは、社会との共存共栄を基本方針とし、化学の分野で世界に通じる独創的な技術を開発

し、特色のある質の高い製品を国内外へ供給することにより、社会の発展に貢献することを基本方針と

しております。 

  

資本効率と収益性を重視し、連結ＲＯＥ（自己資本当期純利益率）と連結ＲＯＡ（総資産経常利益

率）の向上を目指した経営管理を行っております。 

  

当社グループは、既存事業の拡大・強化、新製品・新事業の創出を事業戦略に掲げ、次の課題に取り

組んでおります。 

① 持続的な成長基盤の構築 

② 次世代コア事業の育成 

③ グローバル展開の体制強化 

④ 効率的な生産体制の確立 

  

当社グループは、今後も事業基盤の強化に取り組み、新製品の早期事業化をはかるとともに、既存製

品の拡販により、収益の向上に努めてまいりたいと存じます。 

化学品事業では、得意技術である有機硫黄化合物の拡充により、医薬製品のほか機能製品分野の事業

強化に努めてまいります。また、工業薬品の販売回復に注力するとともに、水溶性ポリマー、微粒子ポ

リマーでは、顧客ニーズを捉えた特色ある製品開発とグローバル展開を進めてまいります。 

吸水性樹脂事業では、日本、シンガポールおよびフランスの３拠点体制により、生産・供給の効率化

を進めるとともに、テクニカルサポートの強化など、顧客サービスの一層の充実に努めてまいります。

ガス・エンジニアリング事業では、エレクトロニクスガスの日本、韓国および台湾の生産拠点を活用

し、アジアでの事業拡大を進めてまいります。また、省エネルギーや環境ニーズに応えたガス発生装

置・回収精製装置の国内外への拡販に注力してまいります。 

当社グループといたしましては、事業基盤強化と収益向上に努め、今後とも社会との共存共栄を基本

方針として、化学の分野で世界に通じる独創的な技術を開発し、特色ある、質の高い製品を国内外に供

給することにより、社会に貢献してまいります。また、コンプライアンス、内部統制システムの充実を

進めるとともに、製品の品質維持・向上、環境の保護と安全の確保に取り組んでまいります。 

  

3. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

(2) 目標とする経営指標

(3) 中長期的な会社の経営戦略

(4) 会社の対処すべき課題
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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 3,128 5,000

受取手形及び売掛金 16,359 15,979

商品及び製品 5,519 5,727

仕掛品 1,023 806

原材料及び貯蔵品 1,404 1,535

繰延税金資産 770 896

その他 1,159 943

貸倒引当金 △27 △26

流動資産合計 29,338 30,861

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 15,859 17,052

減価償却累計額 △8,015 △8,459

建物及び構築物（純額） 7,844 8,593

機械装置及び運搬具 47,430 51,498

減価償却累計額 △35,690 △37,558

機械装置及び運搬具（純額） 11,739 13,939

土地 3,095 3,095

リース資産 699 904

減価償却累計額 △60 △119

リース資産（純額） 639 784

建設仮勘定 3,254 1,480

その他 4,613 4,755

減価償却累計額 △3,381 △3,348

その他（純額） 1,232 1,406

有形固定資産合計 27,805 29,300

無形固定資産

のれん 545 450

ソフトウエア仮勘定 － 1,200

その他 454 98

無形固定資産合計 999 1,749

投資その他の資産

投資有価証券 1,717 1,130

繰延税金資産 1,954 1,735

その他 1,080 1,148

貸倒引当金 △22 △22

投資その他の資産合計 4,729 3,992

固定資産合計 33,534 35,042

資産合計 62,873 65,903
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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 7,817 8,938

短期借入金 10,213 11,261

リース債務 44 45

未払法人税等 244 435

賞与引当金 799 777

その他 4,599 2,908

流動負債合計 23,719 24,368

固定負債

長期借入金 5,304 6,804

リース債務 283 253

繰延税金負債 0 48

退職給付引当金 2,746 2,440

その他 74 49

固定負債合計 8,409 9,596

負債合計 32,128 33,965

純資産の部

株主資本

資本金 9,698 9,698

資本剰余金 7,539 7,539

利益剰余金 13,940 14,954

自己株式 △252 △253

株主資本合計 30,924 31,938

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 120 191

為替換算調整勘定 △1,125 △1,266

評価・換算差額等合計 △1,005 △1,075

少数株主持分 825 1,075

純資産合計 30,744 31,938

負債純資産合計 62,873 65,903
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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 64,737 56,525

売上原価 52,487 44,004

売上総利益 12,249 12,521

販売費及び一般管理費

発送運賃 2,036 1,846

従業員給料及び賞与 2,175 2,172

賞与引当金繰入額 415 317

退職給付費用 178 302

研究開発費 1,939 2,385

その他 2,914 2,548

販売費及び一般管理費合計 9,660 9,574

営業利益 2,589 2,947

営業外収益

受取利息 21 7

受取配当金 66 25

その他 31 33

営業外収益合計 118 65

営業外費用

支払利息 178 197

為替差損 561 59

持分法による投資損失 75 －

その他 54 57

営業外費用合計 870 315

経常利益 1,838 2,697

特別利益

貸倒引当金戻入額 32 －

特別利益合計 32 －

特別損失

固定資産除却損 186 130

買戻容器一時償却 100 －

固定資産売却損 51 －

特別損失合計 337 130

税金等調整前当期純利益 1,532 2,567

法人税、住民税及び事業税 427 456

法人税等調整額 △516 120

法人税等合計 △88 577

少数株主利益 117 244

当期純利益 1,503 1,745
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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 9,698 9,698

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 9,698 9,698

資本剰余金

前期末残高 7,539 7,539

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 7,539 7,539

利益剰余金

前期末残高 13,256 13,940

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 △38 －

当期変動額

剰余金の配当 △689 △689

当期純利益 1,503 1,745

連結範囲の変動 △92 △41

当期変動額合計 721 1,014

当期末残高 13,940 14,954

自己株式

前期末残高 △251 △252

当期変動額

自己株式の取得 △1 △0

当期変動額合計 △1 △0

当期末残高 △252 △253

株主資本合計

前期末残高 30,242 30,924

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 △38 －

当期変動額

剰余金の配当 △689 △689

当期純利益 1,503 1,745

連結範囲の変動 △92 △41

自己株式の取得 △1 △0

当期変動額合計 720 1,014

当期末残高 30,924 31,938
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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 549 120

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△429 71

当期変動額合計 △429 71

当期末残高 120 191

為替換算調整勘定

前期末残高 △52 △1,125

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△1,072 △141

当期変動額合計 △1,072 △141

当期末残高 △1,125 △1,266

評価・換算差額等合計

前期末残高 496 △1,005

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△1,502 △70

当期変動額合計 △1,502 △70

当期末残高 △1,005 △1,075

少数株主持分

前期末残高 1,032 825

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △206 249

当期変動額合計 △206 249

当期末残高 825 1,075

純資産合計

前期末残高 31,771 30,744

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 △38 －

当期変動額

剰余金の配当 △689 △689

当期純利益 1,503 1,745

連結範囲の変動 △92 △41

自己株式の取得 △1 △0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,708 179

当期変動額合計 △988 1,193

当期末残高 30,744 31,938
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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 1,532 2,567

減価償却費 3,176 3,695

固定資産除却損 186 89

固定資産売却損益（△は益） 51 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） △486 △306

受取利息及び受取配当金 △87 △32

支払利息 178 197

売上債権の増減額（△は増加） 2,658 465

たな卸資産の増減額（△は増加） △959 △96

仕入債務の増減額（△は減少） △3,997 1,053

その他 25 350

小計 2,280 7,984

利息及び配当金の受取額 87 32

利息の支払額 △172 △203

法人税等の支払額 △1,247 △293

営業活動によるキャッシュ・フロー 947 7,520

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の売却による収入 84 0

固定資産の取得による支出 △7,119 △7,628

投資有価証券の取得による支出 △731 △4

その他 80 △8

投資活動によるキャッシュ・フロー △7,685 △7,640

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） 5,957 1,066

長期借入れによる収入 5,004 1,500

長期借入金の返済による支出 △2,754 －

自己株式の取得による支出 △1 △0

リース債務の返済による支出 △50 △34

配当金の支払額 △689 △683

少数株主への配当金の支払額 △99 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 7,365 1,848

現金及び現金同等物に係る換算差額 △324 △72

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 303 1,656

現金及び現金同等物の期首残高 2,051 3,108

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 753 229

現金及び現金同等物の期末残高 3,108 4,994
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該当事項はありません。 

（連結の範囲の変更） 

住精ケミカル㈱については、重要性が増したことから、当連結会計年度から連結子会社に含めるこ

ととしました。 

（持分法の適用に関する変更） 

前連結会計年度末まで持分法適用の関連会社であった、セイカ パウダー プラスチックス カン

パニー リミテッドについては、重要性がなくなったことに伴い、当連結会計年度から持分法の適用

範囲から除外しました。なお、当社が保有する同社の株式は、当連結会計年度末において全て売却し

ております。 

（会計方針の変更） 

工事契約に関する会計基準の適用 

当連結会計年度より、「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）

を適用していおります。当連結会計年度に着手した工事契約から、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おります。 

これによる当連結会計年度の損益に与える影響は軽微であります。 

退職給付引当金 

当連結会計年度から「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）を適用しております。 

数理計算上の差異を翌期から償却するため、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。 

また、本会計基準の適用に伴い発生する退職給付債務の差額の未処理残高は545百万円であります。 

  

(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】

(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】
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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) 

 
(注) １ 事業区分は、内部管理上採用している区分をベースに、事業の種類・性質の類似性等を勘案して３つに区分

しました。 

２ 各事業区分の主要製品 

 
３ 営業費用はすべて各セグメントに配賦しました。 

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8,198百万円であり、その主なものは、親会社

の余資運用資金（現預金及び有価証券）、長期投資資金（投資有価証券）、繰延税金資産及び管理部門に係

る資産等であります。 

５ 会計方針の変更 

 （棚卸資産の評価基準及び評価方法） 

  当連結会計年度から、「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第９号 平成18年７月５日公表)

を適用しております。この結果、従来の方法によった場合に比べて、営業損益が、「化学品事業」で239百

万円、「吸水性樹脂事業」で27百万円、「ガス・エンジニアリング事業」で53百万円、それぞれ減少してお

ります。 

 （リース取引に関する会計基準等の適用） 

  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５年６月17日（企業審

議会第一部会）、平成19年３月30日改正））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（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））を適用しております。 

  この変更に伴い損益に与える影響はありません。 

 （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 平成18年５月17日）を適用し、連結決算上必要な修正をおこなっております。 

  この変更に伴い損益に与える影響は軽微であります。 

６ 追加情報 

 （有形固定資産の耐用年数の変更） 

  当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正による法定耐用年数の変更に伴い、耐用年数を見直した結果、

有形固定資産の一部について、当連結会計年度より、耐用年数の変更を行っております。 

  この変更に伴い損益に与える影響は軽微であります。 

(セグメント情報)

１ 事業の種類別セグメント情報

化学品事業 
(百万円)

吸水性
樹脂事業 
(百万円)

ガス・
エンジニア 
リング事業 
(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

20,692 30,810 13,234 64,737 ― 64,737

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

18 ― 575 593 (593) ―

計 20,710 30,810 13,810 65,331 (593) 64,737

営業費用 21,387 28,592 12,776 62,756 (608) 62,148

営業利益又は営業損失(△) △677 2,218 1,033 2,574 14 2,589

Ⅱ 資産、減価償却費
及び資本的支出

資産 25,319 19,295 10,174 54,789 8,083 62,873

減価償却費 1,437 1,234 491 3,163 13 3,176

資本的支出 5,867 1,841 1,235 8,944 253 9,198

事業区分 主要製品

化学品事業 工業薬品、医薬製品、水溶性ポリマー、微粒子ポリマー、機能製品等

吸水性樹脂事業 高吸水性樹脂

ガス・エンジニアリング事業
医療用ガス、ケミカルガス、標準ガス、エレクトロニクスガス、酸
素・窒素・水素等のガス発生装置（ＰＳＡ方式）、一般化工機等 

－　14　－

住友精化株式会社（4008）平成22年３月期決算短信



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) 

 
(注) １ 事業区分は、内部管理上採用している区分をベースに、事業の種類・性質の類似性等を勘案して３つに区分

しております。 

２ 各事業区分の主要製品 

 
３ 営業費用はすべて各セグメントに配賦しました。 

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10,880百万円であり、その主なものは、親会社

の余資運用資金（現預金及び有価証券）、長期投資資金（投資有価証券）、繰延税金資産及び管理部門に係

る資産等であります。 

  

化学品事業 
(百万円)

吸水性
樹脂事業 
(百万円)

ガス・
エンジニア 
リング事業 
(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

16,852 28,249 11,423 56,525 ― 56,525

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

17 ― 170 188 (188) ―

計 16,870 28,249 11,594 56,714 (188) 56,525

営業費用 18,063 24,949 10,770 53,783 (204) 53,578

営業利益又は営業損失(△) △1,192 3,299 824 2,931 16 2,947

Ⅱ 資産、減価償却費
及び資本的支出

資産 26,631 18,900 9,655 55,187 10,716 65,903

減価償却費 1,941 1,202 523 3,667 28 3,695

資本的支出 2,545 1,486 763 4,795 876 5,671

事業区分 主要製品

化学品事業 工業薬品、医薬製品、水溶性ポリマー、微粒子ポリマー、機能製品等

吸水性樹脂事業 高吸水性樹脂

ガス・エンジニアリング事業
医療用ガス、ケミカルガス、標準ガス、エレクトロニクスガス、酸
素・窒素・水素等のガス発生装置（ＰＳＡ方式）、一般化工機等 
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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) 

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 日本以外の区分に属する主な国又は地域 

  アジア…シンガポール、台湾 

  欧 州…ベルギー 

  北米…アメリカ 

３ 営業費用はすべて各セグメントに配賦しました。 

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及び主な内容は、「事業の種類別セグメント情

報」の「(注)４」と同一であります。 

５ 会計方針の変更 

 （棚卸資産の評価基準及び評価方法） 

  当連結会計年度から、「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第９号 平成18年７月５日公表)

を適用しております。この結果、従来の方法によった場合に比べて、営業利益が「日本」で320百万円減少

しております。 

 （リース取引に関する会計基準等の適用） 

    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５年６月17日（企業審

議会第一部会）、平成19年３月30日改正））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（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））を適用しております。 

   この変更に伴い損益に与える影響はありません。 

  （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 平成18年５月17日）を適用し、連結決算上必要な修正をおこなっております。 

   この変更に伴い損益に与える影響は軽微であります。 

６ 追加情報 

 （有形固定資産の耐用年数の変更） 

  当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正による法定耐用年数の変更に伴い、耐用年数を見直した結果、

有形固定資産の一部について、当連結会計年度より、耐用年数の変更を行っております。 

  この変更に伴い損益に与える影響は軽微であります。 

  

２ 所在地別セグメント情報

日 本 
(百万円)

アジア
(百万円)

欧 州
(百万円)

北米
(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

(1) 外部顧客に
対する売上高

47,987 10,961 5,730 58 64,737 ― 64,737

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

3,627 758 ― ― 4,386 (4,386) ―

計 51,614 11,720 5,730 58 69,123 (4,386) 64,737

営業費用 49,429 10,969 6,084 63 66,548 (4,400) 62,148

営業利益又は営業損失(△) 2,184 750 △354 △5 2,575 13 2,589

Ⅱ 資産 46,023 7,004 3,529 733 57,291 5,581 62,873
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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) 

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 日本以外の区分に属する主な国又は地域 

  アジア…シンガポール、台湾、韓国 

  欧 州…ベルギー 

  北米…アメリカ 

３ 営業費用はすべて各セグメントに配賦しました。 

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及び主な内容は、「事業の種類別セグメント情

報」の「(注)４」と同一であります。 

  

日 本 
(百万円)

アジア
(百万円)

欧 州
(百万円)

北米
(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

(1) 外部顧客に
対する売上高

41,652 11,325 3,464 83 56,525 ― 56,525

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

3,477 76 ― ― 3,554 (3,554) ―

計 45,130 11,402 3,464 83 60,080 (3,554) 56,525

営業費用 43,227 10,115 3,632 48 57,023 (3,445) 53,578

営業利益又は営業損失(△) 1,903 1,286 △168 34 3,056 (109) 2,947

Ⅱ 資産 46,968 6,088 3,807 707 57,572 8,331 65,903
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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) 

 
(注) １ 国又は地域の区分は、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又は地域 

  (1) アジア…韓国、台湾、中国、マレーシア、シンガポール 

  (2) 欧 州…イタリア、ベルギー、フランス 

  (3) その他…北米、中南米 

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

  

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) 

 
(注) １ 国又は地域の区分は、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又は地域 

  (1) アジア…韓国、台湾、中国、マレーシア、シンガポール 

  (2) 欧 州…イタリア、ベルギー、フランス 

  (3) その他…北米、中南米 

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

  

３ 海外売上高

アジア 欧 州 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 15,755 7,014 7,239 30,008

Ⅱ 連結売上高(百万円) 64,737

Ⅲ 連結売上高に占める
海外売上高の割合(％)

24.3 10.8 11.3 46.4

アジア 欧 州 その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高(百万円) 14,203 6,829 6,522 27,556

Ⅱ 連結売上高(百万円) 56,525

Ⅲ 連結売上高に占める
海外売上高の割合(％)

25.1 12.1 11.5 48.7
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(注) １ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

２ １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
３ １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりである。 

 
  

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、金融商品、有価証券、デリバティブ取引、退職給

付及び賃貸等不動産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。 

(１株当たり情報)

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)

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 433.78円

 
１株当たり純資産額 447.46円

 
１株当たり当期純利益金額 21.80円

 
１株当たり当期純利益金額 25.31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)

純資産の部の合計額(百万円) 30,744 31,938

純資産の部の合計額から控除する金額
(百万円)

825 1,075

 (うち少数株主持分) 825 1,075

普通株式に係る純資産額(百万円) 29,919 30,862

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)

68,974 68,972

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株当たり当期純利益金額

 当期純利益(百万円) 1,503 1,745

 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) 1,503 1,745

 普通株式の期中平均株式数(千株) 68,976 68,973

(重要な後発事象)

（開示の省略）
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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 1,858 1,677

受取手形 893 174

売掛金 12,255 12,995

商品及び製品 4,451 4,244

仕掛品 487 451

原材料及び貯蔵品 1,216 1,351

前渡金 2 1

前払費用 46 77

繰延税金資産 514 587

未収入金 791 570

その他 659 286

貸倒引当金 △31 △29

流動資産合計 23,145 22,389

固定資産

有形固定資産

建物 9,219 9,706

減価償却累計額 △4,232 △4,456

建物（純額） 4,987 5,250

構築物 5,375 5,758

減価償却累計額 △3,402 △3,559

構築物（純額） 1,973 2,199

機械及び装置 42,303 45,211

減価償却累計額 △31,799 △33,275

機械及び装置（純額） 10,504 11,935

車両運搬具 163 158

減価償却累計額 △134 △135

車両運搬具（純額） 28 23

工具、器具及び備品 4,430 4,459

減価償却累計額 △3,287 △3,202

工具、器具及び備品（純額） 1,142 1,257

土地 3,095 3,095

建設仮勘定 2,813 1,476

有形固定資産合計 24,546 25,237

無形固定資産

ソフトウエア 427 80

ソフトウエア仮勘定 － 1,200

その他 5 5

無形固定資産合計 433 1,286
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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 915 1,035

関係会社株式 5,244 5,244

長期貸付金 197 195

従業員に対する長期貸付金 31 35

関係会社長期貸付金 470 470

長期前払費用 633 638

繰延税金資産 1,914 1,625

その他 186 196

貸倒引当金 △23 △23

投資その他の資産合計 9,569 9,416

固定資産合計 34,549 35,940

資産合計 57,695 58,330

負債の部

流動負債

買掛金 6,092 6,574

短期借入金 8,800 9,000

未払金 2,906 1,491

未払費用 625 648

未払法人税等 227 342

前受金 234 58

預り金 731 548

賞与引当金 711 706

その他 40 4

流動負債合計 20,369 19,375

固定負債

長期借入金 5,304 6,804

退職給付引当金 2,734 2,423

その他 74 56

固定負債合計 8,112 9,284

負債合計 28,482 28,659
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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 9,698 9,698

資本剰余金

資本準備金 7,539 7,539

資本剰余金合計 7,539 7,539

利益剰余金

利益準備金 773 773

その他利益剰余金

特別償却準備金 5 138

固定資産圧縮積立金 54 52

別途積立金 9,500 9,500

繰越利益剰余金 1,779 2,047

利益剰余金合計 12,112 12,511

自己株式 △252 △253

株主資本合計 29,096 29,495

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 116 175

評価・換算差額等合計 116 175

純資産合計 29,212 29,670

負債純資産合計 57,695 58,330
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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 47,021 42,903

売上原価 36,985 33,079

売上総利益 10,036 9,824

販売費及び一般管理費

発送運賃 1,634 1,495

役員報酬 238 227

従業員給料及び賞与 1,718 1,678

賞与引当金繰入額 329 295

退職給付費用 165 287

賃借料 273 230

旅費及び交通費 248 194

減価償却費 57 77

研究開発費 1,914 2,333

その他 1,306 1,150

販売費及び一般管理費合計 7,887 7,972

営業利益 2,148 1,851

営業外収益

受取利息 10 8

受取配当金 36 123

その他 29 26

営業外収益合計 76 158

営業外費用

支払利息 127 171

為替差損 250 61

その他 35 23

営業外費用合計 414 256

経常利益 1,811 1,753

特別利益

貸倒引当金戻入額 34 2

特別利益合計 34 2

特別損失

固定資産除却損 182 130

買戻容器一時償却 177 －

関係会社株式評価損 46 －

特別損失合計 407 130

税引前当期純利益 1,438 1,625

法人税、住民税及び事業税 366 381

法人税等調整額 175 156

法人税等合計 541 537

当期純利益 897 1,088
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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 9,698 9,698

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 9,698 9,698

資本剰余金

資本準備金

前期末残高 7,539 7,539

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 7,539 7,539

資本剰余金合計

前期末残高 7,539 7,539

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 7,539 7,539

利益剰余金

利益準備金

前期末残高 773 773

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 773 773

その他利益剰余金

特別償却準備金

前期末残高 11 5

当期変動額

特別償却準備金の積立 － 138

特別償却準備金の取崩 △5 △5

当期変動額合計 △5 132

当期末残高 5 138

固定資産圧縮積立金

前期末残高 56 54

当期変動額

固定資産圧縮積立金の取崩 △2 △2

当期変動額合計 △2 △2

当期末残高 54 52

別途積立金

前期末残高 7,500 9,500
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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)

当期変動額

別途積立金の積立 2,000 －

当期変動額合計 2,000 －

当期末残高 9,500 9,500

繰越利益剰余金

前期末残高 3,564 1,779

当期変動額

剰余金の配当 △689 △689

特別償却準備金の積立 － △138

特別償却準備金の取崩 5 5

固定資産圧縮積立金の取崩 2 2

別途積立金の積立 △2,000 －

当期純利益 897 1,088

当期変動額合計 △1,785 268

当期末残高 1,779 2,047

利益剰余金合計

前期末残高 11,905 12,112

当期変動額

剰余金の配当 △689 △689

特別償却準備金の積立 － －

特別償却準備金の取崩 － －

固定資産圧縮積立金の取崩 － －

別途積立金の積立 － －

当期純利益 897 1,088

当期変動額合計 207 398

当期末残高 12,112 12,511

自己株式

前期末残高 △251 △252

当期変動額

自己株式の取得 △1 △0

当期変動額合計 △1 △0

当期末残高 △252 △253

株主資本合計

前期末残高 28,891 29,096

当期変動額

剰余金の配当 △689 △689

当期純利益 897 1,088

自己株式の取得 △1 △0

当期変動額合計 205 398

当期末残高 29,096 29,495
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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 506 116

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △390 59

当期変動額合計 △390 59

当期末残高 116 175

評価・換算差額等合計

前期末残高 506 116

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △390 59

当期変動額合計 △390 59

当期末残高 116 175

純資産合計

前期末残高 29,397 29,212

当期変動額

剰余金の配当 △689 △689

当期純利益 897 1,088

自己株式の取得 △1 △0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △390 59

当期変動額合計 △184 457

当期末残高 29,212 29,670
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該当事項はありません。 

(4)【継続企業の前提に関する注記】
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当社は、本日開催の取締役会において、平成２２年６月２９日開催予定の定時株主総会および同総会終了

後の取締役会において、次のとおり役員の異動を行うことを内定いたしましたのでお知らせします。 

  

① 新任監査役候補者 

 

② 補欠監査役候補者 

 
  

③ 新任執行役員候補者 

 
  

④ 執行役員の分掌変更 

 
  

  

 なお、次の人事異動については、平成２２年２月２６日付で公表済みであります。 

  

平成２２年６月開催予定の当社第９７回定時株主総会終了後の取締役会において、次のとおり 

  就任予定。 

 
  

以 上

  

6. その他

氏    名 現 職

監査役（非常勤）（社外監査役） 三 浦 州 夫
大阪弁護士会所属弁護士  
河本・三浦法律事務所代表 

氏    名 現 職

補欠監査役（社外） 大 嶋   匡
大阪弁護士会所属弁護士  
大嶋匡法律事務所代表  
当社補欠監査役（社外） 

氏    名 新役職および業務分担 現役職および業務分担

浅 井 邦 明
常務執行役員  
機能化学品事業部担当、精密化学
品事業部長 

精密化学品事業部長

氏    名 新役職および業務分担 現役職および業務分担

足 立 巳津二
常務執行役員  
知的財産、ＲＣ、品質保証、エン
ジニアリング担当、技術室長

常務執行役員 
機能化学品事業部長 

長 田   学
執行役員  
知的財産、ＲＣ、品質保証担当

執行役員 
知的財産、ＲＣ、品質保証、エン
ジニアリング担当、技術室長 

氏    名 新 役 職

浅 井 邦 明 常務執行役員
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平成２２年５月１０日

住友精化株式会社

１．連結業績 （単位：百万円）

64,737 56,525 △ 8,211 63,000 6,474

2,589 2,947 357 3,000 52

1,838 2,697 858 2,800 102

1,503 1,745 241 1,800 54

21円80銭 25円31銭 3円51銭 26円10銭 79銭

5.0％ 5.7％ 0.7％ 5.8％ 0.1％

100.54 92.86 － 90.00 －

58,900 41,000 － 50,000 －

２．部門別売上高・営業利益 （単位：百万円）

売 上 高 20,692 16,852 △ 3,839 18,000 1,147

営 業 利 益 △ 677 △ 1,192 △ 515 △ 800 392

売 上 高 30,810 28,249 △ 2,561 33,000 4,750

営 業 利 益 2,218 3,299 1,081 3,000 △ 299

ガス・エンジ
売 上 高 13,234 11,423 △ 1,810 12,000 576

ニ ア リ ン グ
営 業 利 益 1,033 824 △ 209 800 △ 24

売 上 高 － － － － －

営 業 利 益 14 16 1 － △ 16

売 上 高 64,737 56,525 △ 8,211 63,000 6,474

営 業 利 益 2,589 2,947 357 3,000 52

前期比増減

前期比増減
23年3月期
（予　想）

前期比増減

22年3月期 前期比増減

消 去

１ 株 当 た り 当 期 純 利 益

平 均 為 替 レ ー ト （ 円 / ＄ ）

ナ フ サ 価 格 （ 円 / Ｋ Ｌ ）

吸水性樹脂

自 己 資 本 当 期 純 利 益 率 （ Ｒ Ｏ Ｅ ）

合 計

21年3月期 22年3月期

23年3月期
（予　想）

化 学 品

売 上 高

営 業 利 益

経 常 利 益

当 期 純 利 益

21年3月期

平成２２年３月期  連結決算概要

参考1



３．キャッシュ・フロー （単位：百万円）

947 7,520 6,572

△ 7,685 △ 7,640 45

△ 6,738 △ 120 6,618

7,365 1,848 △ 5,516

△ 324 △ 72 251

303 1,656 1,352

４．その他

9,198 5,671 △ 3,526 5,000 △ 671

3,176 3,695 519 4,500 804

1,939 2,385 446 2,200 △ 185

15,517 18,065 2,548 19,500 1,434

△ 91 △ 165 △ 74 △ 180 △ 14

1,053 1,094 41 1,080 △ 14

8 8 － 8 －
（ 7 ) （ 8 ) （ 1 ) （ 8 ) （ － )

（参考）個別業績 （単位：百万円）

47,021 42,903 △ 4,118

2,148 1,851 △ 296

1,811 1,753 △ 57

897 1,088 191

13円00銭 15円78銭 2円78銭

（単位：百万円、従業員数は人）

23年3月期
（予　想）

前期比増減

売 上 高

22年3月期 前期比増減

期 末 有 利 子 負 債 残 高

設 備 投 資 額

１ 株 当 た り 当 期 純 利 益

21年3月期

金 融 収 支

（ 内 連 結 子 会 社 ）

営 業 利 益

経 常 利 益

連 結 対 象 会 社 数

当 期 純 利 益

期 末 従 業 員 数

前期比増減

財 務 キ ャ ッ シ ュ ･ フ ロ ー

そ の 他

現金及び現金同等物の増減

21年3月期 22年3月期

減 価 償 却 費

研 究 費

営 業 キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー

投 資 キ ャ ッ シ ュ ･ フ ロ ー

差引（フリー・キャッシュ･フロー)

21年3月期 22年3月期 前期比増減

参考2




