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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 46,939 △6.3 2,881 74.4 2,567 94.2 1,483 228.6
21年3月期 50,069 △11.1 1,652 △64.5 1,322 △67.2 451 △76.4

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率 総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

22年3月期 22.16 ― 13.1 4.7 6.1
21年3月期 6.74 ― 3.9 2.3 3.3

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  8百万円 21年3月期  6百万円

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 54,549 12,735 22.4 182.43
21年3月期 55,078 10,789 18.8 154.97

（参考） 自己資本   22年3月期  12,211百万円 21年3月期  10,374百万円

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 3,957 △1,849 △1,969 3,592
21年3月期 2,250 △2,543 217 3,392

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 ― 0.00 0.00 0 0.0 0.0
22年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 0 0.0 0.0
23年3月期 

（予想） ― 0.00 ― 0.00 0.00 0.0

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

25,000 15.9 1,400 104.8 1,150 95.4 550 153.8 8.22

通期 54,500 16.1 3,600 24.9 3,100 20.7 1,650 11.2 24.65
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4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

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

（注）詳細は、17ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」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）の算定の基礎となる株式数については、25ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

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 66,990,298株 21年3月期 66,990,298株
② 期末自己株式数 22年3月期  50,880株 21年3月期  44,029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 31,879 5.9 1,233 915.7 1,666 225.6 1,011 268.8
21年3月期 30,101 △16.0 121 △95.0 511 △81.4 274 △63.0

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 15.10 ―
21年3月期 4.09 ―

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 44,312 14,005 31.6 209.23
21年3月期 41,731 12,885 30.9 192.47

（参考） 自己資本 22年3月期  14,005百万円 21年3月期  12,885百万円

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
本資料に掲載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等について
は、3～4ページ「１．経営成績 （１）経営成績に関する分析」をご覧ください。 
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１．経営成績 
 
（１）経営成績に関する分析 
 ①全般の概況 
  当連結会計年度における経済環境は、各国の経済対策効果に加え、中国をはじめアジ

ア新興国を中心とした堅調な経済成長により、持ち直しの動きが見受けられました。わ

が国においても、これらを背景に輸出が増加し、緩やかながらも回復基調にありました

が、雇用や設備の過剰感が未だ完全には解消されておらず、依然として厳しい状況が続

きました。 

当社グループを取り巻く環境は、化学業界や電子部品業界においては、液晶関連向け

が堅調に推移したこともあり、円高などの影響を一部では受けたものの、全般的には緩

やかな回復基調にありました。また、建設・建材関連業界においては、住宅着工が回復

せず低迷が続きました。 

  このような状況のもと、当社グループはお客様満足度の向上を図り、積極的な事業活

動を推進するとともに、グループを挙げてコストダウン活動と在庫削減活動を継続し、

業績の向上に努めてまいりました。 

  この結果、当連結会計年度の業績は、売上高は 469 億 3 千 9 百万円（前期比 6.3%減）、

営業利益は 28 億 8 千 1百万円（前期比 74.4%増）となりました。また、経常利益は 25 億

6 千 7百万円（前期比 94.2%増）、当期純利益は 14 億 8 千 3百万円（前期比 228.6%増）と

なりました。 

 

 ②事業の種類別セグメントの概況 

 

（化成品関連製品事業） 

  当該事業の主な取扱製品は、ファインケミカル製品、フィルム・シート製品（マーキ

ングフィルム、ステッカー、再帰反射シート、包装用フィルム）、メラミン樹脂、接着製

品などであります。 

  このうち、ファインケミカル製品は電子材料向けなどが振るわず、マーキングフィル

ムは国内向けが低調に推移し、それぞれ前期比減収となりましたが、需要は下期から回

復傾向にありました。ステッカーは東南アジア地域での販売が伸張し前期比増収となり

ました。再帰反射シートは回復基調にあるものの為替の影響もあり、前期比減収となり

ました。包装用フィルムは中国での販売が堅調に推移したこともあり、前期比増収とな

りました。メラミン樹脂関連製品は海外向けが回復し、前期比増収となりました。接着

関連製品は、光学関連分野向けが好調に推移し、前期比増収となりました。 

  以上により、化成品関連製品事業の売上高は 284 億 2 千 7百万円（前期比 0.6%増）、営

業利益は 27 億 9 千 4百万円（前期比 139.3%増）となりました。 
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（電子材料製品事業） 

  当該事業の主な取扱製品は、セラミック基板、厚膜印刷製品、プリント配線板などで

あります。 

  このうち、セラミック基板は液晶関連向けが回復し、前期比増収となりました。プリ

ント配線板は情報関連向けが振るわず、前期比減収となりました。 

  以上により、電子材料製品事業の売上高は 78 億 4 千万円（前期比 9.2%減）、営業損失

1億 8千 8百万円（前期は 1億 5千 5百万円の営業損失）となりました。 

 

（建設・建材関連事業） 

  当該事業の主な事業内容は、産業プラントの設計・施工、住宅用アルミ建材の販売な

どであります。 

  このうち、産業プラントの設計・施工分野は設備投資の抑制に伴う受注の減少により、

前期比減収となりました。住宅用アルミ建材は住宅着工数の減少もあり、前期比減収と

なりました。 

  以上により、建設・建材関連事業の売上高は 106 億 7 千 1 百万円（前期比 18.9%減）、

営業利益は 4億 9百万円（前期比 39.5%減）となりました。 

 

 ③次期の見通し 

  今後の見通しについては、国内外の景気はこれまでの経済対策効果が一巡し、ある程

度の成長率鈍化が懸念されるものの、今後も中国などアジア新興国向け輸出の堅調さに

牽引される格好で、緩やかながらも持ち直しを続けるものと予想されます。 

  このような認識のもと、当社グループは、お客様志向とスピード重視の経営を継続し

て行い、経営改善、企業体質の強化に努めてまいります。 

  こうしたなか、通期の連結業績としては売上高 545 億円、営業利益 36 億円、経常利益

31 億円、当期純利益 16 億 5 千万円を見込んでおります。 

 

（２）財政状態に関する分析 

 ①資産、負債及び純資産の状況 

当連結会計年度末における総資産は、前期末比 5億 2千 8百万円減少し、545 億 4 千 9

百万円となりました。 

このうち、流動資産は、棚卸資産が減少したものの、期の後半からの売上の回復に伴

い受取手形及び売掛金が増加したことなどにより、前期末比 3 億 9 千 6 百万円増加し、

230 億 1 千 7百万円となりました。固定資産は、設備投資による固定資産の取得が減少し

たことなどにより、前期末比 9億 2千 5百万円減少し、315億 3千 2百万円となりました。 
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当連結会計年度末における負債は、前期末比 24 億 7 千 4 百万円減少し、418 億 1 千 3

百万円となりました。 

このうち、流動負債は、支払手形及び買掛金の減少などにより、前期末比 10 億 8 百万

円減少し、283 億 8 千 2百万円となりました。固定負債は、長期借入金の減少などにより

前期末比 14 億 6 千 6百万円減少し、134 億 3 千 1百万円となりました。 

当連結会計年度末における純資産は、利益剰余金が増加したことなどにより、前期末

比 19 億 4 千 6 百万円増加し、127 億 3 千 5 百万円となりました。この結果、自己資本比

率は前連結会計年度末の 18.8％から 3.6 ポイント改善し、22.4％となりました。 

 ②キャッシュ･フローの状況 

  当連結会計年度は、営業活動によるキャッシュ･フローは 39 億 5 千 7 百万円の収入、

投資活動によるキャッシュ･フローは 18 億 4 千 9 百万円の支出となり、フリーキャッシ

ュ･フロー（営業活動によるキャッシュ･フローと投資活動によるキャッシュ･フローの合

計）は 21 億 8 百万円の収入となりました。これを主として借入の返済に充当した結果、

財務活動によるキャッシュ･フローは 19 億 6 千 9 百万円の支出となりました。また、現

金及び現金同等物の当期末残高は前期末比 1億 9千 9百万円増加して 35 億 9 千 2百万円

となました。 

 

（営業活動によるキャッシュ･フロー） 

  営業活動によるキャッシュ･フローは、税金等調整前当期純利益など内部留保が増加し

たことや、法人税等の支払いが減少したことなどにより、前期比 17 億 7 百万円収入が増

加しました。 

 

（投資活動によるキャッシュ･フロー） 

  投資活動によるキャッシュ･フローは、設備投資による有形固定資産の取得が減少した

ことなどにより、前期比 6億 9千 4百万円支出が減少しました。 

 

（財務活動によるキャッシュ･フロー） 

  財務活動によるキャッシュ･フローは、借入金を返済したことなどにより、前連結会計

年度の 2億 1千 7百万円の収入に対して、当連結会計年度は 19 億 6 千 9百万円の支出と

なりました。 
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 なお、当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。 

 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（％） 18.1 20.7 18.8 22.4 

時価ベースの自己資本 

比率（％） 
27.9 18.1 9.0 22.2 

キャッシュ・フロー対 

有利子負債比率（年） 
4.6 3.8 10.7 5.6 

インタレスト・カバレ 

ッジ・レシオ 
9.8 10.2 4.2 8.5 

 （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／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 

※ 各指標は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。 

※ 株式時価総額は、自己株式を除く発行済株式総数をベースに計算しております。 

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

シュ･フローを使用しております。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されてい

る負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としております。また、利払い

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

 

  引き続き、成長が見込まれる分野へ重点的に投資を行うとともに、収益改善並びに在

庫削減を中心とした資産圧縮により資金を捻出して有利子負債を削減し、キャッシュ･フ

ロー重視の経営に努め、財務体質強化を図ってまいります。 

 

（３）利益配分に関する基本方針及び当期の配当 

  当社は、将来の事業展開と経営環境の変化に対応できる企業にしていくとともに、株

主の皆様に対する利益配分を重要な責務と考え、長期安定的な配当を実現できることを

基本方針としております。 

  しかしながら、当期の配当金につきましては依然繰越損失を多く抱えておりますので、

引き続き見送ることにさせていただく予定です。 

  なお、本日開催の取締役会において、資本準備金及び利益準備金の額の減少並びに剰

余金の処分について、平成 22 年６月 29 日開催予定の第 111 回定時株主総会に付議する

ことを決議し、本日公表しております。 
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２．企業集団の状況 

 

  近の有価証券報告書（平成 21 年６月 26 日提出）における「事業の系統図（事業の

内容）」及び「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．経営方針 

 

（１）会社の経営の基本方針 

   当社（グループ）は、当社製品が消費者の生活向上に資するとともに、お客様各社

の発展に役立つことを通じて、社会の繁栄に貢献することを使命としております。そ

のために、存在感ある『キラリと光る良い会社（グループ）』であることを目指してお

ります。キラリと光る良い会社とは、基本に忠実な会社であり、すなわちそれは、 

   ① お客様に喜ばれる商品・サービスを 

   ② 公正に 

   ③ 競争力を持って提供し 

   ④ その成果を株主、従業員、地域社会に還元することを 

   ⑤ 継続的に実行できる会社 

  になることであります。 

   この実現のため市場・お客様を深く理解して、得意分野・得意技術の深耕と横展開

で事業の利益ある成長を目指します。また、社員が各々の役割のプロとして自己の能

力を発揮し、働き甲斐のある会社であることが重要と考えております。 

 

（２）中長期的な会社の経営戦略と目標とする経営指標 

   当社グループは、経営の基本方針に基づきグループ全体を対象とした経営３ヶ年計

画を策定し、毎年経済・市場環境の変化、計画の進捗状況を織り込み『ローリングプ

ラン』として見直しております。 

   その基本的な考え方は、 

   ① 当社グループが強みを持つ成長事業への重点的資源配分。 

   ② 品質・サービスの改善、新商品の提案などによるお客様満足度の継続的向上。 

   ③ コスト、在庫及び有利子負債の削減などによる財務体質の健全化。 

   ④ 製造・販売・研究が一体化し、共有化した目標をスピーディに実行できる組織

運営体制の構築と人材育成。 

  であります。 
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目標とする経営指標としては、上記『ローリングプラン』の 終年度に当たる平成 

25 年３月期の目標を、以下のとおり新たに掲げその達成に取り組んでまいります。 

 

               平成 22 年３月期実績   平成 25 年３月期目標 

 経常利益              ２５億円       ４０億円以上 

 経常利益率               ５％         ８％以上 

 有利子負債残高          ２２８億円      １９０億円以下 

  （含 受取手形割引高） 

 

（３）会社の対処すべき課題 

   当社グループは、お客様志向とスピード重視の運営を継続して行い、経営改善、企

業体質の強化に努めてまいります。 

   具体的には、 

   ① 成長が期待される事業への重点的資源配分。 

   ② 利益ベースロードビジネスの深耕。 

   ③ モニタリングすべき事業の安定的な黒字化。 

   ④ 新規・改良商品の立上げのスピードアップ。 

⑤ グループ全体でのシナジーの発揮による競争優位性の獲得。 

⑥ 在庫の適正化、借入金の削減による財務体質の健全化。 

  などの諸施策を実行し、業績の向上に邁進してまいります。 
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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 3,599 3,869

受取手形及び売掛金 9,438 10,482

商品及び製品 5,058 4,146

仕掛品 1,913 2,124

原材料及び貯蔵品 1,516 1,374

繰延税金資産 236 635

その他 912 507

貸倒引当金 △53 △122

流動資産合計 22,620 23,017

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,910 4,855

機械装置及び運搬具（純額） 5,550 5,693

工具、器具及び備品（純額） 913 731

土地 15,064 14,869

リース資産（純額） 502 614

建設仮勘定 1,073 341

有形固定資産合計 28,014 27,107

無形固定資産 443 450

投資その他の資産   

投資有価証券 2,049 2,276

長期貸付金 66 102

繰延税金資産 771 707

その他 1,682 1,407

貸倒引当金 △570 △519

投資その他の資産合計 3,999 3,974

固定資産合計 32,457 31,532

資産合計 55,078 54,549
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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 9,629 8,904

短期借入金 15,907 15,376

1年内償還予定の社債 100 350

未払法人税等 105 465

賞与引当金 384 477

設備関係支払手形 1,046 760

その他 2,217 2,049

流動負債合計 29,391 28,382

固定負債   

社債 750 400

長期借入金 6,814 5,510

退職給付引当金 2,162 2,297

役員退職慰労引当金 177 149

再評価に係る繰延税金負債 4,457 4,450

負ののれん 102 70

その他 433 553

固定負債合計 14,897 13,431

負債合計 44,288 41,813

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,197 6,197

資本剰余金 3,616 3,616

利益剰余金 △3,937 △2,443

自己株式 △7 △8

株主資本合計 5,868 7,361

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △312 △144

繰延ヘッジ損益 △14 △10

土地再評価差額金 6,396 6,386

為替換算調整勘定 △1,564 △1,382

評価・換算差額等合計 4,505 4,849

少数株主持分 415 524

純資産合計 10,789 12,735

負債純資産合計 55,078 54,549

日本カーバイド工業㈱(4064)平成22年3月期決算短信

― 10 ―



（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 50,069 46,939

売上原価 38,603 34,594

売上総利益 11,465 12,345

販売費及び一般管理費 9,812 9,463

営業利益 1,652 2,881

営業外収益   

受取利息 64 50

受取配当金 45 29

受取賃貸料 88 84

持分法による投資利益 6 8

為替差益 127 －

雇用調整助成金 5 56

その他 140 183

営業外収益合計 477 412

営業外費用   

支払利息 561 454

手形売却損 51 28

為替差損 － 63

その他 194 179

営業外費用合計 807 725

経常利益 1,322 2,567

特別利益   

固定資産売却益 78 12

投資有価証券等売却益 3 1

貸倒引当金戻入額 24 10

特別利益合計 106 24

特別損失   

固定資産売却損 52 －

固定資産除却損 193 282

投資有価証券等売却損 64 44

投資有価証券等評価損 32 5

減損損失 7 391

貸倒引当金繰入額 0 3

その他 － 52

特別損失合計 350 779

税金等調整前当期純利益 1,077 1,812

法人税、住民税及び事業税 412 636

法人税等調整額 49 △399

法人税等合計 461 237

少数株主利益 164 91

当期純利益 451 1,483
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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 6,197 6,197

当期末残高 6,197 6,197

資本剰余金   

前期末残高 3,616 3,616

当期末残高 3,616 3,616

利益剰余金   

前期末残高 △4,351 △3,937

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 △37 －

当期変動額   

当期純利益 451 1,483

土地再評価差額金の取崩 0 10

当期変動額合計 451 1,494

当期末残高 △3,937 △2,443

自己株式   

前期末残高 △6 △7

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 △7 △8

株主資本合計   

前期末残高 5,455 5,868

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 △37 －

当期変動額   

当期純利益 451 1,483

土地再評価差額金の取崩 0 10

自己株式の取得 △1 △0

当期変動額合計 450 1,493

当期末残高 5,868 7,361
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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 198 △312

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △510 168

当期変動額合計 △510 168

当期末残高 △312 △144

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 △9 △14

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △5 3

当期変動額合計 △5 3

当期末残高 △14 △10

土地再評価差額金   

前期末残高 6,397 6,396

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △0 △10

当期変動額合計 △0 △10

当期末残高 6,396 6,386

為替換算調整勘定   

前期末残高 476 △1,564

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,041 181

当期変動額合計 △2,041 181

当期末残高 △1,564 △1,382

評価・換算差額等合計   

前期末残高 7,063 4,505

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,557 343

当期変動額合計 △2,557 343

当期末残高 4,505 4,849

少数株主持分   

前期末残高 432 415

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △17 109

当期変動額合計 △17 109

当期末残高 415 524
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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 12,951 10,789

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 △37 －

当期変動額   

当期純利益 451 1,483

土地再評価差額金の取崩 0 10

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） △2,574 452

当期変動額合計 △2,123 1,946

当期末残高 10,789 12,735
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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 1,077 1,812

減価償却費 2,412 2,314

減損損失 7 391

のれん償却額 △32 △36

退職給付引当金の増減額（△は減少） 251 131

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △2 △28

賞与引当金の増減額（△は減少） △101 92

貸倒引当金の増減額（△は減少） △91 17

受取利息及び受取配当金 △110 △80

支払利息 561 454

為替差損益（△は益） 42 △26

持分法による投資損益（△は益） △6 △8

固定資産除却損 193 282

固定資産売却損益（△は益） △25 △12

投資有価証券評価損益（△は益） 32 5

投資有価証券売却損益（△は益） 61 43

売上債権の増減額（△は増加） 1,841 △984

たな卸資産の増減額（△は増加） △536 957

仕入債務の増減額（△は減少） △1,312 △805

その他 △208 110

小計 4,055 4,632

利息及び配当金の受取額 120 90

利息の支払額 △534 △466

法人税等の支払額 △1,390 △298

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,250 3,957

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 △507 △546

定期預金の払戻による収入 399 478

有形固定資産の取得による支出 △2,421 △2,168

有形固定資産の売却による収入 105 35

投資有価証券の取得による支出 △168 △83

投資有価証券の売却による収入 68 55

貸付けによる支出 △63 △61

貸付金の回収による収入 23 295

その他 21 144

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,543 △1,849
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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） 1,334 △2,175

長期借入れによる収入 2,660 3,230

長期借入金の返済による支出 △3,285 △2,945

社債の償還による支出 △400 △100

セール・アンド・リースバック取引による収入 90 278

リース債務の返済による支出 △120 △197

その他 △60 △60

財務活動によるキャッシュ・フロー 217 △1,969

現金及び現金同等物に係る換算差額 △263 61

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △339 199

現金及び現金同等物の期首残高 3,732 3,392

現金及び現金同等物の期末残高 3,392 3,592
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継続企業の前提に関する注記 
 

 該当事項はありません。 

 

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 
 

 連結子会社の事業年度等に関する事項 

    連結決算日と決算日の異なる連結子会社の決算日は以下のとおりでありますが、連結財務諸表作成に当

たっては、決算日の差異が３ヶ月以内であるため各連結子会社の事業年度の財務諸表に基づき連結し、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。 

   なお、ニッカポリマ㈱は、当連結会計年度において決算期を３月31日から12月31日に変更したため、平

成21年４月１日から平成21年12月31日までの９ヶ月決算となっております。 

(決算日が12月31日である会社) 

エヌシーアイ電子㈱ 

ニッカポリマ㈱ 

恩希愛(杭州)化工有限公司 

NIPPON CARBIDE INDUSTRIES (USA) INC. 

NIPPON CARBIDE INDUSTRIES (South Carolina) INC. 

ELECTRO-CERAMICS (THAILAND) CO.,LTD. 

NCI HOLDING (THAILAND) CO.,LTD. 

THAI DECAL CO.,LTD. 

NCI (VIETNAM) CO.,LTD. 

NIPPON CARBIDE INDUSTRIES (NETHERLANDS) B.V. 

NIPPON CARBIDE INDUSTRIES (EUROPE) GmbH 

NIPPON CARBIDE INDUSTRIES FRANCE S.A.S. 

NIPPON CARBIDE INDUSTRIES ESPAÑA S.A. 

 

(決算日が１月31日である会社) 

 ビニフレーム工業㈱ 

㈱三和ケミカル 

㈱北陸セラミック 

ダイヤモンドエンジニアリング㈱ 

 

 

 会計処理基準に関する事項 

  重要な収益及び費用の計上基準 

   完成工事高の計上基準 

    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。  

（会計方針の変更） 

一部の連結子会社については、請負工事に係る収益の計上は全て工事完成基準を適用しておりました

が、「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号）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）を当連結会計年度から適用し、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。

これに伴い、従来の方法によった場合に比べ、当連結会計年度の売上高は142百万円増加し、営業利益、

経常利益及び税金等調整前当期純利益はそれぞれ27百万円増加しております。 

 

 
  なお、上記以外は、 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、開示を省略しております。 
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注記事項

１ 有形固定資産

減価償却累計額 35,415 百万円 37,078 百万円

２ 担保資産

(1) 担保に供されている資産

有形固定資産 16,355 百万円 15,829 百万円

投資有価証券 57 百万円 77 百万円

(2) 資産が担保に供されている債務

短期借入金 3,515 百万円 3,047 百万円

長期借入金  (１年内返済予定の 4,253 百万円 4,181 百万円

   長期借入金を含む)

社債　　　  (１年内償還予定の 300 百万円 300 百万円

   社債を含む)

３　事業用土地の再評価

再評価の方法

４　コミットメントライン契約

コミットメントライン契約の総額 5,000 百万円 4,000 百万円

借入実行残高 545 百万円 － 百万円

借入未実行残高 4,454 百万円 4,000 百万円

５　受取手形割引高 1,956 百万円 544 百万円

(連結貸借対照表関係)

前連結会計年度 当連結会計年度

平成21年３月31日現在 平成22年３月31日現在

(百万円未満は切捨表示）

再評価を行った年月日　　平成14年３月31日

「土地の再評価に関する法律」（平成10年３月31日公布法律第34号）及び「土地の再評価に
関する法律の一部を改正する法律」（平成13年３月31日改正法律第19号）に基づき、事業用土
地の再評価を行い、当該再評価差額に係る税金相当額を、「再評価に係る繰延税金負債」とし
て固定負債に、これを控除した残額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しており
ます。

「土地の再評価に関する法律施行令」（平成10年３月31日公布政令第119号）第２条第４号に
定める地価税法第16条に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算定する
ために国税庁長官が定めて公表した方法により算定した価額に合理的な調整を行って算出して
おります。

再評価を行った土地の当連結会計年度末における時価と再評価後の帳簿価額との差額（時価が
帳簿価額を下回る金額）5,490百万円
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１　販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額

支払運賃 1,409 百万円 1,257 百万円

給料手当 2,386 百万円 2,323 百万円

賞与引当金繰入額 119 百万円 159 百万円

退職給付費用 206 百万円 195 百万円

役員退職慰労引当金繰入額 40 百万円 40 百万円

貸倒引当金繰入額 24 百万円 78 百万円

研究開発費 1,604 百万円 1,663 百万円

２　減損損失

　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 百万円

6 百万円

　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）

378 百万円

13 百万円

※用途ごとの減損損失の内訳

　電子材料製品製造 378百万円(うち 土地 183百万円、機械装置 119百万円、建物 74百万円)

　遊休 13百万円(うち土地 11百万円、その他 1百万円)

種類 減損損失

長野県塩尻市 建物

用途 場所

遊休 富山県富山市等 土地

自　平成21年４月１日

　当社グループは、原則として事業用資産についてはビジネスユニット、遊休資産については
個別物件ごとに資産のグループ化を行っており、収益性や評価額が著しく低下した以下の資産
グループについて帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当連結会計年度において当該減少額を
特別損失として391百万円計上しております。

用途

(百万円未満は切捨表示）

至　平成21年３月31日 至　平成22年３月31日

自　平成20年４月１日

(連結損益計算書関係)

前連結会計年度 当連結会計年度

遊休

電子材料製品製造

富山県富山市等 土地等

福島県須賀川市 機械装置等

場所 種類 減損損失

　当社グループは、原則として事業用資産についてはビジネスユニット、遊休資産については
個別物件ごとに資産のグループ化を行っており、収益性や評価額が著しく低下した以下の資産
グループについて帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当連結会計年度において当該減少額を
特別損失として7百万円計上しております。

遊休
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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）

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

発行済株式

普通株式 66,990,298 株

合　計 66,990,298 株

自己株式

普通株式 36,129 株

合　計 36,129 株

（注）普通株式の自己株式の増加 7,900株は、単元未満株式の買取によるものであります。

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）

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

発行済株式

普通株式 66,990,298 株

合　計 66,990,298 株

自己株式

普通株式 44,029 株

合　計 44,029 株

（注）普通株式の自己株式の増加 6,851株は、単元未満株式の買取によるものであります。

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との関係

現金及び預金勘定 3,599 百万円 3,869 百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △ 206 百万円 △ 276 百万円

現金及び現金同等物 3,392 百万円 3,592 百万円

50,880 株

50,880 株

66,990,298 株

66,990,298 株

当連結会計年度
増加株式数

当連結会計年度
減少株式数

6,851 株 － 株

6,851 株 － 株

－ 株 － 株

－ 株 － 株

－ 株 － 株

7,900 株

当連結会計年度末
株式数

(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

前連結会計年度末
株式数

当連結会計年度
増加株式数

当連結会計年度
減少株式数

(百万円未満は切捨表示）(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

(平成22年３月31日現在)

自　平成20年４月１日

前連結会計年度 当連結会計年度

自　平成21年４月１日

至　平成21年３月31日 至　平成22年３月31日

(平成21年３月31日現在)

7,900 株 － 株 44,029 株

66,990,298 株

－ 株 － 株 66,990,298 株

44,029 株－ 株

当連結会計年度末
株式数
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(セグメント情報)                                    （百万円未満は切捨表示） 

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) 

 

 
化成品 
関連製品 
(百万円) 

電子材料 
製品 

(百万円) 

建設・ 
建材関連 
(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 28,267 8,637 13,163 50,069 ― 50,069

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 4 ― 1,755 1,760 (1,760) ―

計 28,272 8,637 14,919 51,829 (1,760) 50,069

  営業費用 27,104 8,793 14,243 50,141 (1,724) 48,416

  営業利益又は 
営業損失(△) 1,167 △155 675 1,688 (35) 1,652

Ⅱ 資産、減価償却費及び 
  資本的支出   

  資産 34,606 7,431 12,043 54,080 997 55,078

  減価償却費 1,509 732 236 2,478 (66) 2,412

  減損損失 0 ― 7 7 ― 7

  資本的支出 2,247 814 222 3,284 (116) 3,167

 
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) 

 

 
化成品 
関連製品 
(百万円) 

電子材料 
製品 

(百万円) 

建設・ 
建材関連 
(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 28,427 7,840 10,671 46,939 ― 46,939

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 5 ― 2,252 2,257 (2,257) ―

計 28,432 7,840 12,924 49,197 (2,257) 46,939

  営業費用 25,638 8,028 12,515 46,181 (2,123) 44,058

  営業利益又は 
営業損失(△) 2,794 △188 409 3,015 (134) 2,881

Ⅱ 資産、減価償却費及び 
  資本的支出   

  資産 36,336 7,167 9,494 52,997 1,552 54,549

  減価償却費 1,457 696 237 2,391 (77) 2,314

  減損損失 4 380 7 391 ― 391

  資本的支出 1,094 805 298 2,198 (233) 1,965

 

(注) １ 事業区分は、製品の組成並びに事業目的等を勘案して区分しております。 

２ 各事業の主な製品 

 (1) 化成品関連製品………ファインケミカル製品、フィルム・シート製品、メラミン樹脂、接着製品他 

 (2) 電子材料製品…………セラミック基板、厚膜印刷製品、プリント配線板他 

 (3) 建設・建材関連………産業プラントの設計・施工、住宅用アルミ建材他 

３ 営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用はありません。 
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４ 前連結会計年度における資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、3,135百万円であり、

その主なものは、親会社での余資運用資金(現金預金)、長期投資資産(投資有価証券)及び管理部門に係る資

産等であります。 

  当連結会計年度における資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、2,993百万円であり、

その主なものは、親会社での余資運用資金(現金預金)、長期投資資産(投資有価証券)及び管理部門に係る資

産等であります。 

５ 減価償却費及び資本的支出には、長期前払費用の償却額並びに増加額が含まれております。 

 

 (前連結会計年度) 

６ 当連結会計年度より「棚卸資産の評価に関する会計基準」を適用し、主として月次移動平均法による原価法

（収益性の低下による簿価切下げの方法）に変更しております。これに伴い、従来の方法によった場合に比

べ、当連結会計年度の営業費用は、化成品関連製品で153百万円、電子材料製品で65百万円、建設・建材関連

で20百万円それぞれ増加し、化成品関連製品及び建設・建材関連の営業利益は同額減少し、電子材料製品の

営業損失は同額増加しております。 

 

 (当連結会計年度) 

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に記載のとおり、当連結会計年度より「工事契約に

関する会計基準」及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」を適用しております。これに伴い、従来の

方法によった場合に比べ、当連結会計年度の建設・建材関連の売上高が142百万円、営業費用が115百万円、

営業利益が27百万円増加しております。 

 
 
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) 

 

 
日本 

(百万円) 
アジア 
(百万円) 

その他 
の地域 
(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 

39,270 5,086 5,712 50,069 ― 50,069

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 

4,680 3,607 28 8,316 (8,316) ―

計 43,951 8,693 5,740 58,385 (8,316) 50,069

  営業費用 43,273 7,542 6,306 57,122 (8,705) 48,416

  営業利益又は 
営業損失(△) 678 1,151 △565 1,263 389 1,652

Ⅱ 資産 51,967 9,579 3,822 65,370 (10,291) 55,078

 

日本カーバイド工業㈱(4064)平成22年3月期決算短信

― 22 ―



 

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) 

 

 
日本 

(百万円) 
アジア 
(百万円) 

その他 
の地域 
(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 

37,323 4,426 5,189 46,939 ― 46,939

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 

4,958 4,084 50 9,093 (9,093) ―

計 42,281 8,510 5,240 56,032 (9,093) 46,939

  営業費用 40,243 7,878 5,188 53,311 (9,253) 44,058

営業利益 2,037 631 51 2,721 160 2,881

Ⅱ 資産 51,581 10,420 3,684 65,685 (11,135) 54,549

(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 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

 (1) アジア…中国、タイ 

 (2) その他の地域…米国、オランダ 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用はありません。 

４ 前連結会計年度における資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、3,135百万円であり、

その主なものは、親会社での余資運用資金(現金預金)、長期投資資産(投資有価証券)及び管理部門に係る資

産等であります。 

  当連結会計年度における資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、2,993百万円であり、

その主なものは、親会社での余資運用資金(現金預金)、長期投資資産(投資有価証券)及び管理部門に係る資

産等であります。 

 

 (前連結会計年度) 

５ 当連結会計年度より「棚卸資産の評価に関する会計基準」を適用し、主として月次移動平均法による原価法

（収益性の低下による簿価切下げの方法）に変更しております。これに伴い、従来の方法によった場合に比

べ、当連結会計年度の営業費用は、日本で239百万円増加し、営業利益は同額減少しております。 

 

 (当連結会計年度) 

６ 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「工事契約に

関する会計基準」及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」を適用しております。これに伴い、従来の

方法によった場合に比べ、当連結会計年度の日本の売上高が142百万円、営業費用が115百万円、営業利益が

27百万円増加しております。 
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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) 

 

 アジア 欧州 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高(百万円) 9,353 4,496 2,820 16,669

Ⅱ 連結売上高(百万円)  50,069

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合(％) 18.7 9.0 5.6 33.3

 
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) 

 

 アジア 欧州 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高(百万円) 9,472 4,008 2,630 16,111

Ⅱ 連結売上高(百万円)  46,939

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合(％) 20.2 8.5 5.6 34.3

(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…中国、タイ 

 (2) 欧州…フランス、ドイツ、オランダ 

 (3) その他の地域…米国、その他 

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。 
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(１株当たり情報)                            （百万円未満は切捨表示） 

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 154円97銭

 

１株当たり純資産額 182円43銭

 

１株当たり当期純利益 6円74銭

 

１株当たり当期純利益 22円16銭

 
 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益につきま

しては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益につきま

しては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

（算定上の基礎） 

１ １株当たり純資産額 

  連結貸借対照表の純資産の部の合計額10,789百万円

  普通株式に係る純資産額       10,374百万円

  差異の主な内訳 

   少数株主持分              415百万円

  普通株式の発行済株式数       66,990,298株

  普通株式の自己株式数           44,029株

  １株式当たり純資産額の算定に用いられた普通株式

  の数               66,946,269株

２ １株当たり当期純利益 

  連結損益計算書上の当期純利益      451百万円

  普通株式に係る当期純利益        451百万円

  普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 

     該当事項はありません。 

  普通株式の期中平均株式数     66,949,626株

（算定上の基礎） 

１ １株当たり純資産額 

  連結貸借対照表の純資産の部の合計額12,735百万円

  普通株式に係る純資産額       12,211百万円

  差異の主な内訳 

   少数株主持分              524百万円

  普通株式の発行済株式数       66,990,298株

  普通株式の自己株式数           50,880株

  １株式当たり純資産額の算定に用いられた普通株式

  の数               66,939,418株

２ １株当たり当期純利益 

  連結損益計算書上の当期純利益     1,483百万円

  普通株式に係る当期純利益       1,483百万円

  普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 

     該当事項はありません。 

  普通株式の期中平均株式数     66,942,203株

 
 
(開示の省略) 

 
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、デリバティブ取引及び退職給

付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。 
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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 495 471

受取手形 487 1,028

売掛金 3,304 5,405

商品及び製品 1,436 1,220

仕掛品 147 125

原材料及び貯蔵品 356 279

前払費用 104 68

繰延税金資産 125 233

立替金 1,017 1,171

関係会社短期貸付金 328 1,000

未収入金 545 481

その他 80 58

貸倒引当金 △3 △5

流動資産合計 8,425 11,539

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,398 1,612

構築物（純額） 504 476

機械及び装置（純額） 2,172 2,745

車両運搬具（純額） 18 11

工具、器具及び備品（純額） 276 217

土地 12,860 12,809

リース資産（純額） 107 80

建設仮勘定 774 0

有形固定資産合計 18,111 17,953

無形固定資産   

借地権 46 46

ソフトウエア 8 10

その他 9 8

無形固定資産合計 65 65
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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 1,105 1,289

関係会社株式 7,071 7,348

関係会社出資金 5,625 5,625

従業員に対する長期貸付金 4 15

関係会社長期貸付金 949 300

破産更生債権等 43 39

長期前払費用 0 0

繰延税金資産 269 141

前払年金費用 639 632

その他 166 160

貸倒引当金 △62 △73

投資損失引当金 △683 △727

投資その他の資産合計 15,129 14,753

固定資産合計 33,306 32,772

資産合計 41,731 44,312

負債の部   

流動負債   

支払手形 1,823 2,633

買掛金 4,304 6,058

短期借入金 8,958 6,900

1年内返済予定の長期借入金 1,951 3,129

リース債務 37 39

未払金 322 413

未払費用 273 402

未払法人税等 8 329

前受金 7 9

預り金 17 17

賞与引当金 192 313

設備関係支払手形 318 203

その他 26 48

流動負債合計 18,241 20,496
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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) 

固定負債   

長期借入金 5,141 4,342

リース債務 73 43

退職給付引当金 778 864

役員退職慰労引当金 105 63

再評価に係る繰延税金負債 4,457 4,450

その他 48 45

固定負債合計 10,604 9,809

負債合計 28,846 30,306

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,197 6,197

資本剰余金   

資本準備金 3,616 3,616

資本剰余金合計 3,616 3,616

利益剰余金   

利益準備金 552 552

その他利益剰余金   

特別償却準備金 － 61

別途積立金 19 19

繰越利益剰余金 △3,641 △2,681

利益剰余金合計 △3,069 △2,048

自己株式 △7 △8

株主資本合計 6,736 7,756

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △237 △125

繰延ヘッジ損益 △10 △12

土地再評価差額金 6,396 6,386

評価・換算差額等合計 6,149 6,248

純資産合計 12,885 14,005

負債純資産合計 41,731 44,312
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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 30,101 31,879

売上原価 24,918 25,640

売上総利益 5,182 6,238

販売費及び一般管理費 5,061 5,004

営業利益 121 1,233

営業外収益   

受取利息 33 35

受取配当金 751 690

為替差益 0 10

その他 136 136

営業外収益合計 922 872

営業外費用   

支払利息 282 254

手形売却損 133 64

その他 115 120

営業外費用合計 531 439

経常利益 511 1,666

特別利益   

固定資産売却益 70 22

貸倒引当金戻入額 0 3

その他 0 1

特別利益合計 71 27

特別損失   

固定資産除却損 171 269

減損損失 1 37

投資損失引当金繰入額 55 43

その他 19 3

特別損失合計 247 354

税引前当期純利益 335 1,339

法人税、住民税及び事業税 43 372

過年度法人税等戻入額 △61 －

法人税等調整額 80 △43

法人税等合計 61 328

当期純利益 274 1,011
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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 6,197 6,197

当期末残高 6,197 6,197

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 3,616 3,616

当期末残高 3,616 3,616

資本剰余金合計   

前期末残高 3,616 3,616

当期末残高 3,616 3,616

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 552 552

当期末残高 552 552

その他利益剰余金   

特別償却準備金   

前期末残高 － －

当期変動額   

特別償却準備金の積立 － 72

特別償却準備金の取崩 － △10

当期変動額合計 － 61

当期末残高 － 61

別途積立金   

前期末残高 19 19

当期末残高 19 19

繰越利益剰余金   

前期末残高 △3,915 △3,641

当期変動額   

特別償却準備金の積立 － △72

特別償却準備金の取崩 － 10

当期純利益 274 1,011

土地再評価差額金の取崩 0 10

当期変動額合計 274 960

当期末残高 △3,641 △2,681

利益剰余金合計   

前期末残高 △3,344 △3,069

当期変動額   

特別償却準備金の積立 － －

特別償却準備金の取崩 － －

当期純利益 274 1,011

土地再評価差額金の取崩 0 10

当期変動額合計 274 1,021

当期末残高 △3,069 △2,048
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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) 

自己株式   

前期末残高 △6 △7

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 △7 △8

株主資本合計   

前期末残高 6,462 6,736

当期変動額   

当期純利益 274 1,011

土地再評価差額金の取崩 0 10

自己株式の取得 △1 △0

当期変動額合計 273 1,020

当期末残高 6,736 7,756

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 255 △237

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △492 112

当期変動額合計 △492 112

当期末残高 △237 △125

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 △14 △10

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 3 △2

当期変動額合計 3 △2

当期末残高 △10 △12

土地再評価差額金   

前期末残高 6,397 6,396

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △0 △10

当期変動額合計 △0 △10

当期末残高 6,396 6,386

評価・換算差額等合計   

前期末残高 6,638 6,149

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △489 99

当期変動額合計 △489 99

当期末残高 6,149 6,248
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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) 

純資産合計   

前期末残高 13,100 12,885

当期変動額   

当期純利益 274 1,011

土地再評価差額金の取崩 0 10

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） △489 99

当期変動額合計 △215 1,120

当期末残高 12,885 14,005
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継続企業の前提に関する注記 

 

   該当事項はありません。 
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６．その他 

 

（１）役員の異動（平成22年６月29日予定） 

① 新任取締役候補者

おち　　　　かつら

取締役 越智　　　桂 （現　機能フィルム事業部長兼機能フィルム事業部
機能フィルム事業部長 　反射ビジネスユニットリーダー）
兼機能フィルム事業部
反射ビジネスユニットリーダー

② 退任予定取締役

かさぎ　 　さとる

現　取締役 笠木　　　悟

③ 株主総会後の異動予定

よこやま　 ゆきお

常務取締役 横山　 　幸夫　 （現　常務取締役 事業研究部、開発研究部管掌、
化成品開発研究部、 　化成品事業部長）
機能フィルム開発研究部、
電子部材開発研究部、
品質・環境管理部、
研究開発部管掌、
化成品事業部長

はやせ　　　たかし

常務取締役 早勢　　　隆 （現　取締役 生産技術部、品質・環境管理部管掌、
魚津・早月工場、 　魚津・早月工場長）
生産技術部、購買部管掌、
電子部材事業部長

 
以上 
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