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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 225,878 △16.0 9,319 217.4 9,448 145.5 5,020 102.6
21年3月期 268,857 △11.2 2,936 △88.4 3,848 △81.4 2,478 △72.7

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
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 21.26 21.24 5.0 3.3 4.1
21年3月期 10.50 10.49 2.4 1.2 1.1

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  13百万円 21年3月期  31百万円

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 281,053 108,072 37.2 443.19
21年3月期 292,027 99,261 32.8 405.89

（参考） 自己資本   22年3月期  104,648百万円 21年3月期  95,816百万円

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 42,956 △12,346 △28,884 6,912
21年3月期 10,373 △35,155 24,521 5,008

2.  配当の状況 

（注）平成22年３月期期末配当金６円00銭には、創立60周年記念配当１円00銭が含まれております。 

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 ― 6.00 ― 3.00 9.00 2,125 85.7 2.1
22年3月期 ― 0.00 ― 6.00 6.00 1,417 28.2 1.4

23年3月期 
（予想）

― 3.00 ― 3.00 6.00 15.7

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

125,000 21.7 8,000 ― 8,000 ― 4,000 ― 16.94

通期 250,000 10.7 16,000 71.7 16,000 69.3 9,000 79.3 38.12
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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） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定上の基礎となる株式数については、41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 無

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 242,075,556株 21年3月期 242,075,556株

② 期末自己株式数 22年3月期  5,952,919株 21年3月期  6,014,418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 160,629 △5.8 8,177 98.1 9,303 32.7 5,728 94.7
21年3月期 170,457 △8.7 4,127 △75.7 7,011 △59.9 2,942 △71.8

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 24.26 24.24
21年3月期 12.46 12.45

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 249,230 95,797 38.4 404.93
21年3月期 248,862 87,389 35.0 369.35

（参考） 自己資本 22年3月期  95,613百万円 21年3月期  87,188百万円

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

（将来に関する記述等についてのご注意） 
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。 
なお、業績予想に関する事項は、３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。 

－ 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わが国経済は、世界経済の急激な悪化の影響を受け、年度前半は生産、輸出とも極めて低

調に推移しました。その後、中国やインドなどの新興国経済の立ち直りにより輸出が増加するとともに、政府による

緊急経済対策の効果により、年度後半には一部に景気の持ち直し傾向が見られるようになりました。   

石油化学業界におきましては、年度前半は自動車産業、電子部品産業などの大幅な生産調整、在庫調整による需要

の低迷、年度後半には原油、ナフサ等の原料価格が再び上昇するなど厳しい事業環境が続きました。 

当社グループは、このような環境のもとで、引き続き固定費削減と「ＺΣ運動」などによるコスト削減に努めると

ともに、在庫削減と投資の厳選によるキャッシュ・フローの改善にも取り組んでまいりました。  

この結果、当連結会計年度の売上高は、2,258億78百万円となり、前連結会計年度（以下「前年度」といいま

す。）に比べて16.0％の減収となりました。 

また、営業利益は93億19百万円となり前年度に比べて217.4％の増益、経常利益は94億48百万円と前年度と比べて

145.5％の増益、当期純利益は50億20百万円と前年度に比べて102.6％の増益となりました。 

（連結） 

(単独）  

  

  

１．経営成績

区        分 平成22年3月期 平成21年3月期 増減 

  金額(百万円) 構成比(%) 金額(百万円) 構成比(%) 金額(百万円) 率(%)

売上高  225,878  100.0  268,857  100.0  △42,979  △16.0

エラストマー素材事業   138,287 61.2  179,957  66.9  △41,670  △23.2

高機能材料事業   47,305 21.0  37,569  14.0  9,735  25.9

その他の事業  41,655 18.4  55,151  20.5  △13,497  △24.5

消去又は全社  △1,369 △0.6  △3,820  △1.4  2,452  △64.2

区        分 平成22年3月期 平成21年3月期 増減 

  金額(百万円) 売上高比(%) 金額(百万円) 売上高比(%) 金額(百万円) 率(%)

営業利益  9,319 4.1  2,936  1.1  6,384  217.4

経常利益  9,448 4.2  3,848  1.4  5,600  145.5

当期純利益  5,020 2.2  2,478  0.9  2,542  102.6

区        分 平成22年3月期   平成21年3月期  増減   

  金額(百万円) 構成比(%) 金額(百万円) 構成比(%) 金額(百万円) 率(%)

売上高  160,629  100.0  170,457  100.0  △9,829  △5.8

エラストマー素材事業   114,952 71.6  136,386  80.0  △21,435  △15.7

高機能材料事業   45,357 28.2  33,448  19.6  11,909  35.6

その他の事業  320 0.2  624  0.4  △304  △48.7

区        分 平成22年3月期   平成21年3月期  増減   

  金額(百万円) 売上高比(%) 金額(百万円) 売上高比(%) 金額(百万円) 率(%)

営業利益  8,177 5.1  4,127  2.4  4,049  98.1

経常利益  9,303 5.8  7,011  4.1  2,292  32.7

当期純利益  5,728 3.6  2,942  1.7  2,787  94.7
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②部門別の概況 

（エラストマー素材事業部門）  

合成ゴムの国内販売は、主要用途であるタイヤ・自動車関連部品の需要の回復基調が、年度後半より鮮明となりま

したが、年度前半の落込みを挽回するには至らず、通期では販売数量、売上高ともに前年度を下回りました。一方、

輸出につきましては、中国を中心とするアジア向け輸出に注力し、販売数量は前年度より増加しました。また売上高

も原料価格の上昇に応じた価格改定により、前年度を上回りました。海外子会社は世界経済の停滞、自動車生産の落

ち込みの影響を受け、米国子会社、英国子会社ともに販売数量、売上高は前年度を大きく下回りました。この結果、

合成ゴム全体では、売上高、営業利益ともに前年度を下回りました。 

合成ラテックスの国内販売は、樹脂改質用途向けは増加しましたが、製紙用途、一般工業用途向けの減少により、

販売数量、売上高とも、前年度を下回りました。輸出につきましては、樹脂改質用途向けが減少したものの、手袋用

途、一般工業用途向けが堅調であったため、販売数量は前年度に比べてわずかに増加しました。しかし販売価格の低

下により売上高は減収となりました。この結果、合成ラテックス全体では、売上高、営業利益ともに、前年度を下回

りました。 

化成品の国内販売は、販売数量、売上高ともに需要後退の影響を受け、前年度を下回りました。輸出は、石油樹脂

の需要が回復し、販売数量は前年度より増加しましたが、売上高は市況および為替の変動などにより減収となりまし

た。タイの石油樹脂子会社は、タイ国内の道路需要の回復および輸出需要の緩やかな回復により、販売数量、売上高

ともに前年度を上回りました。この結果、化成品全体では、売上高は前年度を下回りましたが、営業利益は前年度を

上回りました。 

  以上の結果、エラストマー素材事業部門全体の売上高は前年度に比べて23.2％減少し1,382億87百万円、営業利益

は前年度と比べて22.3％増加し93億47百万円となりました。 

  

（高機能材料事業部門）  

高機能樹脂関連では、光学レンズ用途・医療用途向け樹脂（ゼオネックス）は、販売数量、売上高ともに前年度を

上回りました。汎用樹脂（ゼオノア）は需要の回復が遅れたものの、高機能樹脂全体では販売数量、売上高ともに前

年度を上回りました。 

高機能部材関連では、光学フィルムが韓国の大手液晶パネルメーカーに採用され大きく伸張したことなどにより、

販売数量、売上高ともに前年度を上回りました。この結果、高機能樹脂および部材全体では、売上高、営業利益とも

に、前年度を上回りました。 

情報材料関連では、トナーは、販売数量は前年度より減少しましたが、売上高では前年度より増収となりました。

電池材料は販売数量、売上高ともに前年度を上回りましたが、エッチング用ガスは、販売数量、売上高ともに前年度

を下回りました。この結果、情報材料全体では、売上高、営業利益ともに前年度を下回りました。  

化学品関連では、合成香料は昨年夏以降の需要の回復および拡販により、販売数量、売上高ともに前年度を上回り

ました。また、特殊化学品は、年度後半の市場回復および拡販により、販売数量、売上高ともに前年度を上回りまし

た。この結果、化学品全体では、売上高、営業利益ともに前年度を上回りました。 

以上の結果、高機能材料事業部門全体の売上高は前年度に比べて25.9％増加し473億5百万円、営業利益は2億53百

万円（前年度は47億64百万円の営業損失）となりました。 

  

（その他の事業部門）  

その他の事業においては、商事部門の売上高は前年度を下回り、また建設・住宅部材等の販売も低迷を続けまし

た。この結果、その他の事業部門全体の売上高は、前年度に比べて24.5％減少し416億55百万円、営業損失は、3億4

百万円（前年度は1億77百万円の営業利益）となりました。 
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③次期の見通し 

次期の我が国経済は、これまで景気の持ち直しを牽引してきた政府の景気刺激策の効果が徐々に薄れ、景気の下振

れが懸念されますが、中国及びアジアを中心とした海外経済の好調が継続するとともに、それに支えられて設備投資

及び個人消費も緩やかではありますが、徐々に回復して行くものと思われます。 

当社を取り巻く環境としては、国内の主要な顧客である自動車業界、液晶部材業界の需要は、政府の景気刺激策の

効果低下による減退はあると思われますが、底堅い海外市況により、需要は堅調に推移すると見込まれます。但し、

原料価格の上昇や為替の変動など、決して楽観できない状況が続くものと予想されます。 

このような環境のもとで、当社グループは徹底したコスト削減の継続と財務体質の改善に努めて、次期を 終年度

とする中期３ヵ年計画『IZ-60』の達成に向けて努力してまいります。 

次期の連結業績につきましては、為替レートを90円/$、ナフサ価格を平均50千円/KLと想定して、売上高2,500億円

（前期比10.7％増）、営業利益160億円（前期比71.7％増）、経常利益160億円（前期比69.3％増）、当期純利益90億

円（前期比79.3％増）と見込んでおります。 

  

(連結）  

  

  

  

(2）財政状態に関する分析 

単位：百万円

  

区        分 平成23年3月期   平成22年3月期  増減   

  金額(百万円) 構成比(%) 金額(百万円) 構成比(%) 金額(百万円) 率(%)

売上高  250,000  100.0  225,878  100.0  24,122  10.7

エラストマー素材事業   157,000  62.8  138,287  61.2  18,713  13.5

高機能材料事業   51,000  20.4  47,305  21.0  3,695  7.8

その他の事業  44,000  17.6  41,655  18.4  2,345  5.6

消去又は全社  △2,000  △0.8  △1,369  △0.6  △631  46.1

区        分 平成23年3月期 平成22年3月期 増減   

  金額(百万円) 売上高比(%) 金額(百万円) 売上高比(%) 金額(百万円) 率(%)

営業利益  16,000  6.4  9,319  4.1  6,681  71.7

経常利益  16,000  6.4  9,448  4.2  6,552  69.3

当期純利益  9,000  3.6  5,020  2.2  3,980  79.3

  前連結会計年度 当連結会計年度 増減

 営業活動によるキャッシュ・フロー 10,373 42,956 32,584

 投資活動によるキャッシュ・フロー △35,155 △12,346 22,809

 財務活動によるキャッシュ・フロー 24,521 △28,884 △53,405

 現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,142 46 1,188

 現金及び現金同等物の増加(△減少)額 △1,403 1,772 3,175

 現金及び現金同等物の期首残高 6,126 5,008 △1,118

 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 266 70 △195

 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同

等物の増加額 
20 61 41

 現金及び現金同等物の期末残高 5,008 6,912 1,904
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 当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ19億4百万

円（前年度比38.0％増）増加し、69億12百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当連結会計年度における営業活動による資金の増加は429億56百万円となり、前連結会計年度に比べ325億84百万円

の増加（前年度比314.1％増）となりました。前連結会計年度との差の主な要因は、たな卸資産の減少により資金が

増加したこと、法人税等の支払額が減少したこと、税金等調整前当期純利益が増加したこと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） 

 当連結会計年度における投資活動による資金の減少は123億46百万円となり、前連結会計年度に比べ228億9百万円

の資金支出の減少（前年度比64.9％減）となりました。前連結会計年度との差の主な要因は、有形固定資産の取得に

よる支出が減少したことによるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

  当連結会計年度における財務活動による資金の減少は288億84百万円となり、前連結会計年度に比べ534億5百万円

の減少（前年度は245億21百万円の資金の増加）となりました。前連結会計期間との差の主な要因は、コマーシャ

ル・ペーパー及び短期借入金の減少によるものであります。 

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。 

 （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算出しております。  

※株式時価総額は，期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）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社債，借入金及びコマーシャルペーパーを対象としており

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。  

  

(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、剰余金の配当につきましては、株主の皆様へ安定的、継続的に配当していくことを基本方針としておりま

す。 

 このような方針のもとに、平成22年３月期の期末配当につきましては、創立60周年記念配当１円を含めて、１株に

つき６円とさせていただきます。 

 なお、次期の配当につきましては、中間配当３円、期末配当３円とし、年間では１株につき６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26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ております。 

  

  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（％）  35.4  35.4  31.9  32.8  37.2

時価ベースの自己資本比率

（％） 
 132.5  91.8  31.4  21.4  45.9

キャッシュ・フロー対有利子

負債比率 
 2.1  2.9  11.9  11.9  2.2

インタレスト・カバレッジ・

レシオ 
 39.3  25.8  5.5  6.2  33.0

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、「大地の永遠と人類の繁栄に貢献するゼオン」を企業理念としております。この理念を具体化す

るものが、「スピード」、「対話」、「社会貢献」であり、この3本柱のもと「世界に誇り得る独創的技術により、

地球環境と人類の繁栄に貢献するゼオン」、「社会から信頼され、社員も誇りに思えるゼオン」を目指しておりま

す。 

また、株主・顧客・地域社会に信頼される企業をつくるためには、役員ならびに従業員一人ひとりが常に社会の一

員であることを認識し、法令・企業倫理を守ってフェアに行動することが必須であると考えております。当社グルー

プでは、行動規範である「CSR基本方針」及び具体的な行動指針である「CSR行動指針」を定め、国内外の法を遵守す

ることはもとより、社会規範を尊重し、良識ある企業活動を行うべく努めております。 

（２）目標とする経営指標、中長期的な会社の経営戦略および会社の対処すべき課題 

 当社グループは、企業理念である「大地の永遠と人類の繁栄に貢献するゼオン」を実現するために、平成20年度か

ら平成22年度までの中期経営３ヵ年計画『IZ-60（イノベーションゼオン 60）』を策定し、その実現に着手いたしま

した。しかしながら、米国サブプライムローン問題に端を発した金融危機に続く世界同時不況と急激な原料価格、為

替の変動などによって、前年度後半から当社グループを取り巻く経営環境は大変厳しいものとなりました。 

 当社グループはこの環境の激変に迅速に対応するために、平成２０年の末より固定費削減をはじめとした緊急対策

を実施するとともに、平成２１年度からの『IZ-60』の計画値の見直しを行い、これを達成するための諸課題に対し

て継続して精力的に取り組んでまいります。 

  

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 5,263 7,378

受取手形及び売掛金 46,135 61,540

商品及び製品 43,828 28,762

仕掛品 3,288 2,322

原材料及び貯蔵品 8,508 7,253

未収入金 ※6  15,947 ※6  19,319

繰延税金資産 3,446 3,499

その他 4,607 1,631

貸倒引当金 △77 △71

流動資産合計 130,945 131,632

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 31,831 34,028

機械装置及び運搬具（純額） 40,320 49,098

土地 13,913 13,932

建設仮勘定 29,502 8,863

その他（純額） 3,226 2,452

有形固定資産合計 ※1, ※4, ※8  118,792 ※1, ※4, ※8  108,373

無形固定資産   

のれん 1,416 839

その他 3,458 3,288

無形固定資産合計 4,874 ※8  4,127

投資その他の資産   

投資有価証券 ※2, ※4  25,849 ※2, ※4  31,135

繰延税金資産 5,714 1,486

その他 ※2  6,387 ※2  4,716

貸倒引当金 △533 △416

投資その他の資産合計 37,416 36,920

固定資産合計 161,082 149,421

繰延資産 0 －

資産合計 292,027 281,053
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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 ※4  35,968 ※4  48,349

短期借入金 39,199 23,128

コマーシャル・ペーパー 29,988 5,999

1年内償還予定の社債 － 10,000

未払法人税等 426 726

賞与引当金 1,257 1,029

その他の引当金 1,200 1,126

その他 15,577 11,773

流動負債合計 123,614 102,131

固定負債   

社債 20,000 10,000

長期借入金 34,160 46,571

繰延税金負債 358 629

退職給付引当金 11,859 10,682

環境対策引当金 517 844

その他の引当金 635 626

負ののれん 87 －

その他 1,536 1,498

固定負債合計 69,151 70,850

負債合計 192,766 172,981

純資産の部   

株主資本   

資本金 24,211 24,211

資本剰余金 18,374 18,374

利益剰余金 66,624 70,963

自己株式 △5,430 △5,371

株主資本合計 103,781 108,177

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △8 3,482

繰延ヘッジ損益 △2 △0

為替換算調整勘定 △6,089 △5,632

年金負債調整額 ※9  △1,867 ※9  △1,378

評価・換算差額等合計 △7,965 △3,529

新株予約権 201 185

少数株主持分 3,244 3,239

純資産合計 99,261 108,072

負債純資産合計 292,027 281,053
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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 268,857 225,878

売上原価 ※1  220,579 ※1  175,825

売上総利益 48,279 50,053

販売費及び一般管理費 ※2, ※4  45,343 ※2, ※4  40,734

営業利益 2,936 9,319

営業外収益   

受取利息 199 101

受取配当金 895 656

負ののれん償却額 131 88

持分法による投資利益 31 13

為替差益 － 49

受取賃貸料 77 78

物品売却益 280 177

補助金収入 2,540 487

雑収入 481 353

営業外収益合計 4,634 2,000

営業外費用   

支払利息 1,640 1,285

為替差損 1,725 －

休止固定資産減価償却費 － 278

雑損失 356 307

営業外費用合計 3,722 1,871

経常利益 3,848 9,448

特別利益   

固定資産売却益 ※3  75 －

投資有価証券売却益 － 221

その他 16 36

特別利益合計 91 257

特別損失   

固定資産処分損 770 259

減損損失 ※5  1,546 ※5  487

投資有価証券評価損 288 249

環境対策引当金繰入額 － 327

環境対策費 － 201

工場閉鎖損失 － 180

その他 88 51

特別損失合計 2,691 1,755

税金等調整前当期純利益 1,249 7,951

法人税、住民税及び事業税 1,380 867

法人税等還付税額 － △175

過年度法人税等 122 －

法人税等調整額 △2,847 2,040

法人税等合計 △1,345 2,731

少数株主利益 116 200

当期純利益 2,478 5,020
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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 24,211 24,211

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 24,211 24,211

資本剰余金   

前期末残高 18,378 18,374

当期変動額   

自己株式の処分 △3 △1

当期変動額合計 △3 △1

当期末残高 18,374 18,374

利益剰余金   

前期末残高 67,000 66,624

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 △121 －

当期変動額   

剰余金の配当 △2,833 △708

当期純利益 2,478 5,020

連結範囲の変動 100 27

当期変動額合計 △255 4,339

当期末残高 66,624 70,963

自己株式   

前期末残高 △5,433 △5,430

当期変動額   

自己株式の処分 6 60

自己株式の取得 △3 △2

当期変動額合計 4 58

当期末残高 △5,430 △5,371

株主資本合計   

前期末残高 104,156 103,781

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 △121 －

当期変動額   

剰余金の配当 △2,833 △708

当期純利益 2,478 5,020

自己株式の処分 3 60

自己株式の取得 △3 △2

連結範囲の変動 100 27

当期変動額合計 △254 4,396

当期末残高 103,781 108,177
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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 5,056 △8

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △5,064 3,490

当期変動額合計 △5,064 3,490

当期末残高 △8 3,482

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 2 △2

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3 1

当期変動額合計 △3 1

当期末残高 △2 △0

為替換算調整勘定   

前期末残高 △556 △6,089

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △5,533 456

当期変動額合計 △5,533 456

当期末残高 △6,089 △5,632

年金負債調整額   

前期末残高 △1,595 △1,867

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △271 489

当期変動額合計 △271 489

当期末残高 △1,867 △1,378

評価・換算差額等合計   

前期末残高 2,907 △7,965

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △10,871 4,436

当期変動額合計 △10,871 4,436

当期末残高 △7,965 △3,529

新株予約権   

前期末残高 151 201

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 50 △16

当期変動額合計 50 △16

当期末残高 201 185
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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) 

少数株主持分   

前期末残高 3,666 3,244

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △421 △5

当期変動額合計 △421 △5

当期末残高 3,244 3,239

純資産合計   

前期末残高 110,880 99,261

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 △121 －

当期変動額   

剰余金の配当 △2,833 △708

当期純利益 2,478 5,020

自己株式の処分 3 60

自己株式の取得 △3 △2

連結範囲の変動 100 27

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △11,243 4,415

当期変動額合計 △11,497 8,811

当期末残高 99,261 108,072
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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 1,249 7,951

減価償却費 22,597 22,256

退職給付引当金の増減額（△は減少） － △525

受取利息及び受取配当金 △1,094 △757

支払利息 1,640 1,285

補助金収入 △2,540 －

固定資産処分損益（△は益） 770 －

減損損失 1,546 －

売上債権の増減額（△は増加） 26,694 △15,065

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,933 18,126

仕入債務の増減額（△は減少） △39,976 11,866

その他 10,426 △5,071

小計 18,380 40,066

利息及び配当金の受取額 1,147 612

利息の支払額 △1,660 △1,301

補助金の受取額 743 993

訴訟関連損失の支払額 △884 －

法人税等の支払額 △7,353 △623

法人税等の還付額 － 3,209

営業活動によるキャッシュ・フロー 10,373 42,956

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △34,564 △11,990

無形固定資産の取得による支出 △1,215 △534

投資有価証券の取得による支出 △978 －

投資有価証券の売却及び償還による収入 2,003 －

貸付けによる支出 △1,284 －

貸付金の回収による収入 747 －

その他 135 179

投資活動によるキャッシュ・フロー △35,155 △12,346

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） 8,964 △7,734

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） 10,004 △23,988

長期借入れによる収入 14,800 15,000

長期借入金の返済による支出 △6,325 △11,036

少数株主への配当金の支払額 △76 △375

配当金の支払額 △2,827 △709

その他 △19 △41

財務活動によるキャッシュ・フロー 24,521 △28,884

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,142 46

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,403 1,772

現金及び現金同等物の期首残高 6,126 5,008

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 266 70

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の
増加額

20 61

現金及び現金同等物の期末残高 ※  5,008 ※  6,912
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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 23社 

主要な連結子会社名 

ゼオン化成(株)，東京材料(株)，Zeon 

Chemicals Inc.，Zeon Chemicals 

Europe Ltd.  

 なお、前連結会計年度において非連結子

会社でありましたTokyo Zairyo 

(Thailand) Co.,Ltd.については重要性が

増大したことにより、当連結会計年度より

連結の範囲に含めております。 

 また、前連結会計年度において連結子会

社であった株式会社オプテスは，平成21年

１月１日付で当社と合併いたしました。 

① 連結子会社の数 23社 

主要な連結子会社名 

ゼオン化成(株)，東京材料(株)，Zeon 

Chemicals Inc.，Zeon Chemicals 

Europe Ltd.  

 なお、前連結会計年度において非連結子

会社でありましたTelene S.A.S.について

は重要性が増大したことにより、当連結会

計年度より連結の範囲に含めております。

 また、前連結会計年度において連結子会

社でありましたゼオン物流資材株式会社

は、連結子会社であるゼオン化成株式会社

と合併したことにより、当連結会計年度よ

り連結の範囲から除外しております。 

  ② 主要な非連結子会社の名称等 

主要な非連結子会社名 

Telene S.A.S. 

② 主要な非連結子会社の名称等 

主要な非連結子会社名 

瑞翁化工(上海)有限公司 

  （連結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

に重要な影響は及ぼしていないためであり

ます。 

（連結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 持分法適用の非連結子会社数 １社 

会社名 ゼオン・ドイッチ・ランド社 

① 持分法適用の非連結子会社数 該当なし

 前連結会計年度において持分法適用会社

でありましたゼオン・ドイッチ・ランド社

は、連結子会社であるゼオン・ヨーロッパ

社と合併したことにより、当連結会計年度

より持分法適用の範囲から除外しておりま

す。  

  ② 持分法適用の関連会社数 該当なし ② 持分法適用の関連会社数 該当なし 

  ③ 持分法を適用していない非連結子会社

（Telene S.A.S.他）及び関連会社（岡山

ブタジエン(株)他）は、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）等からみて、持分法の対象から除い

ても連結財務諸表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、持分法の適用範囲から除外しておりま

す。 

③ 持分法を適用していない非連結子会社

（瑞翁化工(上海)有限公司他）及び関連会

社（岡山ブタジエン(株)他）は、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）等からみて、持分法の対象

から除いても連結財務諸表に及ぼす影響が

軽微であり、かつ、全体としても重要性が

ないため、持分法の適用範囲から除外して

おります。 

  ④ 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、直近の会計

期間に係る財務諸表を使用し、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。 

④      ―――――― 
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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．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が連結決算日と異なる

会社は次のとおりであります。 

 連結子会社の決算日が連結決算日と異なる

会社は次のとおりであります。 

  ゼオン・ケミカルズ社 12月31日 *1

ゼオン・ケミカルズ・ヨー

ロッパ社 
12月31日 *1

ゼオン・ヨーロッパ社 12月31日 *1

ゼオン・ケミカルズ・リミ

テッド・パートナーシップ 
12月31日 *1

ゼオン・ケミカルズ・タイ

ランド社 
12月31日 *1

ゼオンアジア社 12月31日 *1

ゼオン・ＧＰ・ＬＬＣ社 12月31日 *1

済新(株) 12月31日 *1

ゼオン・ドゥ・ブラジル社 12月31日 *1

ゼオン・イタリア社 12月31日 *1

瑞翁貿易（上海）有限公司 12月31日 *1

瑞翁化工（広州）有限公司 12月31日 *1

トウキョウザイリョウ・タ

イランド社 
12月31日 *1

ゼオン・ケミカルズ社 12月31日 *1

ゼオン・ケミカルズ・ヨー

ロッパ社 
12月31日 *1

ゼオン・ヨーロッパ社 12月31日 *1

ゼオン・ケミカルズ・リミ

テッド・パートナーシップ 
12月31日 *1

ゼオン・ケミカルズ・タイ

ランド社 
12月31日 *1

ゼオンアジア社 12月31日 *1

ゼオン・ＧＰ・ＬＬＣ社 12月31日 *1

済新(株) 12月31日 *1

ゼオン・ドゥ・ブラジル社 12月31日 *1

ゼオン・イタリア社 12月31日 *1

瑞翁貿易（上海）有限公司 12月31日 *1

瑞翁化工（広州）有限公司 12月31日 *1

トウキョウザイリョウ・タ

イランド社 
12月31日 *1

テレン社 12月31日 *1

  ＊１：連結子会社の決算日現在の財務諸表を

使用しております。ただし、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。  

＊１：連結子会社の決算日現在の財務諸表を

使用しております。ただし、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。  

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）有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

 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、売却原価は主として移

動平均法により算定） 

① 重要な資産の評価基準及び評価方法 

(1）有価証券 

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 

  (2）デリバティブ 

時価法 

(2）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） 

  (3）たな卸資産 

 当社及び国内連結子会社は、主として

総平均法に基づく原価法（貸借対照表価

額は収益性の低下に基づく簿価切下げの

方法により算定）を採用し、在外連結子

会社は、主として移動平均法に基づく低

価法により評価しております。 

(3）たな卸資産 

 当社及び国内連結子会社は、主として総

平均法に基づく原価法（貸借対照表価額は

収益性の低下に基づく簿価切下げの方法に

より算定）を採用し、在外連結子会社は、

主として移動平均法に基づく低価法により

評価しております。 

  ＜会計方針の変更＞ 

 当社及び国内連結子会社は、通常の販

売目的で保有するたな卸資産について

は、従来、主として総平均法による原価

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、主として総平均法による原価法（貸

借対照表価額については収益性の低下に

基づく簿価切下げの方法）により算定し

ております。 

 また、従来営業外費用に計上していた

「たな卸資産処分損」（当連結会計年度

1,374百万円）につきましては、当連結

会計年度より売上原価に計上しておりま

す。 

 これにより、営業利益は3,449百万

円、経常利益及び税金等調整前当期純利

益は、それぞれ2,075百万円減少してお

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。  

  

  ② 重要な減価償却資産の減価償却の方法 

(1）有形固定資産（リース資産を除く） 

 主として定率法を採用しております。 

② 重要な減価償却資産の減価償却の方法 

(1）有形固定資産（リース資産を除く） 

 主として定率法を採用しております。  

  ＜追加情報＞ 

当社及び一部の国内連結子会社は、平成

20年度の法人税法改正に伴う法定耐用年数

の変更を契機として見直しを行い、一部の

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。 

これにより、営業利益は1,764百万円減

少し、経常利益及び税金等調整前当期純利

益は，それぞれ1,772百万円減少しており

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。 
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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）無形固定資産 

 定額法を採用しております。 

 なお、自社利用のソフトウェアについ

ては、社内における利用可能期間(主と

して５年)に基づく定額法を採用してお

ります。 

(2）無形固定資産 

同左 

  (3）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

を零とする定額法を採用しております。

 なお、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。  

(3）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

を零とする定額法を採用しております。

 なお、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。   

  ＜会計方針の変更＞ 

 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おりまし

たが、当連結会計年度より、「リース取

引に関する会計基準」（企業会計基準第

13号（平成５年６月17日（企業会計審議

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））を適用し、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。 

 これによる当連結会計年度の損益に与

える影響は軽微であります。 

  

  

  ③ 重要な引当金の計上基準 

(1）貸倒引当金 

 売上債権、貸付金等の貸倒れによる損

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勘案

し、回収不能見込額を計上しておりま

す。 

③ 重要な引当金の計上基準 

(1）貸倒引当金 

同左 

  (2）賞与引当金 

 従業員の賞与の支給に備えるため，主

として支給見込額により設定しておりま

す。 

(2）賞与引当金 

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） 

  (3）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、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、一部国内連結子会社の退職給付

債務については、退職給付に係る自己都

合要支給額又は年金財政計算上の責任準

備金の額を用いております。 

 過去勤務債務（当社及び在外連結子会

社によるもの）については、一定の年数

(9～13年)で償却しております。 

 数理計算上の差異は、主としてその発

生時の従業員の平均残存勤務期間及び当

該期間以内の一定の年数（9～13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する

こととしております。 

(3）退職給付引当金 

同左 

  (4)環境対策引当金 

 将来の環境対策に要する支出（ポリ塩

化ビフェニル廃棄物の処理費用等）のう

ち、当連結会計年度末において発生して

いると認められる金額を計上しておりま

す。  

(4)環境対策引当金 

同左 

  (5)その他の引当金 

修繕引当金 

 製造設備の定期修繕に要する支出に備

えるため、発生費用見込額を期間に応じ

て配分し、当連結会計期間に対応する額

を計上しております。 

(5)その他の引当金 

修繕引当金 

同左 

  役員退職慰労引当金 

 当社は監査役に対する退職慰労金の支

給に備えるため、内規に基づく期末要支

給額を引当計上しております。また、国

内連結子会社の一部は役員の退職慰労金

の支給に備えるため、内規に基づく期末

要支給額を引当計上しております。  

役員退職慰労引当金 

同左 

  ④ 重要な外貨建資産又は負債の換算基準 

 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は、在外子会社

等の決算日の直物為替相場により円貨に換

算し、収益及び費用は期中平均相場により

円貨に換算し、為替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。 

④ 重要な外貨建資産又は負債の換算基準 

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） 

  ⑤ 重要なヘッジ会計の方法 

(1）ヘッジ会計の方法 

 原則として繰延ヘッジ処理を採用して

おります。なお、為替予約取引について

は、振当処理の要件を満たしている場合

は振当処理を採用しております。また、

金利スワップ取引については、特例処理

の要件を満たしている場合は特例処理を

採用しております。 

⑤ 重要なヘッジ会計の方法 

(1）ヘッジ会計の方法 

同左 

  (2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段 

為替予約取引及び金利スワップ取引 

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段 

同左 

  ヘッジ対象 

為替予約取引 外貨建売掛金、外貨建

買掛金及び外貨建予定取引 

金利スワップ取引 社債、借入金 

ヘッジ対象 

同左 

  (3）ヘッジ方針 

 当社グループは、原則として為替変動

リスク及び金利変動リスクを回避軽減す

る目的でデリバティブ取引を利用してお

ります。そのうち予定取引については、

実需原則に基づき為替予約取引を行うも

のとしております。また、取引の契約先

は信用度の高い金融機関に限定しており

ます。 

(3）ヘッジ方針 

  当社グループは、原則として為替変動

リスク並びに金利変動によるキャッシ

ュ・フロー変動リスク及び時価変動リス

クを回避軽減する目的でデリバティブ取

引を利用しております。そのうち予定取

引については、実需原則に基づき為替予

約取引を行うものとしております。ま

た、取引の契約先は信用度の高い金融機

関に限定しております。 

  (4）ヘッジ有効性評価の方法 

 為替予約取引については、実需の範囲

内で行っているため、また、金利スワッ

プ取引については、特例処理であるため

有効性の評価を省略しております。 

(4）ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

  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 

 消費税等の会計処理は税抜方式によっ

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 

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、全面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 

 主として10年間及び15年間の定額法により

償却を行っております。但し、金額に重要性

がない場合は発生時に一括償却しておりま

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 

 手許現金、随時引き出し可能な預金及び容

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取得日から３

か月以内に償還期限の到来する短期投資から

なります。 

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） 

＜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＞ 

 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。  

―――――― 

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）が適用となることに伴い、前連結会計年度

において、「たな卸資産」として掲記されていたもの

は、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

42,711百万円、4,558百万円、8,752百万円であります。 

（連結貸借対照表関係） 

―――――― 

（連結損益計算書関係） 

(1)前連結会計年度において、「分譲益」として掲記して

いたものは、ＥＤＩＮＥＴへのＸＢＲＬ導入に伴い連結

財務諸表の比較可能性を向上するため、当連結会計年度

より「物品売却益」として掲記しております。 

（連結損益計算書関係） 

(1)「固定資産売却益」は、特別利益の総額の10/100以下と

なったため、当連結会計年度から特別利益の「その他」に

含めて表示しております。金額は３百万円であります。 

(2)「訴訟関連損失」は、特別損失の総額の10/100以下と

なったため、当連結会計年度から特別損失の「その他」

に含めて表示しております。金額は32百万円でありま

す。 

(2)「投資有価証券売却益」は、前連結会計年度において

は、特別利益の「その他」に含めて表示しておりました

が、特別利益の総額の10/100を超えたため、区分掲記して

おります。なお、前連結会計年度の特別利益の「その他」

に含まれている「投資有価証券売却益」は２百万円であり

ます。 

(3)「減損損失」は、前連結会計年度においては、特別損

失の「その他」に含めて表示しておりましたが、特別損

失の総額の10/100を超えたため、区分掲記しておりま

す。なお、前連結会計年度の特別損失の「その他」に含

まれている「減損損失」は256百万円であります。 
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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） 

(4)「投資有価証券評価損」は、前連結会計年度において

は、特別損失の「その他」に含めて表示しておりました

が、特別損失の総額の10/100を超えたため、区分掲記し

ております。なお、前連結会計年度の特別損失の「その

他」に含まれている「投資有価証券評価損」は6百万円で

あります。 

  

(5)「過年度法人税等」は、前連結会計年度においては、

「法人税、住民税及び事業税」に含めて表示しておりま

したが、金額的重要性が増したため区分掲記しておりま

す。なお、前連結会計年度の「法人税、住民税及び事業

税」に含まれている「過年度法人税等」は347百万円であ

ります。 

  

（連結株主資本等変動計算書関係） 

 前連結会計年度において、「連結範囲の変更に伴う増

加」「連結範囲の変更に伴う減少」として区分掲記して

いたものは、ＥＤＩＮＥＴへのＸＢＲＬ導入に伴い連結

財務諸表の比較可能性を向上するため、当連結会計年度

より「連結範囲の変動」として掲記しております。な

お、当連結会計年度の「連結範囲の変動」は、全額、従

前の「連結範囲の変更に伴う増加」であります。 

（連結株主資本等変動計算書関係） 

―――――― 

（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

(1)営業活動によるキャッシュ・フローの「退職給付引当

金の増減額（△は減少）」は、当連結会計年度において

金額的重要性が乏しくなったため「その他」に含めて表

示しております。なお、当連結会計年度の「その他」に

含まれている「退職給付引当金の増減額（△は減少）」

は△280百万円であります。 

（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

(1)営業活動によるキャッシュ・フローの「退職給付引当

金の増減額（△は減少）」は、前連結会計年度は「その

他」に含めて表示しておりましたが、金額的重要性が増

したため区分掲記しております。なお、前連結会計年度

の「その他」に含まれている「退職給付引当金の増減額

（△は減少）」は△280百万円であります。  

(2)営業活動によるキャッシュ・フローの「修繕引当金の

増減額（△は減少）」は、当連結会計年度において金額

的重要性が乏しくなったため「その他」に含めて表示し

ております。なお、当連結会計年度の「その他」に含ま

れている「修繕引当金の増減額（△は減少）」は138百万

円であります。 

(2)営業活動によるキャッシュ・フローの「補助金収入」

は、当連結会計年度において金額的重要性が乏しくなっ

たため「その他」に含めて表示しております。なお、当

連結会計年度の「その他」に含まれている「補助金収

入」は△487百万円であります。 

(3)営業活動によるキャッシュ・フローの「補助金収入」

は、前連結会計年度は「その他」に含めて表示しており

ましたが、金額的重要性が増したため区分掲記しており

ます。なお、前連結会計年度の「その他」に含まれてい

る「補助金収入」は△534百万円であります。 

(3)営業活動によるキャッシュ・フローの「固定資産処分

損（△は益）」は、当連結会計年度において金額的重要

性が乏しくなったため「その他」に含めて表示しており

ます。なお、当連結会計年度の「その他」に含まれてい

る「固定資産処分損（△は益）」は259百万円でありま

す。 

(4)営業活動によるキャッシュ・フローの「訴訟関連損

失」は、当連結会計年度において金額的重要性が乏しく

なったため「その他」に含めて表示しております。な

お、当連結会計年度の「その他」に含まれている「訴訟

関連損失」は32百万円であります。 

(4)営業活動によるキャッシュ・フローの「減損損失」

は、当連結会計年度において金額的重要性が乏しくなっ

たため「その他」に含めて表示しております。なお、当

連結会計年度の「その他」に含まれている「減損損失」

は487百万円であります。 

(5)営業活動によるキャッシュ・フローの「減損損失」

は、前連結会計年度は「その他」に含めて表示しており

ましたが、金額的重要性が増したため区分掲記しており

ます。なお、前連結会計年度の「その他」に含まれてい

る「減損損失」は256百万円であります。 

(5)営業活動によるキャッシュ・フローの「訴訟関連損失

の支払額」は、当連結会計年度において金額的重要性が

乏しくなったため「その他」に含めて表示しておりま

す。なお、当連結会計年度の「その他」に含まれている

「訴訟関連損失の支払額」は△25百万円であります。 
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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） 

(6)営業活動によるキャッシュ・フローの「補助金の受取

額」は、前連結会計年度は「その他」に含めて表示して

おりましたが、金額的重要性が増したため区分掲記して

おります。なお、前連結会計年度の「その他」に含まれ

ている「補助金の受取額」は350百万円であります。 

(6)投資活動によるキャッシュ・フローの「投資有価証券

の取得による支出」は、当連結会計年度において金額的

重要性が乏しくなったため「その他」に含めて表示して

おります。なお、当連結会計年度の「その他」に含まれ

ている「投資有価証券の取得による支出」は△293百万円

であります。 

(7)投資活動によるキャッシュ・フローの「投資有価証券

の売却及び償還による収入」は、前連結会計年度は「そ

の他」に含めて表示しておりましたが、金額的重要性が

増したため区分掲記しております。なお、前連結会計年

度の「その他」に含まれている「投資有価証券の売却及

び償還による収入」は127百万円であります。 

(7)投資活動によるキャッシュ・フローの「投資有価証券

の売却及び償還による収入」は、当連結会計年度におい

て金額的重要性が乏しくなったため「その他」に含めて

表示しております。なお、当連結会計年度の「その他」

に含まれている「投資有価証券の売却及び償還による収

入」は463百万円であります。 

(8)財務活動によるキャッシュ・フローの「自己株式の取

得による支出」は、当連結会計年度において金額的重要

性が乏しくなったため「その他」に含めて表示しており

ます。なお、当連結会計年度の「その他」に含まれてい

る「自己株式の取得による支出」は△3百万円でありま

す。 

(8)投資活動によるキャッシュ・フローの「貸付けによる

支出」は、当連結会計年度において金額的重要性が乏し

くなったため「その他」に含めて表示しております。な

お、当連結会計年度の「その他」に含まれている「貸付

けによる支出」は△61百万円であります。 

  (9)投資活動によるキャッシュ・フローの「貸付金の回収

による収入」は、当連結会計年度において金額的重要性

が乏しくなったため「その他」に含めて表示しておりま

す。なお、当連結会計年度の「その他」に含まれている

「貸付金の回収による収入」は177百万円であります。 
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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．有形固定資産の減価償却累計額 百万円199,722 ※１．有形固定資産の減価償却累計額 百万円216,150

※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。 

※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） 百万円1,235

投資その他の資産のその他（出資

金） 
百万円215

投資有価証券（株式） 百万円1,032

投資その他の資産のその他（出資

金） 
百万円207

 ３.        ――――――  ３. 受取手形裏書譲渡高           百万円 11

※４．担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産の額 

※４．担保資産及び担保付債務 

担保に供している資産の額 

土地 百万円25

投資有価証券  234

計 百万円259

土地 百万円25

投資有価証券  444

計 百万円469

上記に対応する債務 上記に対応する債務 

支払手形及び買掛金 百万円2,122

その他（※）  10,313

計 百万円12,435

支払手形及び買掛金 百万円2,722

その他（※）  9,469

計 百万円12,191

（※）水島エコワークス㈱の銀行取引に係る債務で

あります。 

（※）水島エコワークス㈱の銀行取引に係る債務で

あります。 

 ５．偶発債務 

保証債務 

連結会社以外の会社及び従業員の金融機関等から

の借入金等に対する債務保証 

 ５．偶発債務 

保証債務 

連結会社以外の会社及び従業員の金融機関等から

の借入金等に対する債務保証 

ゼオン・アドバンスド・ポリミク

ス社 
百万円246

(株）ＴＦＣ    1,980

従業員  509

その他５社  152

  計 百万円2,887

(株）ＴＦＣ 百万円1,760

従業員  380

その他５社  115

  計 百万円2,255

※６．未収入金には手形債権の流動化を目的とした債権譲

渡に伴う支払留保額が1,271百万円含まれておりま

す。 

※６．未収入金には手形債権の流動化を目的とした債権譲

渡に伴う支払留保額が842百万円含まれておりま

す。 

 ７．当社においては、運転資金の効率的な調達を行うた

め取引銀行７行と貸出コミットメント契約を締結し

ております。これらの契約に基づく当連結会計年度

末の借入未実行残高は次のとおりであります。 

 ７．当社においては、運転資金の効率的な調達を行うた

め取引銀行９行と貸出コミットメント契約を締結し

ております。これらの契約に基づく当連結会計年度

末の借入未実行残高は次のとおりであります。 

貸出コミットメントの総額 百万円15,000

借入実行残高  -

差引額 百万円15,000

貸出コミットメントの総額 百万円15,000

借入実行残高  －

差引額 百万円15,000

※８．圧縮記帳 

有形固定資産の取得価額から国庫補助金による圧縮

記帳累計額1,600百万円を控除しております。 

※８．圧縮記帳 

有形固定資産及び無形固定資産の取得価額から国庫

補助金による圧縮記帳累計額2,350百万円を控除し

ております。 

※９．米国会計基準が適用される在外連結子会社が、米国

財務会計基準書(SFAS)第158号に従って年金負債を

追加計上したことに伴う純資産の調整額でありま

す。  

※９．同左 
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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．期末たな卸高は収益性の低価に伴う簿価切下後の金

額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含ま

れております。 

※１．期末たな卸高は収益性の低価に伴う簿価切下後の金

額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含ま

れております。 

  百万円3,449   百万円1,540

※２．販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次の

とおりです。 

※２．販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次の

とおりです。 

運賃諸掛 百万円7,055

従業員給料手当  8,247

研究開発費  11,320

賞与引当金繰入額   638

退職給付引当金繰入額   955

運賃諸掛 百万円6,719

従業員給料手当  7,821

研究開発費  8,954

賞与引当金繰入額  494

退職給付引当金繰入額  899

※３．固定資産売却益は、主として有形固定資産の土地の

売却によるものであります。 

 ３．        ―――――― 

※４．一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 ※４．一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

  百万円11,320   百万円8,954

※５．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

産について減損損失を計上しました。  

 当社グループは、事業用資産に関しては、継続的に損

益の把握を実施している管理会計上の区分を基礎として

グルーピングを行っております。また、事業の用に供し

ていない遊休資産等については個別資産別に減損損失認

識の判定を行っております。  

 事業用資産については、営業活動から生ずる損益が継

続してマイナスの事業について減損の兆候を個別に検討

のうえ、回収可能価額が帳簿価額に満たない事業につい

て回収可能価額まで帳簿価額を減額いたしました。なお

回収可能価額の算定は使用価値により測定しており、将

来キャッシュ・フローがマイナスであるため割引計算は

行っておりません。 

 また遊休状態にあると認められ今後の利用見込みがな

い資産については、帳簿価額を回収可能価額まで減額い

たしました。回収可能価額は正味売却価額により測定し

ており、他への転用または売却が困難であるため，備忘

価額で評価しております。  

場所 用途 種類 
減損損失
（百万円） 

富山県 
高岡市 

高機能部材 
生産設備 

機械装置等  1,248

富山県 
氷見市他 

遊休 機械装置等  297

※５．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

産について減損損失を計上しました。  

 当社グループは、事業用資産に関しては、継続的に損

益の把握を実施している管理会計上の区分を基礎として

グルーピングを行っております。また、事業の用に供し

ていない遊休資産等については個別資産別に減損損失認

識の判定を行っております。  

 事業用資産については、営業活動から生ずる損益が継

続してマイナスの事業について減損の兆候を個別に検討

のうえ、回収可能価額が帳簿価額に満たない事業につい

て回収可能価額まで帳簿価額を減額いたしました。なお

回収可能価額の算定は使用価値により測定しておりま

す。 

  富山県高岡市に所有する高機能部材生産設備について

は、将来キャッシュ・フローがマイナスであるため割引

計算は行っておりません。 

  埼玉県川越市に所有する合成ゴム生産設備について

は、予想される使用期間が短期であるため割引計算は行

っておりません。 

  

  また、当該資産グループ以外の減損損失は、重要性が

乏しいため記載を省略しております。  

場所 用途 種類 
減損損失
（百万円） 

富山県
高岡市 

高機能部材
生産設備 

機械装置等  251

埼玉県
川越市 

合成ゴム生産
設備 

建物等  222
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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）自己株式の数の増加は単元未満株式の買取りによる増加であり、減少は単元未満株主の売渡請求によるものであり

ます。 

  

２．新株予約権に関する事項 

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（千株） 

当連結会計年度増
加株式数（千株） 

当連結会計年度減
少株式数（千株） 

当連結会計年度末
株式数（千株） 

発行済株式         

普通株式  242,075  －  －  242,075

合計  242,075  －  －  242,075

自己株式         

普通株式  6,014  7  6  6,014

合計  6,014  7  6  6,014

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（千株）  
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） 

ストック・オプションとして

の新株予約権 
－   201

連結子会社 －  －  －

合計 －  201

  
（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６月27日 

定時株主総会 
普通株式  1,416  6 平成20年３月31日 平成20年６月30日 

平成20年11月13日 

取締役会 
普通株式  1,416  6 平成20年９月30日 平成20年11月28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６月26日 

定時株主総会 
普通株式  708 利益剰余金  3 平成21年３月31日 平成21年６月29日
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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） 

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）自己株式の数の増加は単元未満株式の買取りによる増加であり、減少はストック・オプションの行使及び単元未満

株主の売渡請求によるものであります。 

  

２．新株予約権に関する事項 

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 

  
前連結会計年度末
株式数（千株） 

当連結会計年度増
加株式数（千株） 

当連結会計年度減
少株式数（千株） 

当連結会計年度末
株式数（千株） 

発行済株式         

普通株式  242,075  －  －  242,075

合計  242,075  －  －  242,075

自己株式         

普通株式  6,014  5  66  5,952

合計  6,014  5  66  5,952

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（千株）  
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） 

ストック・オプションとして

の新株予約権 
－  185

連結子会社 －  －  －

合計 －  185

  
（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６月26日 

定時株主総会 
普通株式  708  3 平成21年３月31日 平成21年６月29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６月29日 

定時株主総会 
普通株式  1,417 利益剰余金  6 平成22年３月31日 平成22年６月30日
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 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いたします。 

  

 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いたします。  

  

前連結会計年度 

１．その他有価証券で時価のあるもの（平成21年３月31日現在） 

２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自 平成20年4月1日 至 平成21年３月31日） 

（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）

※ 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 5,263

預入期間が３か月を超える定期預

金 
△255

現金及び現金同等物 5,008

  （百万円）

現金及び預金勘定 7,378

預入期間が３か月を超える定期預

金 
△466

現金及び現金同等物 6,912

（リース取引関係）

（金融商品関係）

（有価証券関係）

   種類 
取得原価
（百万円） 

連結貸借対照表計上額 
（百万円） 

差額（百万円）

連結貸借対照表計上額

が取得原価を超えるも

の 

(1)株式  13,080  15,685  2,604

(2）債券                  

①国債・地方債等  －  －  －

②社債  －  －  －

③その他  －  －  －

(3）その他  －  －  －

小計  13,080  15,685  2,604

連結貸借対照表計上額

が取得原価を超えない

もの 

(1)株式  10,068  7,530  △2,539

(2）債券                  

①国債・地方債等  －  －  －

②社債  －  －  －

③その他  －  －  －

(3）その他  －  －  －

小計  10,068  7,530  △2,539

合計  23,149  23,214  66

売却額（百万円） 売却益の合計額（百万円） 売却損の合計額（百万円）

3 2  －  
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３．時価評価されていない主な有価証券の内容（平成21年３月31日現在） 

４．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額（平成21年３月31日現

在） 

  連結貸借対照表計上額（百万円） 

(1）満期保有目的の債券     

流通性のない社債  －     

流通性のない地方債  －     

(2)その他有価証券          

非上場株式  1,399     

上場されていない内国債以外の債券  －     

マネー・マネジメント・ファンド  －     

  １年以内（百万円）
１年超５年以内
（百万円） 

５年超10年以内 
（百万円） 

10年超（百万円）

１．債券                        

(1)流通性のない地方債  －  －  －  －

(2)流通性のない社債  －  －  －  －

(3)その他  －  －  －  －

２．その他  －  －  －  －

合計  －  －  －  －
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当連結会計年度 

１．その他有価証券（平成22年３月31日現在） 

２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自 平成21年4月1日 至 平成22年３月31日） 

３．減損処理を行った有価証券 

  投資有価証券について249百万円減損処理を行っております。  

    

   種類 
連結貸借対照表計上額

（百万円） 
取得原価
（百万円） 

差額（百万円）

連結貸借対照表計上額

が取得原価を超えるも

の 

(1)株式  25,922  19,234  6,688

(2）債券                  

①国債・地方債等  －  －  －

②社債  －  －  －

③その他  －  －  －

(3）その他  －  －  －

小計  25,922  19,234  6,688

連結貸借対照表計上額

が取得原価を超えない

もの 

(1)株式  2,797  3,697  △900

(2）債券             

①国債・地方債等  －  －  －

②社債  －  －  －

③その他  －  －  －

(3）その他  －  －  －

小計  2,797  3,697  △900

合計  28,720  22,932  5,788

種類  売却額（百万円） 売却益の合計額（百万円） 売却損の合計額（百万円）

(1)株式  460  221  2

(2）債券 

①国債・地方債等 － － － 

②社債 － － －

③その他 － － － 

(3）その他 － － － 

合計  460  221  2  
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 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いたします。  

  

１．採用している退職給付制度の概要 

２．退職給付債務に関する事項 

（デリバティブ取引関係）

（退職給付関係）

前連結会計年度 
（平成21年３月31日現在）   

当連結会計年度 
（平成22年３月31日現在） 

当社及び一部国内連結子会社は、確定拠出年金制度及び

前払退職金制度並びに退職一時金制度を併用しておりま

す。 

また、当社は年金受給権者のみを対象とする閉鎖型適格

退職年金制度を有しております。 

一部在外連結子会社では確定給付型の制度を設けており

ます。 

  同左 

  
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） 

イ．退職給付債務（百万円）  △20,035  △20,066

ロ．年金資産（百万円）  6,130  7,459

ハ．退職給付引当金（百万円）  11,859  10,682

ニ．前払年金費用（百万円）  △264  △148

差引（イ＋ロ＋ハ＋ニ）（百万円）  △2,310  △2,073

（差引分内訳）            

ホ．未認識数理計算上の差異（百万円）  △2,670  △2,388

ヘ．未認識過去勤務債務（百万円）  360  315

（ホ＋ヘ）（百万円）  △2,310  △2,073

前連結会計年度 
（平成21年３月31日現在）   

当連結会計年度 
（平成22年３月31日現在） 

（注）１．一部の連結子会社は，退職給付債務の算定にあ

たり、簡便法を採用しております。 

  （注）１．       同左 
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３．退職給付費用に関する事項 

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

 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いたします。  

  

  
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） 

イ．勤務費用（注）1（百万円）  844  779

ロ．利息費用（百万円）  900  809

ハ．期待運用収益（百万円）  △609  △405

ニ．数理計算上の差異の費用処理額（百万円）  1,056  830

ホ．過去勤務債務の費用処理額（百万円）  △23  △30

ヘ．退職給付費用（イ＋ロ＋ハ＋ニ＋ホ）（百万円）  2,168  1,983

ト．確定拠出年金の掛金 （百万円）  424  367

計  2,591  2,349

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．簡便法を採用している連結子会社の退職給付費

用は、「イ．勤務費用」に計上しております。 

  （注）１．       同左 

       ２. 上記退職給付費用以外に、割増退職金41百万円

を特別損失（工場閉鎖損失）として計上してお

ります。 

  
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） 

イ．退職給付見込額の期間配分方法 主として期間定額基準 同左 

ロ．割引率 期首    2.5％～6.0％ 

期末     2.5％～6.3％ 

期首    2.5％～6.3％ 

期末     2.5％～5.9％ 

ハ．期待運用収益率（％）       0.6 ～ 8.0       0.0 ～ 7.8    

ニ．過去勤務債務の額の処理年数 9～13年（当社及び在外連結子会

社によるものであります。） 
同左 

ホ．数理計算上の差異の処理年数 主として9年～13年（発生時の従

業員の平均残存勤務期間及び当該

期間以内の一定の年数による定額

法により、翌連結会計年度から費

用処理することとしておりま

す。） 

同左 

（ストック・オプション等関係）
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 （注） 前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれて

おります。 

  

（税効果会計関係）

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．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

（百万円）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

（百万円）

繰延税金資産  

たな卸資産  1,937

減損損失  652

投資有価証券  298

未実現損益  738

賞与引当金  502

退職給付引当金  4,775

修繕引当金  672

環境対策引当金  207

繰越欠損金  3,252

その他  1,269

繰延税金資産小計  14,303

評価性引当額  △2,248

繰延税金資産合計  12,055

   

繰延税金負債  

減価償却費  △970

土地（全面時価評価法）  △301

未収還付事業税  △205

固定資産圧縮積立金  △671

留保利益  △482

その他  △626

繰延税金負債小計  △3,255

繰延税金資産の純額  8,800

繰延税金資産  

たな卸資産  742

減損損失  655

未実現損益  549

賞与引当金  455

退職給付引当金  4,380

修繕引当金  648

環境対策引当金  338

繰越欠損金  1,903

税額控除  545

その他  1,376

繰延税金資産小計  11,590

評価性引当額  △2,304

繰延税金資産合計  9,286

   

繰延税金負債  

減価償却費  △994

土地（全面時価評価法）  △301

固定資産圧縮積立金  △620

留保利益  △475

その他有価証券評価差額金  △2,234

その他  △306

繰延税金負債小計  △4,931

繰延税金資産の純額  4,355

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） 

（百万円） （百万円）

流動資産－繰延税金資産  3,446

固定資産－繰延税金資産  5,714

流動負債－その他（繰延税金負債）  △2

固定負債－繰延税金負債  △358

流動資産－繰延税金資産  3,499

固定資産－繰延税金資産  1,486

流動負債－その他（繰延税金負債）  △1

固定負債－繰延税金負債  △629
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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） 

 共通支配下の取引等 

 当社は、平成20年９月24日開催の取締役会における決議に基づき、当社の100％子会社である株式会社オプテスを平

成21年１月１日付で吸収合併いたしました。 

１．対象となった事業の名称及びその事業の内容、企業結合の法的形式、結合後企業の名称並びに取引の目的を含む

取引の概要 

（1）対象となった事業の名称及びその事業の内容 

事業の名称  精密加工事業 

事業の内容  光学機器用部品の製造、組立て及び販売 他 

（2）企業結合の法的形式 

当社を吸収合併存続会社、株式会社オプテスを吸収合併消滅会社とする吸収合併 

（3）結合後企業の名称 

日本ゼオン株式会社 

（4）取引の目的を含む取引の概要 

株式会社オプテスは、光学フィルムや拡散板等の液晶ディスプレイ用部材を中心に製造販売を担う当社の100％子

会社であり、これまで顧客の信頼を得ながら業容を拡大してまいりました。 

 しかしながら、市場環境の大きな変化によって精密加工事業の収益が悪化しております。 

 この度当社は、精密加工事業を当社の事業とすることにより、財務基盤を強化するとともに樹脂開発から成形加工

まで一貫した製品開発体制を構築し、優れた品質と高いコスト競争力を確保する目的で、株式会社オプテスを吸収合

併いたしました。 

２．実施した会計処理の概要 

 「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議会 平成15年10月31日）及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計

基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 終改正平成19年11月15日）に基づき、共通支配下の取引

として処理いたしました。 

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） 

 該当事項はありません。 

  

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） 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因とな

った主要な項目別の内訳 

（単位：％）

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因とな

った主要な項目別の内訳 

（単位：％）

法定実効税率  40.0

（調整）  

評価性引当額  △113.1

在外連結子会社留保利益  △36.4

税額控除  △12.9

未実現損益  11.9

受取配当金等永久差異  △10.4

過年度法人税等  9.7

交際費等永久差異  8.9

在外連結子会社税率差異  △8.6

その他  3.2

税効果会計適用後の法人税等の負担率  △107.7

  

法定実効税率  40.0

（調整）  

税額控除  △8.0

その他  2.4

税効果会計適用後の法人税等の負担率  34.4

（企業結合等関係）

－ 34 －

日本ゼオン㈱　（4205）　平成22年３月期決算短信



前連結会計年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

 （注）１．事業区分の方法及び各区分に属する主要製品 

(1) 事業区分の方法 

経営管理上採用している区分によっております。 

(2) 各事業区分の主要製品 

２．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54,801百万円であり、その主なものは、親会社で

の長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門に係る資産等であります。 

 ３．会計方針の変更 

 （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」に記載の通り、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、営業利益がエラストマー素材事業で660百万円、高機能材料事業で2,500百

万円、その他の事業で289百万円それぞれ減少しております。 

 ４．追加情報 

 （有形固定資産の耐用年数の変更） 

 「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載の通り、当社及び一部の国内連結子会社は、平成

20年度の法人税法改正に伴う法定耐用年数の変更を契機として見直しを行い、一部の機械装置について、当連

結会計年度より、耐用年数の変更を行っております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、営

業利益がエラストマー素材事業で413百万円、高機能材料事業で1,340百万円、その他の事業で10百万円それぞ

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

  
エラストマー
素材事業 
（百万円） 

高機能材料事
業 
（百万円） 

その他の事業
（百万円） 

計
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結
（百万円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益   

売上高   

(1)外部顧客に対する売上高 178,459 37,569 52,829  268,857  － 268,857

(2)セグメント間の内部売上高又は振替高 1,498 － 2,322  3,820 (3,820) －

計 179,957 37,569 55,151  272,678 (3,820) 268,857

営業費用 172,316 42,333 54,974  269,623 (3,702) 265,922

営業利益（△営業損失） 7,642 △4,764 177  3,055  (119) 2,936

    

Ⅱ 資産、減価償却費、 

減損損失及び資本的支出 
  

資産 129,927 85,245 22,441  237,613  54,414 292,027

減価償却費 9,484 10,942 534  20,960  1,638 22,597

減損損失 104 1,442 －  1,546  － 1,546

資本的支出 9,432 18,332 280  28,044  1,452 29,496

事業区分 主要製品

エラストマー素材

事業 

合成ゴム、合成ラテックス、化成品（Ｃ５石油樹脂、熱可塑性エラストマー

等） 

高機能材料事業 

化学品（合成香料、有機合成薬品等）、情報材料（電子材料、トナー関連製品

等）、高機能樹脂（シクロオレフィンポリマー樹脂、シクロオレフィンポリマ

ー成型品） 

その他の事業 
ＲＩＭ配合液、ＲＩＭ成形品、医療器材、ブタジエン抽出技術等、塩ビコンパ

ウンド、包装物流資材、住宅資材、その他 
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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．事業区分の方法及び各区分に属する主要製品 

(1) 事業区分の方法 

経営管理上採用している区分によっております。 

(2) 各事業区分の主要製品 

２．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51,329百万円であり、その主なものは、親会社で

の長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門に係る資産等であります。 

  
エラストマー
素材事業 
（百万円） 

高機能材料事
業 
（百万円） 

その他の事業
（百万円） 

計
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結
（百万円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益   

売上高   

(1)外部顧客に対する売上高 137,396 47,305 41,177  225,878  － 225,878

(2)セグメント間の内部売上高又は振替高 891 － 478  1,369 (1,369) －

計 138,287 47,305 41,655  227,247 (1,369) 225,878

営業費用 128,940 47,052 41,959  217,951 (1,392) 216,559

営業利益（△営業損失） 9,347 253 △304  9,296  24 9,319

    

Ⅱ 資産、減価償却費、 

減損損失及び資本的支出 
  

資産 129,002 78,696 22,674  230,371  50,681 281,053

減価償却費 9,465 10,847 443  20,755  1,501 22,256

減損損失 223 251 13  487  － 487

資本的支出 6,251 3,714 232  10,196  1,130 11,326

事業区分 主要製品

エラストマー素材

事業 

合成ゴム、合成ラテックス、化成品（Ｃ５石油樹脂、熱可塑性エラストマー

等） 

高機能材料事業 

化学品（合成香料、有機合成薬品等）、情報材料（電子材料、トナー関連製品

等）、高機能樹脂（シクロオレフィンポリマー樹脂、シクロオレフィンポリマ

ー成型品） 

その他の事業 
ＲＩＭ配合液、ＲＩＭ成形品、医療器材、ブタジエン抽出技術等、塩ビコンパ

ウンド、包装物流資材、住宅資材、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．国又は地域の区分は、地理的近接度によっています。 

２．各区分に属する主な国又は地域 

(1）北米………………アメリカ 

(2）ヨーロッパ………イギリス、ドイツ、イタリア 

(3）アジア……………タイ、シンガポール、韓国、中国 

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54,801百万円であり、その主なものは、親会社で

の長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門に係る資産等であります。 

 ４．会計方針の変更 

 （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」に記載の通り、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、営業利益が日本で3,449百万円減少しております。 

 ５．追加情報 

 （有形固定資産の耐用年数の変更） 

 「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載の通り、当社及び一部の国内連結子会社は、平成

20年度の法人税法改正に伴う法定耐用年数の変更を契機として見直しを行い、一部の機械装置について、当連

結会計年度より、耐用年数の変更を行っております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、営

業利益が日本で1,764百万円減少しております。 

ｂ．所在地別セグメント情報

  
日本 

（百万円） 
北米

（百万円） 
ヨーロッパ
（百万円） 

アジア
（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  206,435  21,755  19,737  20,931  268,857  －  268,857

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 28,629  8,573  675  1,777  39,654  (39,654)  －

計  235,064  30,327  20,412  22,708  308,511  (39,654)  268,857

営業費用  235,055  27,807  20,462  22,622  305,946  (40,025)  265,922

営業利益（△営業損失）  9  2,520  △50  86  2,565  371  2,936

Ⅱ 資産  220,234  22,833  7,422  7,256  257,744  34,283  292,027
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当連結会計年度（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日） 

 （注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっています。 

２．各区分に属する主な国又は地域  

(1）北米………………アメリカ 

(2）ヨーロッパ………イギリス、ドイツ、イタリア、フランス 

(3）アジア……………タイ、シンガポール、韓国、中国 

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51,329百万円であり、その主なものは、親会社で

の長期投資資金（投資有価証券）及び管理部門に係る資産等であります。 

  
日本 

（百万円） 
北米

（百万円） 
ヨーロッパ
（百万円） 

アジア
（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  181,673  13,886  12,780  17,539  225,878  －  225,878

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 27,628  5,449  630  2,122  35,829  (35,829)  －

計  209,301  19,335  13,411  19,660  261,707  (35,829)  225,878

営業費用  199,670  20,400  13,462  19,067  252,600  (36,041)  216,559

営業利益（△営業損失）  9,631  △1,065  △52  593  9,107  212  9,319

Ⅱ 資産  221,692  19,882  8,524  8,111  258,209  22,844  281,053
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前連結会計年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

 （注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっています。 

２．各区分に属する主な国又は地域 

(1）北米…………………アメリカ、カナダ、メキシコ 

(2)ヨーロッパ…………イギリス、ドイツ、イタリア 

(3)アジア………………中国、韓国、タイ、マレーシア、台湾 

(4）その他の地域………ブラジル、オーストラリア 

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

当連結会計年度（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日） 

 （注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっています。 

２．各区分に属する主な国又は地域 

(1）北米…………………アメリカ、カナダ、メキシコ 

(2)ヨーロッパ…………イギリス、ドイツ、イタリア、フランス 

(3)アジア………………中国、韓国、タイ、マレーシア、台湾 

(4）その他の地域………ブラジル、オーストラリア 

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

  北米 ヨーロッパ アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（百万円）  27,646  29,331  60,018  2,469  119,463

Ⅱ 連結売上高（百万円）                          268,857

Ⅲ 連結売上高に占める海外

売上高の割合（％） 
 10.3  10.9  22.3  0.9  44.4

  北米 ヨーロッパ アジア その他の地域 計

Ⅰ 海外売上高（百万円）  18,846  19,680  61,016  2,185  101,727

Ⅱ 連結売上高（百万円）                          225,878

Ⅲ 連結売上高に占める海外

売上高の割合（％） 
 8.3  8.7  27.0  1.0  45.0
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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） 

（追加情報）  

 当連結会計年度より、「関連当事者の開示に関する会計基準」（企業会計基準第11号 平成18年10月17日）及び

「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第13号 平成18年10月17日）を適用して

おります。 

 なお、これによる開示対象範囲の変更はありません。 

関連当事者との取引 

連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引 

連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等 

 （注） 藤田 讓氏が第三者（朝日生命保険(相)：当社の議決権の4.5％を所有）の代表者として行った取引であ

り，当社と関連を有しない他の事業者と同様の条件によっています。取引条件的に劣ることはありません。 

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） 
  

関連当事者との取引 
  
該当事項はありません。  

（関連当事者情報）

種類 会社等の名
称又は氏名 所在地 

資本金又は
出資金 
（百万円） 

事業の内容
又は職業 

議決権等の所
有（被所有）
割合（％） 

関連当事者
との関係 取引の内容

取引金額 
（百万円） 科目 期末残高

（百万円）

役員 藤田 讓 － － 

朝日生命保
険（相） 
代表取締役
会長 

－ 当社監査役

資金の借入  1,500 借入金 3,450

資金の返済  550 － －

利息の支払  46 － －
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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、以下のとおりであ

ります。 

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

１株当たり純資産額   円 405.89

１株当たり当期純利益金額 円 10.50

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益金額 
円 10.49

１株当たり純資産額 円 443.19

１株当たり当期純利益金額 円 21.26

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益金額 
円 21.24

  
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）  2,478  5,020

普通株主に帰属しない金額（百万円）  －  －

普通株式に係る当期純利益（百万円）  2,478  5,020

期中平均株式数（千株）  236,062  236,105

      

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額     

当期純利益調整額（百万円）    －  －

普通株式増加数（千株）    198  248

(内、ストックオプション） （千株）  (198)  (248)  

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金額の算定に

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） 

――――――  当社は平成22年４月27日開催の常務会において、当社水

島工場のユーティリティ設備の一部を除却することを決議

いたしました。これに伴い解体撤去費用その他約10億円の

特別損失を計上する見込みであります。 
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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 848 844

受取手形 200 176

売掛金 ※3  32,560 ※3  50,148

商品及び製品 28,261 18,531

仕掛品 2,837 1,938

原材料及び貯蔵品 6,023 5,252

前払費用 525 496

繰延税金資産 2,981 2,620

未収入金 ※3  14,364 ※3  18,205

未収還付法人税等 2,727 －

短期貸付金 － ※3  3,403

その他 108 444

貸倒引当金 △1 △36

流動資産合計 91,433 102,021

固定資産   

有形固定資産   

建物 38,625 40,256

減価償却累計額 △15,145 △16,077

建物（純額） 23,480 24,179

構築物 14,273 16,788

減価償却累計額 △9,298 △10,142

構築物（純額） 4,975 6,646

機械及び装置 175,017 197,835

減価償却累計額 △140,217 △154,272

機械及び装置（純額） 34,800 43,562

車両運搬具 301 302

減価償却累計額 △259 △270

車両運搬具（純額） 42 32

工具、器具及び備品 13,938 14,020

減価償却累計額 △11,324 △12,226

工具、器具及び備品（純額） 2,614 1,794

土地 10,805 10,808

リース資産 101 233

減価償却累計額 △18 △54

リース資産（純額） 83 179

建設仮勘定 28,568 8,302

有形固定資産合計 ※5  105,366 ※5  95,502
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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 92 73

借地権 5 5

ソフトウエア 3,091 2,941

その他 25 25

無形固定資産合計 3,213 ※5  3,044

投資その他の資産   

投資有価証券 ※1  23,260 ※1  28,418

関係会社株式 14,715 14,684

関係会社出資金 795 795

長期貸付金 1,008 1,004

破産更生債権等 53 53

長期前払費用 828 439

繰延税金資産 5,632 1,422

その他 2,684 1,969

貸倒引当金 △125 △122

投資その他の資産合計 48,850 48,662

固定資産合計 157,429 147,209

資産合計 248,862 249,230

負債の部   

流動負債   

買掛金 ※3  25,059 ※3  41,521

短期借入金 ※3  30,836 17,826

コマーシャル・ペーパー 29,988 5,999

1年内償還予定の社債 － 10,000

リース債務 28 52

未払金 ※3  7,575 ※3  6,953

未払費用 2,663 2,807

未払法人税等 101 100

前受金 15 121

預り金 601 2,235

賞与引当金 804 684

修繕引当金 1,193 1,109

その他 604 33

流動負債合計 99,467 89,441
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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   

社債 20,000 10,000

長期借入金 32,250 44,650

リース債務 60 137

長期未払金 267 182

修繕引当金 487 512

退職給付引当金 8,379 7,627

役員退職慰労引当金 46 39

環境対策引当金 517 844

固定負債合計 62,006 63,991

負債合計 161,473 153,432

純資産の部   

株主資本   

資本金 24,211 24,211

資本剰余金   

資本準備金 18,336 18,336

その他資本剰余金 2 2

資本剰余金合計 18,338 18,337

利益剰余金   

利益準備金 3,027 3,027

その他利益剰余金   

圧縮記帳積立金 916 840

別途積立金 9,081 9,081

繰越利益剰余金 37,015 42,111

利益剰余金合計 50,039 55,059

自己株式 △5,430 △5,371

株主資本合計 87,159 92,237

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 29 3,376

評価・換算差額等合計 29 3,376

新株予約権 201 185

純資産合計 87,389 95,797

負債純資産合計 248,862 249,230
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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 ※1  170,457 ※1  160,629

売上原価   

売上原価合計 ※2  135,668 ※2  123,462

売上総利益 34,789 37,167

販売費及び一般管理費 ※3, ※4  30,662 ※3, ※4  28,990

営業利益 4,127 8,177

営業外収益   

受取利息 80 101

受取配当金 ※1  2,213 ※1  1,515

補助金収入 2,538 485

雑収入 827 535

営業外収益合計 5,658 2,636

営業外費用   

支払利息 840 825

社債利息 305 258

為替差損 1,378 －

休止固定資産減価償却費 － 278

雑損失 250 149

営業外費用合計 2,774 1,509

経常利益 7,011 9,303

特別利益   

固定資産売却益 ※5  46 －

投資有価証券売却益 2 221

関係会社株式売却益 24 －

その他 － 15

特別利益合計 72 236

特別損失   

固定資産処分損 ※6  661 ※6  163

環境対策引当金繰入額 － 327

環境対策費 － 201

減損損失 ※7  1,494 ※7  251

関係会社株式評価損 4,790 275

その他 240 76

特別損失合計 7,186 1,294

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △103 8,245

法人税、住民税及び事業税 32 20

法人税等還付税額 － △98

過年度法人税等 115 －

法人税等調整額 △3,191 2,594

法人税等合計 △3,044 2,517

当期純利益 2,942 5,728
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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 24,211 24,211

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 24,211 24,211

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 18,336 18,336

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 18,336 18,336

その他資本剰余金   

前期末残高 6 2

当期変動額   

自己株式の処分 △3 △1

当期変動額合計 △3 △1

当期末残高 2 2

資本剰余金合計   

前期末残高 18,341 18,338

当期変動額   

自己株式の処分 △3 △1

当期変動額合計 △3 △1

当期末残高 18,338 18,337

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 3,027 3,027

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,027 3,027

その他利益剰余金   

圧縮記帳積立金   

前期末残高 995 916

当期変動額   

圧縮記帳積立金の積立 21 －

圧縮記帳積立金の取崩 △100 △76

当期変動額合計 △78 △76

当期末残高 916 840

別途積立金   

前期末残高 9,081 9,081

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 9,081 9,081
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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 36,828 37,015

当期変動額   

圧縮記帳積立金の積立 △21 －

圧縮記帳積立金の取崩 100 76

剰余金の配当 △2,833 △708

当期純利益 2,942 5,728

当期変動額合計 187 5,096

当期末残高 37,015 42,111

利益剰余金合計   

前期末残高 49,930 50,039

当期変動額   

圧縮記帳積立金の積立 － －

圧縮記帳積立金の取崩 － －

剰余金の配当 △2,833 △708

当期純利益 2,942 5,728

当期変動額合計 109 5,020

当期末残高 50,039 55,059

自己株式   

前期末残高 △5,433 △5,430

当期変動額   

自己株式の処分 6 60

自己株式の取得 △3 △2

当期変動額合計 4 58

当期末残高 △5,430 △5,371

株主資本合計   

前期末残高 87,050 87,159

当期変動額   

剰余金の配当 △2,833 △708

当期純利益 2,942 5,728

自己株式の処分 3 60

自己株式の取得 △3 △2

当期変動額合計 109 5,078

当期末残高 87,159 92,237

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 4,834 29

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △4,805 3,347

当期変動額合計 △4,805 3,347

当期末残高 29 3,376
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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・換算差額等合計   

前期末残高 4,834 29

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △4,805 3,347

当期変動額合計 △4,805 3,347

当期末残高 29 3,376

新株予約権   

前期末残高 151 201

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 50 △16

当期変動額合計 50 △16

当期末残高 201 185

純資産合計   

前期末残高 92,036 87,389

当期変動額   

剰余金の配当 △2,833 △708

当期純利益 2,942 5,728

自己株式の処分 3 60

自己株式の取得 △3 △2

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △4,755 3,331

当期変動額合計 △4,646 8,408

当期末残高 87,389 95,797
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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

重要な会計方針

  
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） 

１．有価証券の評価基準

及び評価方法 

(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 

(1）子会社株式及び関連会社株式 

…同左 

  (2）その他有価証券 

時価のあるもの…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） 

(2）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 

２．デリバティブの評価

方法 

時価法 同左 

３．たな卸資産の評価基

準及び評価方法 

商品・製品・仕掛品・主要原材料 

 ……総平均法による原価法（貸借対照表価

額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法

により算定） 

商品・製品・仕掛品・主要原材料 

 ……総平均法による原価法（貸借対照表価

額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法

により算定） 

  その他の原材料・貯蔵品 

 ……移動平均法による原価法（貸借対照表

価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方

法により算定） 

その他の原材料・貯蔵品 

 ……移動平均法による原価法（貸借対照表

価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方

法により算定） 

  ＜会計方針の変更＞ 

 当社は、通常の販売目的で保有するた

な卸資産については、従来、主として総

平均法による原価法によっておりました

が、当事業年度より、「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、主として総平均法によ

る原価法（貸借対照表価額については収

益性の低下に基づく簿価切下げの方法）

により算定しております。 

 また、従来営業外費用に計上していた

「たな卸資産処分損」（当事業年度824

百万円）につきましては、当事業年度よ

り売上原価に計上しております。 

 これにより、営業利益は1,687百万円、

経常利益は863百万円減少し、税引前当期

純損失は863百万円増加しております。 
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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） 

４．固定資産の減価償却

の方法 

有形固定資産（リース資産を除く）…定率法

（ただし、建物は定額法）を採用しておりま

す。 

有形固定資産（リース資産を除く）…定率法

（ただし、建物は定額法）を採用しておりま

す。 

  ＜追加情報＞   

   当社は平成20年度の法人税法改正に伴

う法定耐用年数の変更を契機として見直

しを行い、一部の機械装置について、当

事業年度より、耐用年数の変更を行って

おります。 

 これにより、営業利益は665百万円、

経常利益は1,861百万円減少し、税引前

当期純損失は1,861百万円増加しており

ます。 

  

  無形固定資産…定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウェアについては、

社内における利用可能期間（５年）に基づく

定額法を採用しております。 

無形固定資産…同左 

  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、

残存価額を零とする定額法を採用しておりま

す。 

 なお、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。 

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、

残存価額を零とする定額法を採用しておりま

す。 

 なお、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。 

  ＜会計方針の変更＞ 

 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おりまし

たが、当事業年度より、「リース取引に

関する会計基準」（企業会計基準第13号

（平成５年６月17日（企業会計審議会第

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））を適用し、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。 

 これによる当事業年度の損益に与える

影響は軽微であります。 
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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） 

５．外貨建資産及び負債

の本邦通貨への換算

基準 

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相

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。 

同左 

６．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 

売上債権、貸付金等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。 

(1）貸倒引当金 

同左 

  (2）賞与引当金 

従業員賞与の支給に充てるため、支給見

込額を計上しております。 

(2）賞与引当金 

同左 

  (3）退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため，当事業

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、当事業年度末にお

いて発生していると認められる額を計上

しております。 

過去勤務債務は、各事業年度の発生時に

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

按分した額を費用処理しております。 

数理計算上の差異は、各事業年度の発生

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事業

年度から費用処理することとしておりま

す。 

(3）退職給付引当金 

同左 

  (4)役員退職慰労引当金 

監査役に対する退職慰労金の支給に備え

るため、内規に基づく当期末要支給額を

引当計上しております。 

(4)役員退職慰労引当金 

同左 

  (5)修繕引当金 

製造設備の定期修繕に要する支出に備え

るため、発生費用見込額を期間に応じて

配分し、当期に対応する額を計上してお

ります。 

(5)修繕引当金 

同左 

  (6)環境対策引当金 

将来の環境対策に要する支出（ポリ塩化

ビフェニル廃棄物の処理費用等）のう

ち、当期末において発生していると認め

られる金額を計上しております。 

(6)環境対策引当金 

同左 
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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） 

７．ヘッジ会計の方法 (1)ヘッジ会計の方法 

金利スワップについては特例処理によっ

ております。 

(1)ヘッジ会計の方法 

同左 

  (2)ヘッジ手段とヘッジ対象 

・ヘッジ手段：金利スワップ取引 

・ヘッジ対象：社債、借入金 

(2)ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

  (3)ヘッジ方針 

当社は、原則として金利変動リスクを回

避軽減する目的でデリバティブ取引を利

用しております。また、取引の契約先は

信用度の高い金融機関に限定しておりま

す。 

(3)ヘッジ方針 

当社は、原則として金利変動によるキャ

ッシュ・フロー変動リスク及び時価変動

リスクを回避軽減する目的でデリバティ

ブ取引を利用しております。また、取引

の契約先は信用度の高い金融機関に限定

しております。 

  (4)ヘッジ有効性評価の方法 

特例処理の要件に該当するため、有効性

の評価を省略しております。 

(4)ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

８．その他財務諸表作成

のための基本となる

重要な事項 

消費税等の会計処理 

消費税等の会計処理は税抜方式によって

おります。 

消費税等の会計処理 

同左 
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表示方法の変更

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） 

 （貸借対照表関係）   （貸借対照表関係） 

                   ――――――  

  

(1) 「未収還付法人税等」については、資産の総額の100

分の１以下となったため、流動資産の「その他」に含め

て表示しております。金額は223百万円であります。 

(2) 「短期貸付金」については、資産の総額の100分の１

を超えたため、区分掲記いたしました。なお、前期の短

期貸付金は流動資産の「その他」に含めて計上してお

り、金額は３百万円であります。 

 （損益計算書関係）   （損益計算書関係） 

    「訴訟関連損失」については、特別損失の100分の10

以下となったため、特別損失の「その他」に含めて計上

しております。金額は20百万円であります。 

  ―――――― 

注記事項

（貸借対照表関係）

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） 

※１．投資有価証券のうち、46百万円は水島エコワークス

株式会社の銀行取引に係る債務10,313百万円の担保

に供しております。 

※１．投資有価証券のうち、46百万円は水島エコワークス

株式会社の銀行取引に係る債務9,469百万円の担保

に供しております。 

 ２．偶発債務 

保証債務 

次の関係会社等について、借入金等に対して債務

保証を行っております。 

 ２．偶発債務 

保証債務 

次の関係会社等について、借入金等に対して債務

保証を行っております。 

ゼオン・ケミカルズ・リミテッ

ド・パートナーシップ 
百万円4,815

ゼオンケミカルズ米沢㈱  409

ゼオン・アドバンスド・ポリミク

ス社 
 246

ゼオン・ケミカルズ・ヨーロッパ

社 
 24

瑞翁化工(広州）有限公司  98

ゼオン化成㈱  1,973

ゼオンメディカル㈱  860

㈱ＴＦＣ  1,980

ＲＩＭＴＥＣ㈱  192

ゼオンポリミクス㈱  29

従業員（住宅資金他）  509

その他６社  48

計  11,182

  

  

  

  

  

  

ゼオン・ケミカルズ・リミテッ

ド・パートナーシップ 
百万円1,965

ゼオンノース㈱  40

ゼオン・アドバンスド・ポリミク

ス社 
 92

瑞翁化工(広州）有限公司  235

㈱ＴＦＣ  1,760

ＲＩＭＴＥＣ㈱  210

従業員（住宅資金他）   380

その他６社  34

計  4,716
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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） 

※３．関係会社に係る注記 

区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている関

係会社に対するものは次のとおりです。 

※３．関係会社に係る注記 

区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている関

係会社に対するものは次のとおりです。 

売掛金 百万円12,455

未収入金  2,691

買掛金  3,832

未払金  4,436

短期借入金  3,000

売掛金 百万円20,322

未収入金  2,684

短期貸付金  3,400

買掛金  4,515

未払金   4,106

 ４．貸出コミットメント 

当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀

行７行と貸出コミットメント契約を締結しておりま

す。この契約に基づく当期末の借入未実行残高は次

のとおりであります。 

貸出コミットメントの総額 百万円15,000

借入実行残高   －

差引額  15,000

 ４．貸出コミットメント 

当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀

行９行と貸出コミットメント契約を締結しておりま

す。この契約に基づく当期末の借入未実行残高は次

のとおりであります。 

貸出コミットメントの総額 百万円15,000

借入実行残高  －

差引額  15,000

※５．圧縮記帳 

有形固定資産の取得価額から国庫補助金による圧縮

記帳累計額1,600百万円を控除しております。 

※５．圧縮記帳 

有形固定資産及び無形固定資産の取得価額から国庫

補助金による圧縮記帳累計額2,350百万円を控除し

ております。 
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（損益計算書関係）

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） 

※１．関係会社に係る注記 ※１．関係会社に係る注記 

売上高 百万円63,687

営業外収益   

受取配当金  1,406

売上高 百万円60,427

営業外収益   

受取配当金  1,037

※２．期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金

額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含ま

れております。 

※２．期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金

額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含ま

れております。  

  百万円1,687   百万円1,492

※３．販売費及び一般管理費30,662百万円のうち販売費に

属する費用の割合はおおよそ44％であり、一般管理

費に属する費用の割合はおおよそ56％です。なお、

主要な費目及び金額は次のとおりです。 

※３．販売費及び一般管理費28,990百万円のうち販売費に

属する費用の割合はおおよそ51％であり、一般管理

費に属する費用の割合はおおよそ49％です。なお、

主要な費目及び金額は次のとおりです。 

運賃諸掛 百万円5,499

荷造包装費  1,977

給料諸手当  3,063

賞与引当金繰入額  181

退職給付引当金繰入額  252

業務委託料  1,608

減価償却費  656

研究開発費  10,664

運賃諸掛 百万円5,327

荷造包装費  2,089

給料諸手当  3,166

賞与引当金繰入額  181

退職給付引当金繰入額  285

調査研究費  2,330

業務委託料  1,470

減価償却費  648

研究開発費  8,365

※４．研究開発費の総額 

一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

※４．研究開発費の総額 

一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

  百万円10,664   百万円8,365

※５．固定資産売却益の内容    ５．                ――――――  

土地 百万円45

その他   1

    46

  

    

※６．固定資産処分損の内容 ※６．固定資産処分損の内容 

建物 百万円39

機械及び装置  141

撤去費用  441

その他  40

   661

建物 百万円30

機械及び装置  48

撤去費用  66

その他  20

   163

－ 55 －

日本ゼオン㈱　（4205）　平成22年３月期決算短信



前事業年度（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）自己株式の数の増加は単元未満株式の買取りによる増加であり、減少は単元未満株主の売渡請求によるものであ

ります。 

当事業年度（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）自己株式の数の増加は単元未満株式の買取りによる増加であり、減少はストック・オプションの行使及び単元未

満株主の売渡請求によるものであります。 

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） 

※７. 減損損失 ※７. 減損損失 

 当事業年度において，当社は以下の資産について

減損損失を計上しました。 

    当事業年度において，当社は以下の資産について

減損損失を計上しました。 

場所 用途 種類 
減損損失
（百万円） 

富山県 
高岡市 

高機能部材 
生産設備 

機械装置等  1,248

富山県 
氷見市他 

遊休 機械装置等  246

場所 用途 種類 
減損損失
（百万円） 

富山県
高岡市 

高機能部材
生産設備 

機械装置等  251

 当社は、事業用資産に関しては、継続的に損益の

把握を実施している管理会計上の区分を基礎として

グルーピングを行っております。また、事業の用に

供していない遊休資産等については個別資産別に減

損損失認識の判定を行っております。  

 事業用資産については、営業活動から生ずる損益

が継続してマイナスの事業について減損の兆候を個

別に検討のうえ、回収可能価額が帳簿価額に満たな

い事業について回収可能価額まで帳簿価額を減額い

たしました。なお回収可能価額の算定は使用価値に

より測定しており、将来キャッシュ・フローがマイ

ナスであるため割引計算は行っておりません。 

 また遊休状態にあると認められ今後の利用見込み

がない資産については、帳簿価額を回収可能価額ま

で減額いたしました。回収可能価額は正味売却価額

により測定しており、他への転用または売却が困難

であるため、備忘価額で評価しております。 

 当社は、事業用資産に関しては、継続的に損益の

把握を実施している管理会計上の区分を基礎として

グルーピングを行っております。また、事業の用に

供していない遊休資産等については個別資産別に減

損損失認識の判定を行っております。  

 事業用資産については、営業活動から生ずる損益

が継続してマイナスの事業について減損の兆候を個

別に検討のうえ、回収可能価額が帳簿価額に満たな

い事業について回収可能価額まで帳簿価額を減額い

たしました。なお回収可能価額の算定は使用価値に

より測定しており、将来キャッシュ・フローがマイ

ナスであるため割引計算は行っておりません。 

  

（株主資本等変動計算書関係）

  
前事業年度末株式
数（千株） 

当事業年度増加株
式数（千株） 

当事業年度減少株
式数（千株） 

当事業年度末株式
数（千株） 

普通株式  6,014  7  6  6,014

合計  6,014  7  6  6,014

  
前事業年度末株式
数（千株） 

当事業年度増加株
式数（千株） 

当事業年度減少株
式数（千株） 

当事業年度末株式
数（千株） 

普通株式  6,014  5  66  5,952

合計  6,014  5  66  5,952
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前事業年度（平成21年３月31日） 

  子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

当事業年度 (平成22年３月31日）                                                                       

  子会社株式及び関連会社株式（貸借対照表計上額 子会社株式14,118百万円、関連会社株式566百万円）は、市

場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。 

（有価証券関係）

（税効果会計関係）

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) 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

（百万円）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

（百万円）

繰延税金資産  

たな卸資産  1,826

減損損失  637

投資有価証券   190

子会社株式  340

賞与引当金  364

修繕引当金  672

退職給付引当金  3,246

未払金  107

環境対策引当金  207

繰越欠損金  2,120

その他  732

繰延税金資産小計  10,441

評価性引当額  △837

繰延税金資産合計  9,603

繰延税金負債  

未収還付事業税  △205

固定資産圧縮積立金  △611

その他有価証券評価差額金  △145

その他  △29

繰延税金負債合計  △990

繰延税金資産の純額  8,613

繰延税金資産  

たな卸資産  690

減損損失  549

子会社株式  357

賞与引当金  310

修繕引当金  648

退職給付引当金  2,992

環境対策引当金  338

繰越欠損金  382

税額控除  545

その他  706

繰延税金資産小計  7,518

評価性引当額  △747

繰延税金資産合計  6,771

繰延税金負債  

固定資産圧縮積立金  △560

その他有価証券評価差額金  △2,121

その他  △48

繰延税金負債合計  △2,729

繰延税金資産の純額  4,042

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因とな

った主要な項目別の内訳 

  

 税引前当期純損失が計上されているため、記載してお

りません。 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因とな

った主要な項目別の内訳 

  

法定実効税率   ％ 40.0

（調整）   

受取配当金等永久に益金に参入されな

い項目 
 ％ △4.1

税額控除  ％△6.8

その他  ％ 1.4

税効果会計適用後の法人税等の負担率  ％ 30.5
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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、以下のとおりで

あります。 

役員の異動 

 該当事項はありません。 

  

（１株当たり情報）

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） 

１株当たり純資産額   円369.35

１株当たり当期純利益金額 円12.46

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益金額 

     

円12.45

１株当たり純資産額 円404.93

１株当たり当期純利益金額 円24.26

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益金額 

     

    円24.24

  
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) 

１株当たり当期純利益金額             

当期純利益（百万円）  2,942  5,728

普通株主に帰属しない金額（百万円）  －  －

普通株式に係る当期純利益（百万円）  2,942  5,728

期中平均株式数（千株）  236,062  236,105

             

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額            

当期純利益調整額（百万円）   －  －

普通株式増加数 （千株）  198  248

（うちストックオプション）（千株）  （198）  （248） 

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金額の算定に

含めなかった潜在株式の概要  

 －  －

（重要な後発事象）

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

──────   当社は平成22年４月27日開催の常務会において、当社水

島工場のユーティリティ設備の一部を除却することを決議

いたしました。これに伴い解体撤去費用その他約10億円の

特別損失を計上する見込みであります。 

６．その他
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