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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 61,025 △17.5 2,492 ― 2,594 ― 1,353 ―

21年3月期 74,011 △4.4 △80 ― △122 ― △3,714 ―

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 21.73 ― 4.6 4.7 4.1
21年3月期 △59.21 ― △11.7 △0.2 △0.1

（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 56,723 33,538 53.5 487.85
21年3月期 53,530 31,780 53.5 459.66

（参考） 自己資本   22年3月期  30,367百万円 21年3月期  28,623百万円

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 5,694 △2,396 △763 7,486
21年3月期 2,555 △2,972 △551 4,898

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 6.00 375 ― 1.2
22年3月期 ― 3.00 ― 3.00 6.00 373 27.6 1.3

23年3月期 
（予想）

― 4.00 ― 4.00 8.00 33.2

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

35,000 24.6 1,300 61.5 1,400 63.2 800 102.1 12.85

通期 70,000 14.7 2,800 12.4 2,900 11.8 1,500 10.9 24.10
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4.  その他 

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

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

（注）詳細は、17ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、20ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期 66,113,819株 21年3月期 66,113,819株

② 期末自己株式数 22年3月期  3,865,612株 21年3月期  3,843,737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 40,392 △9.6 1,053 ― 1,516 ― 1,089 ―

21年3月期 44,673 △8.5 △1,191 ― △758 ― △4,057 ―

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 17.51 ―

21年3月期 △64.68 ―

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 46,273 30,181 65.2 484.86
21年3月期 42,240 28,792 68.2 462.38

（参考） 自己資本 22年3月期  30,181百万円 21年3月期  28,792百万円

2.  23年3月期の個別業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 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現時点で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
際の業績は今後の様々な要因によって大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等につ
いては、３ページ「１．経営成績(1)経営成績に関する分析」をご参照ください。 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
累計期間

22,000 19.1 600 120.5 750 76.6 700 161.5 11.25

通期 44,000 8.9 1,200 13.9 1,700 12.1 1,200 10.1 19.28
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(1）経営成績に関する分析 

 当連結会計年度における我が国経済は、前年度の世界同時不況の影響が残り、極めて低調な出だしでありまし

たが、いち早く景気回復を果たした中国、東南アジア向けの輸出の増大や政府による多岐にわたる景気浮上策に

より、自動車・家電を中心に年央から回復に向けた動きが見えてまいりました。その後も足取りは重いながらも

回復は着実に進み、二番底が懸念された第４四半期も大きな落ち込みはなく、通年では外需依存の割合は高いも

のの、景気は確実に回復の途をたどりました。 

 海外では、アジア地域では先行した中国に牽引される形でアジアのほぼ全域で景気回復が進みましたが、欧米

では各国政府による景気刺激策により、ようやく回復の兆しが出てきたものの、内需の弱さ、金融不安が払拭さ

れず、本格的な回復には至りませんでした。 

 このような環境の中で、当社グループは、技術、製造、営業が一体となって顧客のニーズに迅速に対応し、ビ

ジネスチャンスを確実に捉えることにより売上確保に努めるとともに、受注状況に合わせた効率的な生産体制の

構築や、徹底的な無駄の削減を行い、喫緊の課題である収益の回復に全力を挙げて取り組んでまいりました。本

格的な需要回復には至らない状況下、売上を 低限の減少に留められたのは、昨年４月に行いました体制変更、

すなわち事業別対応型から技術横断的な組織に改編した研究開発体制や顧客の樹脂加工に係るニーズの総合的対

応を目的とした営業本部機能の強化が着実に機能発揮した成果と評価しております。 

 また、収益につきましては、人員の効率的配置、機動的な生産ライン稼動による製造コストの改善、役員報酬

および従業員給与の減額を含む人件費の削減、諸経費の全面的な見直し等の取り組みに加え、生産技術の向上に

より懸案の高機能製品事業の収益改善が果せたこと、さらには原材料価格が期中ほぼ安定的に推移したこともあ

り、大幅な改善を果たすことができました。 

  その結果、連結売上高は61,025百万円、前期比17.5％の減少、連結営業利益2,492百万円、連結経常利益は

2,594百万円、連結当期純利益は1,353百万円となりました。 

  

事業の種類別セグメントの業績は次の通りであります。 

①コンパウンド事業 

 コンパウンド事業は、国内、海外とも、前年度の経済危機による大幅な需要の落ち込みを引きずった上半期の

売上の減少が大きく、アジアでの需要回復や各国政府による景気刺激策に支えられた下半期での売上の増加では

埋めきれず、通期では減収となりました。  

 国内では、厳しい状況が続く中、塩ビコンパウンドでは窓枠用途の硬質、電線関係の受注の増加、エラストマ

ーは環境対応車向けや電線分野での採用の拡大、機能材コンパウンドでは電子部品関連需要の回復が下半期の売

上増加の要因となりました。 

 海外は、中国、東南アジアでは、自動車および家電用途の拡大により下半期から売上は回復しました。米国で

は、自動車市場の回復により売上は下半期からようやく増加に転じましたが、住宅用途の売上は低迷が続きまし

た。 

 その結果、売上高は42,029百万円、前期比18.9％の減少となりました。 

  

②フイルム事業 

 国内では、依然続く建材市場の低迷により汎用建材フィルムの回復が全く期待できない事業環境下、特殊壁装

材用、家電鋼板用フィルムの売上は堅調に推移し、国内事業の底支えとなりました。一方、輸出は、電材用フィ

ルムは中国経済の拡大に伴う需要増により売上が上伸し、キッチン扉材用フィルムは欧州での需要が第３四半期

以降急速に高まり、リーマンショック以前に近い販売数量まで回復しました。 

 群馬事業所で生産している機能性フィルムは、上半期後半において急回復したテレビ用途の需要が、下半期も

堅調に推移したものの、通期では上半期前半の落ち込みを補うには至らず、減収となりました。 

 その結果、売上高は13,656百万円、前期比16.8％の減少となりました。 

  

③食品包材事業 

 国内では、個人の消費者心理が冷え込み、食に関しては外食から中食へ、中食から内食への動向が進み、スー

パーマーケット等での生鮮食料品の購入が増えたため、業務用ラップの売上は前年度を上回りました。家庭用ラ

ップの売上は消費者の買い控えや、低価格品への志向が更に強まり、前年度の水準を維持できませんでした。 

 また、中国では、採算を重視した製品の絞り込みを継続しており、売上高は減少しました。  

 その結果、売上高は4,782百万円、前期比8.2％の減少となりました。 

  

１．経営成績
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④商品 

 各事業の周辺商品ならびに関連商品を販売しました。 

 その結果、売上高は556百万円、前期比1.7％の減少となりました。 

  

 次期の見通しにつきましては、日本国内の景気は緩やかな回復が続くことが期待されますが、政府支援策の終

了による息切れの懸念があり、また世界経済については欧米での金融不安が足枷となり、次なる停滞が始まるリ

スクを払拭できません。また、新興国での需要増加や世界的な金融緩和策を背景にした投機資金の流れにより原

材料価格が上昇を続けるなど、経営環境は引き続き予断を許さない状況が続くものと思われます。 

 このような環境下、当社グループは、技術・製造・営業が一体となり、顧客ニーズを確実に捉え売上と収益に

つなげるとともに、拡大を続けるアジア地域でのビジネスチャンスを捕捉すべく、積極的な資源の投下を行って

いきます。 

 上記の状況から、次期の通期連結業績は売上高70,000百万円、営業利益2,800百万円、経常利益2,900百万円、

当期純利益1,500百万円を見込んでおります。 
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(2）財政状態に関する分析 

 当連結会計年度末における総資産は、56,723百万円で前連結会計年度末に比べ3,193百万円（6.0％）の増加と

なりました。主な要因は、手許流動資金の増加、第４四半期の需要増加に伴う売掛金の増加、期末株価上昇によ

る投資有価証券の評価額の増加等によるものです。 

 負債は、23,184百万円で前連結会計年度末に比べ1,435百万円（6.6％）の増加となりました。主な要因は、第

４四半期の需要増加に伴う買掛金の増加によるものです。 

 純資産（少数株主持分含む）は、33,538百万円で前連結会計年度末に比べ1,757百万円（5.5％）の増加となり

ました。主な要因は、利益剰余金、その他有価証券評価差額金の増加によるものです。 

 この結果、純資産から少数株主持分を控除した自己資本は30,368百万円で前連結会計年度末に比べ1,744百万円

（6.1％）増加しましたが、自己資本比率は53.5％と前連結会計年度末と同率でした。 

  

（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って得られた資金は、5,694百万円と前連結会計年度に比べ3,139百万円

（122.8％）の増加となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益が前連結会計年度に比べ増加したことに

よるものです。  

（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使用した資金は、2,396百万円と前連結会計年度に比べ575百万円

（△19.4％）の減少となりました。これは主に、子会社株式取得による支出が増加したものの有形固定資産の取

得による支出が大きく減少したためです。  

（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の収支尻は、763百万円の支出超となり、前連結会計年度に比べ211百万円

（38.4％）の支出増加となりました。これは主に、配当金の支払額は減少したものの、短期借入による調達額を

減らしたことによるものです。 

  

（参考）キャッシュ・フロー指標のトレンド  

(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  

（注１）いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。  

（注２）株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。  

（注３）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを使用しております。  

（注４）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息を支払っている全ての負債を対象

としております。  

   

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 当社は経営環境、業績、将来の事業展開等を総合的に勘案して、株主への利益分配を決定しております。株主

への利益配当につきましては安定した配当を継続して実施することを基本とし、期末日（３月末日）及び中間期

末日（９月末日）の年２回を基準日として、金銭により実施しております。また内部留保金につきましては、高

成長が見込める高付加価値新製品の研究開発、既存事業の再構築、海外事業の拡充、環境対策等に投資するとと

もに、企業体質の強化に向け有効に活用しております。 

 当期の配当につきましては、期末配当を１株当り３円とし、中間配当と合わせ年間６円の配当を予定しており

ます。 

 また、次期の配当については、１株当り８円（中間・期末配当金各４円）を予定しております。 

  

  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（％） 52.0 53.7 49.6 53.5 53.5  

時価ベースの自己資本比率（％） 51.4 37.4 20.9 18.8 33.3  

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年） 2.4 1.5 0.8 1.7 0.8  

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 26.4 22.2 34.5 18.6 69.5  
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(4）事業等のリスク 

 当社グループの経営成績、財政状態に重要な影響を及ぼす可能性のあると考えられる主な事項には、以下のよ

うなものがあります。但し、これらは当社グループに係るすべてのリスクを網羅したものではなく、これら以外

に当社グループの経営成績、財政状態に影響を及ぼす可能性があるリスクは存在します。 

 なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものです。 

  

１．技術革新及び顧客ニーズへの対応について 

 当社グループが事業を展開する合成樹脂加工等の市場は、急速な技術変化と技術革新、顧客ニーズの変化及

び新商品・サービスの提供を特徴としております。新技術の開発とその製品化及び新製品・サービスの提供に

より、既存の製品・サービスは陳腐化しまたは市場性を失う傾向があります。 

当社グループは、常に技術と顧客ニーズの急速な変化を的確に把握し、それに対応した製品・サービスのマ

ーケティングを行っておりますが、かかる製品・サービスを提供することができるという保証はありません。

当社グループがこれら新技術のトレンドや顧客ニーズの予測や対応を誤った場合、当社グループの事業、業績

及び業務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。 

  

２．資材等の調達について 

 当社グループの生産活動には、原材料、原反、製造装置等の設備、貯蔵品、その他の供給品のタイムリーな

納入が必要です。当社グループの購入する原材料等には特殊なものがあるため、その中には、仕入先や供給品

の切り替えが困難なものや、少数特定の仕入先からしか入手できないものもあります。当社グループは、当社

グループが使用する主原材料、原反、設備、その他の供給品が現在十分に確保されているものと認識しており

ますが、供給の遅延・中断や業界内の需要増加があった場合、必要不可欠な主原材料等の供給不足が生じる場

合があります。これらの原因等により、当社グループがこれからの供給品を機動的に調達できない場合や、供

給品の調達のために極めて多額の資金の支払が必要となる場合には、当社グループの業績が悪化する可能性が

あります。また、欠陥のある主原材料、原反、設備、その他の供給品は、当社グループの製品の信頼性及び評

判に悪影響を及ぼす可能性があります。 

  

３．海外市場での事業拡大に伴うリスクについて 

 当社グループは海外市場での事業拡大を戦略の一つとしております。当社グループの生産及び販売活動の大

部分は、米国やヨーロッパ、並びに東南アジアや中国市場であります。これらの海外における事業活動におい

ては、政治経済情勢の悪化、輸出入及び外資の規制、予期しない法令の変更、テロ・戦争、その他の要因によ

る社会的混乱、疫病の発生、人材及び技術の流失など、当社グループの事業活動を阻害し、当社グループの業

績と財務状況に悪影響を及ぼす可能性のあるリスクがあります。 

４．法的事項に関して 

１）法的リスクの概要 

 当社グループは、合成樹脂の中間材料の製造から、家庭用品のような 終製品まで幅広い樹脂加工を行っ

ており、使用原材料の安全性確保に始まり、適正加工にいたるまでの多岐にわたる規制を確実に遵守するこ

とが義務づけられています。また、当社グループは、グローバルに事業を展開しており、国内外における予

想外の規制変更によるリスク、国による規制の違いによるリスクにさらされています。 

 また、欠陥のある製品を供給しその製品の使用者に損害を与えたり、法的に保護される権利を侵害するこ

とによる、社会的信用失墜による売上減少、多額の損害賠償のリスクにも配慮する必要があります。さら

に、不公正な取引を行なわないことは勿論、公正な競争にうち勝つ努力を続けなければ、脱落していくとい

うリスクにみまわれる可能性があります。 

２）製品の欠陥 

 当社グループは、世界的に認められている品質基準に従って製品を製造しております。しかし、全ての製

品について全く欠陥がなく、製造物責任を負うこともなく、リコールが発生しないという保証はありませ

ん。また、保険によってこれらに起因する費用の全てを賄う保証もありません。大規模なリコールや多額の

製造物責任賠償を負担することにより、当社グループの財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。 

３）知的財産権 

 当社グループは、他社製品との差別化をはかるために、種々の技術とノウハウを蓄積してきました。しか

し、これらの当社独自の技術やノウハウは当社グループの権利として確保していますが、ことに国外におい

ては、この権利を十分に確保できない場合もあり、また、類似製品の製造を完全には防止できない場合もあ

り、これらの権利侵害によって当社が損害を被る可能性を排除できません。 

 また、当社グループは他者の知的財産権を侵害することのないように十分に注意しておりますが、海外に
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おいて知的財産権の制度が異なる場合、当社グループとしては侵害していないとしている場合においても、

結果として他者の権利を侵害する場合も排除できません。 

 以上のような、知的財産権にかかるリスクも、それが大きな費用負担となる場合には、当社グループの財

務状況に悪影響を及ぼすことになります。 

４）環境に関する規則 

 当社グループは、大気汚染、水質汚濁、有害物質の取扱、廃棄物処理並びに土壌・地下水汚染を規制する

環境諸法令による規制を広範囲にわたって受けております。これらの規制は強化される傾向にあり、特に化

学物質に対する法規制は国内外を問わず強化される方向にあり、迅速かつ的確に対応しなければ市場を失う

というリスクにさらされております。これらに対応するための費用が、当社グループの事業にとって重大な

金額となる可能性があり、また社会の求める環境への対応水準が高まることにより、追加の費用が発生する

可能性があります。これらの費用負担が、当社グループの業績、財務状況に悪影響を及ぼす可能性がありま

す。 

５．関係会社の債務保証 

 当社グループの関係会社の中には、親会社である当社が債務保証を行っている場合があります。また、今後事

業拡大（設備投資含む）等、収益向上を図るため債務保証を行う場合もあります。予期に反し業績が悪化し債務

保証が実行された場合、当社グループの業績、財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。 

  

６．原材料価格の大幅な変動による採算性悪化について 

 当社グループは、原油から精製されるナフサ由来のエチレン、プロピレン等の石化基礎製品から作られる誘導

品を主原材料としているため、その原材料価格は原油価格の変動の影響を大きく受けることになります。原油価

格は、全世界的な需給バランスのほか戦争、テロ、投機的な動き等予期せざる様々な原因により、乱高下を繰返

しており、今後もこの傾向は続くことが予想されます。原材料価格の変動を適時に製品価格に反映できない場合

やコスト削減等により吸収できない場合等には、当社グループの業績と財務状況に悪影響を及ぼす可能性があり

ます。 

  

７．貸倒リスクについて 

 当社グループの取引先に対し、予期せぬ貸倒リスクが顕在化した場合、売上債権・貸付金等に追加的な損失や

引当金の計上が必要となり、当社グループの業績、財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。 

  

８．外国為替相場の変動について  

 当社グループの事業には、海外における製品の生産・販売が含まれております。海外現地法人において、現地

通貨で取引されている収支の各項目は、連結財務諸表を作成する際に円に換算されるため、結果として換算する

時点での外国為替の変動に影響される可能性があります。また、為替相場の変動は、当社グループが現地で販売

する製品の価格や、当社グループの現地生産品の製造・調達コストに影響を及ぼす可能性があり、現地市場の競

争力や国内における販売価格にも影響をもたらす可能性があります。 
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  当社グループは、当社、子会社12社で構成され、その事業内容は、主に、コンパウンド、フイルム、食品包材の

製造・販売等を行なう、合成樹脂加工業等の事業であります。 

  

事業の系統図は次のとおりであります。  

 
※平成22年４月１日付で、Ｐ.Ｔ.リケンアサヒプラスチックスインドネシアは、Ｐ.Ｔリケンインドネシアに社名

変更しております。 

２．企業集団の状況
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(1）会社の経営の基本方針 

 当社の経営ビジョンは、固有の価値を創造するMaterial Solution Supplier としてのリケンテクノスブラ

ンドを確立し、揺るぎない地位を国内外において築くことであります。 

  

(2）中長期的な会社の経営戦略 

 当社グループは、塩ビ樹脂を中心に多種多様の合成樹脂を取り扱う加工メーカーであり、持続的な成長をとげる

には、樹脂加工に関する技術総合力を駆使し、顧客の求める製品を、望まれる品質と価格と納期で提供することに

全力で取り組む必要があります。技術を柱に、技術・製造・営業が一体となってグローバルに事業を展開する盤石

な体制を構築することに努めてまいります。 

  

(3）会社の対処すべき課題 

 日本や欧米の景気は、回復途上にあるとはいえ、個人消費の拡大や企業の本格的な設備投資には至らず、中国

を初めとするアジア諸国での需要拡大に依存する状況が続いております。このような不確かな経営環境の中、当

社グループの課題は、顧客のニーズを確実に捉え売上と収益につなげる取り組みと、予想を超えるスピードと規

模で拡大する中国、東南アジアでの需要に対しタイミングを逃がすことなく対応することにあります。 

 当社グループは、次期事業年度から３年間の中期経営計画をスタートさせます。経営方針の柱は、『メーカー

として「もの造り」の原点に立ち返り、お互いの「信頼感」を基礎にした力強い企業として再生する』ことであ

ります。具体的には、上記の状況を踏まえ中期経営計画の主要テーマとして、①体質の改善、②高機能製品事業

の拡大、③高収益化に向けた改革、④全事業のグローバル化、を定めました。「体質の改善」は、業務プロセス

管理を含めた業務改革と人材育成を解決の柱とし、「高収益機能製品事業の拡大」と「高収益化に向けた改革」

は、技術、製造、営業各部門が一体となって顧客ニーズに応えることに鍵があり、「全事業のグローバル化」

は、成長・拡大する地域でビジネスチャンスを確実に捕捉する体制をスピードをもって構築することでありま

す。 

 これらの課題解決の第一歩は、メーカーとして「もの造りの力」を強くすることであります。昨年実施した研

究開発体制の改組や営業本部機能の強化に加え、この４月に海外を含むリケンテクノス全グループの製造を統括

する製造本部を新設しました。革新的な生産性改善により製品のＱＣＤ（品質、コスト競争力、納期）を飛躍的

に向上させることをその目的としております。技術本部、営業本部、新設の製造本部が一体となってグローバル

に顧客満足度の高い製品を提供し、当事業年度に果たした、売上の確保と収益の改善への勢いをさらに加速させ

てまいります。 

 事業別には、コンパウンド事業は、品質の優位性に加え生産性の改善によるコスト競争力を更に強化し、中

国、東南アジアでの需要拡大に対する生産能力の増強を早期に行うことにより販売の拡大に努め、フイルム事業

は、電材・光学用途を中心とする高機能製品事業をさらに強化し、食品包材事業は、不断のコストダウンと顧客

ニーズに対応した商品提供を行い、また、中国の食品包材事業会社と一体となり収益の伴った事業拡大を進めて

まいります。 

 環境対応につきましては、当社グループは、様々な合成樹脂を取扱う加工メーカーであり、化学物質管理に関

する諸法規・諸規制を遵守することは当然として、自ら基準や目標を定め、より高いレベルで環境管理を行うと

ともに、環境負荷軽減を目指した製品開発、製造方法の改善に全力を挙げて取り組んでまいります。  

 また、内部統制につきましては、当社グループの「正しい行動による利益ある成長を通して、企業価値を継続

的に高めていく」という理念実現のために、内部統制の諸体制を着実に構築してまいります。 

３．経営方針
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４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：千円）

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 5,145,437 4,243,129

受取手形及び売掛金 15,731,162 16,841,178

有価証券 800,956 301,002

商品及び製品 4,353,230 3,741,263

仕掛品 599,033 649,031

原材料及び貯蔵品 2,759,593 3,365,561

繰延税金資産 44,075 50,054

短期貸付金 － 3,040,510

その他 412,620 337,285

貸倒引当金 △244,474 △241,071

流動資産合計 29,601,634 32,327,946

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,995,029 5,742,014

機械装置及び運搬具（純額） 6,976,333 6,199,568

土地 4,596,486 5,413,663

リース資産（純額） 33,085 82,060

建設仮勘定 122,929 23,520

その他（純額） 631,936 407,886

有形固定資産合計 18,355,800 17,868,712

無形固定資産   

のれん 60,724 73,046

リース資産 99,575 90,967

借地権 59,704 59,704

その他 366,599 317,787

無形固定資産合計 586,604 541,506

投資その他の資産   

投資有価証券 3,345,897 3,987,135

長期貸付金 66,143 74,784

繰延税金資産 60,116 120,442

前払年金費用 1,138,771 977,666

その他 405,154 858,839

貸倒引当金 △30,058 △33,902

投資その他の資産合計 4,986,025 5,984,966

固定資産合計 23,928,429 24,395,185

資産合計 53,530,064 56,723,132
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（単位：千円）

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 11,905,022 13,368,715

短期借入金 3,592,141 3,660,860

1年内返済予定の長期借入金 5,854 1,604

リース債務 30,105 45,984

未払法人税等 148,034 292,517

賞与引当金 179,459 463,530

役員賞与引当金 － 32,700

その他 2,175,652 1,602,135

流動負債合計 18,036,269 19,468,048

固定負債   

長期借入金 526,674 528,385

リース債務 105,238 129,940

繰延税金負債 584,629 804,958

退職給付引当金 2,100,696 2,051,568

役員退職慰労引当金 146,763 159,892

その他 248,808 42,025

固定負債合計 3,712,810 3,716,771

負債合計 21,749,079 23,184,819

純資産の部   

株主資本   

資本金 8,514,018 8,514,018

資本剰余金 6,535,376 6,535,376

利益剰余金 15,414,548 16,456,344

自己株式 △1,333,443 △1,337,887

株主資本合計 29,130,500 30,167,851

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 457,329 1,073,313

為替換算調整勘定 △964,452 △873,140

評価・換算差額等合計 △507,123 200,173

少数株主持分 3,157,607 3,170,287

純資産合計 31,780,984 33,538,313

負債純資産合計 53,530,064 56,723,132
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（２）連結損益計算書 

（単位：千円）

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 74,011,394 61,025,777

売上原価 66,399,284 51,842,103

売上総利益 7,612,109 9,183,674

販売費及び一般管理費 7,692,284 6,691,664

営業利益又は営業損失（△） △80,175 2,492,009

営業外収益   

受取利息 44,348 44,389

受取配当金 92,435 77,614

助成金収入 68,536 34,893

固定資産賃貸料 45,397 42,325

その他 154,636 98,074

営業外収益合計 405,352 297,297

営業外費用   

支払利息 132,362 81,327

為替差損 197,723 49,864

その他 117,104 63,721

営業外費用合計 447,189 194,913

経常利益又は経常損失（△） △122,012 2,594,393

特別利益   

固定資産売却益 15,572 7,886

投資有価証券売却益 808 64

受取保証金 － 62,869

その他 1,235 372

特別利益合計 17,616 71,193

特別損失   

固定資産売却損 738 138

固定資産除却損 90,443 144,650

投資有価証券評価損 378,918 131,126

減損損失 465,705 －

たな卸資産評価損 440,115 －

その他 92,680 901

特別損失合計 1,468,602 276,817

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

△1,572,998 2,388,768

法人税、住民税及び事業税 443,312 514,665

法人税等調整額 1,327,921 32,069

法人税等合計 1,771,234 546,734

少数株主利益 370,380 488,922

当期純利益又は当期純損失（△） △3,714,613 1,353,111
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

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 8,514,018 8,514,018

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 8,514,018 8,514,018

資本剰余金   

前期末残高 6,535,376 6,535,376

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 6,535,376 6,535,376

利益剰余金   

前期末残高 19,838,606 15,414,548

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 △207,083 －

当期変動額   

剰余金の配当 △502,361 △311,315

当期純利益又は当期純損失（△） △3,714,613 1,353,111

当期変動額合計 △4,216,974 1,041,796

当期末残高 15,414,548 16,456,344

自己株式   

前期末残高 △1,239,559 △1,333,443

当期変動額   

自己株式の取得 △93,883 △4,444

当期変動額合計 △93,883 △4,444

当期末残高 △1,333,443 △1,337,887

株主資本合計   

前期末残高 33,648,441 29,130,500

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 △207,083 －

当期変動額   

剰余金の配当 △502,361 △311,315

当期純利益又は当期純損失（△） △3,714,613 1,353,111

自己株式の取得 △93,883 △4,444

当期変動額合計 △4,310,858 1,037,351

当期末残高 29,130,500 30,167,851
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（単位：千円）

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 992,401 457,329

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △535,071 615,984

当期変動額合計 △535,071 615,984

当期末残高 457,329 1,073,313

為替換算調整勘定   

前期末残高 221,057 △964,452

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,185,509 91,312

当期変動額合計 △1,185,509 91,312

当期末残高 △964,452 △873,140

評価・換算差額等合計   

前期末残高 1,213,458 △507,123

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,720,581 707,296

当期変動額合計 △1,720,581 707,296

当期末残高 △507,123 200,173

少数株主持分   

前期末残高 4,635,243 3,157,607

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,477,635 12,679

当期変動額合計 △1,477,635 12,679

当期末残高 3,157,607 3,170,287

純資産合計   

前期末残高 39,497,143 31,780,984

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 △207,083 －

当期変動額   

剰余金の配当 △502,361 △311,315

当期純利益又は当期純損失（△） △3,714,613 1,353,111

自己株式の取得 △93,883 △4,444

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3,198,217 719,976

当期変動額合計 △7,509,075 1,757,328

当期末残高 31,780,984 33,538,313
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

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又は税金等調整前当期純
損失（△）

△1,572,998 2,388,768

減価償却費 3,189,768 2,660,354

減損損失 465,705 －

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 6,387 13,129

退職給付引当金の増減額（△は減少） 361 △59,491

のれん償却額 9,563 5,846

貸倒引当金の増減額（△は減少） 72,117 △72

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △24,000 32,700

賞与引当金の増減額（△は減少） △175,875 284,071

受取利息及び受取配当金 △136,783 △122,004

支払利息 132,362 81,327

投資有価証券売却損益（△は益） △808 △64

投資有価証券評価損益（△は益） 378,918 131,126

有形固定資産売却損益（△は益） △14,834 △7,747

有形固定資産除却損 90,443 144,650

たな卸資産評価損 440,115 －

売上債権の増減額（△は増加） 4,407,028 △946,381

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,321,782 79,973

仕入債務の増減額（△は減少） △5,575,457 1,453,633

未払消費税等の増減額（△は減少） 79,387 6,445

その他 14,791 △106,349

小計 3,107,975 6,039,915

利息及び配当金の受取額 135,552 121,222

利息の支払額 △137,435 △81,925

法人税等の支払額 △550,657 △384,601

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,555,433 5,694,611

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △39,780 △516,376

定期預金の払戻による収入 39,163 506,758

有価証券の償還による収入 500,097 500,000

有形固定資産の取得による支出 △3,316,585 △2,624,939

有形固定資産の売却による収入 26,248 26,144

投資有価証券の取得による支出 △825 △1,049

投資有価証券の売却による収入 1,348 429

貸付けによる支出 △47,059 △34,050

貸付金の回収による収入 40,883 16,335

子会社株式の取得による支出 △140,576 △254,056

その他 △35,330 △16,105

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,972,416 △2,396,909
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 826,090 42,409

長期借入れによる収入 159,308 －

長期借入金の返済による支出 △343,163 △8,368

リース債務の返済による支出 △25,189 △42,250

自己株式の取得による支出 △93,883 △4,444

配当金の支払額 △502,173 △311,836

少数株主への配当金の支払額 △527,496 △438,960

その他 △45,024 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △551,532 △763,450

現金及び現金同等物に係る換算差額 △483,684 53,831

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,452,200 2,588,082

現金及び現金同等物の期首残高 6,350,266 4,898,066

現金及び現金同等物の期末残高 4,898,066 7,486,148
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 該当事項はありません。  

   

  

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  

たな卸資産 

 提出会社及び国内連結子会社は、主として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。また、在外連結子会社は、主として総平均法によ

る低価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） 

 提出会社及び国内連結子会社は、主として定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日以降に

取得した建物（建物附属設備を除く）については、定額法を採用しております。又、在外連結子会社は、定

額法を採用しております。 

 なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 

建物及び構築物    ３～47年 

機械装置及び運搬具  ４～10年 

② 無形固定資産（リース資産を除く） 

 提出会社及び国内連結子会社は、定額法を採用しております。 

 なお、主として、自社利用のソフトウェアについては、社内における見込利用可能期間（５年）に基づく

定額法を採用しております。 

③ 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。  

  

 なお、 上記会計処理基準に関する事項以外は、 近の有価証券報告書（平成21年６月25日提出）における記載

から重要な変更がないため開示を省略しております。 

  

（退職給付に係る会計基準） 

 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。 

 数理計算上の差異を翌連結会計年度から償却するため、これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純

利益に与える影響はありません。 

 また、本会計基準の適用に伴い発生する退職給付債務の差額の未処理残高は200,299千円であります。 

（5）継続企業の前提に関する注記

（6）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

（7）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更
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 当社のグループの事業内容は、合成樹脂加工等の事業であるので、事業の種類別セグメント情報は記載して

おりません。 

  

前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

  

当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

 （注） 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主要な国又は地域 

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 各区分に属する主要な国又は地域 

アジア：中国、タイ、インドネシア 

北米 ：米国 

欧州 ：オランダ 

３ 前連結会計年度の資産のうち、「消去又は全社」の項目に含めた全社資産の金額は、8,545,794千円であり

ます。その主なものは、当社の経理部で運用している余資運用資金（現金及び預金、有価証券）、長期投資

資金（投資有価証券等）及び管理部門に係る資産等であります。 

（8）連結財務諸表に関する注記事項

（連結貸借対照表関係）

   前連結会計年度末  当連結会計年度末 

１．有形固定資産の減価償却累計額 41,499,115千円  42,474,426千円 

２．手形割引及び裏書譲渡高     

受取手形割引高 158,842千円  76,241千円 

裏書手形譲渡高 480,406千円  195,540千円 

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

ｂ．所在地別セグメント情報

  
日本 

（千円） 
アジア

（千円） 
北米

（千円） 
欧州

（千円） 計（千円） 消去又は全
社（千円） 

連結
（千円） 

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  46,520,697 17,094,614 8,005,284 2,390,798  74,011,394  － 74,011,394

(2）セグメント間の内部売上高又は振

替高 
 3,066,130 － 1,627 43,945  3,111,703 (3,111,703) －

計  49,586,828 17,094,614 8,006,911 2,434,743  77,123,097 (3,111,703) 74,011,394

営業費用  50,747,664 16,110,424 7,983,772 2,384,379  77,226,242 (3,134,672) 74,091,569

営業利益又は営業損失（△）  △1,160,836 984,189 23,138 50,363  △103,144  22,968 △80,175

Ⅱ 資産  31,143,724 7,592,571 5,296,388 951,584  44,984,269  8,545,794 53,530,064

  
日本 

（千円） 
アジア

（千円） 
北米

（千円） 
欧州

（千円） 計（千円） 消去又は全
社（千円） 

連結
（千円） 

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  41,244,612 12,824,929 5,958,191 998,044  61,025,777  － 61,025,777

(2）セグメント間の内部売上高又は振

替高 
 2,186,683 27,284 － 33,797  2,247,765 (2,247,765) －

計  43,431,295 12,852,213 5,958,191 1,031,842  63,273,542 (2,247,765) 61,025,777

営業費用  42,356,905 11,434,482 5,971,022 1,039,115  60,801,525 (2,267,757) 58,533,768

営業利益又は営業損失（△）  1,074,389 1,417,730 △12,830 △7,272  2,472,017  19,991 2,492,009

Ⅱ 資産  31,952,521 7,973,059 5,237,594 486,983  45,650,158  11,072,973 56,723,132
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４ 当連結会計年度の資産のうち、「消去又は全社」の項目に含めた全社資産の金額は、11,072,973千円であり

ます。その主なものは、当社の経理部で運用している余資運用資金（現金及び預金、有価証券）、長期投資

資金（投資有価証券等）及び管理部門に係る資産等であります。 

５ 前連結会計年度及び当連結会計年度の営業費用のうち、「消去又は全社」の項目に含めた配賦不能営業費用

の金額はありません。 

６ 会計方針の変更   

 （前連結会計年度） 

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」４．(イ) ③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。これにより「日本」の営業費用は180,124千円増加し、営業利益が同額減少しておりま

す。  

受取ロイヤルティの計上方法の変更 

 「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載のとおり、提出会社は、従来受取

ロイヤルティを営業外収益に計上しておりましたが、当連結会計年度より売上高に含めて計上する方法

に変更しております。 この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、売上高は日本で358,160千

円、消去又は全社で358,160千円それぞれ増加し、営業損失は日本で358,160千円減少し、消去又は全社

における営業利益が358,160千円減少しております。 

  

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） 

 （注） 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主要な国又は地域 

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 各区分に属する主要な国又は地域 

アジア   ：中国、タイ、インドネシア、韓国 

北米    ：米国、カナダ 

欧州    ：イタリア、イギリス、オランダ 

その他の地域：オーストラリア等 

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

ｃ．海外売上高

  アジア 北米 欧州 その他地域 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  20,598,376  8,041,686  2,981,404  123,851  31,745,318

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  －  －  74,011,394

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 27.8  10.9  4.0  0.2  42.9

  アジア 北米 欧州 その他地域 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  16,228,080  5,991,269  1,789,776  154,356  24,163,483

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  －  －  61,025,777

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 26.6  9.8  2.9  0.3  39.6
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 （注） 算定上の基礎 

１．１株当たりの純資産額 

２．１株当たりの当期純利益金額又は１株当たりの当期純損失金額 

  

該当事項はありません。 

  

 リース取引、関連当事者情報、税効果会計、金融商品、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、ストック・

オプション等、企業結合等に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えら

れるため開示を省略しております。 

（１株当たり情報）

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 459.66円

１株当たり当期純損失金額 59.21円

１株当たり純資産額 円487.85

１株当たり当期純利益金額 円21.73

 潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、１株

当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存在しないた

め記載しておりません。 

 潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在

株式が存在しないため記載しておりません。 

  
前連結会計年度末

（平成21年３月31日） 
当連結会計年度末

（平成22年３月31日） 

純資産の部の合計額（千円）  31,780,984  33,538,313

純資産の部の合計額から控除する金額 

（千円） 

 3,157,607  3,170,287

（うち少数株主持分（千円））  (3,157,607)  (3,170,287)

普通株式に係る純資産額（千円）  28,623,377  30,368,025

１株当たり純資産額の算定に用いられた普

通株式の数（株） 

 62,270,082  62,248,207

  
前連結会計年度

（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当期純利益又は当期純損失(△)（千円）  △3,714,613  1,353,111

普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式に係る当期純利益又は当期純損失

(△)（千円） 

 △3,714,613  1,353,111

普通株式の期中平均株式数（株）  62,738,602  62,258,355

（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：千円）

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 3,250,409 2,240,649

受取手形 3,904,069 3,604,857

売掛金 8,945,523 11,073,723

有価証券 800,956 301,002

商品及び製品 2,343,192 2,175,634

仕掛品 414,592 441,454

原材料及び貯蔵品 1,259,938 1,381,195

関係会社短期貸付金 201,540 －

短期貸付金 － 3,016,171

その他 413,487 322,509

貸倒引当金 △299,610 △107,457

流動資産合計 21,234,099 24,449,740

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,892,277 3,693,468

機械及び装置（純額） 4,037,917 3,194,779

車両運搬具（純額） 18,677 12,072

工具、器具及び備品（純額） 529,142 324,278

土地 3,831,064 4,571,064

リース資産（純額） 3,026 37,145

建設仮勘定 42,427 10,000

有形固定資産合計 12,354,534 11,842,809

無形固定資産   

借地権 59,704 59,704

ソフトウエア 192,569 153,231

リース資産 99,575 90,967

その他 18,058 17,077

無形固定資産合計 369,908 320,981

投資その他の資産   

投資有価証券 3,321,499 3,961,331

関係会社株式 3,016,951 3,271,007

関係会社出資金 468,080 623,204

従業員に対する長期貸付金 53,035 66,328

関係会社長期貸付金 147,390 －

長期前払費用 3,336 2,122

前払年金費用 1,138,771 977,666

長期預金 － 500,000

その他 309,503 288,005

貸倒引当金 △177,055 △29,941

投資その他の資産合計 8,281,512 9,659,725

固定資産合計 21,005,955 21,823,516

資産合計 42,240,054 46,273,257
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形 1,095,610 1,136,439

買掛金 6,754,375 9,673,290

短期借入金 1,500,000 1,000,000

1年内返済予定の長期借入金 1,858 1,604

リース債務 23,863 35,546

未払費用 639,488 558,020

未払法人税等 38,906 47,348

未払消費税等 82,296 90,753

賞与引当金 161,365 447,165

役員賞与引当金 － 32,700

設備関係支払手形 167,814 215,142

その他 221,171 142,992

流動負債合計 10,686,752 13,381,002

固定負債   

長期借入金 23,605 22,000

リース債務 80,215 94,959

繰延税金負債 307,748 464,152

退職給付引当金 1,950,239 1,879,516

役員退職慰労引当金 120,575 139,725

債務保証損失引当金 278,310 110,000

固定負債合計 2,760,693 2,710,353

負債合計 13,447,445 16,091,356

純資産の部   

株主資本   

資本金 8,514,018 8,514,018

資本剰余金   

資本準備金 6,532,977 6,532,977

その他資本剰余金 2,700 2,700

資本剰余金合計 6,535,677 6,535,677

利益剰余金   

利益準備金 1,107,369 1,107,369

その他利益剰余金   

別途積立金 17,000,000 12,000,000

繰越利益剰余金 △3,492,636 2,285,977

利益剰余金合計 14,614,732 15,393,347

自己株式 △1,333,443 △1,337,887

株主資本合計 28,330,986 29,105,156

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 461,622 1,076,744

評価・換算差額等合計 461,622 1,076,744

純資産合計 28,792,609 30,181,900

負債純資産合計 42,240,054 46,273,257
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

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 44,673,405 40,392,892

売上原価 40,493,793 34,427,254

売上総利益 4,179,611 5,965,637

販売費及び一般管理費 5,371,531 4,912,533

営業利益又は営業損失（△） △1,191,920 1,053,104

営業外収益   

受取利息 8,917 37,413

有価証券利息 6,479 1,890

受取配当金 351,711 413,214

助成金収入 68,536 －

固定資産賃貸料 － 56,452

その他 164,173 90,489

営業外収益合計 599,818 599,460

営業外費用   

支払利息 17,630 16,733

貸与資産減価償却費 16,340 15,717

為替差損 88,198 103,082

休止固定資産減価償却費 20,872 －

その他 22,936 240

営業外費用合計 165,979 135,775

経常利益又は経常損失（△） △758,081 1,516,789

特別利益   

固定資産売却益 3,940 16

投資有価証券売却益 0 64

債務保証損失引当金戻入額 － 168,310

受取保証金 － 62,869

その他 900 －

特別利益合計 4,841 231,260

特別損失   

固定資産除売却損 91,038 143,900

関係会社出資金評価損 106,272 289,475

貸倒引当金繰入額 343,910 2,947

たな卸資産評価損 440,115 －

投資有価証券評価損 374,341 130,734

債務保証損失引当金繰入額 234,110 －

その他 92,236 595

特別損失合計 1,682,024 567,652

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △2,435,264 1,180,396

法人税、住民税及び事業税 120,583 90,467

法人税等調整額 1,501,806 －

法人税等合計 1,622,390 90,467

当期純利益又は当期純損失（△） △4,057,654 1,089,929
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

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 8,514,018 8,514,018

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 8,514,018 8,514,018

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 6,532,977 6,532,977

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 6,532,977 6,532,977

その他資本剰余金   

前期末残高 2,700 2,700

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,700 2,700

資本剰余金合計   

前期末残高 6,535,677 6,535,677

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 6,535,677 6,535,677

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 1,107,369 1,107,369

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,107,369 1,107,369

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 18,340,000 17,000,000

当期変動額   

別途積立金の取崩 △1,340,000 △5,000,000

当期変動額合計 △1,340,000 △5,000,000

当期末残高 17,000,000 12,000,000

繰越利益剰余金   

前期末残高 △272,620 △3,492,636

当期変動額   

剰余金の配当 △502,361 △311,315

別途積立金の取崩 1,340,000 5,000,000

当期純利益又は当期純損失（△） △4,057,654 1,089,929

当期変動額合計 △3,220,016 5,778,614

当期末残高 △3,492,636 2,285,977

利益剰余金合計   

前期末残高 19,174,749 14,614,732

当期変動額   

剰余金の配当 △502,361 △311,315
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（単位：千円）

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) 

当期純利益又は当期純損失（△） △4,057,654 1,089,929

当期変動額合計 △4,560,016 778,614

当期末残高 14,614,732 15,393,347

自己株式   

前期末残高 △1,239,559 △1,333,443

当期変動額   

自己株式の取得 △93,883 △4,444

当期変動額合計 △93,883 △4,444

当期末残高 △1,333,443 △1,337,887

株主資本合計   

前期末残高 32,984,886 28,330,986

当期変動額   

剰余金の配当 △502,361 △311,315

当期純利益又は当期純損失（△） △4,057,654 1,089,929

自己株式の取得 △93,883 △4,444

当期変動額合計 △4,653,900 774,169

当期末残高 28,330,986 29,105,156

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 987,244 461,622

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △525,621 615,121

当期変動額合計 △525,621 615,121

当期末残高 461,622 1,076,744

評価・換算差額等合計   

前期末残高 987,244 461,622

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △525,621 615,121

当期変動額合計 △525,621 615,121

当期末残高 461,622 1,076,744

純資産合計   

前期末残高 33,972,130 28,792,609

当期変動額   

剰余金の配当 △502,361 △311,315

当期純利益又は当期純損失（△） △4,057,654 1,089,929

自己株式の取得 △93,883 △4,444

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △525,621 615,121

当期変動額合計 △5,179,521 1,389,291

当期末残高 28,792,609 30,181,900
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 該当事項はありません。  

   

（4）継続企業の前提に関する注記

リケンテクノス㈱（4220）　平成22年3月期　決算短信

- 26 -



(1）代表取締役の異動 

  

・昇任代表取締役候補 

代表取締役専務      村上 文良    （現 常務取締役） 

（営業本部長兼コンパウンド事業部長）    （営業本部長兼コンパウンド事業部長） 

  

・退任予定代表取締役 

代表取締役会長      木下 宏一    （相談役 就任予定） 

  

  

(2）その他役員の異動 

  

・昇任取締役候補 

常務取締役        工藤  紳悦    （現 取締役） 

（購買本部長）               （購買本部長） 

  

・新任取締役候補 

取締役製造本部長     大河内 義孝   （現 製造本部長兼生産革新部長） 

兼生産革新部長 

  

取締役技術本部長     佐藤 良一    （現 技術本部長兼研究開発センター長） 

兼研究開発センター長 

  

・新任監査役候補 

常勤監査役        桜田 忠幸    （現 取締役） 

  

・退任予定取締役 

取締役          桜田 忠幸    （常勤監査役 就任予定） 

  

  

以上 

  

６．役員の異動（平成22年6月25日付）
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