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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 159,997 △9.2 10,203 46.0 10,270 68.2 6,788 455.0
21年3月期 176,186 △8.2 6,989 △56.9 6,107 △59.8 1,223 △86.0

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 65.73 ― 5.8 5.2 6.4
21年3月期 11.84 ― 1.1 3.0 4.0

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  135百万円 21年3月期  △89百万円

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 203,208 123,159 59.0 1,161.08
21年3月期 192,517 116,364 58.8 1,095.47

（参考） 自己資本   22年3月期  119,928百万円 21年3月期  113,154百万円

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 19,449 △12,015 △2,036 23,507
21年3月期 8,586 △4,035 △1,871 17,862

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 ― 11.00 ― 9.00 20.00 2,069 168.9 1.8
22年3月期 ― 9.00 ― 11.00 20.00 2,069 30.4 1.8
23年3月期 

（予想）
― 11.00 ― 11.00 22.00 30.7

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

87,000 13.3 5,400 29.5 5,200 38.1 3,100 51.7 30.01

通期 177,000 10.6 12,000 17.6 11,800 14.9 7,400 9.0 71.64
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4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

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

(注)詳細は、20ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

(注)１株当たり当期純利益（連結）の算定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 103,651,442株 21年3月期 103,651,442株
② 期末自己株式数 22年3月期  360,838株 21年3月期  357,646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 112,218 △10.2 8,119 80.5 8,176 75.2 5,671 714.3
21年3月期 125,023 △8.7 4,499 △66.3 4,665 △63.6 696 △90.2

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

22年3月期 54.81 ―
21年3月期 6.73 ―

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 165,396 107,526 65.0 1,039.09
21年3月期 153,925 102,238 66.4 987.96

（参考） 自己資本 22年3月期  107,526百万円 21年3月期  102,238百万円

※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。 
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(1)経営成績に関する分析 

[当期の経営成績] 

当期のわが国の経済は、新興国を中心とした海外経済の回復や経済対策などを背景に生産・輸出

が増加し、景気の悪化に底打ちの兆しが見られたものの、企業収益は依然として厳しく、雇用情勢

や所得環境も改善が見られず、設備投資も低調に推移するなど厳しい状況が続きました。 

当社グループ事業の主要対象分野である自動車、ＩＴ・デジタル家電におきましては、各国の経

済対策により需要は回復してきましたが、昨夏までの大幅な生産調整の影響を大きく受けました。 

このような経営環境のなか、当社グループは、2009年度から３ヵ年の中期経営方針を策定し「事

業環境の変化に対応した成長への基盤強化」をスローガンに事業展開を進めております。一方、緊

急対策として、全社挙げてのコスト削減、設備投資抑制に取り組むとともに市場シェアの堅持・拡

大、市場競争力の高い戦略製品の早期育成・販売強化などを推進してまいりました。 

その結果、当期の業績につきましては、売上高は1,599億97百万円（前期比9.2％減）、営業利益

は102億3百万円（同46.0％増）、経常利益は102億70百万円（同68.2％増）、当期純利益は、67億88

百万円（同455.0％増）となりました。 

  

[事業別の概況] 

（化学品関連事業） 

当事業の売上高は、1,039億91百万円（前期比8.4％減）、営業利益は62億44百万円（同23.3％

増）となりました。 

①情報・電子化学品 

中国の家電製品普及策や国内の経済対策などを受けて液晶テレビやパソコン、携帯電話などのデ

ジタル家電製品の生産が回復したことにより、半導体メモリー材料や超微細回路形成用エッチング

薬液、光硬化樹脂などが伸張しました。しかしながら、販売価格は競争激化に伴い一段低い価格水

準での推移となったため、前期に比べ減収微増益となりました。 

②機能化学品 

ポリプロピレンなどの樹脂の成形性や機能を高める目的で使用される各種添加剤は、中国などの

経済対策に支えられた家電や自動車関連分野の樹脂需要の増加に伴い、昨夏以降、順調に持ち直し

てきました。環境対応型製品の水系樹脂は順調に回復し、またエンジンオイル用添加剤は低燃費化

ニーズの高まりを受けて海外主体に拡大しました。しかしながら、土木・建築用途のエポキシ樹脂

などは回復が鈍く、機能化学品全体では前期比で減収増益となりました。 

③基礎化学品 

プロピレングリコール類や過酸化製品などの基礎化学品は、順調に回復してきましたが、昨夏ま

での顧客の大幅な生産調整および市況軟化などの影響を受け減収となりました。利益面では、原

油、ナフサなどの値上がりの影響が大きかったものの、コスト削減や生産工程の見直しなどを進め

増益となりました。 

１．経営成績
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（食品関連事業） 

当事業の売上高は、506億９百万円（前期比9.1％減）、営業利益は35億48百万円（同220.1％増）

となりました。  

市場ニーズを捉えたバター風味豊かなマーガリン「アロマーデ」シリーズや植物性ホイップクリ

ームが引き続き好調でした。しかしながら、景気悪化に伴う消費者の買い控えなどの影響を受け、

販売数量は前年を超えるには至らず、売上高は低価格化対応などにより減収となりました。利益面

では新製品の拡大が大きく貢献し、加えて子会社の収益改善や品種統合、生産・物流の効率化など

の取り組みにより増益となりました。 

  

（その他の事業） 

当事業の売上高は、53億97百万円（前期比22.6％減）、営業利益は３億32百万円（同54.5％減）

となりました。 

世界同時不況を背景とした設備投資抑制傾向の影響により、設備プラント設計・工事の受注が振

るわず、その結果、減収減益となりました。 

  

[次期の見通し] 

次期の当社グループを取り巻く経営環境は、景気持ち直しの動きに伴い、各事業における需要の

回復が見込まれるものの、欧州景気の下振れ懸念、デフレ、為替、ナフサを始めとする原材料価格

の動向が依然として不透明であり、引き続き不安定な状況が続くものと予想されます。 

このような状況のなか、当社グループは「こだわれ業績 一枚岩で明日を拓け」を2010年の標語

とし、全社員がこれまで以上に目標達成に向け一枚岩となって、引き続き新製品開発、コスト削

減、業務効率化を推し進め、事業環境の変化に対応した成長への基盤強化を図るとともに、グロー

バルに成長・拡大していくために戦略製品の拡販や海外販路拡大などの諸施策を講じ業績向上を図

ってまいります。 

平成23年３月期の業績見通しは以下のとおりです。 

  

平成23年３月期 連結業績予想                           単位：百万円 

 （注）本資料における業績予想及び将来の予測等に関する記述は、本資料の発表日現在の将来に関する前提・ 

見通し・計画に基づく予測が含まれております。 

当社グループの事業を取り巻く経済情勢、市場の動向、為替の変動等に関わるリスクや不確定要因により、 

実際の業績が、記載の数値と異なる可能性がありますことをご承知おき下さい。 

  

   売上高  営業利益 経常利益  当期純利益  

 平成23年3月期  177,000  12,000  11,800  7,400 

 平成22年3月期  159,997  10,203  10,270  6,788 

 増減率  10.6%  17.6%  14.9%  9.0% 
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(2)財政状態に関する分析 

① 資産、負債及び純資産の状況 

 総資産につきましては、前期末に比べ106億90百万円増加（前期比5.6％増）し、2,032億８百万円

となりました。たな卸資産の減少に対し、現預金・売上債権および有価証券の増加がありました。 

 負債につきましては、前期末に比べ38億96百万円増加（同5.1％増）し、800億49百万円となりま

した。長期借入金の増加が主な要因であります。 

 純資産につきましては、前期末に比べ67億94百万円増加（同5.8％増）し、1,231億59百万円とな

りました。利益剰余金の増加およびその他有価証券評価差額金の増加が要因であります。 

  

② キャッシュ・フローの状況 

 当期末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前期末に比べ56億44百万円

増加（前期比31.6％増）し、235億７百万円となりました。 

 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） 

営業活動による資金の増加は、前期に比べ108億62百万円増加（同126.5％増）し、194億49百

万円となりました。 

これは主として、税金等調整前当期純利益の増加、たな卸資産の減少、法人税等の支払額の減

少など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） 

投資活動による資金の支出は、前期に比べ79億79百万円増加（同197.7％増）し、120億15百万

円となりました。 

これは主として、有価証券の取得による支出の増加および投資有価証券の売却による収入の減

少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） 

財務活動による資金の支出は20億36百万円（同8.8％増）となりました。 

支出の主な項目は、配当金の支払いによるものであります。  

  

株式会社ＡＤＥＫＡ（4401）平成22年3月期 決算短信
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（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／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  

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。 

２．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数により算出しております。 

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・フロー計算書の支払額を使用して

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 

当社は、経営環境、業績、財務状況などを総合的に勘案して、株主の皆様に適正な利益還元をし

てまいります。内部留保資金につきましては、経営基盤の強化、中長期的視野に立った成長事業領

域への投資などに優先的に活用してまいります。 

以上の考えのもと、当期の期末配当金につきましては１株につき11円（前期は9円）とさせていた

だく予定です。なお、年間配当金につきましては１株につき20円（前期は20円）となります。 

また、次期の配当金につきましては、上記基本方針に基づき１株につき、第２四半期末配当金11

円、期末配当金11円とし、年間22円を予定しております。 

  
  

近の有価証券報告書（平成21年６月22日提出）における「事業系統図（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ます。  

  

  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  58.2  56.0  56.1  58.8 59.0  

 時価ベースの自己資本比率  99.9  67.4  48.9  32.7 47.5 

 キャッシュ・フロー対有利子負債比率  1.2  2.0  1.7  2.9 1.4  

 インタレスト・カバレッジ・レシオ  53.5  28.5  23.8  16.4  38.6 

２．企業集団の状況
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(1)会社の経営の基本方針 

当社グループは、国際社会の一員として、社会との調和を図りながら持続的に発展し、さらにス

テークホルダーの期待に積極的に応えていくことの重要性を強く認識しており、「新しい潮流の変

化に鋭敏であり続けるアグレッシブな先進企業を目指す」「世界とともに生きる」を経営理念とし

て、独自性のある優れた技術で、時代の先端を行く製品と顧客ニーズに合った製品を提供し、企業

の社会的責任を果たしていくことを経営の基本方針としております。 

  

(2)中長期的な会社の経営戦略 

当社グループは「事業環境の変化に対応した成長への基盤強化」をスローガンに、徹底したコス

ト削減、品種統合などの収益向上策を講じ、筋肉質な経営体質を強化していくとともに、新製品開

発、戦略製品の拡販、事業分野ごとの成長戦略に基づく事業展開を推進しております。 

事業規模、市場シェア、技術が競争優位にある樹脂添加剤事業と食品事業をコア事業として位置

付け、競争力を一段と高める諸施策を講じております。 

また、「情報・電子」、「エネルギー」、「環境」、「ライフサイエンス」の4分野を中長期的に

成長が見込めるターゲット分野として、競争優位性のある製品開発、海外展開の加速、アライアン

スの検討などを行い、新たな事業領域の拡大にも取り組んでまいります。 

  

(3)会社の対処すべき課題 

当社グループは、以下の施策を 重要課題として取り組んでまいります。 

・成長分野への集中  

当社グループの得意な事業領域を明確にし、事業環境、規模、競争力などから各事業の選択と

集中を推し進め、収益力のある事業ポートフォリオを構築してまいります。 

・事業環境の変化に対応した技術基盤構築、研究開発力の強化と新たな事業創出 

世界的に競争力のある技術、より強化すべき技術を明確にし、当社固有の基盤技術の組み合わ

せと融合により、既存事業領域に加え、将来成長が期待できる分野での研究開発力を一層強化

し、事業領域の拡大と新規事業の創出を図ってまいります。  

・海外事業のさらなる推進 

アメリカ、ヨーロッパ、アジア地域の各拠点の国際競争力を高め、事業の継続的な拡大と収益

性の改善に努めていきます。また、中東や南米などの需要拡大が見込める地域への事業展開、コ

スト競争力の向上につながる拠点の構築など、さらなる海外事業の拡充を図ってまいります。 

・ＣＳＲ経営とコーポレート・ガバナンスの強化  

当社グループでは、「人と技術の優しい調和」、「社会との融和」をキーワードに、地球環境

の保護や製品安全の追求など、本業を通じた社会貢献を基本としたＣＳＲ経営に取り組んでおり

ます。また、コーポレート・ガバナンスの強化に努め、経営の健全性・透明性をより一層高めて

まいります。 

・組織風土改革、人材育成・強化 

グループ共通の経営理念とビジョンにベクトルを合わせ、グループ全体の持続的成長を図ると

ともに、多様な価値観、文化の違いを受け入れられるグローバルな人材の育成に注力してまいり

ます。 

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 19,136 24,822

受取手形及び売掛金 32,319 36,199

有価証券 229 6,647

商品及び製品 15,139 11,717

仕掛品 4,642 3,433

原材料及び貯蔵品 12,949 12,150

繰延税金資産 1,795 1,795

その他 3,108 3,089

貸倒引当金 △385 △287

流動資産合計 88,935 99,567

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 49,071 49,415

減価償却累計額 △29,462 △30,300

建物及び構築物（純額） 19,609 19,115

機械装置及び運搬具 94,972 97,348

減価償却累計額 △70,556 △74,250

機械装置及び運搬具（純額） 24,415 23,098

土地 20,494 20,713

リース資産 849 1,601

減価償却累計額 △139 △301

リース資産（純額） 709 1,299

建設仮勘定 1,867 1,269

その他 20,010 20,165

減価償却累計額 △15,267 △15,757

その他（純額） 4,743 4,407

有形固定資産合計 71,840 69,903

無形固定資産   

ソフトウエア 542 595

ソフトウエア仮勘定 1,807 2,229

リース資産 27 50

その他 734 828

無形固定資産合計 3,111 3,705

投資その他の資産   

投資有価証券 21,279 24,022

長期貸付金 1,502 338

繰延税金資産 3,843 2,862

その他 3,301 3,221

貸倒引当金 △1,295 △412

投資その他の資産合計 28,629 30,032

固定資産合計 103,581 103,641

資産合計 192,517 203,208
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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 27,683 28,488

短期借入金 14,509 13,987

リース債務 117 221

未払法人税等 290 2,122

賞与引当金 1,871 1,974

役員賞与引当金 16 47

債務保証損失引当金 349 －

その他 7,997 5,414

流動負債合計 52,835 52,257

固定負債   

長期借入金 6,823 10,951

リース債務 578 1,062

繰延税金負債 420 475

再評価に係る繰延税金負債 4,732 4,732

退職給付引当金 8,532 8,499

役員退職慰労引当金 174 177

その他 2,055 1,892

固定負債合計 23,317 27,791

負債合計 76,152 80,049

純資産の部   

株主資本   

資本金 22,899 22,899

資本剰余金 19,925 19,925

利益剰余金 69,036 73,940

自己株式 △220 △223

株主資本合計 111,641 116,542

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △255 1,278

土地再評価差額金 3,333 3,333

為替換算調整勘定 △1,564 △1,226

評価・換算差額等合計 1,513 3,386

少数株主持分 3,209 3,230

純資産合計 116,364 123,159

負債純資産合計 192,517 203,208
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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 176,186 159,997

売上原価 143,539 123,972

売上総利益 32,646 36,025

販売費及び一般管理費 25,656 25,821

営業利益 6,989 10,203

営業外収益   

受取利息 122 140

受取配当金 431 285

持分法による投資利益 － 135

補助金収入 － 156

その他 511 377

営業外収益合計 1,065 1,096

営業外費用   

支払利息 519 514

為替差損 845 115

持分法による投資損失 89 －

その他 492 398

営業外費用合計 1,947 1,029

経常利益 6,107 10,270

特別利益   

投資有価証券売却益 422 －

貸倒引当金戻入額 － 294

特別利益合計 422 294

特別損失   

固定資産廃棄損 543 580

投資有価証券評価損 621 4

関係会社株式売却損 29 －

関係会社出資金評価損 561 －

その他の投資評価損 13 －

減損損失 794 －

関係会社貸倒引当金繰入額 242 －

債務保証損失引当金繰入額 349 －

債務保証履行損失 80 －

特別損失合計 3,234 584

税金等調整前当期純利益 3,294 9,980

法人税、住民税及び事業税 1,606 2,871

法人税等調整額 76 36

法人税等合計 1,682 2,907

少数株主利益 388 283

当期純利益 1,223 6,788
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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 22,899 22,899

当期変動額   

新株の発行 － －

当期変動額合計 － －

当期末残高 22,899 22,899

資本剰余金   

前期末残高 19,925 19,925

当期変動額   

新株の発行 － －

当期変動額合計 － －

当期末残高 19,925 19,925

利益剰余金   

前期末残高 70,149 69,036

当期変動額   

剰余金の配当 △2,276 △1,862

当期純利益 1,223 6,788

新規連結による剰余金減少高 △59 △22

当期変動額合計 △1,113 4,903

当期末残高 69,036 73,940

自己株式   

前期末残高 △176 △220

当期変動額   

自己株式の取得 △44 △2

当期変動額合計 △44 △2

当期末残高 △220 △223

株主資本合計   

前期末残高 112,799 111,641

当期変動額   

新株の発行 － －

剰余金の配当 △2,276 △1,862

当期純利益 1,223 6,788

新規連結による剰余金減少高 △59 △22

自己株式の取得 △44 △2

当期変動額合計 △1,157 4,901

当期末残高 111,641 116,542
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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 2,485 △255

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,740 1,534

当期変動額合計 △2,740 1,534

当期末残高 △255 1,278

土地再評価差額金   

前期末残高 3,333 3,333

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － －

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,333 3,333

為替換算調整勘定   

前期末残高 669 △1,564

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,233 337

当期変動額合計 △2,233 337

当期末残高 △1,564 △1,226

評価・換算差額等合計   

前期末残高 6,488 1,513

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △4,974 1,872

当期変動額合計 △4,974 1,872

当期末残高 1,513 3,386

少数株主持分   

前期末残高 2,738 3,209

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 470 20

当期変動額合計 470 20

当期末残高 3,209 3,230

純資産合計   

前期末残高 122,026 116,364

当期変動額   

新株の発行 － －

剰余金の配当 △2,276 △1,862

当期純利益 1,223 6,788

新規連結による剰余金減少高 △59 △22

自己株式の取得 △44 △2

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △4,503 1,893

当期変動額合計 △5,661 6,794

当期末残高 116,364 123,159
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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 3,294 9,980

減価償却費 7,628 7,799

減損損失 794 －

関係会社出資金評価損 561 －

投資有価証券評価損益（△は益） 621 －

投資有価証券売却損益（△は益） △422 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 236 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） △62 －

債務保証損失引当金繰入額 349 －

受取利息及び受取配当金 △553 △426

支払利息 519 514

為替差損益（△は益） 427 －

持分法による投資損益（△は益） 89 △135

固定資産廃棄損 543 580

売上債権の増減額（△は増加） 10,660 △3,624

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,849 5,535

仕入債務の増減額（△は減少） △9,145 536

その他 △312 △342

小計 13,383 20,417

利息及び配当金の受取額 708 512

利息の支払額 △523 △504

債務保証履行による支出額 △80 －

法人税等の支払額 △4,901 △1,402

法人税等の還付額 － 425

営業活動によるキャッシュ・フロー 8,586 19,449

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の取得による支出 － △9,990

有価証券の売却及び償還による収入 2,228 5,097

有形固定資産の取得による支出 △8,469 △4,938

無形固定資産の取得による支出 △1,849 △1,029

投資有価証券の取得による支出 △664 －

投資有価証券の売却による収入 5,450 －

関係会社株式の売却による収入 120 －

その他の投資の取得による支出 △545 －

その他 △306 △1,154

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,035 △12,015
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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） 231 △1,622

長期借入れによる収入 618 9,784

長期借入金の返済による支出 △749 △8,126

配当金の支払額 △2,275 △1,863

少数株主への配当金の支払額 △72 △75

その他 375 △132

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,871 △2,036

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,025 64

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,654 5,460

現金及び現金同等物の期首残高 16,063 17,862

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 144 183

現金及び現金同等物の期末残高 17,862 23,507
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 該当事項はありません。 

  

  

(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

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．連結の範囲に関する事項 

(1）連結子会社（22社） (1）連結子会社（23社） 

 ・ADEKAケミカルサプライ㈱ 

 ・ADEKAクリーンエイド㈱ 

 ・ADEKAファインフーズ㈱ 

 ・ADEKA総合設備㈱ 

 ・AMFINE CHEMICAL CORP. 

 ・ADEKA(SINGAPORE)PTE.LTD. 

 ・オキシラン化学㈱ 

 ・ADEKA食品販売㈱ 

 ・ADEKA物流㈱ 

 ・長江化学股份有限公司 

 ・㈱ヨンゴー 

 ・ADEKA KOREA CORP. 

 ・ADEKA(ASIA)PTE.LTD. 

 ・ADEKA Europe GmbH 

 ・台湾艾迪科精密化学股份有限公司 

 ・ADEKA PALMAROLE SAS 

 ・艾迪科(上海)貿易有限公司 

 ・艾迪科精細化工(上海)有限公司 

 ・艾迪科精細化工(常熟)有限公司 

 ・ADEKAライフクリエイト㈱ 

 ・上原食品工業㈱                

  ・ADEKA FINE CHEMICAL (THAILAND) CO.,LTD. 

  

 なお、ADEKA FINE CHEMICAL (THAILAND)CO.,LTD.に

ついては、重要性が増したこと等のため、当連結会計

年度より連結の範囲に含めることとしました。 

 また、当連結会計年度において連結子会社である

ADEKA KOREA CORP. は、連結子会社であるADEKA FINE 

CHEMICAL KOREA CORP.と合併しております。なお、存

続会社の ADEKA FINE CHEMICAL KOREA CORP. は、商

号を「ADEKA KOREA CORPORATION」に変更しておりま

す。 

 ・ADEKAケミカルサプライ㈱ 

 ・ADEKAクリーンエイド㈱ 

 ・ADEKAファインフーズ㈱ 

 ・ADEKA総合設備㈱ 

 ・AMFINE CHEMICAL CORP. 

 ・ADEKA(SINGAPORE)PTE.LTD. 

 ・オキシラン化学㈱ 

 ・ADEKA食品販売㈱ 

 ・ADEKA物流㈱ 

 ・長江化学股份有限公司 

 ・㈱ヨンゴー 

 ・ADEKA KOREA CORP. 

 ・ADEKA(ASIA)PTE.LTD. 

 ・ADEKA Europe GmbH 

 ・台湾艾迪科精密化学股份有限公司 

 ・ADEKA PALMAROLE SAS 

 ・艾迪科(上海)貿易有限公司 

 ・艾迪科精細化工(上海)有限公司 

 ・艾迪科精細化工(常熟)有限公司 

 ・ADEKAライフクリエイト㈱ 

 ・上原食品工業㈱                

  ・ADEKA FINE CHEMICAL (THAILAND) CO.,LTD.  

 ・艾迪科食品(常熟)有限公司  

 なお、艾迪科食品(常熟)有限公司については、重要

性が増したこと等のため、当連結会計年度より連結の

範囲に含めることとしました。 

  

(2）非連結子会社 (2）非連結子会社 

 主な非連結子会社は以下の通りです。 

 ㈱東京環境測定センター、艾迪科食品（常熟）有限

 公司 

 非連結子会社12社の合計の総資産、売上高、純損益

及び利益剰余金等は、連結財務諸表に重要な影響を及

ぼさないため連結の範囲から除外しております。 

 主な非連結子会社は以下の通りです。 

 ㈱東京環境測定センター、ADEKA USA CORP. 

 非連結子会社11社の合計の総資産、売上高、純損益

及び利益剰余金等は、連結財務諸表に重要な影響を及

ぼさないため連結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．持分法の適用に関する事項 ２．持分法の適用に関する事項 

(1）持分法の適用範囲 (1）持分法の適用範囲 

関連会社（18社）のうち３社 関連会社（18社）のうち３社 

日本農薬㈱、鹿島ケミカル㈱、㈱コープクリーン 

 持分法を適用していない非連結子会社12社（㈱東

京環境測定センター他）及び関連会社15社（鹿島電

解㈱他）は、それぞれ連結純損益及び連結利益剰余

金等に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても

重要性がないため持分法の適用から除外しておりま

す。 

日本農薬㈱、鹿島ケミカル㈱、㈱コープクリーン 

 持分法を適用していない非連結子会社11社（㈱東

京環境測定センター他）及び関連会社15社（鹿島電

解㈱他）は、それぞれ連結純損益及び連結利益剰余

金等に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても

重要性がないため持分法の適用から除外しておりま

す。 

(2）持分法適用会社の事業年度等に関する事項 (2）持分法適用会社の事業年度等に関する事項 

 日本農薬㈱の決算日は９月30日、鹿島ケミカル㈱の

決算日は12月31日、㈱コープクリーンの決算日は３月

20日で、それぞれ持分法適用上必要な調整を行ってお

ります。 

   同    左 

３．連結子会社の事業年度等に関する事項 ３．連結子会社の事業年度等に関する事項 

(1）AMFINE CHEMICAL CORP.、ADEKA(SINGAPORE)

PTE.LTD.、長江化学股份有限公司、

ADEKA KOREA CORP.、ADEKA(ASIA)PTE.LTD.、

ADEKA Europe GmbH、台湾艾迪科精密化学股份有限公

司、ADEKA PALMAROLE SAS、艾迪科(上海)貿易有限公

司、艾迪科精細化工(上海)有限公司、艾迪科精細化工

(常熟)有限公司、上原食品工業㈱及びADEKA FINE 

CHEMICAL (THAILAND) CO.,LTD. の決算日は12月31日

です。 

 連結財務諸表の作成に当たっては、12月31日の決算

財務諸表を使用しております。なお、連結決算日との

間に生じた取引については、連結上必要な調整を行っ

ております。  

(1）AMFINE CHEMICAL CORP.、ADEKA(SINGAPORE)

PTE.LTD.、長江化学股份有限公司、

ADEKA KOREA CORP.、ADEKA(ASIA)PTE.LTD.、

ADEKA Europe GmbH、台湾艾迪科精密化学股份有限公

司、ADEKA PALMAROLE SAS、艾迪科(上海)貿易有限公

司、艾迪科精細化工(上海)有限公司、艾迪科精細化工

(常熟)有限公司、上原食品工業㈱、ADEKA FINE 

CHEMICAL (THAILAND) CO.,LTD. 及び艾迪科食品(常

熟)有限公司の決算日は12月31日です。 

 連結財務諸表の作成に当たっては、12月31日の決算

財務諸表を使用しております。なお、連結決算日との

間に生じた取引については、連結上必要な調整を行っ

ております。  

(2）ADEKAケミカルサプライ㈱他８社の決算日は３月31

日です。 

(2）同   左 

４．会計処理基準に関する事項 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 (1）重要な資産の評価基準及び評価方法 

(イ）有価証券 

①子会社株式及び関連会社株式 

 移動平均法による原価法によっております。 

②満期保有目的の債券  

 償却原価法（定額法）によっております。 

③その他有価証券 

 ・時価のあるもの 

  株式については、決算期末前１ヵ月の市場価格

等の平均、それ以外については決算期末日の市場

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）によっております。 

(イ）有価証券 

①子会社株式及び関連会社株式 

 同   左  

②満期保有目的の債券  

 同   左 

③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によっております。 

 ・時価のないもの 

  同   左 

(ロ）デリバティブ 

 時価法によっております。 

(ロ）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） 

(ハ）たな卸資産 

製品・商品   

 主として総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）によっております。 

(ハ）たな卸資産 

製品・商品   

 同   左 

仕 掛 品 

 主として総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）、連結子会社は主とし

て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）によっております。 

仕 掛 品 

 同   左 

原料・貯蔵品  

 主として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）によっておりま

す。  

原料・貯蔵品  

 同   左  

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法 (2）重要な減価償却資産の減価償却の方法 

(イ）有形固定資産（リース資産を除く） (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）及び機械装置は定額

法、その他は主として定率法によっております。 

 なお、主な耐用年数は以下の通りです。        

 建物（建物附属設備を除く）及び機械装置は定額

法、その他は主として定率法によっております。 

なお、主な耐用年数は以下の通りです         

建物及び構築物 ３年～60年

機械装置及び運搬具 ５年～17年

その他 ３年～20年

建物及び構築物 ３年～60年

機械装置及び運搬具 ３年～17年

その他 ３年～20年

(ロ）無形固定資産（リース資産を除く） (ロ）無形固定資産（リース資産を除く） 

 定額法によっています。 

 ただし、ソフトウェア（自社利用）については、

社内における見込可能利用期間（５年）による定額

法によっております。 

 同   左 

  

(ハ）リース資産 (ハ）リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリー

ス資産  

 リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロと

する定額法を採用しております。 

 なお、リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リース取引

のうち、リース取引開始日が企業会計基準第13号

「リース取引に関する会計基準」の適用初年度開

始前のリース取引については、通常の賃貸借取引

に係る方法に準じた会計処理によっておりま

す。  

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリー

ス資産  

 同   左  

(3）重要な引当金の計上基準 (3）重要な引当金の計上基準 

(イ）貸倒引当金 (イ）貸倒引当金 

 受取手形、売掛金、貸付金等の債権に対する貸倒

れによる損失に備えるため、一般債権については貸

倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につい

ては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を

計上しております。 

 同   左 

 (ロ）賞与引当金  (ロ）賞与引当金 

 従業員に対して支給する賞与の支出に充てるた

め、当連結会計年度に負担すべき支給見込額を計上

しております。 

 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） 

 (ハ）役員賞与引当金  (ハ）役員賞与引当金 

 役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、

当連結会計年度に負担すべき支給見込額を計上して

おります。 

 同   左 

 (ニ）債務保証損失引当金 ────── 

 関係会社等に関する債務保証の履行に係る損失に

備えるため、当該会社の財政状態を勘案し、損失見

込額を計上しております。  

   

 (ホ）退職給付引当金  (ニ）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の見込額に基づき、当連結

会計年度末において発生していると認められる額を

計上しております。 

 なお、過去勤務債務については、その発生時にお

ける従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数に

よる定額法により費用処理しております。  

 また、数理計算上の差異は、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

の年数による定額法により、それぞれ発生の翌連結

会計年度より費用処理することとしております。  

 同   左 

 (ヘ）役員退職慰労引当金  (ホ）役員退職慰労引当金 

 役員の退職により支給する役員退職慰労金に充て

るため、内規に基づく当連結会計年度末要支給額を

計上しております。 

 同   左 

（追加情報） 

 当社は、平成20年６月23日開催の第146回定時株

主総会において、取締役及び監査役の退職慰労金制

度の廃止に伴い、制度廃止日までの在任期間に対応

する役員退職慰労金を役員退任時に打ち切り支給す

ることを決議しました。 

 これに伴い、「役員退職慰労引当金」を全額取り

崩し、当連結会計年度末における未払額について

は、固定負債の「その他」に含めて表示しておりま

す。 

────── 

(4）外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 (4）外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 

 外貨建金銭債権債務は、連結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、並びに収益及

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おります。 

 同   左 

(5）その他重要な事項 (5）その他重要な事項 

 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によ

っております。 

 同   左 

５．連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 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方法は、全面時価評

価法によっております。 

 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） 

６．のれん及び負ののれんの償却に関する事項 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については、発生日以降５年間

で均等償却を行っております。 

 同   左 

７．連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 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ヵ月以内に満期日の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ります。 

 同   左 
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(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

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） 

 ──────  

  

  

  

  

（退職給付に係る会計基準の一部改正（その３）の適用）

 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19号平成20年７月

31日）を適用しております。これに伴う当連結会計年

度の営業利益、経常利益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。  

（棚卸資産の評価に関する会計基準の適用） 

 「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基

準委員会 平成18年７月５日公開分 企業会計基準第９

号）を当連結会計年度から適用し、評価基準は、製

品、商品、仕掛品については、主として総平均法によ

る低価法から総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）、原材料、貯蔵品について

は、主として移動平均法による低価法から移動平均法

による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方

法）により算定しております。 

 なお、これに伴い営業利益は1,339百万円、経常利

益及び税金等調整前当期純利益は656百万円減少して

おります。 

 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） 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引について

は、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理に

よっていましたが、「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））を当連結会計年度から適用し、通常の売買取引

に係る会計処理によっております。 

 また、リース取引開始日がリース会計基準適用初年

度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引に

ついては引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じ

た会計処理を採用しております。 

 なお、これに伴う営業利益、経常利益及び税金等調

整前当期純利益への影響は軽微です。 

 ──────  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

（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） 

 「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」（企業会計基準委員会 平成

18年５月17日 実務対応報告第18号）を当連結会計年

度から適用しております。 

 なお、これに伴う営業利益、経常利益及び税金等調

整前当期純利益に与える影響は軽微です。  

 ──────  
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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） 

  

(8)連結財務諸表に関する注記事項
（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

  
化学品 
 関 連  
（百万円） 

食 品 
 関 連  
（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 売上高及び営業損益             

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高  113,514  55,698  6,972  176,186  －  176,186

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 234  65  10,348  10,648  (10,648)  －

計  113,748  55,764  17,321  186,834  (10,648)  176,186

営業費用  108,682  54,655  16,592  179,930  (10,733)  169,196

営業利益  5,066  1,108  729  6,904  85  6,989

Ⅱ 資産、減価償却費、減損損失

及び資本的支出 
            

資産  119,876  44,521  10,494  174,892  17,625  192,517

減価償却費  5,841  1,807  35  7,684  (56)  7,628

減損損失  459  334  －  794  －  794

資本的支出  8,613  1,803  31  10,449  (127)  10,321

  
化学品 
 関 連  
（百万円） 

食 品 
 関 連  
（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 売上高及び営業損益             

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高  103,991  50,609  5,397  159,997  －  159,997

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 242  62  9,962  10,267  (10,267)  －

計  104,233  50,672  15,359  170,265  (10,267)  159,997

営業費用  97,989  47,123  15,027  160,139  (10,346)  149,793

営業利益  6,244  3,548  332  10,125  78  10,203

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本的

支出 
            

資産  121,370  44,165  8,137  173,674  29,533  203,208

減価償却費  6,100  1,703  45  7,850  (50)  7,799

資本的支出  5,175  1,248  262  6,687  5  6,692
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 （注）１．事業区分は取扱い製品の種類・性質によっております。 

２．各事業区分の主要製品 

３．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23,048百万円であり、

その主なものは、当社での余資運用資金（現金及び有価証券）及び長期投資資金（投資有価証券）等です。

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33,241百万円であり、

その主なものは、当社での余資運用資金（現金及び有価証券）及び長期投資資金（投資有価証券）等です。

４．会計方針の変更 

  （前連結会計年度） 

「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、当社及び国内連結子会社は、

当連結会計年度より、「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日公表

分 企業会計基準第９号）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と比較して、営

業費用は「化学品関連事業」で980百万円、「食品関連事業」で358百万円増加し、営業利益はそれぞれ同額

減少しております。  

事業区分 主要製品 

化学品 

関連事業  

情報・電

子化学品 

画像材料、光記録材料、光硬化樹脂、高純度半導体材料、電子基板エッチングシ

ステム及び薬剤、その他 

機能  

化学品 

ポリオレフィン用添加剤、塩ビ用安定剤、難燃剤、エポキシ樹脂、ポリウレタン

原料、水系樹脂、水膨張性シール材、界面活性剤、潤滑油添加剤、厨房用洗浄

剤、その他 

基礎 

化学品 

か性ソーダ、珪酸誘導品、工業用油脂誘導品、プロピレングリコール、過酸化水

素及び誘導品、その他 

食品関連事業 

マーガリン類、ショートニング、チョコレート用油脂、フライ・調理用油脂、ホ

イップクリーム、濃縮乳タイプクリーム、フィリング類、冷凍パイ生地、マヨネ

ーズ・ドレッシング、その他 

その他の事業 
設備プラントの設計、工事及び工事管理、設備メンテナンス、物流業、倉庫業、

車輌等のリース、不動産業、保険代理業、その他 
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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．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．日本以外の区分に属する主な国又は地域 

アジア …… 韓国、台湾、シンガポール、中国、タイ 

その他 …… 米国、ドイツ、フランス 

３．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23,048百万円であり、

その主なものは、当社での余資運用資金（現金及び有価証券）及び長期投資資金（投資有価証券）等です。

４．会計方針の変更 

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載のとおり、当社及び国内連結子会社は、

当連結会計年度より、「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日公表

分 企業会計基準第９号）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と比較して、営

業費用は「日本」で1,339百万円増加し、営業利益は同額減少しております。 

                                                  

当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

 （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．日本以外の区分に属する主な国又は地域 

アジア …… 韓国、台湾、シンガポール、中国、タイ 

その他 …… 米国、ドイツ、フランス 

３．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33,241百万円であり、

その主なものは、当社での余資運用資金（現金及び有価証券）及び長期投資資金（投資有価証券）等です。

  

ｂ．所在地別セグメント情報

  
日本 

（百万円）
アジア 

（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 売上高及び営業損益 

 売上高 
            

(1）外部顧客に対する売上高  147,678  19,006  9,500  176,186  －  176,186

(2）セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
 8,294  7,426  70  15,791  (15,791)  －

計  155,973  26,432  9,571  191,977  (15,791)  176,186

 営業費用  150,768  25,290  9,336  185,395  (16,198)  169,196

 営業利益  5,205  1,142  235  6,582  406  6,989

Ⅱ 資産  155,592  15,888  6,737  178,218  14,298  192,517

  
日本 

（百万円）
アジア 

（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 売上高及び営業損益 

 売上高 
            

(1）外部顧客に対する売上高  130,624  21,370  8,002  159,997  －  159,997

(2）セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
 9,394  4,891  10  14,297  (14,297)  －

計  140,019  26,261  8,013  174,295  (14,297)  159,997

 営業費用  131,223  24,703  8,116  164,042  (14,248)  149,793

 営業利益（損失）  8,796  1,558  (102)  10,252  (48)  10,203

Ⅱ 資産  156,142  18,001  6,298  180,442  22,765  203,208
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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．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．本邦以外に属する国又は地域の主な内訳は以下の通りです。 

アジア …… 台湾、韓国、中国、シンガポール等 

その他 …… 米国、欧州等 

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．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．本邦以外に属する国又は地域の主な内訳は以下の通りです。 

アジア …… 台湾、韓国、中国、シンガポール等 

その他 …… 米国、欧州等 

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す。 

  

ｃ．海外売上高

  アジア  その他  計 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  24,712  11,879  36,592

Ⅱ 連結売上高（百万円） － －  176,186

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の

割合（％） 
 14.0  6.7  20.8

  アジア  その他  計 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  26,554  10,222  36,777

Ⅱ 連結売上高（百万円）  －  －  159,997

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の

割合（％） 
 16.6  6.4  23.0
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 （注）１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りです。

  

  

 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、税効果会計等に関する注記事項については、決

算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 

（１株当たり情報）

項目 
前連結会計年度 

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

１株当たり純資産額           1,095円47銭            円08銭 1,161

１株当たり当期純利益 11円84銭 円 銭 65 73

潜在株式調整後１株 

当たり当期純利益 

 なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益については、潜在株式が

存在しないため記載していません。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益については、潜在株式が

存在しないため記載していません。 

  
前連結会計年度 

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当期純利益（百万円）  1,223  6,788

普通株主に帰属しない金額（百万円）  －  －

普通株式にかかる当期純利益（百万円）  1,223  6,788

期中平均株式数（千株）  103,295  103,292

当期純利益調整額（百万円）  －  －

普通株式増加数（千株）  －  －

  （うち新株予約権の行使（千株）） （－） （ ） －

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 

────── ────── 

（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） 

────── ────── 

（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 12,395 16,750

受取手形 2,915 2,888

売掛金 20,272 24,262

有価証券 129 6,635

商品及び製品 9,144 6,958

仕掛品 4,241 3,257

原材料及び貯蔵品 10,114 9,822

前払費用 145 153

繰延税金資産 1,177 1,165

未収入金 1,487 1,665

その他 1,064 1,063

貸倒引当金 △74 △60

流動資産合計 63,014 74,562

固定資産   

有形固定資産   

建物 29,878 29,833

減価償却累計額 △16,027 △16,544

建物（純額） 13,851 13,289

構築物 12,033 12,033

減価償却累計額 △9,772 △9,890

構築物（純額） 2,261 2,142

機械及び装置 83,685 85,010

減価償却累計額 △62,247 △65,058

機械及び装置（純額） 21,437 19,951

車両運搬具 297 308

減価償却累計額 △260 △268

車両運搬具（純額） 36 40

工具、器具及び備品 16,912 16,585

減価償却累計額 △13,306 △13,614

工具、器具及び備品（純額） 3,606 2,971

土地 18,624 18,624

リース資産 86 160

減価償却累計額 △8 △39

リース資産（純額） 77 121

建設仮勘定 1,009 933

有形固定資産合計 60,904 58,074
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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) 

無形固定資産   

特許権 302 333

借地権 104 104

ソフトウエア 380 452

ソフトウエア仮勘定 1,796 2,229

リース資産 27 28

その他 80 83

無形固定資産合計 2,692 3,230

投資その他の資産   

投資有価証券 10,157 12,680

関係会社株式 8,593 8,639

関係会社出資金 2,472 3,370

長期貸付金 1 1

従業員に対する長期貸付金 23 19

関係会社長期貸付金 2,745 2,213

関係会社長期未収入金 80 40

長期前払費用 152 107

繰延税金資産 3,286 2,332

その他 1,845 1,875

貸倒引当金 △2,044 △1,750

投資その他の資産合計 27,314 29,528

固定資産合計 90,911 90,834

資産合計 153,925 165,396
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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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形 2,066 2,558

買掛金 13,646 16,302

短期借入金 5,000 5,900

1年内返済予定の長期借入金 2,001 1

リース債務 28 48

未払金 167 554

未払費用 2,485 3,018

未払法人税等 － 1,747

預り金 225 85

賞与引当金 1,464 1,549

役員賞与引当金 － 30

設備関係未払金 3,121 －

手形取立代行預り金 1,331 1,072

債務保証損失引当金 610 326

その他 246 1,550

流動負債合計 32,395 34,745

固定負債   

長期借入金 5,015 9,013

再評価に係る繰延税金負債 4,732 4,732

リース債務 83 110

長期未払金 288 －

退職給付引当金 7,548 7,529

長期預り金 1,624 1,629

その他 － 110

固定負債合計 19,291 23,125

負債合計 51,686 57,870
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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 22,899 22,899

資本剰余金   

資本準備金 19,925 19,925

資本剰余金合計 19,925 19,925

利益剰余金   

利益準備金 1,096 1,096

その他利益剰余金   

配当準備積立金 90 90

固定資産圧縮積立金 178 174

別途積立金 51,241 51,241

繰越利益剰余金 3,894 7,707

利益剰余金合計 56,500 60,309

自己株式 △163 △166

株主資本合計 99,162 102,968

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △257 1,224

土地再評価差額金 3,333 3,333

評価・換算差額等合計 3,076 4,557

純資産合計 102,238 107,526

負債純資産合計 153,925 165,396
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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 125,023 112,218

売上原価   

期首製品たな卸高 8,967 9,144

当期製品製造原価 77,259 63,839

当期商品仕入高 24,135 18,937

合計 110,362 91,921

期末製品たな卸高 9,144 6,958

他勘定振替高 9 7

売上原価合計 101,208 84,954

売上総利益 23,815 27,263

販売費及び一般管理費 19,316 19,144

営業利益 4,499 8,119

営業外収益   

受取利息 82 121

受取配当金 828 577

受取賃貸料 86 －

補助金収入 － 156

その他 179 248

営業外収益合計 1,177 1,104

営業外費用   

支払利息 196 253

出向者差額負担金 326 281

為替差損 281 197

その他 206 313

営業外費用合計 1,011 1,047

経常利益 4,665 8,176

特別利益   

投資有価証券売却益 419 －

貸倒引当金戻入額 － 278

特別利益合計 419 278

特別損失   

固定資産廃棄損 513 556

投資有価証券評価損 608 4

関係会社株式売却損 29 －

関係会社株式評価損 294 －

関係会社出資金評価損 561 －

その他の投資評価損 8 －

関係会社貸倒引当金繰入額 794 －

債務保証損失引当金繰入額 531 －

債務保証履行損失 80 －

特別損失合計 3,421 561

税引前当期純利益 1,663 7,892

法人税、住民税及び事業税 929 2,210

法人税等調整額 38 11

法人税等合計 967 2,221

当期純利益 696 5,671
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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 22,899 22,899

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 22,899 22,899

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 19,925 19,925

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 19,925 19,925

資本剰余金合計   

前期末残高 19,925 19,925

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 19,925 19,925

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 1,096 1,096

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,096 1,096

その他利益剰余金   

配当準備積立金   

前期末残高 90 90

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 90 90

固定資産圧縮積立金   

前期末残高 182 178

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の取崩 △4 △3

当期変動額合計 △4 △3

当期末残高 178 174
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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) 

別途積立金   

前期末残高 46,241 51,241

当期変動額   

別途積立金の積立 5,000 －

当期変動額合計 5,000 －

当期末残高 51,241 51,241

繰越利益剰余金   

前期末残高 10,470 3,894

当期変動額   

剰余金の配当 △2,276 △1,862

圧縮積立金の取崩 4 3

別途積立金の積立 △5,000 －

当期純利益 696 5,671

当期変動額合計 △6,575 3,812

当期末残高 3,894 7,707

利益剰余金合計   

前期末残高 58,080 56,500

当期変動額   

剰余金の配当 △2,276 △1,862

当期純利益 696 5,671

当期変動額合計 △1,580 3,808

当期末残高 56,500 60,309

自己株式   

前期末残高 △161 △163

当期変動額   

自己株式の取得 △2 △2

当期変動額合計 △2 △2

当期末残高 △163 △166

株主資本合計   

前期末残高 100,745 99,162

当期変動額   

剰余金の配当 △2,276 △1,862

当期純利益 696 5,671

自己株式の取得 △2 △2

当期変動額合計 △1,582 3,806

当期末残高 99,162 102,968
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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 2,370 △257

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,627 1,481

当期変動額合計 △2,627 1,481

当期末残高 △257 1,224

土地再評価差額金   

前期末残高 3,333 3,333

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,333 3,333

評価・換算差額等合計   

前期末残高 5,704 3,076

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,627 1,481

当期変動額合計 △2,627 1,481

当期末残高 3,076 4,557

純資産合計   

前期末残高 106,449 102,238

当期変動額   

剰余金の配当 △2,276 △1,862

当期純利益 696 5,671

自己株式の取得 △2 △2

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,627 1,481

当期変動額合計 △4,210 5,287

当期末残高 102,238 107,526
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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22日付） 

①新任取締役候補 

  

   

②新任監査役候補 

  

   

③退任予定取締役 

  

    

④取締役兼務者の執行役員の昇任 

  

  

  

(4)継続企業の前提に関する注記

６．その他

 氏名   役名 備考  

 辻本 光  取締役兼執行役員 
 食品本部長 

 中国食品事業推進部長 

  

  

 永井和之  社外取締役   
 中央大学 

 総長・学長  

 氏名  役名  現職 

 柴田良平  常勤監査役  常務執行役員 秘書室長 

 氏名  現職  備考 

 岩下誠宏  取締役名誉会長  名誉会長 

 古賀研士  取締役兼専務執行役員 

 顧問に就任予定 

（艾迪科精細化工（常熟）有限

公司董事長、長江化学股份有限

公司董事、ADEKA INDIA 

PVT.LTD.社長） 

 氏名  役名  備考 

 世良田博史 
取締役兼常務執行役員 

化学品営業本部長 
 取締役兼執行役員から昇任 

 郡 昭夫 

取締役兼常務執行役員 

経営企画部長 

新規事業推進室担当 

 取締役兼執行役員から昇任 
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⑤新任予定執行役員 

  

  

⑥退任予定執行役員  

  

  

 氏名  役名  担当 

 北森一孝  執行役員 
 大阪支社長 

兼大阪化学品営業部長 

 幸野俊則  執行役員  樹脂添加剤開発研究所長 

 氏名  現職  備考 

 柴田良平  常務執行役員  常勤監査役に就任予定 

 田島健次  執行役員 

嘱託に就任予定 

（上原食品工業株式会社 

派遣取締役） 

 笠井正次  執行役員 
ＡＤＥＫＡ総合設備株式会社 

社長に就任予定 
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