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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 410,782 △7.2 5,510 54.1 4,889 27.9 1,762 △18.5

21年3月期 442,761 △11.5 3,576 △53.3 3,823 △50.9 2,162 △26.0

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
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 27.08 ― 2.7 2.2 1.3
21年3月期 33.22 ― 3.1 1.5 0.8

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  △1,369百万円 21年3月期  △448百万円

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 229,964 68,463 29.5 1,042.19
21年3月期 215,279 63,599 29.1 963.50

（参考） 自己資本   22年3月期  67,805百万円 21年3月期  62,713百万円

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 5,976 △5,529 △6,405 5,014
21年3月期 11,562 947 △7,127 11,181

2.  配当の状況 

（注）平成23年３月期の期末配当金には、「創業120周年記念配当」２円を含んでおります。 

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 10.00 650 30.1 0.9
22年3月期 ― 5.00 ― 5.00 10.00 650 36.9 1.0

23年3月期 
（予想）

― 7.00 ― 10.00 17.00 26.3

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

205,000 8.1 2,000 82.1 1,900 84.5 2,600 507.4 39.96

通期 430,000 4.7 5,000 △9.3 4,800 △1.8 4,200 138.4 64.55

－1－



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、19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」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）の算定の基礎となる株式数については、38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 65,159,227株 21年3月期 65,159,227株

② 期末自己株式数 22年3月期  98,205株 21年3月期  70,288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 265,117 △6.5 2,397 52.4 3,669 6.6 2,015 114.0
21年3月期 283,658 △13.3 1,573 △54.2 3,441 △29.6 941 △43.7

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 30.96 ―

21年3月期 14.47 ―

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 162,705 58,359 35.9 896.60
21年3月期 149,169 54,217 36.3 832.96

（参考） 自己資本 22年3月期  58,359百万円 21年3月期  54,217百万円

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 

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、業績予想に関する事項は添付資料の６ページをご参照ください。 

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

134,000 ― 750 ― 1,000 ― 2,300 ― 35.34

通期 277,000 4.5 1,500 △37.4 2,500 △31.9 3,400 68.7 52.24

－2－



(1）経営成績に関する分析 

① 当期の概況 

 当連結会計年度における日本経済は、2008年末からの世界的不況の影響が残る中、雇用情勢の悪化やデフレの影

響など依然厳しい状況が続いたものの、アジアを中心とする海外経済の改善や緊急経済対策の効果などを背景に、

景気持ち直しの動きがみられました。 

 こうした中、当社の事業においても、主力の情報電子事業や合成樹脂事業を中心に回復基調となったものの、連

結ベースでの売上高は410,782百万円（対前期比7.2％減）となりました。利益面では、利益率の改善及び経費の削

減等により営業利益は5,510百万円（同54.1％増）、経常利益は4,889百万円（同27.9％増）となりました。当期純

利益は投資有価証券評価損等の計上により1,762百万円（同18.5％減）となりました。 

 単体ベースでは売上高は 百万円（同6.5％減）となりました。利益面では、営業利益は 百万円（同

52.4％増）、経常利益は 百万円（同6.6％増）、当期純利益は 百万円（同114.0％増）となりました。 

  

② 事業の種類別セグメントの概況 

  

 事業セグメント別の概況は次のとおりであります。なお、海外事業については、《海外事業の状況》にまとめて

記載しております。 

  

《情報電子事業》   

 情報電子事業は、各国の景気刺激策が奏功し液晶テレビ市場の大幅回復が続いたことから、主力の液晶関連を中

心に伸長しました。 

 液晶関連では価格下落の影響はあったものの、偏光板およびその原料を中心に好調に推移しました。また円高が

進む中、国内メーカー向け各種輸入部材も拡販が進みました。 

 プリンター・複写機関連は、カラーコピー使用量の減少などから低迷したものの、年度後半にかけて回復基調と

なりました。また拡大傾向にある産業用インクジェット分野への取り組みにも注力しました。 

 太陽電池関連は、依然規模は大きくないものの、新規商材の開拓に積極的に取り組みました。 

 半導体関連では、年度後半にパソコン、携帯電話、自動車分野向けなどで回復がみられました。一方マスクブラ

ンクス等の電子材料は、競争激化による価格下落などの影響で苦戦しました。 

 装置関連では、中国を中心とした新興国の景気が回復してきたことから、一昨年来凍結されていたフラットパネ

ルディスプレー（FPD）関連の大型設備投資が再開され、当社でも真空装置の販売が大きく伸長しました。一方、

半導体向け薄膜検査装置やハンドラーは年度後半に回復の兆しがみられたものの、低調に推移しました。 

 これらの結果、売上高は176,774百万円（同5.4％増）となり、営業利益は2,435百万円（同108.7％増）となりま

した。  

  

《住環境事業》 

 住環境事業は、長引く建築・不動産不況により住宅着工戸数が大きく落ちこみ、事業再編が相次ぎました。こう

した中、付加価値商品への取り組みに注力した結果、利益率は向上したものの、全体としては厳しい状況でした。

 住宅・産業資材関連は、ハウスメーカー・ビルダーともに販売戸数が減少し、価格も下落したことから、住宅関

連資材の販売は低迷しました。一方、床・階段材などの新規テーマでは、年度後半に進捗がみられました。また住

宅水廻り機器関連の販売は苦戦したものの、新規商材への取り組みにより微増となりました。 

 木材・建材関連では、建材メーカーの減産と在庫調整が続き、販売が減少しました。 

 これらの結果、売上高は17,552百万円（同20.9％減）となり、営業利益は16百万円（前期は営業損失81百万円）

となりました。  

  

《化学品事業》 

 化学品事業では、機能化学品関連が年度後半にかけて回復が見られたものの、通期では減少しました。一方、ラ

イフサイエンス関連は概ね順調でした。 

 機能化学品関連では、樹脂原料の販売が大きく減少しました。樹脂添加剤や自動車向けを中心とするアラミド繊

維なども減少しましたが、シリコーン樹脂は取り扱いが増加しました。 

 塗料・インキ・接着剤の原料や製紙薬剤は生産量の落ち込みから販売が低調でした。 

 ライフサイエンス関連では、新薬・ジェネリック医薬品向け中間体が堅調に推移しました。その他染顔料、レジ

スト用中間体は減少しました。生活関連商品では、家庭用殺虫剤原料は微減となりましたが、新型インフルエンザ

関連商品等が寄与し総じて好調でした。 

１．経営成績

265,117 2,397

3,669 2,015
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 これらの結果、売上高は58,214百万円（同12.7％減）となり、営業利益は634百万円（同164.5％増）となりまし

た。 

  

《合成樹脂事業》 

 合成樹脂事業は、年度前半は需要低迷の影響を受け苦戦しましたが、年度後半にかけて海外向けを中心に販売量

が回復しました。 

 高機能樹脂は、落ち込んでいた自動車や電子・電気機器用コネクター関連を中心に、年度後半にかけて伸長しま

した。特に輸出は、中国向けを筆頭に東南アジア向けも好調でした。 

 汎用樹脂の販売は、年度末にかけて販売量は回復したものの、価格は依然低い水準のまま推移しました。 

 フィルム、シート関連は、ナフサ価格下落の影響で原料の販売価格が低迷したことに加え、新型インフルエンザ

の影響により人や物の移動が減少したことから、売上、利益ともに低調に推移しました。一方関連会社は、原料の

価格が下落する中、製品価格の維持に努め、総じて好調でした。スポーツ資材は、業界全体の荷動きが悪く、海

外、国内ともに低調でした。 

 これらの結果、売上高は140,376百万円（同12.3％減）となり、営業利益は2,230百万円（同8.8％増）となりま

した。 

  

《食品事業》 

 食品事業は不況や価格下落の影響もあり全体として厳しい状況が続きました。また、2009年3月末で畜産事業か

ら撤退したことにより売上高は対前期比で大きく減少しました。 

 エビやウニを主力とする水産物は、低価格の回転寿司向け販売が比較的堅調だったものの、その他の外食産業向

けは消費低迷により苦戦しました。 

 農産物は主力の冷凍ブルーベリーの価格が大幅に下落したことから、売上減少を余儀なくされました。一方、国

産冷凍野菜は今後安定した需要が見込めることから、加工工場の設備増設を行い、販売拡大への取り組みを強化し

ました。 

 これらの結果、売上高は16,240百万円（同31.7％減）となり、営業損失は50百万円（前期は営業損失150百万

円）となりました。 

  

《海外事業の状況》 

  

   海外事業の状況はリージョン（地域）別に次のとおりであります。                    

  

 （東南アジア） 

  東南アジアでは、年度後半に回復がみられたものの、世界的不況の影響による前半の落ち込みをカバーしきれ

ず、通年では売上は減少となりました。 

  シンガポールでは、インド向けの樹脂など輸出関連が伸長したものの、対前期比では若干の減少でした。 

  インドネシアは、世界的不況の影響も比較的緩やかで、自動車、オートバイ向けの合成樹脂販売が堅調でし

た。 

  タイは、輸出企業向けの販売が多かったことから、合成樹脂関連は苦戦しましたが、化学品関連は微減でし

た。  

  フィリピンは、樹脂コンパウンド事業を終了しましたが、合成樹脂の販売は年度後半に回復の兆しがみえてき

ました。 

 マレーシア、ベトナムは、合成樹脂関連を中心として年度後半に回復がみられたものの、全体としては苦戦し

ました。 

 これらの結果、売上高は53,824百万円（同12.8％減）となり、営業利益は1,512百万円（同16.0％増）となりま

した。                                   

                           

（北東アジア） 

 北東アジアでは、中国政府の継続的内需振興策が功を奏し、価格下落はあったものの総じて堅調でした。 

 香港、華南では同振興策により、家電製品・液晶関連向けを中心に情報電子部門の販売が堅調に推移しまし

た。一方、合成樹脂関連の販売は中国国内向けが伸びたものの、欧米向け輸出は低迷が続き総じて厳しい状況で

した。 

 華東も中国国内関連が好調で液晶関連を中心に情報電子部門の販売が順調でした。また化学品関連の製造拠点

は軌道に乗りはじめました。 

 華北では前半は合成樹脂関連の回復の遅れにより苦戦しましたが、後半には回復の兆しがみえはじめました。 
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 台湾は中国国内での液晶テレビの出荷が順調だったことから、液晶関連部材の売上が伸長しました。 

 韓国も液晶関連部材が順調に推移しました。 

 これらの結果、売上高は74,147百万円（同4.4％増）となり、営業利益は992百万円（同14.1％減）となりまし

た。                                            

                                                       

（米州） 

 米州は年度後半には若干の回復傾向がみられたものの、一昨年来の景気低迷の影響から総じて低調でした。 

 情報電子関連は複写機・プリンター業界への販売に回復がみられました。また太陽電池等の新たなビジネスの

発掘、育成に積極的に取り組みました。 

 化学品関連は、新規顧客の開拓が寄与し、中間体や機能化学品の売上が比較的順調でした。 

 合成樹脂関連は家電向けの需要低迷により販売減となりました。 

 食品関連では、アメリカ国内でフルーツの販売拡大に積極的に取り組みました。またグループ会社での冷凍水

産食品の販売はほぼ横ばいでした。  

 メキシコでは、液晶テレビ関連部材の製造工場の事業再編に取り組みました。  

 これらの結果、売上高は11,152百万円（同27.7％減）となり、営業損失は196百万円（前期は営業損失180百万

円）となりました。                                          

（欧州） 

 欧州は情報電子関連の一部で回復がみられたものの、世界的不況の影響で総じて低調でした。 

 液晶関連では、欧州域内市場の回復が比較的早く、ポーランドでの液晶パネル材料の販売が大きく伸びまし

た。  

 ドイツ・フランスを中心に展開している太陽電池・半導体関連は、年度後半に回復がみられましたが、価格競

争が激化する中、円高の影響も加わり苦戦しました。 

 フランスで注力しているファインケミカル関連は、景気低迷の影響で印刷業界向けの化学品や化粧品原料の販

売が落ち込みました。医薬品関連も単価下落により苦戦しました。  

 これらの結果、売上高は13,095百万円（同18.1％増）となり、営業損失は220百万円（前期は営業損失606百万

円）となりました。                                   
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③ 次期の見通し 

 今後の見通しにつきましては、一部回復の兆しが見え始めておりますが、本格的な景気回復には至っておら

ず、厳しい状況で推移するものと思われます。 

 当社としては、引き続き事業の再構築や資金の効率化に努めるとともに営業力の強化を図り、収益力の向上に

全力で取り組む所存であります。 

 当社の平成23年３月期の連結業績の見通しは、売上高が430,000百万円、営業利益が5,000百万円、経常利益が

4,800百万円となり、当期純利益は4,200百万円となる見込みであります。  

  

（連結業績見通し）            

（単位：百万円） 

（参考） 

（単体業績見通し） 

（単位：百万円） 

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報および合理的である

と判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 

(2）財政状態に関する分析 

① 資産、負債及び純資産の状況 

 当連結会計年度における資産合計は、前連結会計年度末に比べ 百万円増加（対前期比 ％増）し、

百万円となりました。 

 流動資産の増加 百万円は、主に現金及び預金、商品及び製品並びにその他が減少したものの、受取手形及

び売掛金が増加したこと等によるものであります。 

 固定資産の増加 百万円は、主に無形固定資産及び株式市況の回復による投資有価証券の増加等によるもの

であります。 

 当連結会計年度における負債合計は、前連結会計年度末に比べ 百万円増加（同 ％増）し、 百万

円となりました。 

  流動負債の増加 百万円は、主に短期借入金、未払法人税等及びその他が減少したものの、支払手形及び買

掛金が増加したこと等によるものであります。 

  固定負債の増加 百万円は、主に事業整理損失引当金が減少したものの、長期借入金及び繰延税金負債が増

加したこと等によるものであります。 

 当連結会計年度における純資産額は、前連結会計年度末に比べ 百万円増加（同 ％増）し、 百万円

となりました。これは、主に当期純利益、株式市況の回復によるその他有価証券評価差額金の増加及び為替換算調

整勘定の変動等によるものであります。 

 この結果、自己資本比率は ％（前連結会計年度末より ％増加）となりました。期末発行済株式総数に基

づく１株当たり純資産額は 円 銭（前連結会計年度末より 円 銭増加）となりました。 

  平成23年3月期 

  
第２四半期連結 

累計期間予想  
通期予想 

 売上高 205,000   430,000

 営業利益  2,000   5,000

 経常利益 1,900   4,800

 当期純利益 2,600   4,200

  平成23年3月期 

  
第２四半期 

累計期間予想  
通期予想 

 売上高 134,000  277,000

 営業利益  750  1,500

 経常利益 1,000  2,500

 当期純利益 2,300  3,400

14,685 6.8

229,964

9,162

5,522

9,821 6.5 161,500

6,703

3,117

4,863 7.6 68,463

29.5 0.4

1,042 19 78 69
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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、売上債権の増加額、法人税等の支

払額、無形固定資産の取得による支出及び短期借入金の純減少額が、税金等調整前当期純利益、たな卸資産の減少

額、仕入債務の増加額及び長期借入れによる収入を上回ったこと等により、前連結会計年度末に比べ 百万円

減少し、 百万円となりました。 

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は 百万円（対前期比 ％減）となりました。これは主に、税金等調整前当

期純利益、減価償却費、たな卸資産の減少額及び仕入債務の増加額が、事業整理損失引当金の減少額及び売上債権

の増加額を上回ったこと等によるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は 百万円（前連結会計年度は 百万円の獲得）となりました。これは主に、

有形固定資産の取得による支出及び無形固定資産の取得による支出等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） 

財務活動の結果使用した資金は 百万円（対前期比 ％減）となりました。これは主に、短期借入金の純

減少額及び長期借入金の返済による支出が、長期借入れによる収入を上回ったこと等によるものであります。 

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／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）いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

（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・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しており

ます。有利子負債には、長期及び短期借入金を含めております。また、利払いについては、連結キャッシ

ュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 

（注４）キャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレスト・カバレッジ・レシオは、営業活動によるキャッシ

ュ・フローがマイナスの年度は記載しておりません。 

  

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 当社は、株主に対する利益還元を 重要政策の一つと考えており、連結純利益の20％から30％程度を配当の当面の

目安とするとともに、安定配当部分として、原則として１株当たり 低限年間10円の配当金を維持するよう努めま

す。あわせて今後の企業価値向上に向けての中長期的な投資額などを考慮し、総合的な判断により決定していく方針

であります。内部留保資金につきましては、将来の成長分野への戦略的な投資や今後の海外事業の拡大に活用してい

く方針であります。 

  当期の期末配当金につきましては、１株につき５円とさせていただきました。すでに、平成21年12月３日に実施済

みの中間配当金１株当たり５円とあわせまして、年間配当金は１株当たり10円となります。 

  次期の期末配当金につきましては、１株当たり年間配当金17円（中間配当金７円、期末配当金10円(創業120周年記

念配当２円を含む））を予定しております。 

  

6,167

5,014

5,976 48.3

5,529 947

6,405 10.1

  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（％）  29.1  28.7  27.1  29.1  29.5

時価ベースの自己資本比率

（％） 
 24.8  21.3  12.1  7.6  12.5

キャッシュ・フロー対有利 

子負債比率（年） 
 －  －  －  5.6  9.8

インタレスト・カバレッ 

ジ・レシオ（倍） 
 －  －  －  7.4  5.8
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(4）事業等のリスク 

 当社グループの経営成績、株価及び財務状況等に影響を及ぼす可能性のあるリスクには以下のようなものがありま

す。 

 なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものでありま

す。 

(1）為替の変動リスク 

 当社グループは、海外の事業展開における製品、原材料の生産と販売活動及び貿易活動における外貨建取引等に

伴う為替レート変動の影響を受ける可能性があります。 

 また、各地域における売上、費用、資産を含む現地通貨建ての項目は、連結財務諸表の作成のために円換算され

ており、換算時の為替レートにより、円換算後の価値が影響を受ける可能性があります。 

(2）海外活動に潜在するリスク 

 当社グループの海外における生産及び販売活動は、東南アジアや北東アジア、北米、欧州と多数の地域に及びま

すが、これらの海外市場への事業進出には、予期しない法律または規制の変更、不利な政治または経済要因、人材

の採用と確保の難しさ、未整備の技術インフラ、潜在的に不利な税制の影響、その他の要因による社会的混乱など

のリスクが内在しております。 

(3）商品市場の変動リスク 

 当社グループが取り扱う、情報電子材料、建材、ケミカル、合成樹脂、食品の多くは商品相場の変動に影響を受

けます。そのため市況の変動への弾力的な対応ができなかった場合、当社グループの業績と財務状況に悪影響を及

ぼす可能性が生じることになります。 

(4）取引先の信用リスク 

 当社グループ事業は国内外の多数の取引先に対して信用を供与しております。当社グループにおいては海外取引

先も含めたグローバルな与信管理を行ってはおりますが、必ずしも全額の回収が行われる保証はありません。従い

まして、販売先の不測の倒産・民事再生手続等により貸倒損失や貸倒引当金の計上を通して、当社グループの業績

及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。 

(5）事業投資に係るリスク 

 当社グループでは、事業展開をするにあたり、合弁・ジョイントベンチャーなど実際に出資を行い、持分を取得

するケースが多々ありますが、特に連結対象となる関係会社に対する投資については当該グループ会社の財政状態

及び経営成績の動向により、当社グループの業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。 

(6）事業再構築に係るリスク 

 当社グループは、事業の選択と集中の推進のため、不採算事業からの撤退、子会社や関連会社の売却・再編によ

る事業の再構築を継続しております。これらの施策に関連して、当社グループの業績及び財務状況に悪影響を及ぼ

す可能性があります。各国政府の規制や雇用問題等によって、事業再構築の計画が適時に実行できない可能性もあ

ります。また、当社グループが事業再構築の実施により、当初の目的の全部または一部を達成できる保証はありま

せん。 

(7）保有有価証券の時価下落に係るリスク 

 当社グループではビジネス戦略上多数の会社の株式等に出資または投資しております。株式市場の動向悪化、ま

たは出資先の財政状態の悪化により、保有有価証券の減損リスクがあります。  

(8）退職給付債務の変動リスク 

 当社グループの従業員退職給付費用及び債務は、割引率等数理計算上で設定される前提条件や年金資金の期待収

益率に基づいて算出されております。実際の結果が前提条件と異なる場合、または前提条件が変更された場合、そ

の影響は累積され、将来にわたって規則的に認識されるため、一般的には将来期間において認識される費用及び計

上される債務に影響を及ぼします。また、年金資産には退職給付信託として上場有価証券を信託しているため株価

の変動の影響を受けやすく、近年の割引率の低下及び年金資産運用の結果による損益のブレにより当社グループの

年金費用は増減しております。株価の下落、一層の割引率の低下や年金資産運用利回りの悪化は当社グループの業

績と財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。 

(9）法規制に係るリスク 

 当社グループは、事業展開する各国において、事業・投資の許可、国家安全保障またはその他の理由による輸出

制限、関税をはじめとするその他輸出入規制等、様々な政府規制の適用を受けております。これらの制限を遵守で

きなかった場合は、コストの増加につながる可能性があります。従いまして、これらの規制は当社グループの業績

と財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。 
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 当社の企業集団は、当社、子会社61社、関連会社29社及びその他の関係会社１社で構成され、情報電子、住環境、化

学品、合成樹脂、食品及びその他の各分野における商品の販売及び製造を主な内容とした事業活動を展開しておりま

す。主な会社につきましては、以下のとおりであります。 

 （注） 上記事業の区分は、事業の種類別セグメント情報における事業区分と区分内容は同じであります。ただし、一

部の関係会社については取扱商品が多岐にわたるため区分表示しておりませんが、事業の種類別セグメント情

報では各セグメント別に振り分けております。 

２．企業集団の状況

事業の区分・内容 国内 海外 

情報電子 

㈱しなのエレクトロニクス 

武蔵野ファインガラス㈱ 

アルバック成膜㈱ 

IK PRECISION DE MEXICO, S.A. DE C.V. 

INABATA POLAND SP. Z O. O.  

住環境   －  － 

化学品 

アイケイファーマシー㈱ 

日本ビーエフ㈱  

JIANGYIN INABATA FINE CHEMICAL 

CO.,LTD. 

SHANGHAI INABATA FINE CHEMICAL 

CO.,LTD.  

HI-TECH RUBBER PRODUCTS CO., LTD. 

PHARMASYNTHESE S.A.S. 

NOBEL NC CO.,LTD.  

合成樹脂 

オルディ㈱ 

関西高分子工業㈱ 

エヌ・アイ・シー㈱ 

太洋プラスチックス㈱ 

アイ・アンド・ピー㈱ 

㈱クリーン・アシスト  

SIK COLOR (M) SDN.BHD. 

SIK (THAILAND) LTD. 

IKT CONSULTING CO.,LTD.  

PT. S-IK INDONESIA 

PT.IK PRECISION INDONESIA  

SANYO-IK COLOR (H.K.) LTD. 

APPLE FILM CO., LTD. 

SIK VIETNAM CO., LTD. 

食品 
㈱大和食業 

㈱一光園 

DNI GROUP,LLC 

各種商品の輸出入、販売 

稲畑ファインテック㈱ SHANGHAI INABATA TRADING CO.,LTD. 

TAIWAN INABATA SANGYO CO., LTD. 

INABATA KOREA & CO.,LTD.  

INABATA SINGAPORE (PTE.) LTD. 

INABATA THAI CO., LTD. 

PT. INABATA INDONESIA 

INABATA PHILIPPINES, INC. 

INABATA SANGYO (H.K.) LIMITED 

INABATA MALAYSIA SDN. BHD. 

INABATA AMERICA CORPORATION 

INABATA EUROPE S.A. 

INABATA FRANCE S.A.S. 

INABATA UK LIMITED 
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(1）経営の基本方針 

 当社は、人を愛し敬うことを基本精神とし、株主、取引先や社員に加え、当社の企業活動を支えるすべてのステー

クホルダーにとって常に「Good Company」であり続けることを経営理念に、高度の専門性と複合機能に基づく迅速な

ソリューションの提供を目指しております。 

  当社は顧客満足度の向上のため、ISO14001、ISO9001の認証を取得しており、その維持・管理に努めております。

これに加えて、コンプライアンスの徹底、内部統制の強化を通じて、すべてのステークホルダーの満足度を向上さ

せ、社会的責任を全うすべく行動してまいります。 

(2）中期的な経営戦略と対処すべき課題 

 今後当社といたしましてはシナジー効果の実現に重点を置いた新規事業への投資および既存事業の再構築を推進

し、資金効率の更なる向上を図り、企業価値の継続的増大に努めたいと考えております。 

 当社は具体的には以下の取り組みを行っております。 

   1. 企画力の強化による機能・特色の向上 

   2. 連結運営の一層の強化 

    3. シナジー効果の実現に重点を置いた事業の再構築 

   4. 資金効率の更なる向上と財務体質の強化 

   5. 連結ベースの業績に連動した配当の実施による株主への還元 

   6. 多様性の尊重と機会均等な企業風土の構築と人材の活性化 

   7. コンプライアンスの徹底、内部統制の強化とISOの精神に基づく継続的改善 

３．経営方針
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４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成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 11,247 5,463

受取手形及び売掛金 104,197 125,638

商品及び製品 24,736 22,115

仕掛品 383 426

原材料及び貯蔵品 2,357 2,051

繰延税金資産 830 1,066

その他 10,879 7,058

貸倒引当金 △963 △990

流動資産合計 153,668 162,831

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 12,373 12,278

減価償却累計額 △7,992 △8,165

建物及び構築物（純額） 4,381 4,113

機械装置及び運搬具 14,925 13,654

減価償却累計額 △10,223 △9,677

機械装置及び運搬具（純額） 4,701 3,976

土地 1,708 1,910

建設仮勘定 146 11

その他 3,415 2,875

減価償却累計額 △2,588 △2,100

その他（純額） 827 775

有形固定資産合計 11,765 10,787

無形固定資産 4,724 7,880

投資その他の資産   

投資有価証券 38,729 41,898

長期貸付金 2,406 2,082

繰延税金資産 312 1,137

その他 7,217 7,670

貸倒引当金 △3,545 △4,322

投資その他の資産合計 45,119 48,465

固定資産合計 61,610 67,133

資産合計 215,279 229,964
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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 66,811 84,400

短期借入金 49,499 41,537

未払法人税等 1,609 664

未払費用 1,507 1,495

賞与引当金 779 777

その他 5,193 3,227

流動負債合計 125,399 132,103

固定負債   

長期借入金 14,774 17,226

繰延税金負債 6,500 9,594

退職給付引当金 430 406

役員退職慰労引当金 61 31

事業整理損失引当金 2,230 214

債務保証損失引当金 281 18

負ののれん 236 140

その他 1,763 1,764

固定負債合計 26,279 29,397

負債合計 151,679 161,500

純資産の部   

株主資本   

資本金 9,364 9,364

資本剰余金 7,708 7,708

利益剰余金 38,950 39,828

自己株式 △52 △60

株主資本合計 55,971 56,841

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 11,684 15,059

繰延ヘッジ損益 15 31

為替換算調整勘定 △4,958 △4,126

評価・換算差額等合計 6,741 10,964

少数株主持分 886 658

純資産合計 63,599 68,463

負債純資産合計 215,279 229,964

稲畑産業㈱ （８０９８） 平成22年３月期 決算短信

－12－



（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 442,761 410,782

売上原価 416,101 383,214

売上総利益 26,659 27,568

販売費及び一般管理費 23,083 22,058

営業利益 3,576 5,510

営業外収益   

受取利息 454 338

受取配当金 1,000 776

為替差益 95 70

雑収入 1,320 1,145

営業外収益合計 2,871 2,331

営業外費用   

支払利息 1,588 959

持分法による投資損失 448 1,369

雑損失 586 623

営業外費用合計 2,623 2,952

経常利益 3,823 4,889

特別利益   

事業整理損失引当金戻入額 － 410

投資有価証券売却益 4,682 211

貸倒引当金戻入額 370 145

固定資産売却益 143 －

受取損害賠償金 137 －

特別利益合計 5,333 767

特別損失   

投資有価証券評価損 364 782

関係会社株式評価損 131 243

貸倒引当金繰入額 303 206

固定資産売却損 － 190

事業整理損失引当金繰入額等 2,445 47

固定資産除却損 749 －

減損損失 452 －

債務保証損失引当金繰入額 281 －

特別損失合計 4,728 1,470

税金等調整前当期純利益 4,428 4,185

法人税、住民税及び事業税 3,592 2,089

法人税等調整額 △1,372 198

法人税等合計 2,219 2,287

少数株主利益 46 136

当期純利益 2,162 1,762
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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 9,364 9,364

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 9,364 9,364

資本剰余金   

前期末残高 7,708 7,708

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 7,708 7,708

利益剰余金   

前期末残高 37,586 38,950

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 △239 －

当期変動額   

剰余金の配当 △650 △650

当期純利益 2,162 1,762

連結範囲の変動 260 △233

持分法の適用範囲の変動 △169 －

当期変動額合計 1,603 878

当期末残高 38,950 39,828

自己株式   

前期末残高 △52 △52

当期変動額   

自己株式の取得 △0 △8

自己株式の処分 0 －

当期変動額合計 △0 △8

当期末残高 △52 △60

株主資本合計   

前期末残高 54,607 55,971

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 △239 －

当期変動額   

剰余金の配当 △650 △650

当期純利益 2,162 1,762

自己株式の取得 △0 △8

自己株式の処分 0 －

連結範囲の変動 260 △233

持分法の適用範囲の変動 △169 －

当期変動額合計 1,602 869

当期末残高 55,971 56,841
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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 21,383 11,684

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △9,698 3,374

当期変動額合計 △9,698 3,374

当期末残高 11,684 15,059

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 △89 15

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 104 16

当期変動額合計 104 16

当期末残高 15 31

為替換算調整勘定   

前期末残高 1,222 △4,958

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △6,180 831

当期変動額合計 △6,180 831

当期末残高 △4,958 △4,126

評価・換算差額等合計   

前期末残高 22,516 6,741

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △15,774 4,222

当期変動額合計 △15,774 4,222

当期末残高 6,741 10,964

新株予約権   

前期末残高 58 －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △58 －

当期変動額合計 △58 －

当期末残高 － －

少数株主持分   

前期末残高 981 886

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △94 △228

当期変動額合計 △94 △228

当期末残高 886 658
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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 78,163 63,599

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 △239 －

当期変動額   

剰余金の配当 △650 △650

当期純利益 2,162 1,762

自己株式の取得 △0 △8

自己株式の処分 0 －

連結範囲の変動 260 △233

持分法の適用範囲の変動 △169 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △15,927 3,994

当期変動額合計 △14,324 4,863

当期末残高 63,599 68,463
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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 4,428 4,185

減価償却費 2,821 2,385

減損損失 452 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △389 812

受取利息及び受取配当金 △1,455 △1,115

支払利息 1,588 959

持分法による投資損益（△は益） 448 1,369

受取損害賠償金 △137 －

事業整理損失引当金の増減額（△は減少） 2,230 △1,384

債務保証損失引当金の増減額（△は減少） 281 △263

固定資産除却損 749 －

固定資産売却損益（△は益） △143 190

投資有価証券売却損益（△は益） △4,682 △211

投資有価証券評価損益（△は益） 364 782

関係会社株式評価損 131 243

売上債権の増減額（△は増加） 39,936 △20,388

たな卸資産の増減額（△は増加） 536 3,723

その他の流動資産の増減額（△は増加） △2,075 3,711

仕入債務の増減額（△は減少） △30,457 16,877

その他の流動負債の増減額（△は減少） 1,853 △2,639

その他 216 △249

小計 16,699 8,989

利息及び配当金の受取額 1,476 1,121

利息の支払額 △1,554 △1,036

損害保険金の受取額 241 －

法人税等の支払額 △5,301 △3,097

営業活動によるキャッシュ・フロー 11,562 5,976

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △23 △447

定期預金の払戻による収入 102 67

有価証券の取得による支出 △18 △18

有形固定資産の取得による支出 △2,145 △1,317

有形固定資産の売却による収入 227 297

無形固定資産の取得による支出 △3,047 △3,723

投資有価証券の取得による支出 △2,077 △780

投資有価証券の売却による収入 7,077 444

子会社株式の取得による支出 － △311

子会社株式の売却による収入 － 33

短期貸付金の増減額（△は増加） △320 △145

長期貸付けによる支出 △192 △13

長期貸付金の回収による収入 1,279 280

その他 86 105

投資活動によるキャッシュ・フロー 947 △5,529
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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   

短期借入金の純増減額（△は減少） △4,126 △7,312

長期借入れによる収入 7,525 3,099

長期借入金の返済による支出 △9,726 △1,503

配当金の支払額 △650 △650

少数株主への配当金の支払額 △96 △42

その他 △53 3

財務活動によるキャッシュ・フロー △7,127 △6,405

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,680 174

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,702 △5,784

現金及び現金同等物の期首残高 6,671 11,181

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

807 67

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 － △450

現金及び現金同等物の期末残高 11,181 5,014
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 該当事項はありません。  

   

  

継続企業の前提に関する注記

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

  
前連結会計年度

（自 平成20年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．連結の範囲に関する事項 １）連結子会社の数 57社 

主要な連結子会社の名称 

INABATA SINGAPORE(PTE.)LTD. 

INABATA THAI CO.,LTD. 

INABATA SANGYO（H.K.）LTD. 

SHANGHAI INABATA TRADING CO.,LTD. 

TAIWAN INABATA SANGYO CO.,LTD. 

INABATA AMERICA CORPORATION 

稲畑ファインテック㈱ 

当連結会計年度に、持分法非適用非連

結子会社 

INABATA POLAND SP.ZO.O. 

INABATA KOREA&CO.,LTD.他５社及び  

新規設立子会社 

NH INABATA,S.DE R.L.DE C.V. 

他１社の計９社を重要性の観点により

連結の範囲に含めております。 

また、COLOUR COMPOUND(M) SDN.BHD.

は会社清算結了により連結の範囲から

除いております。 

１）連結子会社の数 53社 

主要な連結子会社の名称 

INABATA SINGAPORE(PTE.)LTD. 

INABATA THAI CO.,LTD. 

INABATA SANGYO（H.K.）LTD. 

SHANGHAI INABATA TRADING CO.,LTD. 

TAIWAN INABATA SANGYO CO.,LTD. 

INABATA AMERICA CORPORATION 

稲畑ファインテック㈱ 

従来、持分法非適用非連結子会社であ

った 

INABATA INDUSTRY & TRADE

(DALIAN F.T.Z.)CO., LTD. 

は重要性の観点により連結の範囲に含

めております。 

NOBEL ENTERPRISES LIMITED他１社は

清算手続き中であり、有効な支配従属

関係がないために、連結子会社１社は

清算により、IKA LOGISTICS,INC.は、

他の連結子会社に吸収合併されたため

に、連結の範囲から除外しておりま

す。 

NOBEL TRADING COMPANY LIMITEDは保

有株式売却により持株比率が減少した

ため持分法適用会社としております。 

  ２）主要な非連結子会社名 

INABATA INDUSTRY & TRADE

(DALIAN F.T.Z.)CO., LTD. 

２）主要な非連結子会社名 

INABATA VIETNAM CO., LTD. 

  （連結の範囲から除いた理由） 

 非連結子会社は、いずれも小規模で

あり、合計の総資産、売上高、当期純

損益（持分に見合う額）及び利益剰余

金（持分に見合う額）等は、いずれも

連結財務諸表に重要な影響を及ぼして

いないためであります。 

（連結の範囲から除いた理由） 

同左 

２．持分法の適用に関する事

項 

１）持分法適用の関連会社数 10社 

主要な会社名 

アルバック成膜㈱  

１）持分法適用の関連会社数 9社 

主要な会社名 

アルバック成膜㈱  

   当連結会計年度に、持分法非適用関

連会社NOBEL NC CO.,LTD.、ユニ・ジ

ャパン㈱、新規株式取得会社 林六㈱ 

計３社を重要性の観点により持分法の

適用の範囲に含めております。 

 従来、持分法非適用関連会社であっ

たNOBEL NC EUROPE LIMITEDは重要性

の観点により、持分法適用の範囲に含

めております。また、従来連結子会社

であったNOBEL TRADING COMPANY 

LIMITEDは保有株式売却により持株比

率が減少したため持分法適用会社とし

ております。なお、NOBEL FIRE 

DETECTION LIMITEDとエレメンティス

ジャパン㈱は清算したことにより、持

分法適用の範囲から除外しておりま

す。 
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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） 

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） 

  ２）持分法を適用しない非連結子会社及

び関連会社のうち主要な会社等の名

称 

TIK MANUFACTURING CO., LTD. 

２）持分法を適用しない非連結子会社及

び関連会社のうち主要な会社等の名

称 

TIK MANUFACTURING CO., LTD. 

  （持分法を適用しない理由） 

 持分法非適用会社は、それぞれ当

期純損益及び利益剰余金等に及ぼす

影響が軽微であり、かつ全体として

も重要性がありませんので、持分法

の適用範囲から除外しております。 

（持分法を適用しない理由） 

同左  

  ３） 持分法の適用会社のうち、決算日

が連結決算日と異なる会社について

は、その会社の事業年度に係る財務

諸表を使用しております。 

３） 持分法適用会社のうち、決算日が

連結決算日と異なる会社について

は、その会社の事業年度に係る財務

諸表を使用しております。 

     ただし、アルバック成膜㈱につい

ては決算日が６月30日であり、重要

性が増したことから、当連結会計年

度より連結決算日の３月31日に正規

の決算に準ずる合理的な手続きによ

って作成された財務諸表を使用して

おります。これにより、経常利益及

び税金等調整前当期純利益は、それ

ぞれ263百万円減少しております。  

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項 

 連結子会社の決算日はいずれも12月31

日であります。 

 連結財務諸表の作成にあたっては、同

日現在の財務諸表を使用し、連結決算日

との間に生じた重要な取引については、

連結上必要な調整を行っております。  

同左  

４．会計処理基準に関する事

項 

    

   １）重要な資産の評価基準

及び評価方法 

イ 棚卸資産 

 主として先入先出法及び移動平均

法による原価法並びに販売用不動産

は個別法による原価法（いずれも貸

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

っております。 

イ 棚卸資産 

同左 

  ロ 有価証券 

（イ）その他有価証券 

時価のあるもの 

株式…主として決算日前１ヶ月

の市場価格の平均に基づく時価

法 

株式以外…決算日の市場価格等

に基づく時価法 

（評価差額は全部純資産直入法

により処理し、売却原価は移

動平均法により算定） 

ロ 有価証券 

（イ）その他有価証券 

時価のあるもの 

同左  

  時価のないもの 

…移動平均法による原価法 

時価のないもの 

同左 

  ハ デリバティブ 

…時価法 

ハ デリバティブ 

同左 
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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） 

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） 

２）重要な減価償却資産の

減価償却方法 

イ 有形固定資産（リース資産を除く） 

建物（建物附属設備を除く） 

①平成10年３月31日以前に取得した

もの 

旧定率法によっております。 

イ 有形固定資産（リース資産を除く） 

建物（建物附属設備を除く） 

同左  

  ②平成10年４月１日から平成19年３

月31日までに取得したもの 

旧定額法によっております。 

  

  ③平成19年４月１日以降に取得した

もの 

定額法によっております。 

  

  建物以外（建物附属設備を含む） 

①平成19年３月31日以前に取得した

もの 

主として旧定率法によっておりま

す。 

建物以外（建物附属設備を含む） 

同左  

  ②平成19年４月１日以降に取得した

もの 

主として定率法によっておりま

す。  

  

   ただし、在外連結子会社は主とし

て定額法によっております。 

  

  （追加情報） 

 当社は、法人税法の改正（減価償却

資産の耐用年数等に関する省令の一部

を改正する省令 平成20年４月30日 財

務省令第32号）に伴い、機械装置につ

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。 

 なお、セグメント情報に与える影響

は軽微であるため、記載を省略してお

ります。 

―――――   

  ロ 無形固定資産（リース資産を除く）  

  主として定額法によっております。 

 なお、ソフトウエア（自社利用分）

については、社内における利用可能期

間（５年）に基づく定額法によってお

ります。 

ロ 無形固定資産（リース資産を除く）  

同左  

   ハ 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を採用しておりま

す。 

 なお、当社グループが借手となる所

有権移転外ファイナンス・リース取引

のうち、リース取引開始日が平成20年

３月31日以前の取引については、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。 

 ハ リース資産 

同左   
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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） 

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） 

３）重要な引当金の計上基

準 

イ 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検討し、回

収不能見込額を計上しております。な

お、在外連結子会社は、個別判定によ

る回収不能見込額を計上しておりま

す。 

イ 貸倒引当金 

同左  

  ロ 賞与引当金 

 従業員賞与の支払に備えるため、支

給見込額に基づき計上しております。 

ロ 賞与引当金 

同左 

  ハ 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ける退職給付債務

及び年金資産の見込額に基づき計上し

ております。  

 数理計算上の差異は、主として各連

結会計年度の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(13

年)による定額法により按分した額をそ

れぞれ発生の翌連結会計年度から費用

処理しております。  

 過去勤務債務は、その発生時の従業

員の平均残存勤務期間（14年）による

定額法により費用処理しております。 

 なお、執行役員部分については、執

行役員の退職慰労金の支出に備えるた

め、内規に基づく連結会計年度末要支

給額を計上しております。 

  

ハ 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ける退職給付債務

及び年金資産の見込額に基づき計上し

ております。 

  数理計算上の差異は、主として各連

結会計年度の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(13

年)による定額法により按分した額をそ

れぞれ発生の翌連結会計年度から費用

処理しております。  

 過去勤務債務は、その発生時の従業

員の平均残存勤務期間（14年）による

定額法により費用処理しております。 

  （会計方針の変更） 

 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）を適用しております。 

 これによる当連結会計年度の退職給

付債務及び損益に与える影響はありま

せん。  

  （追加情報）  

 従来、執行役員部分については、執

行役員の退職慰労金の支出に備えるた

め、内規に基づく連結会計年度末要支

給額を計上しておりましたが、当連結

会計年度において、当該内規の見直し

を行い、執行役員への退職慰労金制度

を廃止いたしました。これに伴い当該

制度廃止日までの期間に対応する執行

役員退職慰労金相当額44百万円を固定

負債の「その他」に含めて計上してお

ります。 

  ニ 役員退職慰労引当金 

 一部の連結子会社において役員の退

職慰労金の支出に備えるため、内規に

基づく期末要支給額を計上しておりま

す。  

ニ 役員退職慰労引当金 

同左 
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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） 

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） 

  ホ 事業整理損失引当金 

 関係会社の事業整理による損失に備

えるため、当該損失見込額を計上して

おります。 

ホ 事業整理損失引当金 

同左 

  ヘ 債務保証損失引当金 

 関係会社に対する債務保証に係る損

失に備えるため、保証先の財政状態等

を個別に勘案し、損失負担見込額を計

上しております。 

ヘ 債務保証損失引当金 

同左 

４）重要な外貨建の資産又

は負債の本邦通貨への

換算の基準 

 外貨建金銭債権債務は、連結決算日

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及び負

債、収益及び費用は、決算日の直物為

替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

定及び少数株主持分に含めて計上して

おります。 

同左 

５）重要なヘッジ会計の方

法 

イ ヘッジ会計の方法 

 繰延ヘッジ処理によっております。 

 また、為替予約等が付されている外

貨建金銭債権債務等については、振当

処理を行っております。 

イ ヘッジ会計の方法 

 繰延ヘッジ処理によっております。 

 また、為替予約及び通貨スワップが

付されている外貨建金銭債権債務等に

ついては、振当処理を行っておりま

す。 

  ロ ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段：為替予約取引 

ヘッジ対象：外貨建金銭債権債務及

び外貨建予定取引 

ロ ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段：為替予約取引及び通貨 

      スワップ取引  

ヘッジ対象：外貨建金銭債権債務及

び外貨建予定取引  

  ハ ヘッジ方針 

 資産・負債に係る為替変動リスクを

ヘッジするためにデリバティブ取引を

利用しております。 

ハ ヘッジ方針 

同左 

  ニ ヘッジ有効性評価の方法 

 為替予約締結時にリスク管理方針に

従い、同一通貨建てによる同一金額で

同一期日の為替予約等を振り当ててい

るため、その後の為替相場の変動によ

る相関関係は完全に確保されているの

で、連結決算日における有効性の評価

を省略しております。         

ニ ヘッジ有効性評価の方法 

 為替予約及び通貨スワップ取引につ

いては、当該取引とヘッジ対象となる

資産・負債又は予定取引に関する重要

な条件が同一であり、ヘッジ開始時及

びその後も継続して相場変動又はキャ

ッシュ・フロー変動を相殺するもので

あることが事前に想定されるため、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 

消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。  

消費税等の会計処理 

同左  

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項 

 連結子会社の資産及び負債の評価につ

いては部分時価評価法を採用しておりま

す。 

同左 

６．のれん及び負ののれんの

償却に関する事項 

 のれん及び負ののれんの償却について

は、５年間の均等償却を行っておりま

す。 

同左 
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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） 

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） 

７．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲 

 連結キャッシュ・フロー計算書におけ

る資金（現金及び現金同等物）は、手許

現金、要求払預金及び取得日から３ヶ月

以内に満期日が到来する流動性の高い、

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短

期的な投資からなっております。 

同左 
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度 
（自 平成20年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） 

（棚卸資産の評価に関する会計基準の適用） 

 従来、主として先入先出法による低価法並びに販売用

不動産は個別法による原価法によっておりましたが、当

連結会計年度より「棚卸資産の評価に関する会計基準」

（企業会計基準第９号 平成18年７月５日公表分）が適用

されたことに伴い、主として先入先出法による原価法並

びに販売用不動産は個別法による原価法（いずれも貸借

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、商品廃棄損の計上を「営業外費

用」から「売上原価」に変更いたしました。 

 これにより、当連結会計年度の営業利益が520百万円減

少し、経常利益及び税金等調整前当期純利益は、それぞ

れ287百万円減少しております。 

 なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記

載しております。  

  

（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

要な修正を行っております。 

 これにより、当連結会計年度の営業利益は151百万円減

少し、経常利益及び税金等調整前当期純利益は、それぞ

れ110百万円減少しております。 

 なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記

載しております。  

  

（リース取引に関する会計基準の適用） 

 「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））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））が適用されたことに伴い、当

連結会計年度から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。 

 なお、当社が借手となる所有権移転外ファイナンス・

リース取引の内、リース取引開始日が平成20年３月31日

以前の取引については、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。 

 これにより、当連結会計年度の損益に与える影響はあ

りません。 

―――――   
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表示方法の変更

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） 

（連結貸借対照表関係） 

 「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則

等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日内閣

府令第50号）が適用されたことに伴い、前連結会計年度

において、「たな卸資産」として掲記していたものを当

連結会計年度から、「商品及び製品」「仕掛品」「原材

料及び貯蔵品」に区分掲記しております。 

 なお、前連結会計年度の「たな卸資産」に含まれる

「商品及び製品」「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」は、

それぞれ 27,745百万円、933百万円、2,740百万円であ

ります。 

――――― 
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

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） 

※１．担保に供している資産 

上記資産は、取引保証金の代用として差入れており

ます。 

投資有価証券（株式） 4,820百万円 

※１．担保に供している資産 

上記資産は、取引保証金の代用として差入れており

ます。 

投資有価証券（株式） 5,355百万円 

※２．非連結子会社及び関連会社に対するものは次のと

おりであります。 

投資有価証券（株式）   4,129百万円 

※２．非連結子会社及び関連会社に対するものは次のと

おりであります。 

投資有価証券（株式）   3,182百万円 

 ３．偶発債務 

(1）下記の各社の銀行借入等に保証を行っておりま

す。 

    百万円 

NOBEL NC CO., LTD.  3,796

SUMIKA TECHNOLOGY CO., LTD.  1,649

INABATA INDUSTRY & TRADE  

(DALIAN F.T.Z.) CO., LTD. 
 499

その他７社  966

合計  6,912

 ３．偶発債務 

(1）下記の各社の銀行借入等に保証を行っておりま

す。 

(注）上記金額は、当社及び連結子会社の自己負担

額を記載しております。  

    百万円 

NOBEL NC CO., LTD.  4,180

アルバック成膜㈱   1,306

TAKAHASHI PLASTICS LTD.  515

SUMIKA TECHNOLOGY CO., LTD.  424

その他９社  1,130

合計  7,557

(2）受取手形割引高 7百万円 (2）受取手形割引高 21百万円 

４．当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀

行４行と貸出コミットメント契約を締結しておりま

す。 

当連結会計年度末における貸出コミットメントに係

る借入未実行残高等は次のとおりであります。  

  

貸出コミットメントの総額 10,000百万円 

借入実行残高 －百万円 

差引額 10,000百万円 

４．当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀

行４行と貸出コミットメント契約を締結しておりま

す。 

当連結会計年度末における貸出コミットメントに係

る借入未実行残高等は次のとおりであります。  

貸出コミットメントの総額 10,000百万円 

借入実行残高 －百万円 

差引額 10,000百万円 
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（連結損益計算書関係）

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．売上原価には、期末棚卸資産の収益性の低下に基

づく簿価切下げ額が含まれております。  

百万円  

  

287

※１．売上原価には、期末棚卸資産の収益性の低下に基

づく簿価切下げ額が含まれております。 

百万円  

  

△304

※２．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。 

１．発送保管費 2,309百万円

２．貸倒引当金繰入額 558  

３．従業員給料手当賞与 8,006  

４．賞与引当金繰入額 735  

５．退職給付引当金繰入額 380  

※２．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。 

  

１．発送保管費 2,145百万円

２．貸倒引当金繰入額 159  

３．従業員給料手当賞与 7,230  

４．賞与引当金繰入額 759  

５．退職給付引当金繰入額 611  

※３．一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

  115百万円

※３．一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

  

  126百万円

※４．固定資産売却益の内訳 

        
  

 土地 65百万円 

 無形固定資産 52  

 その他  24  

      計 143  

 ４．            ―――――― 
          

  

 ※５． 事業整理損失引当金繰入額等は、英国の連結子会

社 NOBEL ENTERPRISES LIMITED、メキシコの連結子

会社 SD PRECISION METAL MEXICO, S.DE R.L. DE 

C.V.、フィリピンの連結子会社 S-IK COLOR 

PHILS., INC.、米国の連結子会社 BEAR BERRY  

      IMPORT, LLC において事業の整理等の実施を予定し

ているため、当該損失を見積計上したものでありま

す。 

  

 ※５． 事業整理損失引当金繰入額等は、フィリピンの連

結子会社 S-IK COLOR PHILS., INC.において事業の

整理等の実施を予定しているため、当該損失を見積

計上したものであります。 

  

 ※６．固定資産除却損の内訳 

  

  無形固定資産 707百万円

  その他 41  

     計 749  

  ６．        ―――――― 
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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） 

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） 

※７．減損損失   

     当連結会計年度において、当社グループは以下

の資産グループについて減損損失を計上しまし

た。 

  

     

    当社グループは、原則として、事業用資産につ

いては、事業の種類別セグメント（情報電子事

業、住環境事業、化学品事業、合成樹脂事業、食

品事業、その他事業）を基礎としてグルーピング

し、貸与資産及び遊休資産については個別資産ご

とにグルーピングを行っております。 

    当連結会計年度において、連結子会社㈱しなの

エレクトロニクスは、営業活動から生ずる損益が

継続してマイナスとなる見込みであり、 百万円

を減損損失として特別損失に計上しております。  

     なお、回収可能価額は正味売却可能価額に基づ

き算定しております。 

  

事業区分、会社及び場所  種類 
減損損失 

(百万円) 

情報電子事業 

㈱しなのエレクトロニクス
建物 212

 (長野県松本市） 

  
機械  56

 
車両・工具

器具 
 21

  土地   83

 
無形固定資

産  
 37

  その他 41

  合計 452

452

 ７．            ―――――― 

※８． 債務保証損失引当金繰入額は、関係会社２社に

対するものであります。         

  

 ８．            ―――――― 

９.            ――――――  ※９． 事業整理損失引当金戻入額は、英国の非連結子

会社 NOBEL ENTERPRISES LIMITED、メキシコの連結

子会社 SD PRECISION METAL MEXICO,S.DE R.L.DE 

C.V.等の事業の整理のための引当金の取崩しであり

ます。 

  

10．          ――――――  ※10．固定資産売却損の内訳 

                         

    建物及び構築物 53百万円 

    土地 134  

    その他  2  

      計 190  
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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） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加284株は、単元未満株式の買取りによるものであります。 

２．普通株式の自己株式の株式数の減少135株は、単元未満株式の売渡しによるものであります。 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

（注）第１回新株予約権の減少は、買取・消却によるものであります。 

  

３．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 

  

（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（株） 

当連結会計年度
増加株式数（株） 

当連結会計年度 
減少株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

発行済株式         

普通株式  65,159,227 － －  65,159,227

合計  65,159,227 － －  65,159,227

自己株式         

普通株式 （注）１、２  70,139  284  135  70,288

合計  70,139  284  135  70,288

区分 新株予約権の内訳 

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類 

新株予約権の目的となる株式の数（株）  
当連結会計
年度末残高
（百万円）

前連結会計
年度末 

当連結会計
年度増加 

当連結会計
年度減少 

当連結会計
年度末 

提出会社

（親会社） 
第１回新株予約権（注） 普通株式  4,016,500 －  4,016,500 － － 

合計 －  4,016,500 －  4,016,500 － － 

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５月12日 

取締役会 
普通株式  325  5 平成20年３月31日 平成20年６月６日 

平成20年11月６日 

取締役会 
普通株式  325  5 平成20年９月30日 平成20年12月３日 

決議 株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

配当の原資
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日

平成21年５月11日 

取締役会 
普通株式  325  利益剰余金  5 平成21年３月31日 平成21年６月４日

稲畑産業㈱ （８０９８） 平成22年３月期 決算短信

－30－



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．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加27,917株は、単元未満株式の買取りによる増加289株、持分法適用会社が取

得した自己株式（当社株式）の当社帰属分27,628株であります。 

  

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 

  

  
前連結会計年度末
株式数（株） 

当連結会計年度
増加株式数（株） 

当連結会計年度 
減少株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

発行済株式         

普通株式  65,159,227  －  －  65,159,227

合計  65,159,227  －  －  65,159,227

自己株式         

普通株式 （注）  70,288  27,917  －  98,205

合計  70,288  27,917  －  98,205

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５月11日 

取締役会 
普通株式  325  5 平成21年３月31日 平成21年６月４日 

平成21年11月10日 

取締役会 
普通株式  325  5 平成21年９月30日 平成21年12月３日 

決議 株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

配当の原資
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日

平成22年５月12日 

取締役会 
普通株式  325  利益剰余金  5 平成22年３月31日 平成22年６月３日
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（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） 

※ 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21年３月31日現在)

  (百万円) 

現金及び預金勘定 11,247

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △66

現金及び現金同等物 11,181

※ 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22年３月31日現在)

  (百万円) 

現金及び預金勘定 5,463

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △449

現金及び現金同等物 5,014
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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．事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２．各区分の主な商品 

(1）情報電子 ……半導体・液晶材料、機械装置類、複写機・プリンター用染顔料、エレクトロニクス業界向

け材料 

(2）住環境  ……木材、集成材、木質系建材、住宅機器、住宅設備関連資材 

(3）化学品  ……医農薬・染顔料中間体、写真感光材、殺虫剤・トイレタリー原料、塗料・インキ・接着剤

原料、樹脂・ゴム用原料、染料・染織資材、健康食品原料 

(4) 合成樹脂 ……汎用樹脂、エンジニアリングプラスチック 

(5) 食品   ……水産物、畜産物、農産物、澱粉類 

(6) その他  ……リース業 

３．資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産は、39,984百万円であり、その主なものは、親会社での余

資運用資金（現金及び預金）、長期投資資金（投資有価証券等）及び管理部門に係る資産等であります。 

４．会計処理基準に関する事項の変更 

  （棚卸資産の評価に関する会計基準） 

   「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載のとおり、当連結会計年度より「棚卸

資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年度７月５日公表分）を適用しております。

この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当連結会計年度の営業利益は、情報電子事業で282百

万円、化学品事業で26百万円、合成樹脂事業で40百万円それぞれ減少し、営業損失は、住環境事業で3百万

円、食品事業で167百万円それぞれ増加しております。 

  （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） 

   「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、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）を適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて当連結会計年度の営業利益

は、情報電子事業で19百万円、化学品事業で129百万円、合成樹脂事業で3百万円それぞれ減少しておりま

す。 

  

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

  
情報電子 
（百万円） 

住環境 
（百万円） 

化学品
（百万円）

合成樹脂
（百万円）

食品
(百万円) 

その他
（百万円）

計 
（百万円） 

消去又は
全社 
（百万円）

連結
（百万円）

Ⅰ 売上高および営業損益                   

売上高                   

(1）外部顧客に対する売

上高 
 167,639  22,200 66,700 160,034 23,777 2,408  442,761 － 442,761

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 －  － － － － －  － － －

計  167,639  22,200 66,700 160,034 23,777 2,408  442,761 － 442,761

営業費用  166,473  22,282 66,460 157,984 23,927 2,057  439,184 － 439,184

営業利益又は営業損失

（△） 
 1,166  △81 239 2,049 △150 350  3,576 － 3,576

Ⅱ 資産、減価償却費、減損

損失及び資本的支出 
                  

資産  61,942  8,040 26,909 67,125 8,393 2,883  175,294 39,984 215,279

減価償却費  405  25 263 954 80 1,091  2,821 － 2,821

減損損失  452  － － － － －  452 － 452

資本的支出  252  0 180 1,385 35 6  1,862 3,331 5,193
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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．事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２．各区分の主な商品 

(1）情報電子 ……半導体・液晶材料、機械装置類、複写機・プリンター用染顔料、エレクトロニクス業界向

け材料 

(2）住環境  ……木材、集成材、木質系建材、住宅機器、住宅設備関連資材 

(3）化学品  ……医農薬・染顔料中間体、写真感光材、殺虫剤・トイレタリー原料、塗料・インキ・接着剤

原料、樹脂・ゴム用原料、染料・染織資材、健康食品原料 

(4) 合成樹脂 ……汎用樹脂、エンジニアリングプラスチック 

(5) 食品   ……水産物、農産物、澱粉類 

(6) その他  ……リース業 

３．資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産は、39,414百万円であり、その主なものは、親会社での余

資運用資金（現金及び預金）、長期投資資金（投資有価証券等）及び管理部門に係る資産等であります。 

  

  
情報電子 
（百万円） 

住環境 
（百万円） 

化学品
（百万円）

合成樹脂
（百万円）

食品
(百万円) 

その他
（百万円）

計 
（百万円） 

消去又は
全社 
（百万円）

連結
（百万円）

Ⅰ 売上高および営業損益                   

売上高                   

(1）外部顧客に対する売

上高 
 176,774  17,552 58,214 140,376 16,240 1,624  410,782 － 410,782

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 345  － 1,252 306 － 68  1,973 △1,973 －

計  177,120  17,552 59,466 140,683 16,240 1,693  412,755 △1,973 410,782

営業費用  173,921  17,535 58,474 137,623 16,268 1,449  405,272 － 405,272

営業利益又は営業損失

（△） 
 2,435  16 634 2,230 △50 243  5,510 － 5,510

Ⅱ 資産、減価償却費及び資

本的支出 
                  

資産  76,939  6,746 29,245 68,210 6,767 2,640  190,549 39,414 229,964

減価償却費  301  27 304 1,047 85 618  2,385 － 2,385

資本的支出  123  1 360 835 112 24  1,457 3,583 5,041
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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、国又は地域を五つのリージョンに区分し、各区分別に事業管理を行っております。 

２．本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

(1）東南アジア………シンガポール・タイ・マレーシア・インドネシア・フィリピン・ベトナム 

(2）北東アジア………中国・台湾 

(3）米州………………アメリカ 

(4）欧州………………イギリス・フランス・ベルギー 

３．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、39,984百万円であり、その主なものは、親会社 

での余資運用資金(現金及び預金)、長期投資資金(投資有価証券等)及び管理部門に係る資産等であります。 

４．当連結会計年度において「日本」の資産について、減損損失452百万円を計上しております。 

５．会計処理基準に関する事項の変更 

  （棚卸資産の評価に関する会計基準） 

   「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載のとおり、当連結会計年度より「棚卸

資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年度７月５日公表分）を適用しております。

この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当連結会計年度の営業利益は、日本で520百万円減少

しております。 

  （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） 

   「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、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）を適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて当連結会計年度の営業利益

は、東南アジアで3百万円、北東アジアで23百万円それぞれ減少し、営業損失は、欧州で124百万円増加して

おります。 

  

ｂ．所在地別セグメント情報

  
日本 

（百万円） 
東南アジア
（百万円）

北東アジア
（百万円） 

米州
（百万円） 

欧州
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は
全社 

（百万円） 

連結
（百万円）

Ⅰ 売上高および営業損益                 

売上高                 

(1）外部顧客に対する売上高  283,457  61,753  71,039  15,421  11,088  442,761  －  442,761

(2）セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
 34,182  1,869  971  2,316  743  40,084  △40,084  －

計  317,639  63,623  72,011  17,738  11,832  482,845  △40,084  442,761

営業費用  315,689  62,319  70,855  17,919  12,438  479,222  △40,037  439,184

営業利益又は営業損失

（△） 
 1,950  1,303  1,155  △180  △606  3,623  △47  3,576

Ⅱ 資産  108,349  23,345  31,141  5,387  7,070  175,294  39,984  215,279
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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、国又は地域を五つのリージョンに区分し、各区分別に事業管理を行っております。 

２．本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

(1）東南アジア………シンガポール・タイ・マレーシア・インドネシア・フィリピン・ベトナム 

(2）北東アジア………中国・台湾 

(3）米州………………アメリカ 

(4）欧州………………イギリス・フランス・ベルギー 

３．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、39,414百万円であり、その主なものは、親会社

での余資運用資金(現金及び預金)、長期投資資金(投資有価証券等)及び管理部門に係る資産等であります。 

  

  
日本 

（百万円） 
東南アジア
（百万円）

北東アジア
（百万円） 

米州
（百万円） 

欧州
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は
全社 

（百万円） 

連結
（百万円）

Ⅰ 売上高および営業損益                 

売上高                 

(1）外部顧客に対する売上高  258,563  53,824  74,147  11,152  13,095  410,782  －  410,782

(2）セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
 34,423  1,665  1,233  1,678  764  39,765  △39,765  －

計  292,986  55,490  75,380  12,830  13,860  450,548  △39,765  410,782

営業費用  289,624  53,978  74,387  13,027  14,080  445,097  △39,825  405,272

営業利益又は営業損失

（△） 
 3,361  1,512  992  △196  △220  5,450  59  5,510

Ⅱ 資産  116,815  26,501  37,873  4,446  4,912  190,549  39,414  229,964

稲畑産業㈱ （８０９８） 平成22年３月期 決算短信

－36－



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） 

（注）１．国又は地域の区分は、国又は地域を五つのリージョンに区分し、各区分別に事業管理を行っております。 

２．本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

(1）東南アジア………シンガポール・タイ・マレーシア・インドネシア・フィリピン・ベトナム 

(2）北東アジア………中国・台湾 

(3）米州………………アメリカ 

(4）欧州………………イギリス・フランス・ベルギー 

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。 

  

ｃ．海外売上高

  東南アジア 北東アジア 米州 欧州 計

Ⅰ 海外売上高（百万円）  67,499  105,962  15,689  11,189  200,340

Ⅱ 連結売上高（百万円）          442,761

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の

割合（％） 
 15.2  23.9  3.5  2.5  45.2

  東南アジア 北東アジア 米州 欧州 計

Ⅰ 海外売上高（百万円）  57,858  113,676  11,157  15,083  197,776

Ⅱ 連結売上高（百万円）          410,782

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の

割合（％） 
 14.1  27.7  2.7  3.7  48.1

稲畑産業㈱ （８０９８） 平成22年３月期 決算短信

－37－



（注） 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。 

（注）ゴールドマン・サックス証券株式会社との間で締結した行使特約条件付買取契約に基づき、同社が平成20年８月

５日に200個、平成20年９月22日に90個の買取請求権を行使したことにより、当社が買取・消却したため、新株

予約権の残存数は零になりました。  

  

  

 リース取引、金融商品、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、税効果会計、関連当事者情報に関する注記事

項につきまし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） 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額に

ついては、希薄化効果を有している潜在株式が存在し

ないため記載しておりません。 

１株当たり純資産額 963.50円 

１株当たり当期純利益金額 33.22円 

同左  

１株当たり純資産額 1,042.19円 

１株当たり当期純利益金額 27.08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） 

１株当たり当期純利益金額     

当期純利益（百万円）  2,162  1,762

普通株主に帰属しない金額（百万円）  －  －

（うち利益処分による役員賞与金）  －  －

普通株式に係る当期純利益（百万円）  2,162  1,762

期中平均株式数（株）  65,088,959  65,063,353

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり当期純利益の算定に含めなかった

潜在株式の概要 

 新株予約権１種類（新株予約  

権の数290個） （注） 

 ―――――  

（重要な後発事象）

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） 

──────  当社は、100％連結子会社であるアイケイファーマシー

株式会社の全株式4,000株を、日本調剤株式会社に譲渡す

る株式譲渡契約を平成22年４月30日に締結しました。 

 なお、当該事象により、平成23年３月期において特別

利益として関係会社株式売却益を約31億円計上する予定

であります。 

（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 4,585 1,415

受取手形 15,223 15,103

売掛金 51,729 67,206

商品 8,842 8,353

販売用不動産 669 457

前渡金 4,987 1,701

前払費用 82 83

繰延税金資産 517 872

未収入金 722 1,028

短期貸付金 3,432 2,465

その他 269 203

貸倒引当金 △734 △813

流動資産合計 90,326 98,075

固定資産   

有形固定資産   

建物 5,943 5,950

減価償却累計額 △3,865 △3,986

建物（純額） 2,077 1,964

構築物 285 285

減価償却累計額 △247 △253

構築物（純額） 37 31

機械及び装置 554 709

減価償却累計額 △408 △473

機械及び装置（純額） 146 236

工具、器具及び備品 1,137 1,145

減価償却累計額 △638 △702

工具、器具及び備品（純額） 498 442

土地 870 870

建設仮勘定 － 0

有形固定資産合計 3,630 3,545

無形固定資産   

のれん 86 58

商標権 0 0

ソフトウエア 216 214

ソフトウエア仮勘定 3,527 6,974

その他 8 8

無形固定資産合計 3,839 7,255
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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 33,239 37,114

関係会社株式 9,634 10,622

長期貸付金 1,749 1,328

従業員に対する長期貸付金 5 13

関係会社長期貸付金 6,581 4,827

差入保証金 16 17

破産更生債権等 2,752 3,336

前払年金費用 2,538 2,421

その他 269 249

貸倒引当金 △5,415 △6,104

投資その他の資産合計 51,372 53,827

固定資産合計 58,842 64,629

資産合計 149,169 162,705

負債の部   

流動負債   

支払手形 9,170 7,159

買掛金 39,419 56,467

短期借入金 15,967 9,909

1年内返済予定の長期借入金 1,111 636

未払金 481 419

未払費用 398 403

未払法人税等 1,000 88

前受金 2,803 561

預り金 416 1,805

前受収益 27 26

賞与引当金 619 654

流動負債合計 71,415 78,131

固定負債   

長期借入金 13,913 16,078

長期未払金 403 447

繰延税金負債 6,626 8,653

長期預り金 992 999

退職給付引当金 76 －

事業整理損失引当金 1,106 17

債務保証損失引当金 281 18

投資損失引当金 134 －

固定負債合計 23,536 26,214

負債合計 94,951 104,345
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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 9,364 9,364

資本剰余金   

資本準備金 7,708 7,708

その他資本剰余金 0 0

資本剰余金合計 7,708 7,708

利益剰余金   

利益準備金 1,066 1,066

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金 15 13

別途積立金 22,240 22,940

繰越利益剰余金 1,926 2,593

利益剰余金合計 25,249 26,613

自己株式 △50 △50

株主資本合計 42,271 43,636

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 11,930 14,692

繰延ヘッジ損益 15 31

評価・換算差額等合計 11,945 14,723

純資産合計 54,217 58,359

負債純資産合計 149,169 162,705
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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 283,658 265,117

売上原価   

商品期首たな卸高 10,684 9,511

当期商品仕入高 270,382 252,085

商品期末たな卸高 9,511 8,810

商品売上原価 271,555 252,786

売上総利益 12,102 12,330

販売費及び一般管理費 10,528 9,933

営業利益 1,573 2,397

営業外収益   

受取利息 345 223

受取配当金 1,459 1,269

雑収入 867 437

営業外収益合計 2,672 1,930

営業外費用   

支払利息 638 484

貸倒引当金繰入額 － 96

雑損失 166 77

営業外費用合計 804 658

経常利益 3,441 3,669

特別利益   

事業整理損失引当金戻入額 － 144

投資損失引当金戻入額 － 134

貸倒引当金戻入額 555 113

投資有価証券売却益 4,665 －

受取損害賠償金 137 －

固定資産売却益 63 －

特別利益合計 5,421 393

特別損失   

投資有価証券評価損 364 579

関係会社株式評価損 2,487 337

貸倒引当金繰入額 778 168

事業整理損失引当金繰入額 1,106 －

固定資産除却損 733 －

債務保証損失引当金繰入額 281 －

投資損失引当金繰入額 134 －

特別損失合計 5,887 1,086

税引前当期純利益 2,975 2,976

法人税、住民税及び事業税 2,520 1,151

法人税等調整額 △487 △190

法人税等合計 2,033 960

当期純利益 941 2,015
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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 9,364 9,364

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 9,364 9,364

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 7,708 7,708

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 7,708 7,708

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 7,708 7,708

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 7,708 7,708

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 1,066 1,066

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,066 1,066

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金   

前期末残高 － 15

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の積立 16 －

固定資産圧縮積立金の取崩 △0 △2

当期変動額合計 15 △2

当期末残高 15 13

別途積立金   

前期末残高 21,840 22,240

当期変動額   

別途積立金の積立 1,000 700

別途積立金の取崩 △600 －

当期変動額合計 400 700

当期末残高 22,240 22,940
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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 2,051 1,926

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の積立 △16 －

固定資産圧縮積立金の取崩 0 2

別途積立金の積立 △1,000 △700

別途積立金の取崩 600 －

剰余金の配当 △650 △650

当期純利益 941 2,015

当期変動額合計 △125 667

当期末残高 1,926 2,593

利益剰余金合計   

前期末残高 24,958 25,249

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の積立 － －

固定資産圧縮積立金の取崩 － －

別途積立金の積立 － －

別途積立金の取崩 － －

剰余金の配当 △650 △650

当期純利益 941 2,015

当期変動額合計 290 1,364

当期末残高 25,249 26,613

自己株式   

前期末残高 △50 △50

当期変動額   

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の処分 0 －

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 △50 △50

株主資本合計   

前期末残高 41,981 42,271

当期変動額   

剰余金の配当 △650 △650

当期純利益 941 2,015

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の処分 0 －

当期変動額合計 290 1,364

当期末残高 42,271 43,636

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 19,729 11,930

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △7,798 2,761

当期変動額合計 △7,798 2,761

当期末残高 11,930 14,692
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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) 

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 △89 15

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 104 16

当期変動額合計 104 16

当期末残高 15 31

評価・換算差額等合計   

前期末残高 19,640 11,945

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △7,694 2,777

当期変動額合計 △7,694 2,777

当期末残高 11,945 14,723

新株予約権   

前期末残高 58 －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △58 －

当期変動額合計 △58 －

当期末残高 － －

純資産合計   

前期末残高 61,679 54,217

当期変動額   

剰余金の配当 △650 △650

当期純利益 941 2,015

自己株式の取得 △0 △0

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） △7,752 2,777

当期変動額合計 △7,461 4,142

当期末残高 54,217 58,359
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 該当事項はありません。 

  

    

    役員の異動（平成22年６月24日付予定）は以下のとおりであります。 

  

    １．取締役の異動 

    （１）就任予定取締役 

     取締役 執行役員              赤尾 豊弘   （現 執行役員 情報画像本部本部長） 

  

    （２）昇進予定取締役 

     代表取締役 専務執行役員      中野 佳信   （現 代表取締役 常務執行役員） 

     代表取締役 専務執行役員      大槻 延広   （現 代表取締役 常務執行役員） 

        取締役 常務執行役員          金子 證     （現 取締役 執行役員） 

  

    ２．監査役の異動 

    （１）就任予定監査役 

           常勤監査役                   佐藤 精一   （現 住環境本部本部長） 

           監査役                       鈴木 修一   （現 監査役補欠者） 

  

    （２）退任予定監査役 

     髙橋 幸貫   （現 監査役） 

     新川政次郎   （現 監査役） 

  

    ３．執行役員の異動 

    （１）就任予定執行役員 

            執行役員                     杉山 勝浩   （現 合成樹脂第二本部本部長） 

  

    （２）退任予定執行役員 

          【継続職：情報システム室室長】 柴田 浩典   （現 執行役員 情報システム室室長）    

  

継続企業の前提に関する注記

６．その他

役員の異動
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    新役員体制 

      平成22年６月24日付で、当社の役員体制は以下のとおりとなる予定であります。 

   

      代表取締役社長 社長執行役員      稲畑勝太郎 

      代表取締役 専務執行役員          中野 佳信       情報画像本部担当・電子機能材本部担当・化学品本部担当

      代表取締役 専務執行役員          大槻 延広       経営企画室担当・情報システム室担当・財務経営管理室担

当・業務管理室担当・人事総務室担当・リスク管理室担

当・東京本社担当 

      取締役 常務執行役員              西村 修         海外事業担当・北東アジア総支配人 

      取締役 常務執行役員              金子 證         合成樹脂第一本部担当・合成樹脂第二本部担当・住環境本

部担当・食品本部担当 

      取締役 執行役員                  菅沼 利之       電子機能材本部本部長 

      取締役 執行役員                  横田 健一       内部監査室担当・経営企画室室長・財務経営管理室室長 

      取締役 執行役員                  赤尾 豊弘       情報画像本部本部長 

      取締役                           亀井 康夫       住友化学株式会社 顧問 

      取締役 相談役                    稲畑 勝雄 

  

      常勤監査役                       星田 正嗣 

      常勤監査役                       佐藤 精一 

      監査役                           井原 實 

      監査役                           鈴木 修一 

  

      執行役員                         岩上 潤         タイ総支配人 

      執行役員                         尾崎 一郎       東南アジア総支配人 

      執行役員                         上杉 隆         NCプロジェクト統括 

      執行役員                         望月 卓         合成樹脂第一本部本部長 

      執行役員                         杉山 勝浩       合成樹脂第二本部本部長 

      

                                                                                          以 上 
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