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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 38,006 △5.1 1,708 △13.2 1,544 6.8 827 374.7
21年3月期 40,058 △9.4 1,967 △66.0 1,446 △72.9 174 △94.7

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 14.39 ― 4.8 2.7 4.5
21年3月期 3.03 ― 1.0 2.5 4.9

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  ―百万円 21年3月期  ―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 55,976 18,460 31.8 309.41
21年3月期 56,437 17,222 29.5 289.53

（参考） 自己資本   22年3月期  17,801百万円 21年3月期  16,657百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

22年3月期 5,965 △3,297 △132 8,069
21年3月期 6,719 △6,752 398 5,463

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 ― 4.00 ― 2.00 6.00 345 198.0 2.0
22年3月期 ― 3.00 ― 3.00 6.00 345 41.7 2.0

23年3月期 
（予想）

― 3.00 ― 3.00 6.00 18.2

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

19,500 9.9 1,100 ― 1,000 ― 500 ― 8.69

通期 41,500 9.2 3,700 116.6 3,500 126.6 1,900 129.5 33.03
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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、16，17ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」、19ページ「表示方法の変更」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、23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 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期 57,546,050株 21年3月期 57,546,050株

② 期末自己株式数 22年3月期  14,250株 21年3月期  13,955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 33,360 0.9 1,022 100.5 787 296.4 528 ―

21年3月期 33,078 △15.2 509 △89.5 198 △95.7 △316 ―

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 9.18 ―

21年3月期 △5.50 ―

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 49,695 15,888 32.0 276.18
21年3月期 49,550 15,155 30.6 263.43

（参考） 自己資本 22年3月期  15,888百万円 21年3月期  15,155百万円

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

業績予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後さまざまな要因によって予想数値と異なりま
す。 
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１．経営成績 

１．経営成績に関する分析 

(1)当期の経営成績 

当連結会計年度におけるわが国経済は、国内外における景気対策の効果により持ち直しの動

きが見られたものの、公共投資や企業の設備投資は依然として低水準で推移するなど自律性は

弱く、デフレや雇用情勢の悪化懸念など不安要素を抱きながら、景気は依然として厳しい状況

で推移いたしました。 

化学工業におきましても、中国を中心としたアジア地域の需要が回復しつつある一方、円高

の進行や原油価格上昇に伴う原燃料費用が収益を圧迫するなど、引き続き厳しい状況にありま

した。 

このような情勢下におきまして、当社グループは、「チャレンジ 500」をキーワードとした第

７次中期経営計画の最終年度にあたり、基礎化学品事業部門の収益力強化を図るとともに、フ

ッ素系製品の拡販と業務全般にわたる一層のコストダウンを徹底し、当社の強みであるフッ素

関連技術を活かした新規製品の開発に取り組んでまいりましたが、経営成績は期前半を中心に

需要減少の影響を大きく受けました。 

当連結会計年度の売上高は、基礎化学品事業部門が、販売数量の増加により増収となりまし

たが、精密化学品事業部門のうちフッ素系製品が、販売数量は増加したものの販売価格の低下

により減収となったため、380 億 06 百万円と前期に比べ 20 億 51 百万円、5.1%の減少となりま

した。損益につきましては、売上高は減少したものの売上原価や営業外費用の減少等により、

経常利益は、15 億 44 百万円と前期に比べ 98 百万円、6.8%の増加となりました。当期純利益は、

有価証券評価損の減少等により、8 億 27 百万円と前期に比べ 6 億 53 百万円、374.7%の増加と

なりました。 

 (2)事業の種類別セグメントの概況 

①基礎化学品事業部門 

(無機製品) 

か性ソーダは、販売数量の増加と前年度の価格修正の効果により、前期に比べ増収となりま

した。塩酸は、販売数量の減少と販売価格の低下により、前期に比べ減収となりました。 

 (有機製品) 

塩素系有機製品につきましては、トリクロールエチレンおよびパークロールエチレンは、販

売数量の増加により、前期に比べ増収となりました。その他有機製品につきましては、シクロ

ヘキサンおよびシクロヘキサノンは、販売数量の減少と販売価格の低下により、前期に比べ減

収となりました。 

以上の結果、基礎化学品事業部門の売上高は、101 億 83 百万円と前期に比べ 4億 73 百万円、

4.9%の増加となりました。営業損益につきましては、営業利益 7億 34 百万円となりました（前

期は営業損失 1億 45 百万円）。 

②精密化学品事業部門 

(鉄系製品) 

キャリヤーは、需要の減少により販売数量が減少し、前期に比べ減収となりました。鉄酸化

物は、着色剤の販売数量の増加により、前期に比べ増収となりました。 
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 (フッ素系製品) 

半導体・液晶用特殊ガス類につきましては、三フッ化窒素は、販売数量が増加したものの販

売価格が低下し、前期に比べ減収となりました。六フッ化タングステンおよびヘキサフルオロ

-1,3-ブタジエンは、市況の悪化に伴い、前期に比べ減収となりました。六フッ化硫黄および四

フッ化炭素は、販売数量が増加し、前期に比べ増収となりました。その他フッ化物につきまし

ては、四フッ化ケイ素は、販売数量の増加により、前期に比べ増収となりました。また、電池

材料の六フッ化リン酸リチウムおよび電池の添加剤のフルオロエチレンカーボネートは、積極

的な営業活動とリチウムイオン２次電池の需要に支えられ販売数量が増加し、前期に比べ増収

となりました。 

以上の結果、精密化学品事業部門の売上高は、254 億 60 百万円となり、前期に比べ 16 億 36

百万円、6.0%の減少となりました。営業利益は、8 億 41 百万円となり、前期に比べ 8 億 74 百

万円、51.0%の減少となりました。 

③化学設備関連事業部門 

化学設備プラント建設は、請負工事の減少により、前期に比べ減収となりました。 

以上の結果、化学設備関連事業部門の売上高は、18億 04百万円と前期に比べ7億 21百万円、

28.6%の減少となりました。営業損益につきましては、営業損失 22 百万円となりました（前期

は営業利益 3億 53 百万円）。 

④その他事業部門 

一般産業用プラント建設は、請負工事の減少により、前期に比べ減収となりました。 

以上の結果、その他事業部門の売上高は、5億 59 百万円と前期に比べ 1億 66 百万円、23.0%

の減少となりました。営業損益につきましては、営業損失 48 百万円となりました（前期は営業

利益 35 百万円）。 

 (3)次期（平成23年3月期）の見通し 

今後の見通しにつきましては、わが国経済は、アジア向け輸出の増加等回復の動きも予想さ

れるものの、設備投資の抑制、デフレ懸念等景気の不透明感は依然として強く、経営環境は厳

しい状況が続くものと思われます。 

このようななか、当社グループは、平成22年度より、新中期経営計画「チェンジスタート2010」

をスタートさせました。この計画に従い、当社グループは、環境変化に適応できる「創造的開

発型企業」を目指し、既存事業について徹底したコストダウンを追求するとともに、今後成長

が期待される電池材料事業の積極的拡大と原材料調達・製品販売等のグローバル化を推進して

いきます。 

連結決算の通期業績見通しにつきましては、半導体・液晶向けの需要回復や電池材料の堅調

な需要により販売は増加すると見込まれるため、売上高は415億円と平成22年3月期を上回ると

予想しております。経常利益も35億円と平成22年3月期を上回ると予想しております。 

２．財政状態に関する分析 

(1) 当期のキャッシュ・フローの状況 

当期末における現金及び現金同等物の残高は、前期末に比べ26億05百万円増加し、80億69百

万円となりました。 
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①営業活動によるキャッシュ・フロー 

売上債権が増加したこと等により、前期に比べ収入が 7億 54 百万円減少し、キャッシュ・フ
ローは 59 億 65 百万円となりました。 

②投資活動によるキャッシュ・フロー 

設備投資による支出が減少したこと等により、前期に比べ支出が 34 億 54 百万円減少し、キ
ャッシュ・フローは△32 億 97 百万円となりました。 

③財務活動によるキャッシュ・フロー 

財務活動のキャッシュ・フローは△1億 32 百万円となりました。これは主に借入金の返済等
によるものです。 

(キャッシュ・フロー指標) 

（注）自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

ｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

※いずれも連結ベースの財務数値により計算しています。 

※株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しています。 

※キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しています。 

※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すべての負債を対象とし

ています。 

(2)次期（平成 23 年 3 月期）の見通し 

次期のキャッシュ・フローの見通しにつきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは、

収益が改善することにより、平成 22 年 3 月期と比べ収入が増加すると見込んでおります。投資

活動によるキャッシュ・フローは、設備投資抑制の継続により前期並みとなる見込みです。財

務活動によるキャッシュ・フローは、平成 22 年 3 月期と比べ減少すると見込んでおります。 

３．利益配分に関する基本方針および当期・次期の配当 

剰余金の配当等の決定につきましては、株主の皆様への適正な利益還元を第一義と考え、業

績の推移も勘案しながら、中長期的な事業計画に基づき、収益の向上に不可欠な設備投資資金

の確保と財務体質の強化を図りつつ、安定した配当を継続することを基本方針としております。 

当期の期末配当につきましては、上記の方針に従い、平成22年5月27日の取締役会にて、１株

につき３円とさせていただく予定です。すでにお支払いしております中間配当３円を加えた１

株当たりの年間配当金は、６円となります。 

また、次期（平成23年3月期）の年間配当金については、今期（平成22年3月期）同様、６円

を予定しております。 

４．事業等のリスク 

当社グループの経営成績および財務状況等に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以

下のようなものがあります。 

  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 29.8% 30.2% 31.1% 29.5% 31.8%

時価ベースの自己資本比率 93.3% 69.4% 53.8% 31.0% 75.0%

ｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ対有利子負

債比率 
4.2 3.3 3.1 4.0 4.6 

ｲﾝﾀﾚｽﾄ･ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ･ﾚｼｵ 16.2 20.1 19.0 13.8 11.6 
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なお、ここに記載した事項は、現時点において、当社がリスクとして判断したものですが、

当社グループに係わる全てのリスクを網羅したものではありません。 

(1)特定の製品への高い依存度 

当社グループの収入の約５割は、半導体・液晶用フッ素系製品群の売上となっており、半導

体・液晶業界の動向が、業績に影響を与える可能性があります。 

(2)原燃料価格の変動 

当社グループは、原材料として、無水フッ酸、工業塩、エチレン、重油等を購入しておりま

す。また、製造にあたっては相当量の電力を使用いたします。効率的な資材購入と製品価格へ

の転嫁を図っておりますが、原燃料価格の変動が、業績に影響を与える可能性があります。 

(3)事故災害 

当社グループは、安全には万全を期しておりますが、万一、当社工場にて大規模事故災害が

発生した場合には、社会的信用の失墜、補償などの費用の発生、生産活動停止に伴う機会損失

等により、業績に影響を与える可能性があります。 

(4)環境問題 

当社グループは、化学物質を取り扱う企業として環境対策に万全を期しておりますが、万一、

有害物質が社外に流出した場合には、社会的信用の失墜、補償などの費用の発生、生産活動停

止に伴う機会損失等により、業績に影響を与える可能性があります。 

(5)知的財産権の保護 

当社グループは、事業の優位性確保のため、新規開発技術の特許保護を重視する戦略をとっ

ておりますが、開発した技術やノウハウの外部への流失や、知的財産権についての係争により、

業績に影響を与える可能性があります。 

２．企業集団の状況 

最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）｣および

「関係会社の状況」から重要な変更がないため開示を省略します。 

３．経営方針 

１．経営の基本方針 

当社グループは、「会社の永遠の発展を追求し、適正な利益を確保することにより、株主、ユ

ーザー、従業員とともに繁栄する企業を目指して豊かな社会づくりに貢献する。」を経営の理念

としております。これを実現するために、当社独自の技術と心のこもったサービスでユーザー

の期待に応え、誠意・創造性・迅速な対応・自然との調和をモットーに、信頼される企業を築

き上げるべく全社をあげて事業の発展に取り組んでまいります。 

２．中長期的な会社の経営戦略と対処すべき課題 

当社グループは、平成22年度より、新中期経営計画「チェンジスタート２０１０」をスター

トさせます。本計画においては、この３年間を、社会の変化に機敏に対応し、成長・発展し続
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ける会社を創り上げていくことを基本に、「環境変化に適応できる創造的開発型企業」を目指

し、成長戦略の実現と新規製品の早期創出、既存事業の収益力強化に注力してまいります。な

お、サブタイトルである「チェンジスタート２０１０」は、各人が改善意識を持って様々な「チ

ェンジ」を行い、企業目標の実現を一致団結して行うという意味を込めたものであります。 

(１)中期経営計画「企業目標」 

①成長戦略 

当社独自の技術開発力を生かした精密化学品事業を成長の牽引役と位置付け、電池材料事業

の拡大、グローバル展開の推進、環境対応型ガスの拡販の３項目を重点成長課題として積極的

に経営資源の投入を行い、マーケットの成長に合わせた能力増強や開発及び拡販を図る。 

② 新規製品の早期創出 

戦略的な研究テーマの選択と集中、開発・上市のスピードアップ、将来を見据えた研究開発

体制の構築を目的とした組織の再編を実施し、当社の強みを生かした技術で、電池材料分野、

半導体・太陽エネルギー分野、有機ファイン分野、無機ファイン分野において、新規製品の研

究・開発を推進する。 

③ 既存事業の収益力強化 

基礎化学品事業、鉄系事業、フッ素系ガス事業それぞれに、徹底的なコストダウンの継続と

需要に対応した供給体制を構築し、収益の確保を目指す。 

④ 企業文化の確立 

事業を推進する上で、ＣＳＲ（企業の社会的責任）を意識した経営理念と行動指針をベース

に、経営体質の強化、企業文化を確立し、社会から信頼され誇りを持って働くことが出来る企

業づくりを目指す。 

⑤ 財務体質の改善 

事業の成長戦略と財務のバランスを取った効率的な経営資源の配分を実施し、財務体質の改

善を図る。 

(２)中期経営計画「数値目標（平成 24 年度）」 

  売上高  ： (単体) 450億円、 (連結) 500億円 

  営業利益 ： (単体) 60億円、  (連結) 65億円 

  ＲＯＡ  ： (単体) 10％  

※ＲＯＡ：総資産利益率、営業利益を総資産で除した数値。 
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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 5,648 6,557 

受取手形及び売掛金 7,517 11,196 

有価証券 － 2,000 

商品及び製品 3,342 1,894 

仕掛品 3,191 2,111 

原材料及び貯蔵品 1,833 1,326 

繰延税金資産 733 432 

未収還付法人税等 424 － 

その他 1,116 787 

貸倒引当金 △26 △16 

流動資産合計 23,780 26,290 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 6,965 7,190 

機械装置及び運搬具（純額） 10,576 9,310 

工具、器具及び備品（純額） 3,023 － 

土地 2,368 2,368 

リース資産（純額） 242 207 

建設仮勘定 2,642 718 

その他（純額） － 2,662 

有形固定資産合計 25,819 22,458 

無形固定資産   

リース資産 217 163 

その他 426 349 

無形固定資産合計 643 512 

投資その他の資産   

投資有価証券 3,980 4,855 

繰延税金資産 1,736 1,436 

その他 489 435 

貸倒引当金 △12 △12 

投資その他の資産合計 6,193 6,714 

固定資産合計 32,657 29,686 

資産合計 56,437 55,976 
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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 6,437 5,291 

短期借入金 9,242 8,467 

1年内返済予定の長期借入金 4,616 4,417 

リース債務 130 128 

未払法人税等 248 257 

役員賞与引当金 24 2 

その他 2,918 2,225 

流動負債合計 23,618 20,791 

固定負債   

長期借入金 12,507 13,688 

リース債務 292 211 

退職給付引当金 1,962 2,017 

役員退職慰労引当金 108 82 

その他 725 723 

固定負債合計 15,596 16,724 

負債合計 39,215 37,516 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,877 2,877 

資本剰余金 1,614 1,614 

利益剰余金 12,550 13,090 

自己株式 △6 △6 

株主資本合計 17,035 17,575 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 100 609 

繰延ヘッジ損益 － － 

為替換算調整勘定 △479 △384 

評価・換算差額等合計 △378 225 

少数株主持分 564 659 

純資産合計 17,222 18,460 

負債純資産合計 56,437 55,976 
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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 40,058 38,006 

売上原価 31,540 30,076 

売上総利益 8,518 7,930 

販売費及び一般管理費 6,550 6,222 

営業利益 1,967 1,708 

営業外収益   

受取利息 13 16 

受取配当金 116 71 

保険返戻金 － 100 

産業廃棄物処理代 55 40 

雑収入 161 250 

営業外収益合計 346 479 

営業外費用   

支払利息 488 515 

為替差損 154 72 

雑損失 224 54 

営業外費用合計 868 642 

経常利益 1,446 1,544 

特別損失   

固定資産除却損 268 88 

投資有価証券評価損 435 － 

特別損失合計 703 88 

税金等調整前当期純利益 742 1,456 

法人税、住民税及び事業税 702 309 

法人税等調整額 △346 230 

法人税等合計 355 539 

少数株主利益 212 88 

当期純利益 174 827 
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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 2,877 2,877 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 2,877 2,877 

資本剰余金   

前期末残高 1,614 1,614 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 1,614 1,614 

利益剰余金   

前期末残高 12,836 12,550 

当期変動額   

剰余金の配当 △460 △287 

当期純利益 174 827 

当期変動額合計 △285 540 

当期末残高 12,550 13,090 

自己株式   

前期末残高 △6 △6 

当期変動額   

自己株式の取得 △0 △0 

当期変動額合計 △0 △0 

当期末残高 △6 △6 

株主資本合計   

前期末残高 17,321 17,035 

当期変動額   

剰余金の配当 △460 △287 

当期純利益 174 827 

自己株式の取得 △0 △0 

当期変動額合計 △286 539 

当期末残高 17,035 17,575 
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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 858 100 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △757 508 

当期変動額合計 △757 508 

当期末残高 100 609 

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 0 － 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △0 － 

当期変動額合計 △0 － 

当期末残高 － － 

為替換算調整勘定   

前期末残高 72 △479 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △551 94 

当期変動額合計 △551 94 

当期末残高 △479 △384 

評価・換算差額等合計   

前期末残高 930 △378 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,308 603 

当期変動額合計 △1,308 603 

当期末残高 △378 225 

少数株主持分   

前期末残高 434 564 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 129 94 

当期変動額合計 129 94 

当期末残高 564 659 

純資産合計   

前期末残高 18,687 17,222 

当期変動額   

剰余金の配当 △460 △287 

当期純利益 174 827 

自己株式の取得 △0 △0 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,178 698 

当期変動額合計 △1,464 1,238 

当期末残高 17,222 18,460 
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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 742 1,456 

減価償却費 5,943 5,622 

保険返戻金 － △100 

支払利息 488 515 

固定資産除却損 268 88 

売上債権の増減額（△は増加） 4,372 △3,632 

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,513 3,099 

仕入債務の増減額（△は減少） △332 △1,241 

その他の流動資産の増減額（△は増加） △758 334 

その他の流動負債の増減額（△は減少） △51 28 

その他 381 34 

小計 8,541 6,205 

利息の支払額 △481 △507 

保険金の受取額 － 100 

法人税等の還付額 － 424 

法人税等の支払額 △1,470 △346 

その他 129 88 

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,719 5,965 

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 － △499 

有価証券の売却及び償還による収入 － 500 

有形固定資産の取得による支出 △6,401 △2,935 

投資有価証券の取得による支出 △109 － 

その他 △241 △362 

投資活動によるキャッシュ・フロー △6,752 △3,297 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 1,039 △774 

長期借入れによる収入 3,600 5,620 

長期借入金の返済による支出 △3,836 △4,636 

配当金の支払額 △460 △290 

少数株主への配当金の支払額 △14 △18 

その他 71 △32 

財務活動によるキャッシュ・フロー 398 △132 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △401 71 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △35 2,605 

現金及び現金同等物の期首残高 5,498 5,463 

現金及び現金同等物の期末残高 5,463 8,069 
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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 連結の範囲に関する事項 

(1) 連結子会社の数  ５社 (1) 連結子会社の数  ５社 

連結子会社の名称 

関電興産㈱ 

㈱上備製作所  

森下弁柄工業㈱ 

関東電化KOREA㈱ 

台灣關東電化股份有限公司 

連結子会社の名称 

関電興産㈱ 

㈱上備製作所  

森下弁柄工業㈱ 

関東電化KOREA㈱ 

台灣關東電化股份有限公司 

(2) 非連結子会社名 (2) 非連結子会社名 

関東電化産業㈱ 

㈱群馬鉄工所 

カンデン水島産業㈱ 

カンデン渋川産業㈱ 

関東電化産業㈱ 

㈱群馬鉄工所 

カンデン水島産業㈱ 

カンデン渋川産業㈱ 

連結の範囲から除いた理由 連結の範囲から除いた理由 

非連結子会社は、いずれも小規模会社であり、合計

の総資産、売上高、当期純損益(持分に見合う額)及

び利益剰余金(持分に見合う額)等は、いずれも連結

財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためであり

ます。 

同左 

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 

持分法適用の非連結子会社はありません。 

また、関連会社はありません。 

同左 

持分法を適用しない非連結子会社 持分法を適用しない非連結子会社 

関東電化産業㈱ 

㈱群馬鉄工所 

カンデン水島産業㈱ 

カンデン渋川産業㈱ 

関東電化産業㈱ 

㈱群馬鉄工所 

カンデン水島産業㈱ 

カンデン渋川産業㈱ 

持分法を適用しない理由 持分法を適用しない理由 

持分法を適用しない非連結子会社は、それぞれ連結純

損益及び利益剰余金等に及ぼす影響が軽微であり、か

つ全体としても重要性がないため、持分法の適用から

除外しております。 

同左 

３ 連結子会社の事業年度に関する事項 ３ 連結子会社の事業年度に関する事項 

関東電化KOREA㈱及び台灣關東電化股份有限公司の決

算日は12月31日であります。連結財務諸表を作成する

にあたっては同日現在の財務諸表を使用し、連結決算

日との間に生じた重要な取引については、連結上必要

な調整を行っております。 

同左 

関東電化工業㈱(4047)平成22年3月期決算短信

14



  

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 会計処理基準に関する事項 

(1) 重要な資産の評価基準および評価方法 

① 有価証券 

４ 会計処理基準に関する事項 

(1) 重要な資産の評価基準および評価方法 

① 有価証券 

  ――――――――――――――― 

  

  

その他有価証券 

時価のあるもの 

連結決算日の市場価格等に基づく時価法を採

用しております。 

(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してお

ります。) 

満期保有目的の債券  

償却原価法（定額法）を採用しております。 

  

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を採用しておりま

す。 

時価のないもの 

同左 

② たな卸資産 ② たな卸資産 

商品及び製品・仕掛品・原材料及び貯蔵品 

主として月別移動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)を採用しておりま

す。 

商品及び製品・仕掛品・原材料及び貯蔵品 

主として月別移動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)を採用しておりま

す。 

(会計方針の変更) 

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）を採用しております。 

これにより、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は、それぞれ768

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) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 

有形固定資産（リース資産を除く） 

主として定額法を採用しております。 

ただし、精密化学品事業部門の「機械装置」は定

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 

有形固定資産（リース資産を除く） 

同左   

無形固定資産（リース資産を除く） 

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）に基づいておりま

す。 

無形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

リース資産 

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリー

ス資産 

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同

一の方法を採用しております。 

リース資産 

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリー

ス資産 

同左  

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。 

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

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 

貸倒引当金 

売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、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。 

貸倒引当金 

同左 

役員賞与引当金 

当社及び連結子会社は役員賞与の支出に備えて、

当連結会計年度における支給見込額に基づき計上

しております。 

役員賞与引当金 

同左 

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

基づいて、計上しております。 

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(15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より費用処理することと

しております。 

退職給付引当金 

同左 

  

  

  

  

  

  

  

（会計方針の変更） 

当連結会計年度より 「「退職給付に係る会計基

準」の一部改正（その３）」 （企業会計基準第

19号 平成20年7月31日） を適用しております。 

本会計基準の適用に伴い発生する退職給付債務の

差額はありません。 

役員退職慰労引当金 役員退職慰労引当金 

連結子会社の役員の退職慰労金の支出に備えるた

め、内規に基づく基準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） 

(4) 連結財務諸表の作成の基礎となった連結会社の財務

諸表の作成に当たって採用した重要な外貨建の資産

又は負債の本邦通貨への換算の基準 

(4) 連結財務諸表の作成の基礎となった連結会社の財務

諸表の作成に当たって採用した重要な外貨建の資産

又は負債の本邦通貨への換算の基準 

在外子会社等の資産及び負債は、在外子会社の決

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、換算

差額は純資産の部における為替換算調整勘定及び

少数株主持分に含めて計上しております。 

同左 

(5) 重要なヘッジ会計の方法 (5) 重要なヘッジ会計の方法 

ヘッジ会計の方法 

金利スワップについては特例処理の要件を充たして

いる場合には特例処理を採用しております。 

また、為替予約が付されている外貨建売上債権につ

いては、振当処理を行っております。   

ヘッジ会計の方法 

同左   

ヘッジ手段とヘッジ対象 

当連結会計年度にヘッジ会計を適用したヘッジ手段

とヘッジ対象は以下のとおりであります。 

ヘッジ手段：金利スワップ、為替予約 

ヘッジ対象：借入金の利息、外貨建売上債権 

ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

ヘッジ方針 

主に、金利変動リスク及び為替変動リスクへの対応

手段として、権限規程に基づき、金利変動リスク及

び為替変動リスクをヘッジしております。 

ヘッジ方針 

同左 

ヘッジ有効性評価の方法 

金利スワップについてはヘッジ手段とヘッジ対象の

重要な条件が同一であり、かつ、ヘッジ開始時及び

その後も継続してキャッシュ・フロー変動を完全に

相殺するものと想定することができるため、また為

替予約は外貨建取引ごとに個々に為替予約を付して

いるため、ヘッジ有効性の判定は省略しておりま

す。 

ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

     ――――――――――――――― (6) 完成工事高及び完成工事原価の計上基準 

  当連結会計年度末までの進捗部分について成果の

確実性が認められる工事 

 工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比 

  例法） 

その他の工事 

 工事完成基準 

（会計方針の変更） 

請負工事に係る収益の計上基準については、従

来、工事完成基準を適用しておりましたが、「工

事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 

平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計

基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 

平成19年12月27日）を適用し、当連結会計事業年

度に着手した工事契約から、進捗部分について成

果の確実性が認められる工事については工事進行

基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、

その他の工事については工事完成基準を適用して

おります。 

これによる損益に与える影響はありません。 
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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) 消費税等の会計処理 (7) 消費税等の会計処理 

税抜き方式を採用しております。      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については、全面時

価評価法を採用しております。 

同左 

６ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 ６ 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、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ヶ月以内

に償還期限の到来する短期投資からなっております。 

同左 

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） 

１ 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。 

これによる損益に与える影響はありません。 

       ――――――――――――――― 

２ リース取引に関する会計基準 

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。 

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。 

これによる損益に与える影響はありません。 

       ――――――――――――――― 
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表示方法の変更

前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

 （連結貸借対照表）  （連結貸借対照表） 

 （1）「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2,298百万円、2,356百万円、1,754

百万円であります。  

  前連結会計年度まで区分掲記しておりました「工具、

器具及び備品」（当連結会計年度末は2,662百万円）

は、その金額が資産総額の100分の５以下となったた

め、「その他」に含めております。  

  （2）所有権移転ファイナンス・リース取引に関するリ

ース資産及びリース債務は、前連結会計年度において

有形固定資産「工具、器具及び備品」(前連結会計年

度末 159百万円)、無形固定資産（前連結会計年度末 

162百万円）、流動負債「その他」(前連結会計年度末 

125百万円)及び固定負債「その他」(前連結会計年度

末 167百万円)に含めて表示しておりましたが、「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」に記載の通り、当連結会計年度よりリース取引に

関する会計基準を適用したことに伴い、当連結会計年

度より有形固定資産及び無形固定資産の「リース資

産」、流動負債及び固定負債の「リース債務」に含め

て表示することといたしました。 

   

  （3）前連結会計年度まで区分掲記しておりました「繰

延税金負債」（当連結会計年度末は10百万円）は、金

額的重要性が乏しいため「その他」に含めておりま

す。  

    

 （連結キャッシュ・フロー計算書） 

         ――――――――――――――― 

 （連結キャッシュ・フロー計算書） 

前連結会計年度まで区分掲記しておりました「投資

有価証券の取得による支出」（当連結会計年度末は

９百万円）は、金額的重要性が乏しいため「その

他」に含めております。 

関東電化工業㈱(4047)平成22年3月期決算短信

19



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 

当社グループの採用する利益センターによって区分しております。 

２ 事業区分の主要製品 

基礎化学品事業……か性ソーダ、塩酸などの無機製品、トリクロールエチレン、シクロヘキサンなどの有

機製品 

精密化学品事業……三フッ化窒素などのフッ素系製品ならびにキャリヤーなどの鉄系化学関連製品 

化学設備関連事業…化学工業用設備の製作  

その他事業…………一般産業用設備の製作等 

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、当連結会計年度3,548百万円であり、その主な

ものは、親会社での余資運用資金(預金及び有価証券)及び長期投資資金(その他の投資等)に係る資産であり

ます。 

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」４．(1)に記載のとおり、当連結会計年度より、「棚

卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年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、営業利益は「精密化学品事業」で646百万円減少し、

営業損失は「基礎化学品事業」で121百万円増加しております。 

５ 事業区分の変更 

 従来、化学工業用設備の製作事業は「その他事業」に含めて表示しておりましたが、当該事業区分の全セ

グメントに占める割合が高くなったため、当連結会計年度より「化学設備関連事業」として区分表示するこ

とに変更いたしました。 

 この結果、従来の方法に比較して当連結会計年度のその他事業の売上高は、4,418百万円（うち外部顧客

に対する売上高は2,525百万円）減少し、営業利益は353百万円減少しております。 

  

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

  
基礎化学
品事業 
(百万円) 

精密化学
品事業 
(百万円) 

化学設備
関連事業 
(百万円) 

その他事業 
(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 
 9,710  27,096  2,525  726  40,058  ―  40,058

(2) セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 ―  ―  1,892  204  2,097  (2,097)  ―

計  9,710  27,096  4,418  930  42,155  (2,097)  40,058

営業費用  9,856  25,380  4,064  894  40,195  (2,105)  38,090

営業利益 

(又は営業損失△) 
 △145  1,715  353  35  1,959  7  1,967

Ⅱ 資産、減価償却費、減

損損失及び資本的支出 
              

資産  8,468  41,546  2,758  558  53,332  3,104  56,437

減価償却費  364  5,746  57  7  6,175  (231)  5,943

資本的支出  450  6,680  68  11  7,210  (227)  6,983
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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 

当社グループの採用する利益センターによって区分しております。 

２ 事業区分の主要製品 

基礎化学品事業……か性ソーダ、塩酸などの無機製品、トリクロールエチレン、シクロヘキサンなどの有

機製品 

精密化学品事業……三フッ化窒素などのフッ素系製品ならびにキャリヤーなどの鉄系化学関連製品 

化学設備関連事業…化学工業用設備の製作  

その他事業…………一般産業用設備の製作等 

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、当連結会計年度5,155百万円であり、その主な

ものは、親会社での余資運用資金(預金及び有価証券)及び長期投資資金(その他の投資等)に係る資産であり

ます。 

  

  

  
基礎化学
品事業 
(百万円) 

精密化学
品事業 
(百万円) 

化学設備
関連事業 
(百万円) 

その他事業 
(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 
 10,183  25,460  1,804      559  38,006  ―  38,006

(2) セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 ―  ―  792  170  962  (962)  ―

計  10,183  25,460  2,596  729  38,969  (962)  38,006

営業費用  9,448  24,619  2,618  778  37,464  (1,165)  36,298

営業利益 

(又は営業損失△) 
 734  841  △22  △48  1,504  203  1,708

Ⅱ 資産、減価償却費、減

損損失及び資本的支出 
              

資産  7,955  39,969  2,584  689  51,200  4,776  55,976

減価償却費  388  5,405  50  12  5,856  (234)  5,622

資本的支出  222  1,991  9  2  2,226  (35)  2,191
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前連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

 （注）１ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

    ２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

 アジア………韓国、台湾 

     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、当連結会計年度3,548百万円であり、その主な 

ものは、親会社での余資運用資金（預金及び有価証券）及び長期投資資金（その他の投資等）に係る資産 

であります。 

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」４．(1)に記載のとおり、当連結会計年度より、「棚

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

この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当連結会計年度の営業利益が「日本」で768百万円、

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 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

    ２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

 アジア………韓国、台湾 

     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、当連結会計年度5,155百万円であり、その主な 

ものは、親会社での余資運用資金（預金及び有価証券）及び長期投資資金（その他の投資等）に係る資産 

であります。 

  

ｂ．所在地別セグメント情報

  
日本 

（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  29,710  10,347  40,058  ―  40,058

(2）セグメント間の内部売上高又は

振替高 
 8,420  165  8,585  (8,585)  ―

計  38,131  10,512  48,644  (8,585)  40,058

営業費用  37,020  9,702  46,722  (8,631)  38,090

営業利益  1,111  810  1,921  45  1,967

Ⅱ 資産  50,795  3,310  54,105  2,332  56,437

  
日本 

（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  31,220  6,786  38,006  ―  38,006

(2）セグメント間の内部売上高又は

振替高 
 6,226  52  6,279  (6,279)  ―

計  37,447  6,838  44,286  (6,279)  38,006

営業費用  36,100  6,640  42,740  (6,441)  36,298

営業利益  1,347  198  1,545  162  1,708

Ⅱ 資産  49,711  2,956  52,667  3,308  55,976
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前連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

 （注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

(1) アジア：韓国、台湾、中国 

(2) 欧米：米国、スペイン、フランス、ベルギー 

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

当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

 （注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 各区分に属する主な国又は地域 

(1) アジア：韓国、台湾、中国 

(2) 欧米：米国、スペイン、ベルギー 

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

該当事項はありません。 

   

 リース取引関係、関連当事者との取引、金融商品関係、税効果会計関係、有価証券関係、デリバティブ取引関

係、退職給付関係に関する注記につきましては、決算短信における開示の重要性等が大きくないと考えられるた

め開示を省略いたします。 

ｃ．海外売上高

  アジア 欧米 計 

海外売上高(百万円)  15,354  1,639  16,993

連結売上高(百万円)  ―  ―  40,058

連結売上高に占める 

海外売上高の割合(％) 
 38.3  4.1  42.4

  アジア 欧米 計 

海外売上高(百万円)  13,006  1,156  14,163

連結売上高(百万円)  ―  ―  38,006

連結売上高に占める 

海外売上高の割合(％) 
 34.2  3.0  37.3

（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 銭 289 53

１株当たり当期純利益        3円03銭 

１株当たり純資産額 円 銭 309 41

１株当たり当期純利益 円 銭 14 39

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

１株当たり当期純利益の算定上の基礎 １株当たり当期純利益の算定上の基礎 

連結損益計算書上の当期純利益 連結損益計算書上の当期純利益 

  174百万円   827百万円 

普通株式に係る当期純利益 普通株式に係る当期純利益 

  174百万円   827百万円 

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 

  ―――――――――――――――   ――――――――――――――― 

普通株式の期中平均株式数 普通株式の期中平均株式数 

  57,532,696株   57,531,927株 

（重要な後発事象）

（開示の省略）
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５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：百万円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,304 3,086 

受取手形 666 1,954 

売掛金 5,406 8,642 

有価証券 － 2,000 

商品及び製品 2,217 1,173 

仕掛品 2,223 1,699 

原材料及び貯蔵品 1,820 1,276 

前払費用 91 81 

繰延税金資産 504 319 

未収還付法人税等 424 － 

その他 778 423 

貸倒引当金 △7 △10 

流動資産合計 17,430 20,647 

固定資産   

有形固定資産   

建物 8,167 8,693 

減価償却累計額 △2,809 △3,070 

建物（純額） 5,358 5,622 

構築物 3,958 4,039 

減価償却累計額 △2,496 △2,613 

構築物（純額） 1,462 1,426 

機械及び装置 48,376 50,995 

減価償却累計額 △37,458 △41,516 

機械及び装置（純額） 10,918 9,478 

車両運搬具 146 142 

減価償却累計額 △114 △119 

車両運搬具（純額） 32 22 

工具、器具及び備品 6,994 7,252 

減価償却累計額 △3,979 △4,598 

工具、器具及び備品（純額） 3,014 2,654 

土地 2,147 2,147 

リース資産 367 403 

減価償却累計額 △128 △200 

リース資産（純額） 239 203 

建設仮勘定 2,618 732 

有形固定資産合計 25,792 22,288 

無形固定資産   

ソフトウエア 405 329 
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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) 

リース資産 217 163 

その他 5 5 

無形固定資産合計 628 498 

投資その他の資産   

投資有価証券 3,531 4,349 

関係会社株式 259 259 

従業員長期貸付金 17 13 

長期前払費用 64 35 

繰延税金資産 1,562 1,378 

その他 273 236 

貸倒引当金 △10 △11 

投資その他の資産合計 5,698 6,261 

固定資産合計 32,119 29,048 

資産合計 49,550 49,695 

負債の部   

流動負債   

支払手形 1,178 1,036 

買掛金 2,047 2,695 

短期借入金 8,262 7,262 

1年内返済予定の長期借入金 4,549 4,349 

リース債務 129 127 

未払金 623 928 

未払費用 729 725 

未払法人税等 － 185 

預り金 47 47 

設備関係支払手形 1,963 560 

流動負債合計 19,530 17,917 

固定負債   

長期借入金 12,370 13,521 

リース債務 290 208 

退職給付引当金 1,868 1,920 

その他 335 238 

固定負債合計 14,864 15,889 

負債合計 34,394 33,806 
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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 2,877 2,877 

資本剰余金   

資本準備金 1,524 1,524 

資本剰余金合計 1,524 1,524 

利益剰余金   

利益準備金 436 436 

その他利益剰余金   

配当準備金 371 371 

別途積立金 4,608 4,608 

繰越利益剰余金 5,273 5,513 

利益剰余金合計 10,689 10,929 

自己株式 △6 △6 

株主資本合計 15,084 15,324 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 71 564 

繰延ヘッジ損益 － － 

評価・換算差額等合計 71 564 

純資産合計 15,155 15,888 

負債純資産合計 49,550 49,695 
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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 33,078 33,360 

売上原価   

製品期首たな卸高 1,729 2,217 

当期製品製造原価 25,682 24,638 

当期商品仕入高 1,878 1,434 

合計 29,290 28,291 

他勘定振替高 41 147 

製品期末たな卸高 2,217 1,173 

売上原価合計 27,030 26,970 

売上総利益 6,048 6,389 

販売費及び一般管理費 5,538 5,367 

営業利益 509 1,022 

営業外収益   

受取利息 4 2 

受取配当金 177 128 

試作品等売却代 － 73 

産業廃棄物処理代 55 40 

固定資産賃貸料 38 47 

雑収入 104 74 

営業外収益合計 379 367 

営業外費用   

支払利息 468 489 

為替差損 － 77 

雑損失 222 34 

営業外費用合計 690 601 

経常利益 198 787 

特別損失   

固定資産除却損 265 88 

投資有価証券評価損 409 － 

特別損失合計 675 88 

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △476 699 

法人税、住民税及び事業税 277 137 

法人税等調整額 △437 34 

法人税等合計 △160 171 

当期純利益又は当期純損失（△） △316 528 
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    原価計算の方法は工程別総合原価計算法を採用しております。 

製造原価明細書

    
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） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

金額（百万円） 
構成比 
（％） 

Ⅰ 原材料費    12,470  47.3  11,155  46.3

Ⅱ 労務費    3,655  13.9  3,550  14.7

Ⅲ 経費    10,234  38.8  9,408  39.0

(減価償却費)    (5,553)    (5,124)   

(その他)    (4,680)    (4,283)   

当期総製造費用    26,360  100.0  24,114  100.0

期首仕掛品たな卸高    1,545    2,223   

合計    27,905    26,337   

期末仕掛品たな卸高    2,223    1,699   

当期製品製造原価    25,682    24,638   
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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 2,877 2,877 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 2,877 2,877 

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 1,524 1,524 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 1,524 1,524 

資本剰余金合計   

前期末残高 1,524 1,524 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 1,524 1,524 

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 436 436 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 436 436 

その他利益剰余金   

配当準備金   

前期末残高 371 371 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 371 371 

別途積立金   

前期末残高 4,608 4,608 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 4,608 4,608 

繰越利益剰余金   

前期末残高 6,050 5,273 

当期変動額   

剰余金の配当 △460 △287 

当期純利益又は当期純損失（△） △316 528 

当期変動額合計 △776 240 
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当期末残高 5,273 5,513 

利益剰余金合計   

前期末残高 11,465 10,689 

当期変動額   

剰余金の配当 △460 △287 

当期純利益又は当期純損失（△） △316 528 

当期変動額合計 △776 240 

当期末残高 10,689 10,929 

自己株式   

前期末残高 △6 △6 

当期変動額   

自己株式の取得 △0 △0 

当期変動額合計 △0 △0 

当期末残高 △6 △6 

株主資本合計   

前期末残高 15,861 15,084 

当期変動額   

剰余金の配当 △460 △287 

当期純利益又は当期純損失（△） △316 528 

自己株式の取得 △0 △0 

当期変動額合計 △777 240 

当期末残高 15,084 15,324 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 813 71 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △741 493 

当期変動額合計 △741 493 

当期末残高 71 564 

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 0 － 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △0 － 

当期変動額合計 △0 － 

当期末残高 － － 

評価・換算差額等合計   

前期末残高 813 71 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △741 493 

当期変動額合計 △741 493 
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当期末残高 71 564 

純資産合計   

前期末残高 16,674 15,155 

当期変動額   

剰余金の配当 △460 △287 

当期純利益又は当期純損失（△） △316 528 

自己株式の取得 △0 △0 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △741 493 

当期変動額合計 △1,518 733 

当期末残高 15,155 15,888 
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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および評価方法 

  ――――――――――――――― 

  
  
子会社株式及び関連会社株式 

移動平均法による原価法を採用しております。 

１ 有価証券の評価基準および評価方法 

満期保有目的の債券  

償却原価法（定額法）を採用しております。 
  

子会社株式及び関連会社株式 

同左 

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を採用し 

ております。 

 (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して 

おります。)  

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を採用しております。 

時価のないもの 

同左 

２ たな卸資産の評価基準および評価方法 

商品及び製品・仕掛品・原材料及び貯蔵品 

月別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)を採用しております。 

２ たな卸資産の評価基準および評価方法 

商品及び製品・仕掛品・原材料及び貯蔵品 

月別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)を採用しております。 

（会計方針の変更） 

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）を

適用しております。 

これにより、営業利益及び経常利益はそれぞれ768百

万円減少しており、税引前当期純損失は同額増加して

おります。 

  

３ 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） 

定額法を採用しております。 

ただし、精密化学品事業部門の「機械及び装置」

は定率法を採用しております。  

３ 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） 

同左 

無形固定資産（リース資産を除く） 

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）に基づいております。 

無形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

リース資産 

 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリー

ス資産 

 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と

同一の方法を採用しております。 

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 

 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。 

リース資産 

 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリー

ス資産 

 同左 

  

 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 
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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 引当金の計上基準 

貸倒引当金 

売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、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、回収不能見込み額を計上しております。 

４ 引当金の計上基準 

貸倒引当金 

同左 

役員賞与引当金 

 役員に対する賞与の支給に備えるため、賞与支 

 給見込額の当期負担額を計上しております。 

 なお、当事業年度は賞与の支給見込額が零である

ため、計上しておりません。 

役員賞与引当金 

 同左 

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および年金資産の見込額に基

づいて計上しております。 

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

（15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より費用処理することとして

おります。 

退職給付引当金 

 同左 

  

  

  

（会計方針の変更） 

当事業年度より「「退職給付に係る会計基準」の一

部改正（その３）」（企業会計基準第19号 平成20

年７月31日）を適用しております。 

本会計基準の適用に伴い発生する退職給付債務の差

額はありません。 

５ ヘッジ会計の方法  

ヘッジ会計の方法 

金利スワップについては特例処理の要件を充たし

ている場合には特例処理を採用しております。ま

た、為替予約が付されている外貨建売上債権につ

いては、振当処理を行っております。  

５ ヘッジ会計の方法  

ヘッジ会計の方法 

同左  

ヘッジ手段とヘッジ対象 

当事業年度にヘッジ会計を適用したヘッジ手段と

ヘッジ対象は以下のとおりであります。 

  ヘッジ手段：金利スワップ、為替予約 

 ヘッジ対象：借入金の利息、外貨建売上債権 

ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左  

ヘッジ方針 

主に、金利変動リスク及び為替変動リスクへの対

応手段として、権限規程に基づき、金利変動リス

ク及び為替変動リスクをヘッジしております。 

ヘッジ方針 

同左 

ヘッジ有効性評価の方法 

金利スワップについてはヘッジ手段とヘッジ対象

の重要な条件が同一であり、かつ、ヘッジ開始時

及びその後も継続してキャッシュ・フロー変動を

完全に相殺するものと想定することができるた

め、また為替予約は外貨建取引ごとに個々に為替

予約を付しているため、ヘッジ有効性の判定は省

略しております。 

ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

６ その他財務諸表作成のための重要な事項 ６ その他財務諸表作成のための重要な事項 

消費税等の会計処理 

税抜き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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会計処理方法の変更

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） 

（リース取引に関する会計基準） 

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。 

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。  

これによる損益に与える影響はありません。 

   ――――――――――――――― 
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表示方法の変更

前事業年度 
（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）  （貸借対照表） 

 １. 「財務諸表の用語、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、前事業年度

において、「原材料」「貯蔵品」として掲記されてい

たものは、当事業年度から「原材料及び貯蔵品」と一

括して掲記しております。なお、当事業年度に含まれ

る「原材料」「貯蔵品」は、それぞれ1,592百万円、

228百万円であります。 

      ――――――――――――――― 

 ２. 所有権移転ファイナンス・リース取引に関するリー

ス資産及びリース債務は、前事業年度において有形固

定資産「工具、器具及び備品」(前事業年度末 159百

万円)、無形固定資産「ソフトウェア」（前事業年度末 

162百万円）、流動負債「その他」(前事業年度末 125

百万円)及び固定負債「その他」(前事業年度末 167百

万円)に含めて表示しておりましたが、「会計処理方法

の変更」に記載の通り、当事業年度よりリース取引に

関する会計基準を適用したことに伴い、当事業年度よ

り有形固定資産及び無形固定資産の「リース資産」、

流動負債及び固定負債の「リース債務」に含めて表示

することといたしました。 

  

 （損益計算書）  （損益計算書） 

 １. 当事業年度の「為替差損」は、営業外費用の100分の

10以下となったため、「雑損失」に含めて表示しており

ます。 

なお、当事業年度の営業外費用の「雑損失」に含まれて

いる「為替差損」の金額は62百万円であります。 

 １. 前期まで営業外費用の「雑損失」に含めて表示してお

りました「為替差損」は、営業外費用の総額の100分の

10を超えたため区分掲記しました。               

なお、前期における「為替差損」の金額は62百万であり

ます。 

 ２. 当事業年度の営業外費用の「休止固定資産減価償却

費」は金額的重要性が乏しいので、「雑損失」に含めて

表示しております。 

なお、当事業年度の営業外費用の「雑損失」に含まれて

いる「休止固定資産減価償却費」の金額は28百万円であ

ります。 
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６.役員の異動 

 

１．取締役の異動 

（平成 22 年 6 月 29 日付） 

新 職 旧職 継 続 職 氏 名 

新製品開発本部副本部長 経営企画部管掌 取締役常務執行役員、人事総務部担当 山下 史朗

中国計画管掌  
取締役執行役員、新製品開発本部研究

統括部長兼基礎研究所長 
高   原

中国計画担当  取締役執行役員、営業本部長 長谷川淳一

 

２．執行役員（取締役以外）の異動 

（平成 22 年 6 月 29 日付） 

新 職 旧職 継 続 職 氏 名 

執行役員  経理財務部長 藤原 隆雄

執行役員  内部監査室長 高橋 文弘
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