
平成23年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 
平成23年5月16日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 扶桑化学工業株式会社 上場取引所 大 
コード番号 4368 URL http://www.fusokk.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 赤澤 良太
問合せ先責任者 （役職名） 取締役管理本部長 （氏名） 若林 孝太郎 TEL 06-6203-4773
定時株主総会開催予定日 平成23年6月24日 配当支払開始予定日 平成23年6月27日
有価証券報告書提出予定日 平成23年6月27日
決算補足説明資料作成の有無 ： 無
決算説明会開催の有無 ： 有 （機関投資家向け）

1.  平成23年3月期の連結業績（平成22年4月1日～平成23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 ％

23年3月期 30,251 1.5 4,637 68.3 4,355 80.7 2,331 62.5
22年3月期 29,798 △0.9 2,754 343.0 2,410 421.4 1,435 584.6

（注）包括利益 23年3月期 1,838百万円 （43.8％） 22年3月期 1,278百万円 （―％）

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 ％ ％ ％

23年3月期 369.97 ― 13.4 11.2 15.3
22年3月期 227.74 ― 9.0 5.8 9.2

（参考） 持分法投資損益 23年3月期  ―百万円 22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

23年3月期 37,432 18,271 48.7 2,893.31
22年3月期 40,583 16,653 40.9 2,637.10

（参考） 自己資本   23年3月期  18,231百万円 22年3月期  16,617百万円

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

23年3月期 5,321 △969 △4,341 7,147
22年3月期 7,007 △1,524 △4,389 7,277

2.  配当の状況 

 

年間配当金 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 ％ ％

22年3月期 ― 5.00 ― 20.00 25.00 157 11.0 1.0
23年3月期 ― 15.00 ― 15.00 30.00 189 8.1 1.1
24年3月期(予想) ― 15.00 ― 15.00 30.00 ―

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第2四半期(累計)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(累計) 14,900 0.4 2,200 2.7 2,000 3.1 1,650 78.8 261.84
通期 30,300 0.2 4,700 1.3 4,400 1.0 3,050 30.8 484.02



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) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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） 23年3月期 6,302,200 株 22年3月期 6,302,200 株
② 期末自己株式数 23年3月期 852 株 22年3月期 777 株
③ 期中平均株式数 23年3月期 6,301,401 株 22年3月期 6,301,423 株

（参考）個別業績の概要 

1.  平成23年3月期の個別業績（平成22年4月1日～平成23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 ％

23年3月期 23,358 2.3 3,810 66.4 3,695 69.9 1,974 63.3
22年3月期 22,824 2.8 2,290 1,959.5 2,175 8,172.8 1,208 2,862.5

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

23年3月期 313.30 ―
22年3月期 191.81 ―

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

23年3月期 34,812 16,717 48.0 2,652.95
22年3月期 37,597 15,040 40.0 2,386.79

（参考） 自己資本 23年3月期  16,717百万円 22年3月期  15,040百万円

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続きの対象外であり、この決算短信の開示時点において、財務諸表に対する監査手続きを実施中です。 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
上記に記載した予想数値等は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき算定しており、今後の経済状況等により、実際の業績は予想数値と異
なる結果となる場合があります。業績予想の前提となる仮定等につきましては、２ページ「経営成績１．経営成績に関する分析」をご覧下さい。 
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（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、在庫調整の進展やアジアを中心とする外需の回復を背景とした輸出お

よび生産の増加を受け、国内の景況感は緩やかな持ち直しが見られました。しかし、その一方で急速な円高、厳

しい雇用環境などが主要因となり、依然として不透明な状況が続きました。さらに、３月11日に発生しました東

日本大震災により経済活動が多大な影響を受け、これまで以上に不透明な状況となりました。  

このような事業環境のもと、当社グループはアジアを中心とした顧客との関係を強化し拡販に努めるととも

に、新規製品の開発や生産性向上による原価低減に努めました。 

この結果、当連結会計年度の売上高は30,251,938千円（前連結会計年度比1.5％増、453,520千円増）となりま

した。利益面につきましては、一部製品の市場価格が低下する一方で、半導体業界の回復や輸出の増加などによ

り、営業利益は4,637,464千円（同68.3％増、1,882,644千円増）、経常利益は4,355,667千円（同80.7％増、

1,945,174千円増）、当期純利益は2,331,386千円（同62.5％増、896,300千円増）となりました。 

  

当社グループの報告セグメントの業績は、次のとおりです。  

  

当連結会計年度よりマネジメント・アプローチに基づく「セグメント情報等の開示に関する会計基準」および

「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」によるセグメント情報の開示を行っており、セグメン

ト情報を変更しています。 

  

また、当連結会計年度から適用する新セグメントの区分に組み替えた上で、前連結会計年度比を記載していま

す。  

  

（ライフサイエンス事業） 

ライフサイエンス事業の業績は、外部顧客に対する売上高が19,526,117千円（前連結会計年度比0.2％減、

38,412千円減）、営業利益は2,852,164千円（同37.3％増、774,451千円増）となりました。 

日本経済の回復が緩やかなものにとどまっているなか、アジア経済の回復を背景とし、輸出が増加しました。

しかし、その一方で一部製品の市況悪化や市場価格の低下などに加え、円高により海外子会社の売上高が円建て

で減少した結果、売上高はほぼ横ばいとなりました。利益面につきましては、継続して取り組んでいるコスト削

減に加え、新規開発製品の増加、円高による輸入価格の低下等により、増益となりました。  

  

（電子材料および機能性化学品事業） 

電子材料および機能性化学品事業全体の業績は、外部顧客に対する売上高が10,725,820千円（前連結会計年度

比4.8％増、491,933千円増）、営業利益は2,561,779千円（同84.8％増、1,175,215千円増）となりました。 

下期に半導体業界における在庫調整の影響を受けましたが、世界的な極度の需要不振からは立ち直り、増収と

なりました。利益面につきましては、「収益のある強固な事業基盤を作る」という目的から始まったＴＰＭ（全

社的な生産保全）活動による生産活動の改善、売上高の回復、京都第二工場における生産の再開等による生産性

向上に伴う原価の低減により、増益となりました。  

Ⅰ．経営成績
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  ②次期の見通し 

 次期の見通しにつきましては、原油や原材料価格の高騰・為替の変動などの懸念材料に加え東日本大震災の影

響により国内経済は不透明な状況にあり、予断を許さない状況です。 

このような状況下、当社グループは引き続き国内・海外事業の更なる強化と財務体質の改善に取り組んで参り

ます。 

業績予想につきましては、当社グループはライフサイエンス事業・電子材料および機能性化学品事業ともにほ

ぼ横ばいの売上・利益水準を見込んでおります。当期純利益につきましては、３月９日にプレスリリースを行い

ました子会社での固定資産売却益が計上されますので、前連結会計年度を上回る見通しです。 

なお、この業績予想には、東日本大震災による影響として、現時点での想定しうる事象を考慮しております。

しかしながら、予期できない震災の影響が現れることも想定されます。 

業績予想に大きな影響が見込まれる場合には、速やかに開示いたします。 

  

（２）財政状態に関する分析 

①資産、負債及び純資産の状況 

当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末に比べ3,151,257千円減少し37,432,508千円となりました。 

資産につきましては、設備投資抑制等による有形固定資産の減少1,953,808千円、在庫削減によるたな卸資産の

減少338,323千円が主な要因です。 

負債につきましては、前連結会計年度末に比べ4,769,004千円減少し19,161,484千円となりました。これは主に

設備未払金の支払いおよび借入金の返済によるものです。 

純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ1,617,747千円増加し18,271,023千円となりました。これは主

に、業績回復に伴う利益剰余金の増加によるものです。 

  

②キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税金等調整前当期

純利益による資金の増加を、法人税等の支払いおよび長期借入金の返済に充てた結果、前連結会計年度末に比べ

129,890千円減少し、7,147,569千円となりました。  

  

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。 

  

 （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果取得した資金は前連結会計年度に比べ1,686,760千円減少し、5,321,184千円（前連結会計年度

は7,007,945千円の取得）となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益の発生額3,942,257千円、減価償

却費2,107,611千円による収入に対して、法人税等の支払額による支出1,410,253千円がそれぞれ発生したためで

す。 

  

 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は前連結会計年度に比べ555,297千円減少し、969,028千円（前連結会計年度は

1,524,325千円の使用）となりました。これは主に、ライフサイエンス事業における前連結会計年度に取得したリ

パック設備の支払いを主とした有形固定資産の取得による支出として833,481千円が発生したためです。 

  

 （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は前連結会計年度に比べ48,025千円減少し、4,341,851千円（前連結会計年度は

4,389,877千円の使用）となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出3,928,900千円が発生したため

です。 

  なお、当社グループのキャッシュ・フロー関連指標の推移は、次のとおりです。 

  
平成23年３月期実績 

（百万円） 

平成24年３月期予想 

（百万円） 
増減額（百万円） 増減率（％） 

売上高  30,251  30,300  48  0.2

営業利益  4,637  4,700  62  1.3

経常利益  4,355  4,400  44  1.0

当期純利益  2,331  3,050  718  30.8
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 （注）  自己資本比率            ：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率      ：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ  ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

（１）各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しています。 

（２）株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数（自己株式控除後）により計算しています。 

（３）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全ての負債を 

   対象としています。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 

   います。 

  

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

当社グループは株主の皆様への長期的な利益還元を経営の重要課題の一つとして考えています。また、業績や

事業計画、財務体質等を総合的に勘案し、長期にわたり安定的な配当を行うことを利益配分の基本方針としてい

ます。 

内部留保金につきましては、将来の事業成長のための財務体質の改善および研究開発に充当していきます。 

当期の年間配当金につきましては、１株につき普通配当30円（うち、中間配当15円）を予定しています。予定

通り議決されますと、当期の配当性向は、8.1％（連結）となります。 

次期の年間配当金につきましては、１株につき普通配当30円（うち、中間配当15円）を予定しています。 

   

  
平成19年３月 

期末 

平成20年３月 

期末 

平成21年３月 

期末 

平成22年３月 

期末 

平成23年３月 

期末 

自己資本比率（％）  37.0  39.1  35.9  40.9  48.7

時価ベースの自己資本比率（％）  70.2  39.3  9.2  33.0  36.4

キャッシュ・フロー対有利子負債

比率 
 5.7  4.2  11.8  2.3  2.3

インタレスト・カバレッジ・ 

レシオ 
 16.8  15.4  6.5  24.6  24.6
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（１）会社の経営の基本方針 

当社グループは、収益力・人財（材）力・技術力のレベルを高め、継続的発展を遂げる企業を目指すために、

「企業価値」「企業品質」をより高める企業経営をしていきます。 

そのために、ニッチな市場のニーズをとらえ、コスト、スピード、クオリティのバランスが高次元で調和してい

る製品の開発を目指し、顧客満足の 大化を目指していきます。 

  

（２）目標とする経営指標および中長期的な会社の経営戦略 

将来の成長に向けた設備投資は不可欠であると考えて、当社グループは「償却前営業利益」（営業利益に減価償

却実施額を加えた金額）を 重要経営指標としています。併せて、収益性や安全性等をあらわす複数の指標のバラ

ンスを考慮して経営を進めています。 

現時点における経営戦略としましては、財務体質の改善を図ることで競争力をつけることを目指します。中長期

的に成長期待の大きい電子材料事業及び海外事業に経営資源の積極投資を図っていきます。 

  

（３）会社の対処すべき課題 

当社グループが事業展開を図っていくうえで、以下の項目を重点的テーマとして取り組んでいきます。  

  ①グローバル展開 

「ライフサイエンス事業」、「電子材料および機能性化学品事業」は、ともに国内だけではなく、海外市場を

見据えた展開をしていくことが重要な課題と認識しています。 

「ライフサイエンス事業」においては、平成20年度に設立いたしましたFUSO(THAILAND) CO., LTD.において新

工場が竣工しました。この新工場を生かして、タイに進出している日系食品メーカーに加え、東南アジア全域に

対しても販売を強化していきます。これにより、日本・中国・北米に加え、タイを拠点として、既存商品を含め

た製商品の販売の拡大を目指します。 

「電子材料および機能性化学品事業」においては、平成20年度に増資を行いました扶桑化学（青島）有限公司

において、当社の製品である超高純度コロイダルシリカの原料となる金属ケイ素の外販を開始するなど、今後も

関連した事業をさらに展開していきたいと考えています。 

  

  ②「企業価値」および「企業品質」の向上 

当社グループは、専門分野において、世界をリードする企業であることを目指しています。これは、商品だけ

でなく、その業界、その分野で世界をリードする企業を目指していくことを意味するものであります。その重要

課題となるのが、ユーザーに対して責任を持って商品を供給するという、供給責任を果たすことです。そのため

には、性能や品質、安定した供給体制など、事業構築を確実なものとしておく必要があります。この課題認識の

もと、環境方針を定め、常に環境側面を意識し、環境汚染の予防を推進する社内体制の構築を行いました。 

また、当社グループは、「経済的価値」と「社会的価値」をバランスよく向上させていくことも目指していま

す。ここでいう、「経済的価値」とは、売上、利益、財務体質といったものであり、「社会的価値」とは、社会

の一員としての責任を果たすことであると認識しています。この二つの価値をバランスよく向上させていくこと

で、広く社会から信頼される企業を目指します。 

  

（４）内部管理体制の整備・運用状況 

当該事項につきましては、コーポレート・ガバナンスに関する報告書の「内部統制システムに関する基本的な考

え方及びその整備状況」に記載しています。 

なお、上記の報告書は株式会社大阪証券取引所ジャスダック市場のホームページに掲載されています。 

（５）その他、会社の経営上重要な事項 

該当事項はありません。 

Ⅱ．経営方針
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Ⅲ．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度末 
(平成22年３月31日) 

当連結会計年度末 
(平成23年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,277,460 7,274,339

受取手形及び売掛金 7,758,578 7,657,758

たな卸資産 5,724,565 5,386,242

繰延税金資産 773,079 587,828

その他 358,418 330,969

貸倒引当金 △10,549 △4,557

流動資産合計 21,881,553 21,232,582

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 12,281,948 12,032,968

減価償却累計額 △4,652,667 △5,182,505

建物及び構築物（純額） 7,629,280 6,850,463

機械装置及び運搬具 18,493,963 18,166,390

減価償却累計額 △14,427,364 △15,247,398

機械装置及び運搬具（純額） 4,066,598 2,918,991

土地 2,485,552 2,480,626

建設仮勘定 13,470 74,811

その他 1,910,640 1,941,681

減価償却累計額 △1,424,692 △1,539,532

その他（純額） 485,948 402,148

有形固定資産合計 14,680,850 12,727,041

無形固定資産   

のれん 433,768 282,858

その他 600,445 500,209

無形固定資産合計 1,034,214 783,067

投資その他の資産   

投資有価証券 694,229 572,786

長期前払費用 1,013,784 732,452

繰延税金資産 934,346 1,058,435

その他 452,790 430,982

貸倒引当金 △108,003 △104,840

投資その他の資産合計 2,987,147 2,689,816

固定資産合計 18,702,212 16,199,925

資産合計 40,583,765 37,432,508
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（単位：千円）

前連結会計年度末 
(平成22年３月31日) 

当連結会計年度末 
(平成23年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,813,742 1,777,491

短期借入金 4,528,897 4,069,599

未払金 1,336,873 826,472

未払法人税等 892,023 964,534

賞与引当金 304,826 314,656

役員賞与引当金 45,000 45,000

その他 1,029,860 743,360

流動負債合計 9,951,223 8,741,115

固定負債   

長期借入金 11,928,950 8,259,350

長期未払金 1,166,834 1,163,144

退職給付引当金 878,282 951,644

資産除去債務 － 9,417

その他 5,199 36,812

固定負債合計 13,979,266 10,420,369

負債合計 23,930,489 19,161,484

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,180,367 1,180,367

資本剰余金 1,667,042 1,667,042

利益剰余金 13,770,217 15,879,335

自己株式 △2,026 △2,164

株主資本合計 16,615,601 18,724,581

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 223,500 146,919

為替換算調整勘定 △221,593 △639,702

その他の包括利益累計額合計 1,907 △492,782

少数株主持分 35,767 39,225

純資産合計 16,653,276 18,271,023

負債純資産合計 40,583,765 37,432,508
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
（連結損益計算書） 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

売上高 29,798,417 30,251,938

売上原価 19,467,935 18,267,131

売上総利益 10,330,482 11,984,806

販売費及び一般管理費 7,575,661 7,347,342

営業利益 2,754,820 4,637,464

営業外収益   

受取利息 13,062 12,158

受取配当金 15,284 16,319

受取手数料 15,068 11,218

補助金収入 － 11,275

解約預り金収入 9,595 7,290

還付加算金 10,888 1,061

その他 40,149 27,129

営業外収益合計 104,048 86,452

営業外費用   

支払利息 289,159 224,381

為替差損 121,507 126,206

その他 37,708 17,662

営業外費用合計 448,375 368,249

経常利益 2,410,492 4,355,667

特別利益   

固定資産売却益 1,532 412

会員権売却益 2,000 54

投資有価証券売却益 452 78

貸倒引当金戻入額 566 －

関係会社株式売却益 9,626 1,436

特別利益合計 14,178 1,982

特別損失   

固定資産売却損 1,477 702

固定資産除却損 99,887 3,827

減損損失 88,176 367,159

投資有価証券評価損 1,595 14,070

貸倒引当金繰入額 400 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 29,631

特別損失合計 191,536 415,391

税金等調整前当期純利益 2,233,134 3,942,257

法人税、住民税及び事業税 1,043,953 1,535,763

法人税等調整額 △249,707 73,688

法人税等合計 794,245 1,609,451

少数株主損益調整前当期純利益 － 2,332,806

少数株主利益 3,802 1,419

当期純利益 1,435,086 2,331,386
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（連結包括利益計算書） 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 － 2,332,806

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 － △76,580

為替換算調整勘定 － △418,109

その他の包括利益合計 － ※2  △494,690

包括利益 － ※1  1,838,116

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 － 1,836,696

少数株主に係る包括利益 － 1,419
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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21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 1,180,367 1,180,367

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,180,367 1,180,367

資本剰余金   

前期末残高 1,667,042 1,667,042

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,667,042 1,667,042

利益剰余金   

前期末残高 12,413,974 13,770,217

当期変動額   

剰余金の配当 △75,617 △220,549

当期純利益 1,435,086 2,331,386

その他 △3,225 △1,719

当期変動額合計 1,356,243 2,109,117

当期末残高 13,770,217 15,879,335

自己株式   

前期末残高 △2,026 △2,026

当期変動額   

自己株式の取得 － △137

当期変動額合計 － △137

当期末残高 △2,026 △2,164

株主資本合計   

前期末残高 15,259,357 16,615,601

当期変動額   

剰余金の配当 △75,617 △220,549

当期純利益 1,435,086 2,331,386

自己株式の取得 － △137

その他 △3,225 △1,719

当期変動額合計 1,356,243 2,108,979

当期末残高 16,615,601 18,724,581
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 143,571 223,500

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 79,929 △76,580

当期変動額合計 79,929 △76,580

当期末残高 223,500 146,919

為替換算調整勘定   

前期末残高 18,763 △221,593

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △240,356 △418,109

当期変動額合計 △240,356 △418,109

当期末残高 △221,593 △639,702

その他の包括利益累計額合計   

前期末残高 162,334 1,907

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △160,427 △494,690

当期変動額合計 △160,427 △494,690

当期末残高 1,907 △492,782

少数株主持分   

前期末残高 18 35,767

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 35,749 3,457

当期変動額合計 35,749 3,457

当期末残高 35,767 39,225

純資産合計   

前期末残高 15,421,709 16,653,276

当期変動額   

剰余金の配当 △75,617 △220,549

当期純利益 1,435,086 2,331,386

自己株式の取得 － △137

その他 △3,225 △1,719

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △124,677 △491,232

当期変動額合計 1,231,566 1,617,747

当期末残高 16,653,276 18,271,023

－11－

扶桑化学工業株式会社（４３６８）　平成23年３月期決算短信



（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21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成23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 2,233,134 3,942,257

減価償却費 2,707,497 2,107,611

減損損失 88,176 367,159

のれん償却額 155,048 141,151

貸倒引当金の増減額（△は減少） 26,901 2,198

賞与引当金の増減額（△は減少） 16,497 9,860

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 45,000 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） △30,692 35,177

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △1,207,296 －

受取利息及び受取配当金 △28,346 △28,477

支払利息 289,159 224,381

為替差損益（△は益） 104,125 99,609

有形固定資産売却益 △1,532 △412

有形固定資産売却損 1,477 702

有形固定資産除却損 99,887 3,827

投資有価証券評価損 1,595 14,070

会員権売却損益（△は益） △2,000 △54

関係会社株式売却損益（△は益） △9,626 △1,436

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 29,631

売上債権の増減額（△は増加） △1,514,812 19,407

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,647,811 239,244

未収入金の増減額（△は増加） 25,222 －

未払金の増減額（△は減少） － △14,290

仕入債務の増減額（△は減少） 212,594 △13,211

未払費用の増減額（△は減少） 143,615 －

未収消費税等の増減額（△は増加） 41,942 －

未払消費税等の増減額（△は減少） 314,974 －

長期未払金の増減額（△は減少） 1,137,311 △3,690

その他 △240,210 △255,801

小計 7,257,455 6,918,916

利息及び配当金の受取額 28,266 28,436

利息の支払額 △284,005 △215,915

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 6,229 △1,410,253

営業活動によるキャッシュ・フロー 7,007,945 5,321,184

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 － △127,058

有形固定資産の取得による支出 △1,619,895 △833,481

有形固定資産の売却による収入 6,450 2,845

無形固定資産の取得による支出 △55,004 △15,730

投資有価証券の取得による支出 △4,640 △5,354

投資有価証券の売却による収入 897 302

長期貸付けによる支出 － △1,000

長期貸付金の回収による収入 9,945 8,134

子会社株式の売却による収入 77,600 6,400

連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却に
よる収入

23,559 －

その他 36,762 △4,085

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,524,325 △969,028
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成23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） △2,006,529 △190,658

長期借入れによる収入 1,450,000 －

長期借入金の返済による支出 △3,757,900 △3,928,900

リース債務の返済による支出 △389 △1,487

自己株式の取得による支出 － △137

配当金の支払額 △75,058 △220,267

少数株主への配当金の支払額 － △400

財務活動によるキャッシュ・フロー △4,389,877 △4,341,851

現金及び現金同等物に係る換算差額 △82,984 △140,195

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,010,757 △129,890

現金及び現金同等物の期首残高 6,266,702 7,277,460

現金及び現金同等物の期末残高 7,277,460 7,147,569
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 該当事項はありません。  

  

当連結会計年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

※１ 当連結会計年度の直前連結会計年度における包括利益 

  

※２ 当連結会計年度の直前連結会計年度におけるその他の包括利益 

  

（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の変更

  
当連結会計年度 

（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

会計処理基準に関する事項

の変更 

  

資産除去債務に関する会計基準の適用 

 当連結会計年度より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号

平成20年３月31日）および「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会

計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を適用しています。 

 これにより、営業利益および経常利益はそれぞれ5,812千円、税金等調整前当期

純利益は35,444千円減少しています。また、当会計基準等の適用開始による資産除

去債務の変動額は9,417千円です。 

  

（７）表示方法の変更

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 

至 平成23年３月31日） 

（連結損益計算書） 

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく「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21年３月24日 内閣府令第５号）の適用により、当連

結会計年度では、「少数株主損益調整前当期純利益」の科目で表示しています。 

  

（連結キャッシュ・フロー計算書）  

営業活動によるキャッシュ・フローの「未収入金の増減額」、「未払費用の増減額」、「未収消費税等の増減

額」および「未払消費税等の増減額」は、前連結会計年度では区分掲記していましたが、当連結会計年度より営

業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めて表示しています。  

  なお、当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含まれる金額は、それぞれ下記の

通りです。 

「未収入金の増減額」△11,634千円、「未払費用の増減額」△12,123千円、「未収消費税等の増減額」266千円、

「未払消費税等の増減額」△253,913千円  

 営業活動によるキャッシュ・フローの「未払金の増減額」は、前連結会計年度まで営業活動によるキャッシ

ュ・フローの「その他」に含めていましたが、当連結会計年度より区分掲記しています。 

 なお、前連結会計年度の「未払金の増減額」は△145,305千円です。 

  

（８）連結財務諸表に関する注記事項

（連結包括利益計算書関係）

親会社株主に係る包括利益 1,274,659千円

少数株主に係る包括利益 3,802千円

計 1,278,461千円

その他有価証券評価差額金 79,929千円

為替換算調整勘定 △240,356千円

計 △160,427千円
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（追加情報） 

当連結会計年度より、「包括利益の表示に関する会計基準」（企業会計基準第25号 平成22年６月30日）を適用

しています。ただし、「その他の包括利益累計額」及び「その他の包括利益累計額合計」の前連結会計年度の金額

は、「評価・換算差額等」及び「評価・換算差額等合計」の金額を記載しています。 

  

前連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日）  

 （注）１．上記事業は、製品および商品の種類・性質、製造方法、販売市場等の類似性等を勘案して区分しています。

２．各事業の主要な製品および商品等 

(1）ライフサイエンス事業………………リンゴ酸、クエン酸、その他果実酸、食添製剤、グルコン酸 

(2）電子材料および機能性化学品事業…超高純度コロイダルシリカ、樹脂添加剤、医薬品原料、写真薬原料 

(3）その他の事業…………………………上記の事業分野に該当しない化成品等 

３．前連結会計年度において、電子材料事業への展開を目的として青島扶桑第二精製加工有限公司の社名を扶桑

化学（青島）有限公司に変更し、増資を行いました。これに伴い事業内容が変わったため、当公司の事業の

種類別セグメントを「ライフサイエンス事業」から「電子材料および機能性化学品事業」に変更しました。

４．「消去又は全社」に含めた金額および主な内容は、次のとおりです。 

５．会計方針の変更 

    該当事項はありません。 

（セグメント情報等）

a．事業の種類別セグメント情報

  
ライフサイ
エンス事業 
（千円） 

電子材料お
よび機能性
化学品事業 
（千円） 

その他の事業
（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  19,465,174  10,258,778  74,464  29,798,417  －  29,798,417

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 －  －  5,616  5,616 (5,616)  －

計  19,465,174  10,258,778  80,080  29,804,033 (5,616)  29,798,417

営業費用  17,392,808  8,867,696  73,639  26,334,145  709,451  27,043,597

営業利益  2,072,366  1,391,081  6,440  3,469,888 (715,068)  2,754,820

Ⅱ 資産、減価償却費、減損損

失及び資本的支出 
            

資産  16,565,878  16,569,171  46,585  33,181,635  7,407,903  40,589,539

減価償却費  716,137  2,096,887  1,156  2,814,182  48,363  2,862,545

減損損失  28,506  59,669  －  88,176  －  88,176

資本的支出  850,095  222,791  －  1,072,886  19,387  1,092,274

  
前連結会計年度 

（千円） 
主な内容 

消去又は全社の項目に含め

た配賦不能営業費用の金額 
 715,502 提出会社の総務部門・経理部門等、一般管理部門に係る費用 

消去又は全社の項目に含め

た全社資産の金額 
 7,407,903

提出会社における余資運用資金（現金および有価証券）、長期投資

資金（投資有価証券）および管理部門に係る資産等 
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前連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

 （注）１．国または地域の区分は、地理的近接度によっています。 

２．各区分に属する主な国または地域は以下のとおりです。 

アジア：中国、タイ  

３．「消去又は全社」に含めた金額および主な内容は、［事業の種類別セグメント情報］の（注）４．と同一で

す。 

４．前連結会計年度より、タイにおいてFUSO (THAILAND) CO.,LTD.を設立したため、従来の「中国」セグメント

に同社の事業活動を含めて「アジア」セグメントとしています。 

５．会計方針の変更 

    該当事項はありません。 

  

前連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

 （注）１．国または地域の区分は、地理的近接度によっています。 

２．各区分に属する主な国または地域は以下のとおりです。 

ヨーロッパ：イタリア、フランス、イギリス 

北米：アメリカ 

アジア：中国、台湾、韓国 

３．海外売上高は、当社および連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高です。 

  

b．所在地別セグメント情報

  
日本 

（千円） 
アジア 

（千円） 
アメリカ 
（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  26,235,353  1,315,582  2,247,481  29,798,417  －  29,798,417

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 472,916  3,392,374  215,256  4,080,548 (4,080,548)  －

計  26,708,270  4,707,957  2,462,738  33,878,965 (4,080,548)  29,798,417

営業費用  23,842,975  4,347,542  2,334,093  30,524,611 (3,481,014)  27,043,597

営業利益  2,865,295  360,414  128,644  3,354,354 (599,534)  2,754,820

Ⅱ 資産  30,923,687  4,010,867  2,577,788  37,512,342  3,077,196  40,589,539

c．海外売上高

  ヨーロッパ 北米 アジア  その他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  528,883  4,379,904  2,888,353  115,139      7,912,280

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  －  －  －     29,798,417

Ⅲ 連結売上高に占める海外売

上高の割合（％） 
 1.8  14.7  9.7  0.4           26.6
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１．報告セグメントの概要 

  当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営資

源の配分の決定および業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものです。 

  当社は、製商品・サービス別に事業部を置き、それぞれの事業部で、取扱い製商品・サービスについて国内

および海外の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しています。  

 したがって、当社は、事業部を基礎とした製商品・サービス別のセグメントから構成されており、「ライフ

サイエンス事業」および「電子材料および機能性化学品事業」の２つを報告セグメントとしています。 

  「ライフサイエンス事業」は、リンゴ酸、クエン酸、その他果実酸、食添製剤、グルコン酸等の生産・販売

を行っています。「電子材料および機能性化学品事業」は、超高純度コロイダルシリカ、樹脂添加剤、医薬品

原料、写真薬原料等の生産・販売を行っています。 

  

２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法  

 報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、連結財務諸表を作成するために採用した会計処理の原

則および手続と概ね同一です。 

 報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値です。 

  セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいています。  

  

３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 

前連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

（単位：千円）

（注）１．・セグメント利益の調整額には、提出会社の総務部門・経理部門等、一般管理部門に係る費

            用△715,502千円、その他6,044千円が含まれています。  

   ・セグメント資産の調整額には、提出会社における余資運用資金（現金及び有価証券）、長

        期投資資金（投資有価証券）および管理部門に係る資産7,407,903千円が含まれていま 

        す。 

      ・減価償却費の調整額には、提出会社の総務部門・経理部門等、一般管理部門に係る減価償

        却費48,363千円が含まれています。  

      ・有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額には、提出会社の総務部門・経理部門 

        等、一般管理部門が取得した有形固定資産及び無形固定資産19,387千円が含まれていま 

        す。  

   ２．セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っています。 

  

d．セグメント情報

  報告セグメント 
調整額 

（注）１  

連結財務諸表
計上額 

（注）２   
ライフサイエ

ンス事業 

電子材料お
よび機能性
化学品事業 

計 

売上高  

外部顧客への売上高  19,564,530  10,233,886  29,798,417  －  29,798,417

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

 126,660  49,873  176,534  △176,534  －

計  19,691,191  10,283,760  29,974,952  △176,534  29,798,417

セグメント利益  2,077,713  1,386,564  3,464,277  △709,457  2,754,820

セグメント資産  16,629,013  16,552,622  33,181,635  7,407,903  40,589,539

その他の項目  

減価償却費  562,246  2,096,887  2,659,133  48,363  2,707,497

のれんの償却額  155,048  －  155,048  －  155,048

減損損失  28,506  59,669  88,176  －  88,176

有形固定資産及び無形固定
資産の増加額 

 850,095  222,791  1,072,886  19,387  1,092,274
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  当連結会計年度 （自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

（単位：千円）

（注）１．・セグメント利益の調整額には、提出会社の総務部門・経理部門等、一般管理部門に係る費

            用△782,733千円、その他6,253千円が含まれています。  

   ・セグメント資産の調整額には、提出会社における余資運用資金（現金及び有価証券）、長

        期投資資金（投資有価証券）および管理部門に係る資産7,723,047千円、その他△2,765 

        千円が含まれています。 

      ・減価償却費の調整額には、提出会社の総務部門・経理部門等、一般管理部門に係る減価償

        却費56,925千円が含まれています。 

      ・有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額には、提出会社の総務部門・経理部門 

        等、一般管理部門が取得した有形固定資産及び無形固定資産17,979千円が含まれていま 

        す。  

   ２．セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っています。  

 当連結会計年度より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年

３月27日）および「セグメント情報等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20

号 平成20年３月21日）を適用しています。 

  

       当連結会計年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しています。  

  

       当連結会計年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

（単位：千円）

（注）のれん償却額に関しては、セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略してい

      ます。  

  

  報告セグメント 
調整額 

（注）１  

連結財務諸表
計上額 

（注）２   
ライフサイエ

ンス事業 

電子材料お
よび機能性
化学品事業 

計 

売上高  

外部顧客への売上高  19,526,117  10,725,820  30,251,938  －  30,251,938

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

 18,047  33,217  51,264  △51,264  －

計  19,544,165  10,759,037  30,303,202  △51,264  30,251,938

セグメント利益  2,852,164  2,561,779  5,413,944  △776,479  4,637,464

セグメント資産  15,042,505  14,672,607  29,715,112  7,720,282  37,435,395

その他の項目  

減価償却費  555,978  1,494,707  2,050,685  56,925  2,107,611

のれんの償却額  141,151  －  141,151  －  141,151

減損損失  －  367,159  367,159  －  367,159

有形固定資産及び無形固定
資産の増加額 

 183,900  107,918  291,819  17,979  309,799

（追加情報）

e．報告セグメントごとの固定資産の減損

f．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

  
ライフサイエンス事

業 
電子材料および機
能性化学品事業 

全社・消去  連結財務諸表計上額

当期末残高  282,858  －  －  282,858
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 （注） １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりです。 

前連結会計年度（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。 

  

当連結会計年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日）  

 平成23年３月９日開催の当社取締役会決議に基づき、連結子会社である PMP Fermentation Products, Inc.は、

所有する固定資産を平成23年５月10日に下記の通り譲渡しました。 

 なお、上記取締役会決議時における譲渡先SOLAZYME, INC.が、100％出資子会社であるSOLAZYME MANUFACTURING 

1, LLCへ契約の譲渡を行ったため、譲渡先が変更になっております。 

① 譲渡の理由 

 当社グループは資産効率の向上および財務体質の強化に取り組んでおり、その一環として、遊休となっている土

地および設備を譲渡しました。 

② 相手会社の概要 

③ 譲渡資産の概要 

④ 譲渡価額および損益影響額 

  
  

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 

至 平成23年３月31日） 

１株当たり純資産額 円2,637.10

１株当たり当期純利益金額 円227.74

１株当たり純資産額 円2,893.31

１株当たり当期純利益金額 円369.97

 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いません。 

 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いません。 

  
前連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日) 

当期純利益（千円）  1,435,086  2,331,386

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（千円）  1,435,086  2,331,386

期中平均株式数（株）  6,301,423  6,301,401

（重要な後発事象）

商 号 ： SOLAZYME MANUFACTURING 1, LLC 

本店所在地 ： 225 GATEWAY BOULEVARD, SOUTH SAN FRANCISCO, CA 94080, USA 

所 在 地 ： 米国イリノイ州ペオリア市 

資 産 種 類 ： 土地・建物・機械装置 

帳 簿 価 額 ：  2,013千米ドル 

譲 渡 価 額 ： 11,500千米ドル 

損益影響額 ： 
固定資産売却益として約761百万円（１米ドル82.08円で換算）を計上する

予定です。 
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Ⅳ．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度末 
(平成22年３月31日) 

当事業年度末 
(平成23年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,226,854 5,405,254

受取手形 810,595 816,214

売掛金 5,565,292 5,363,741

未収入金 181,951 174,106

商品 1,666,788 1,452,311

製品 1,770,566 1,811,656

仕掛品 211,855 154,289

原材料 321,815 260,508

貯蔵品 72,240 77,425

前渡金 16,378 103,376

前払費用 102,076 63,027

繰延税金資産 531,746 492,323

関係会社短期貸付金 1,588,954 1,013,428

その他 24,359 9,072

貸倒引当金 △1,624 △729

流動資産合計 18,089,851 17,196,005

固定資産   

有形固定資産   

建物 8,564,270 8,438,312

減価償却累計額 △2,885,965 △3,234,752

建物（純額） 5,678,304 5,203,560

構築物 2,161,782 2,159,156

減価償却累計額 △1,246,915 △1,399,144

構築物（純額） 914,867 760,012

機械及び装置 16,390,191 16,237,555

減価償却累計額 △13,363,175 △14,194,576

機械及び装置（純額） 3,027,015 2,042,978

車両運搬具 107,966 80,984

減価償却累計額 △97,921 △65,010

車両運搬具（純額） 10,044 15,973

工具、器具及び備品 1,124,217 1,136,470

減価償却累計額 △876,173 △963,154

工具、器具及び備品（純額） 248,043 173,315

土地 2,381,940 2,388,029

リース資産 － 41,388

減価償却累計額 － △1,973

リース資産（純額） － 39,414

有形固定資産合計 12,260,216 10,623,284

無形固定資産   

のれん 29,187 15,836

ソフトウエア 335,834 259,708

施設利用権 2,414 2,139

その他 8,281 8,281

無形固定資産合計 375,717 285,964
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（単位：千円）

前事業年度末 
(平成22年３月31日) 

当事業年度末 
(平成23年３月31日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 694,229 572,786

関係会社株式 2,709,460 2,744,533

出資金 14,373 14,373

関係会社出資金 1,145,699 1,145,699

従業員長期貸付金 420 730

関係会社長期貸付金 204,798 236,271

長期前払費用 996,109 756,301

繰延税金資産 792,942 953,852

その他 321,249 290,697

貸倒引当金 △7,772 △7,740

投資その他の資産合計 6,871,510 6,707,505

固定資産合計 19,507,445 17,616,754

資産合計 37,597,296 34,812,760

負債の部   

流動負債   

支払手形 219,950 116,234

買掛金 1,471,182 1,555,230

短期借入金 200,000 200,000

1年内返済予定の長期借入金 3,928,900 3,669,600

リース債務 － 8,287

未払金 955,324 542,855

未払費用 280,640 236,674

未払法人税等 859,882 932,504

未払消費税等 295,396 62,241

前受金 8,330 4,933

預り金 54,833 47,747

賞与引当金 285,233 282,681

役員賞与引当金 45,000 45,000

設備関係支払手形 6,964 11,882

流動負債合計 8,611,639 7,715,873

固定負債   

長期借入金 11,928,950 8,259,350

リース債務 － 33,098

長期未払金 1,139,318 1,135,628

退職給付引当金 877,207 942,224

資産除去債務 － 9,417

固定負債合計 13,945,475 10,379,718

負債合計 22,557,114 18,095,592
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（単位：千円）

前事業年度末 
(平成22年３月31日) 

当事業年度末 
(平成23年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,180,367 1,180,367

資本剰余金   

資本準備金 1,667,042 1,667,042

資本剰余金合計 1,667,042 1,667,042

利益剰余金   

利益準備金 103,680 103,680

その他利益剰余金   

圧縮積立金 108,618 104,700

別途積立金 8,233,979 8,233,979

繰越利益剰余金 3,525,022 5,282,643

利益剰余金合計 11,971,299 13,725,002

自己株式 △2,026 △2,164

株主資本合計 14,816,682 16,570,248

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 223,500 146,919

評価・換算差額等合計 223,500 146,919

純資産合計 15,040,182 16,717,168

負債純資産合計 37,597,296 34,812,760
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

売上高   

製品売上高 15,245,798 15,865,580

商品売上高 7,578,783 7,493,304

売上高合計 22,824,582 23,358,885

売上原価   

製品売上原価   

製品期首たな卸高 2,975,431 1,770,566

当期製品製造原価 9,960,717 10,457,072

合計 12,936,149 12,227,638

製品期末たな卸高 1,770,566 1,811,656

製品他勘定振替高 169,225 17,512

製品売上原価 10,996,357 10,398,469

商品売上原価   

商品期首たな卸高 2,258,001 1,666,788

当期商品仕入高 6,220,290 6,174,002

合計 8,478,291 7,840,790

商品期末たな卸高 1,666,788 1,452,311

商品他勘定振替高 1,690,217 1,562,511

商品売上原価 5,121,285 4,825,966

売上原価合計 16,117,643 15,224,436

売上総利益 6,706,939 8,134,448

販売費及び一般管理費 4,416,461 4,324,083

営業利益 2,290,478 3,810,364

営業外収益   

受取利息 45,668 29,836

受取配当金 108,324 65,849

受取賃貸料 240 240

受取手数料 51,848 58,837

還付加算金 10,687 －

その他 6,180 9,195

営業外収益合計 222,950 163,959

営業外費用   

支払利息 281,963 221,621

為替差損 54,550 48,546

その他 1,602 9,022

営業外費用合計 338,116 279,190

経常利益 2,175,312 3,695,133

特別利益   

固定資産売却益 1,532 412

投資有価証券売却益 452 78

関係会社株式売却益 162 13

会員権売却益 2,000 －

貸倒引当金戻入額 907 －

特別利益合計 5,055 504
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

特別損失   

固定資産売却損 － 685

固定資産除却損 63,737 1,550

減損損失 82,784 367,159

投資有価証券評価損 1,595 14,070

貸倒引当金繰入額 400 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 28,968

特別損失合計 148,517 412,433

税引前当期純利益 2,031,850 3,283,205

法人税、住民税及び事業税 938,400 1,395,000

法人税等調整額 △115,275 △86,048

法人税等合計 823,124 1,308,951

当期純利益 1,208,725 1,974,253
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 （注） １ 原価計算の方法は、工程別実際総合原価計算を採用しています。 

※２ 主な内訳は次のとおりであります。 

※３ 他勘定受入高の内訳は、製品の製造工程への投入であります。 

※４ 内訳は次のとおりであります。 

（３）製造原価明細書

    
前事業年度 

（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年４月１日 

至 平成23年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

Ⅰ．材料費    4,182,608  41.9  4,484,847  42.9

Ⅱ．労務費    1,046,793  10.5  1,211,626  11.6

Ⅲ．経費 ※2  4,751,650  47.6  4,752,397  45.5

当期総製造費用    9,981,053  100.0  10,448,872  100.0

仕掛品期首たな卸高    228,756    211,855   

他勘定受入高 ※3  －    37   

合計    10,209,809    10,660,765   

仕掛品期末たな卸高    211,855    154,289   

他勘定振替高 ※4  37,236    49,402   

当期製品製造原価    9,960,717    10,457,072   

項目 前事業年度 当事業年度 

減価償却費（千円）  1,451,740  1,027,632

水道光熱費（千円）  1,027,496  1,227,517

消耗雑品費（千円）  145,439  164,967

外注加工費（千円）  78,416  102,560

包装材料費（千円）  217,819  316,455

修繕費（千円）  269,597  307,298

リース料（千円）  835,912  834,638

項目 前事業年度 当事業年度 

売上原価（千円）  37,168  49,289

一般管理費（千円）  68  113

合計（千円）  37,236  49,402
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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21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 1,180,367 1,180,367

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,180,367 1,180,367

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 1,667,042 1,667,042

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,667,042 1,667,042

資本剰余金合計   

前期末残高 1,667,042 1,667,042

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,667,042 1,667,042

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 103,680 103,680

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 103,680 103,680

その他利益剰余金   

圧縮積立金   

前期末残高 112,536 108,618

当期変動額   

任意積立金の取崩 △3,918 △3,918

当期変動額合計 △3,918 △3,918

当期末残高 108,618 104,700

別途積立金   

前期末残高 8,233,979 8,233,979

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 8,233,979 8,233,979

繰越利益剰余金   

前期末残高 2,387,995 3,525,022

当期変動額   

任意積立金の取崩 3,918 3,918

剰余金の配当 △75,617 △220,549

当期純利益 1,208,725 1,974,253

当期変動額合計 1,137,026 1,757,621

当期末残高 3,525,022 5,282,643

利益剰余金合計   

前期末残高 10,838,191 11,971,299

当期変動額   

任意積立金の取崩 － －

剰余金の配当 △75,617 △220,549

当期純利益 1,208,725 1,974,253

当期変動額合計 1,133,108 1,753,703
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成23年３月31日) 

当期末残高 11,971,299 13,725,002

自己株式   

前期末残高 △2,026 △2,026

当期変動額   

自己株式の取得 － △137

当期変動額合計 － △137

当期末残高 △2,026 △2,164

株主資本合計   

前期末残高 13,683,574 14,816,682

当期変動額   

剰余金の配当 △75,617 △220,549

当期純利益 1,208,725 1,974,253

自己株式の取得 － △137

当期変動額合計 1,133,108 1,753,565

当期末残高 14,816,682 16,570,248

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 143,571 223,500

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 79,929 △76,580

当期変動額合計 79,929 △76,580

当期末残高 223,500 146,919

評価・換算差額等合計   

前期末残高 143,571 223,500

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 79,929 △76,580

当期変動額合計 79,929 △76,580

当期末残高 223,500 146,919

純資産合計   

前期末残高 13,827,145 15,040,182

当期変動額   

剰余金の配当 △75,617 △220,549

当期純利益 1,208,725 1,974,253

自己株式の取得 － △137

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 79,929 △76,580

当期変動額合計 1,213,037 1,676,985

当期末残高 15,040,182 16,717,168
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 該当事項はありません。  

  

(1）役員の異動 

 平成23年５月16日開催の取締役会において、下記のとおり役員の異動につき内定しました。 

 なお、本異動は、平成23年６月24日開催予定の株主総会において承認されましたら正式に決定します。 

  

  

１．新任取締役候補 

取締役 電子材料事業部長          政 氏 晴 生 

  

２．退任予定取締役 

代表取締役名誉会長            赤 澤 庄 三 

社外取締役             多 田 智 美 

  

（５）継続企業の前提に関する注記

Ⅴ．その他
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