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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 32,667 13.1 1,186 ― 1,035 ― 224 ―

22年3月期 28,882 △18.3 △1,290 ― △1,100 ― △1,062 ―

（注）包括利益 23年3月期 △29百万円 （―％） 22年3月期 △784百万円 （―％）

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 2.29 ― 0.6 2.0 3.6
22年3月期 △10.87 ― △2.7 △2.1 △4.5

（参考） 持分法投資損益 23年3月期  7百万円 22年3月期  3百万円

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 52,947 38,678 73.1 395.97
22年3月期 51,149 39,328 76.8 402.18

（参考） 自己資本   23年3月期  38,678百万円 22年3月期  39,294百万円

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 1,762 △1,186 △75 3,360
22年3月期 2,622 △518 △2,428 2,996

2.  配当の状況 

（注）平成24年３月期の配当金につきましては、現時点では業績予想の算定が困難であるため、未定とさせていただきます。今後開示が可能となった段階
で、速やかに公表いたします。 

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 ― 3.00 ― 3.00 6.00 586 ― 1.5
23年3月期 ― 3.00 ― 3.00 6.00 587 262.0 1.5

24年3月期(予想) ― ― ― ― ― ―

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） 
 平成24年３月期の連結業績予想につきましては、平成23年３月11日に発生した東日本大震災の影響により、現時点では合理的な業績見通しの算定が
困難であるため未定とし、記載しておりません。今後予想の開示が可能となった時点で速やかに公表いたします。なお、当該理由等は、添付資料３ページ
「経営成績（１）経営成績に関する分析（次期の見通し）」に記載しております。 



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 

（注）詳細は、添付資料16ページ「（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」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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） 23年3月期 99,002,000 株 22年3月期 99,002,000 株

② 期末自己株式数 23年3月期 1,322,003 株 22年3月期 1,298,622 株

③ 期中平均株式数 23年3月期 97,691,889 株 22年3月期 97,710,023 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 25,876 10.9 282 ― 311 ― △163 ―

22年3月期 23,335 △19.8 △1,413 ― △1,196 ― △1,053 ―

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 △1.66 ―

22年3月期 △10.77 ―

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 52,435 40,052 76.4 409.70
22年3月期 51,235 40,809 79.7 417.35

（参考） 自己資本 23年3月期  40,052百万円 22年3月期  40,809百万円

※ 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の対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商品取引法の基づく財務諸表の監査手
続は終了していません。 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
・本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件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、添付資料３ページ「経営成績に関する分析」をご覧ください。 
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当連結会計年度における当社グループを取り巻く事業環境は、政府の景気刺激策やアジア新興諸国を

中心とした経済成長等を背景に、国内でも一部に景気持ち直しの兆しが見られたものの、企業の設備投

資は低調に推移し、デフレの継続、欧米景気の下振れ懸念による円高、さらには中東・北アフリカ情勢

不安による原油高等により、厳しい状況が続きました。このような中で、本年3月11日に発生し未曾有

の被害をもたらした東日本大震災は、生産設備の被災による原材料調達難や原子力発電所の事故等によ

り、産業界にも甚大な影響をもたらしました。なお、当社グループでは人員および生産設備に震災によ

る被害はありませんでした。 

 当社グループは、このような事業環境下で、国内においては当社製品の特長を訴求した営業活動を展

開し、海外においては成長市場への浸透を図って販売数量を増加させるとともに、生産の省力化、物流

の合理化等によるコスト削減を進め、収益力を向上させました。 

 また、昨年度策定した“新”中期経営計画「３C－Action 2010」において当連結会計年度は「成長へ

の基礎固めのステージ」として、生産拠点の統合や、販売網・物流網の再編、ならびに人員の削減等の

施策を実行し、基盤事業の体質強化に努めたことにより、事業構造改善費用等の特別損失を計上いたし

ました。 

 以上の結果、当連結会計年度の連結売上高は32,667百万円（前年同期比13.1％増）となり、連結経常

利益は1,035百万円（前年同期の連結経常損失は1,100百万円）、連結当期純利益は224百万円（前年同

期の連結当期純損失は1,062百万円）となりました。 

セグメントの業績は、次のとおりであります。 

① 管材システム事業 

当事業部門は、塩化ビニル等の合成樹脂製バルブ、パイプ、継手等の配管材料の製造・販売およびエ

ンジニアリング事業として、これらの樹脂製配管材料を使用した配管工事の設計・施工を行なっており

ます。また、化学薬品を使用しない汚泥減容・油分解・脱臭等の環境分野向け処理装置ならびに半導体

関連機器の治工具等の洗浄装置の製造・販売を行なっております。 

 当事業部門において、合成樹脂製のバルブやパイプ、継手は、国内では緩やかながらも回復傾向であ

った設備投資需要を着実に受注につなげ、海外では大型物件の獲得やターゲットとする産業・地域の拡

大に努め、売上を伸ばしました。また、半導体業界が堅調に推移したことから、半導体製造装置向け

Dymatrix製品や電子機器向け洗浄装置の販売も売上を伸ばしました。一方で、国内での大型の工場建設

に回復が見られなかったことから、エンジニアリング事業の売上は、低迷いたしました。 

 収益につきましては、販売量の増加に加えて製造部門でのコスト削減や効率化による体質の改善に努

めた結果、大幅に改善することができましたが、市場環境の激化による売値の下落や原材料高により当

初の予想を下回る結果となりました。 

 また、中期経営計画の課題である基盤事業の強化として、縮小した国内需要に見合った供給体制の再

構築を行うと同時に、パイプ事業の生産効率向上のため２拠点あった生産拠点を栃木工場に集約するこ

とを実施し、販売体制効率化のため中部圏の中部旭有機販売㈱および関東圏の旭有機材販売㈱の子会社

２社の統合を決定いたしました。 

 以上の結果、当事業部門の売上高は21,315百万円（前年同期比6.8％増）、営業利益は812百万円（前

年同期の営業損失は989百万円）となりました。 

② 樹脂事業 

当事業部門は、フェノール樹脂応用技術をキーテクノロジーとして、鋳物用樹脂、鋳物用レジンコー

テッドサンド（RCS）、発泡材料用樹脂、一般工業用樹脂、電子材料用樹脂および誘導体ならびに樹脂

成形材料等の製造・販売を行なっております。 

 鋳物用樹脂およびRCSは、上期はエコカー補助金等により、また下期はアジア地域向け輸出の増加に

１．経営成績
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より、自動車向けおよび建設機械向け鋳物が好調を維持したため、売上げは好調に推移しました。ま

た、中国の「旭有機材樹脂（南通）有限公司」は中国での自動車生産の急激な伸びに支えられ売上を大

幅に伸ばしました。 

 一般工業用樹脂では、下期より住宅エコポイント制度が導入されたことにより需要が急速に増加し、

建材用樹脂が売上げを大幅に伸ばしました。 

 電子材料用樹脂は、国内外ともに液晶およびLEDの生産の増加を受け、フォトレジスト用ベース樹脂

および感光剤用フェノール誘導体が売上げを大幅に伸ばしました。 

 成形材料は、自動車の軽量化を背景とした車載部品の樹脂化の流れを追い風に拡販を展開し、売上げ

を伸ばしました。  

 発泡材料用樹脂は、高性能ノンフロン現場発泡システム「ゼロフロンER」がオゾン層保護・地球温暖

化防止大賞審査委員会特別賞、グリーン購入大賞審査員特別賞を受賞する等、その性能が高く評価さ

れ、ブランドの更なる浸透を進め、販売基礎を着々と固めております。 

 以上の結果、当事業部の売上高は11,352百万円（前年同期比27.3％増）、営業利益は375百万円（前

年同期の営業損失は107百万円）と大幅な増収、増益になりました。 

③ 次期の見通し 

今後の経済見通しにつきましては、世界経済は、緩やかな回復の動きが続くものと期待されるもの

の、不安定な中東・北アフリカ情勢や、それに伴う原油・原料価格高騰等の不安要素が山積しており予

断を許さない状況が続くものと思われます。さらに、国内経済におきましても、本年3月11日に発生い

たしました東日本大震災により、国民生活や企業活動に多大な影響が出ており、当社グループを取り巻

く環境の先行きは極めて不透明なものとなっております。 

 平成24年3月期の業績予想につきましては、このたびの震災が今後の取引先の需要動向、電力供給及

び原材料調達環境等に与える影響を現段階で合理的に算定することが困難であるため未定といたしまし

た。今後、当該影響を慎重に精査し、連結業績予想の開示が可能となった時点で速やかに公表いたしま

す。 

 なお、東日本大震災発生前の状況では、中期経営計画における平成23年度の連結業績計画のとおり概

ね推移するものと想定しておりました。内容については以下のとおりであります。 

  

＜参考情報＞中期経営計画における年間業績計画（東日本大震災による影響は未反映） 

        売上高   37,000百万円 

        営業利益   1,900百万円 

        当期純利益  1,100百万円 
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当連結会計年度末の総資産は、52,947百万円（前年同期比3.5％増）となりました。 

 流動資産は、主として売上高が増加したことによる受取手形及び売掛金の増加やたな卸資産が増加

したため、23,985百万円（同12.5％増）となりました。 

 固定資産は、設備投資が減価償却費を下回ったことや事業構造改善費用の計上に伴う有形固定資産

の減少などにより、28,962百万円（同2.9％減）となりました。 

 流動負債は、主として生産高が増加したことによる支払手形や買掛金の増加や短期借入金が増加し

たことなどから、11,466百万円（同29.4％増）となりました。 

 固定負債は、早期退職優遇制度の実施による退職給付引当金が減少したことなどから、2,803百万

円（同5.4％減）となりました。 

 純資産は、配当金の支払いによる利益剰余金の減少、為替換算調整勘定の影響などから、38,678百

万円（同1.7％減）となりました。 

  

キャッシュ・フローの状況としましては、当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資

金」という。）は、前連結会計年度末に比べ364百万円増加し、3,360百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動により獲得した資金は、売上債権の増加額が1,313百万円、たな卸資産の増加額が1,041百

万円などによる資金減よりも、税金等調整前当期純利益が569百万円、減価償却費が1,733百万円、仕

入債務の増加額が1,267百万円などの資金増が上回ったため、1,762百万円（前年同期は2,622百万円

の資金獲得）となりました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動により使用した資金は、有形固定資産の取得による支出が1,332百万円などにより1,186百

万円（前年同期は518百万円の資金使用）となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動により使用した資金は、短期借入金の純増加額が600百万円などによる資金増よりも、配

当金の支払額が587百万円などの資金減が上回ったため、75百万円（前年同期は2,428百万円の資金使

用）となりました。 

  

今後の見通しとしましては、事業活動による営業利益の増加に努め、設備投資については厳選して実

施し、利益剰余金等自己資本の蓄積を目指します。 

  

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  

 
（注） 自己資本比率：（純資産―少数株主持分）／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 

※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おります。 

（２）財政状態に関する分析

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 平成23年３月期

自己資本比率（％） 73.0 75.0 74.3 76.8 73.1

時価ベースの自己資本比率
（％）

79.7 45.5 49.1 43.6 43.2

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率（年）

0.1 0.1 1.6 0.3 0.9

インタレスト・カバレッジ・
レシオ（倍）

122.2 444.6 70.1 188.6 92.6
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※株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。 

※キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用し

ております。 

  

当社は、株主の皆様に対する安定的な利益還元を経営の重要政策の一つと位置付けております。 

 また、内部留保資金は、将来における株主の皆様の利益拡大のために有効に活用すべきものと認識

し、今後の利益配分につきましては、業績及び事業計画を考慮しつつ、総合的に判断したいと思いま

す。 

 この方針のもと、業績の状況も踏まえ、期末の配当は１株につき３円の配当を実施する予定です。こ

れにより当期の配当額は中間配当と合わせて１株当たり６円となります。 

 なお、次期の年間配当額につきましては、東日本大震災の国内外の経済に与える影響など不透明な状

況にあり、次期の業績見通しの算定が困難であるため、現時点では未定とさせていただき、業績予想の

開示が可能となった段階であわせて公表いたします。 

  

近の有価証券報告書（平成22年６月29日提出）における「事業系統図（事業の内容）」及び「関係会

社の状況」から重要な変更がないため開示を省略します。 

  

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

２．企業集団の状況
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当社グループは、プラスチックバルブ、フェノール樹脂などの主力製品の技術と品質向上による競争

力の強化に努め、旭有機材グループとしての事業の拡大と収益の確保を図ることにより、グループ各社

の社業の発展を通じて社会の繁栄に貢献していくことを経営の基本方針としており、重点的に下記に取

り組んでおります。 

①顧客重視の戦略の強化 

②技術力の強化 

③グローバル化の一層の推進 

④社会環境の重視 

⑤法と社会規範の遵守 

当社グループでは、2015年度の目標として、使用総資本営業利益率（営業利益ベースのＲＯＡ）８％

以上、自己資本利益率（ＲＯＥ）７％以上、営業利益率８％以上を目標としております。 

当社グループは、経済環境の大きな変化に対処するため、昨年度に2012年度までの“新”中期経営計

画「3C（Challenge=挑む、Create=創る、Change=変える）-Action 2010」を策定いたしました。これは

日本社会のパラダイムシフトが進み、経済環境が大きく変革する中で、基盤事業の体質強化とグローバ

ル展開の加速、新規事業の拡大によって収益を安定的に確保できる事業構造の構築をめざすものであり

ます。 

今後の当社グループを取巻く事業環境は、不安定な中東・北アフリカ情勢や、それに伴う原油・原料

価格高騰、円高等の不安要素が山積しており予断を許さない状況が続くものと思われます。さらに国内

経済では、東日本大震災や原子力発電所事故による日本経済への影響等の懸案事項が多く、今後の景気

動向は一層不透明な状況となりました。 

 このような事業環境下で、当社グループは、中期経営計画に掲げた目標の達成に向け、種々の施策を

積極的に推進してまいります。まず、経営の機能分担を明確にし、意思決定と業務執行の迅速化を図る

とともに、監督機能を強化するため、執行役員制を導入いたします。また、拡大・成長へのステージへ

向けて海外市場への積極展開、新製品・戦略事業の強化・拡大および新規事業の育成ならびに品質・環

境・安全の向上とコンプライアンス遵守および人材育成等の諸施策を進めてまいります。また、東日本

大震災を教訓として当社グループは、あらゆる災害にも対処できるサプライチェーンの構築に努めてま

いります。 

 管材システム事業部門では、一層のコスト競争力の強化を図るために、中国の子会社「旭有機材閥門

設備(上海)有限公司」等を活用した生産の分業体制の確立や、海外における新規原料調達先の確保に努

めるとともに、国内における生産性の向上等、更なる合理化に努めてまいります。加えて、当連結会計

年度に実施したパイプ生産拠点の集約化ならびに販売子会社の統合を早期に軌道に乗せ、その効果の追

求に努めてまいります。 

 樹脂事業部門では、収益を確実に確保できる体質の実現に向け事業の再構築を図るとともに、固定費

の削減を始めとしたあらゆる合理化を進めてまいります。また、中長期的には、大型事業の立上げとグ

ローバル展開を加速してまいります。特に、高性能ノンフロン現場発泡システム「ゼロフロンER」の拡

販を軸に注入発泡や機能発泡を含めたノンフロン発泡事業を拡大するとともに、「旭有機材樹脂（南

通）有限公司」を製造拠点として中国およびアジア地域にレジン販売を拡大してまいります。 

 研究開発活動につきましては、開発・技術本部の技術開発センターを主体に推進しておりますが、事

業化段階を迎えた新技術・新製品は事業部内に移管して推進するとともに、今後も得意技術の高度化、

水環境システム分野、成長産業適応分野、高付加価値材料分野を中期的な重点分野と位置づけ、社内の

３．経営方針

（１）会社の経営の基本方針

（２）目標とする経営指標

（３）中長期的な会社の経営戦略

（４）会社の対処すべき課題
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関連部署や学官研究部署と連携を取りながら推進してまいります。 

 当社グループといたしましては、これらの施策の着実な実行を通じて成長力・収益力の向上を図り、

当社グループの企業価値を高めてまいります。 
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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22年３月31日)

当連結会計年度
(平成23年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,996 3,360

受取手形及び売掛金 11,510 12,746

有価証券 － 78

たな卸資産 5,980 6,892

繰延税金資産 505 520

その他 379 428

貸倒引当金 △52 △38

流動資産合計 21,316 23,985

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 9,107 8,897

減価償却累計額 △4,983 △4,971

建物及び構築物（純額） 4,124 3,926

機械装置及び運搬具 20,858 20,931

減価償却累計額 △17,785 △18,498

機械装置及び運搬具（純額） 3,073 2,433

土地 6,068 6,044

建設仮勘定 148 585

その他 8,603 8,498

減価償却累計額 △7,844 △7,960

その他（純額） 760 539

有形固定資産合計 14,173 13,526

無形固定資産

のれん 1 12

その他 342 237

無形固定資産合計 342 249

投資その他の資産

投資有価証券 10,494 10,294

繰延税金資産 2,569 2,504

その他 2,328 2,417

貸倒引当金 △73 △29

投資その他の資産合計 15,317 15,186

固定資産合計 29,832 28,962

資産合計 51,149 52,947
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成22年３月31日)

当連結会計年度
(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 5,710 6,904

短期借入金 900 1,500

未払法人税等 － 140

その他 2,248 2,921

流動負債合計 8,858 11,466

固定負債

繰延税金負債 63 69

退職給付引当金 1,438 1,267

役員退職慰労引当金 278 285

負ののれん 8 2

その他 1,176 1,180

固定負債合計 2,963 2,803

負債合計 11,821 14,269

純資産の部

株主資本

資本金 5,000 5,000

資本剰余金 8,479 8,479

利益剰余金 26,589 26,226

自己株式 △550 △555

株主資本合計 39,518 39,151

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 8 4

為替換算調整勘定 △232 △477

その他の包括利益累計額合計 △224 △473

少数株主持分 33 －

純資産合計 39,328 38,678

負債純資産合計 51,149 52,947
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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：百万円)

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 28,882 32,667

売上原価 21,205 22,390

売上総利益 7,676 10,277

販売費及び一般管理費 8,967 9,091

営業利益又は営業損失（△） △1,290 1,186

営業外収益

受取利息 87 25

受取配当金 167 41

持分法による投資利益 3 7

仕入割引 17 17

有価証券償還益 70 88

その他 74 35

営業外収益合計 417 214

営業外費用

支払利息 15 19

複合金融商品評価損 129 60

為替差損 20 177

その他 63 109

営業外費用合計 227 365

経常利益又は経常損失（△） △1,100 1,035

特別利益

固定資産売却益 － 162

貸倒引当金戻入額 7 15

その他 － 51

特別利益合計 7 228

特別損失

固定資産除却損 188 78

投資有価証券評価損 82 23

退職特別加算金 31 285

事業構造改善費用 － 268

その他 － 39

特別損失合計 302 694

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失
（△）

△1,394 569

法人税、住民税及び事業税 172 289

法人税等調整額 △499 60

法人税等合計 △326 350

少数株主損益調整前当期純利益 － 219

少数株主損失（△） △6 △5

当期純利益又は当期純損失（△） △1,062 224
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 連結包括利益計算書

(単位：百万円)

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 － 219

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 － △4

為替換算調整勘定 － △245

その他の包括利益合計 － △248

包括利益 － △29

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 － △24

少数株主に係る包括利益 － △5
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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 5,000 5,000

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 5,000 5,000

資本剰余金

前期末残高 8,480 8,479

当期変動額

自己株式の処分 △0 △0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 8,479 8,479

利益剰余金

前期末残高 28,042 26,589

当期変動額

剰余金の配当 △391 △587

当期純利益又は当期純損失（△） △1,062 224

当期変動額合計 △1,453 △363

当期末残高 26,589 26,226

自己株式

前期末残高 △547 △550

当期変動額

自己株式の取得 △3 △5

自己株式の処分 0 0

当期変動額合計 △3 △5

当期末残高 △550 △555

株主資本合計

前期末残高 40,975 39,518

当期変動額

剰余金の配当 △391 △587

当期純利益又は当期純損失（△） △1,062 224

自己株式の取得 △3 △5

自己株式の処分 0 0

当期変動額合計 △1,456 △368

当期末残高 39,518 39,151
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(単位：百万円)

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 △246 8

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

254 △4

当期変動額合計 254 △4

当期末残高 8 4

為替換算調整勘定

前期末残高 △261 △232

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

29 △245

当期変動額合計 29 △245

当期末残高 △232 △477

少数株主持分

前期末残高 39 33

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △6 △33

当期変動額合計 △6 △33

当期末残高 33 －

純資産合計

前期末残高 40,506 39,328

当期変動額

剰余金の配当 △391 △587

当期純利益又は当期純損失（△） △1,062 224

自己株式の取得 △3 △5

自己株式の処分 0 0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 278 △282

当期変動額合計 △1,178 △649

当期末残高 39,328 38,678
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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又は税金等調整前当期
純損失（△）

△1,394 569

減価償却費 2,019 1,733

のれん償却額 22 △4

貸倒引当金の増減額（△は減少） △24 △56

受取利息及び受取配当金 △254 △66

支払利息 15 19

為替差損益（△は益） 23 79

持分法による投資損益（△は益） △3 △7

退職給付引当金の増減額（△は減少） 44 △171

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 44 8

投資有価証券評価損益（△は益） 82 23

固定資産除売却損益（△は益） 188 △84

売上債権の増減額（△は増加） 591 △1,313

たな卸資産の増減額（△は増加） 745 △1,041

仕入債務の増減額（△は減少） △37 1,267

その他 △47 1,233

小計 2,015 2,189

利息及び配当金の受取額 370 77

利息の支払額 △14 △19

特別退職金の支払額 － △285

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 251 △200

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,622 1,762

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出 △316 △71

投資有価証券の売却による収入 170 －

投資有価証券の償還による収入 98 110

無形固定資産の取得による支出 △4 △25

有形固定資産の取得による支出 △966 △1,332

有形固定資産の売却による収入 0 174

定期預金の増減額（△は増加） 500 －

その他 △1 △42

投資活動によるキャッシュ・フロー △518 △1,186

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） △1,823 600

長期借入金の返済による支出 △136 －

自己株式の売却による収入 0 0

自己株式の取得による支出 △3 △5

配当金の支払額 △391 △587

その他 △75 △84

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,428 △75

現金及び現金同等物に係る換算差額 △12 △137

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △336 364

現金及び現金同等物の期首残高 3,332 2,996

現金及び現金同等物の期末残高 2,996 3,360
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該当事項はありません。 

  

 

 

（５）継続企業の前提に関する注記

（６）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

１ 連結の範囲に関する事項 連結子会社の数 12社 

 主要な連結子会社名 

 旭有機販売㈱、旭有機販売西日本㈱、アサヒアメリカ,INC．、北方プラスチ

ック㈱, エーオーシーテクノ㈱、エーオーシーアセンブル㈱、中部旭有機販売

㈱、旭有機材商貿（上海）有限公司、旭有機材樹脂（南通）有限公司、旭有機

材閥門設備（上海）有限公司 

 尚、当連結会計年度より、新たに設立した子会社１社を連結子会社としてお

ります。

２ 持分法の適用に関する事

項

持分法適用の関連会社の数  １社

 旭エー・ブイ産業㈱

３ 連結子会社の事業年度等

に関する事項

 

 連結子会社の決算日が連結決算日と異なる会社は次のとおりであります。

(会社名) (決算日)

アサヒアメリカ,INC. 12月31日

ミッドナイト アクイジション ホールディング,INC． 12月31日

旭有機材商貿（上海）有限公司 12月31日

旭有機材樹脂（南通）有限公司 12月31日

旭有機材閥門設備（上海）有限公司 12月31日

 上記会社については、連結子会社の決算日現在の財務諸表を基礎としており

ますが、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

を行なっております。

４ 会計処理基準に関する事

項

(1)重要な資産の評価基準及

び評価方法

① 有価証券 

  満期保有目的の債券 …償却原価法（定額法） 

  その他有価証券 

   時価のあるもの …決算期末日の市場価格等に基づく時価法

    (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法に

より算定しております) 

 なお、組込デリバティブの時価を区分して測定できない複合金融商品

については、全体を時価評価し、評価差額を損益に計上しております。

   時価のないもの …主として移動平均法による原価法 

 なお、投資事業有限責任組合等への出資については、 近の決算書を

基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。

② デリバティブ取引により生ずる債権及び債務 …時価法

③ たな卸資産

  主として移動平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）

 (2) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法

① 有形固定資産(リース資産を除く)…主として定率法

   ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物(附属設備を除く)は定額法

② 無形固定資産(リース資産を除く)…主として定額法

  なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(５

年)に基づく定額法

③ リース資産…所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産に 

 ついては、リース期間を貸与年数とし、残存価額を零とする定額法

  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を引き続き採用しております。

 (3) 重要な引当金の計上基

準

① 貸倒引当金

  売掛金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績

率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案

し、回収不能見込額を計上しております。

② 退職給付引当金
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（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）及び「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）を適用しております。 

 これにより、当連結会計年度の税金等調整前当期純利益は、19百万円減少しております。 

  

（包括利益の表示に関する会計基準） 

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）を適用しております。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」の金額を記載してお

ります。 

  従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度における退職給付債務及

び年金資産の見込額に基づき計上しております。また、過去勤務債務は、そ

の発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（５年）による定額

法により費用処理し、数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年数(５年)による定額法により翌連結会計年度から費

用処理することとしております。

③ 役員退職慰労引当金

  役員の退職慰労金の支出に備えて内規に基づく期末要支給額を計上してお

ります。

 (4) 重要な外貨建の資産及

び負債の本邦通貨への

換算基準

 外貨建金銭債権債務は決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額

は損益として処理しております。なお、在外子会社等の資産及び負債は決算日

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に含めておりま

す。

 (5) 重要なヘッジ会計の方

法

① ヘッジ会計の方法

  為替変動リスクのヘッジについて、振当処理の要件を満たしている為替予

約は、振当処理によっております。

 ② 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…為替予約

 ヘッジ対象…外貨建売上債権、外貨建買入債務

③ ヘッジ方針

  デリバティブ取引に関する権限規程及び取引限度額等を定めた内部規程に

基づき、ヘッジ対象に係る為替相場変動リスクを一定の範囲内でヘッジして

おります。

④ ヘッジ有効性評価の方法

  ヘッジ手段及びヘッジ対象に関する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相場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、ヘッジ有効性の判定は省略しております。

 (6) その他連結財務諸表作

成のための重要な事項

 消費税等の会計処理

  消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。

５ のれん及び負ののれんの

償却に関する事項

 のれん及び平成22年４月１日前に行われた企業結合により発生した負ののれ

んの償却については、その効果の及ぶ合理的な期間で均等償却を行なっており

ます。

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。

（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

（８）追加情報
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(変動事由の概要)  

主な内訳は、次のとおりであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加     22千株 

 持分法適用会社が取得した自己株式（当社株式）の当社帰属分    １千株 

 単元未満株式の買増請求による減少     １千株 

  

（９）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
(平成22年３月31日)

当連結会計年度
(平成23年３月31日)

 
受取手形裏書譲渡高 14百万円

 

受取手形裏書譲渡高 22百万円

受取手形割引高 113百万円

(連結損益計算書関係)

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)

 

   販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

製品運送費 1,534百万円

給与・賞与 3,007

退職給付費用 150

役員退職慰労引当金繰入額 51

のれん償却費 26

不動産賃借料・リース料 902
 

  販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

製品運送費 1,726百万円

給与・賞与 3,027

退職給付費用 119

役員退職慰労引当金繰入額 45

のれん償却費 2

不動産賃借料・リース料 868

(連結包括利益計算書関係)

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

親会社株主に係る包括利益 △ 779百万円

少数株主に係る包括利益 △ 6

計 △ 784

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

その他有価証券評価差額金 254百万円

為替換算調整勘定 29

計 283

(連結株主資本等変動計算書関係)

１ 発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(千株) 99,002 ― ― 99,002

２ 自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(千株) 1,299 24 1 1,322
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３ 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり配当額
(円)

基準日 効力発生日

平成22年６月25日 
定時株主総会

普通株式 293 3.00 平成22年３月31日 平成22年６月28日

平成22年10月28日 
取締役会

普通株式 293 3.00 平成22年９月30日 平成22年12月６日

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成23年６月29日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 293 3.00 平成23年３月31日 平成23年６月30日

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成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)

  現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

記載されている科目の金額との関係

  現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

記載されている科目の金額との関係

 

現金及び預金勘定 2,996百万円

現金及び現金同等物 2,996
 

現金及び預金勘定 3,360百万円

現金及び現金同等物 3,360
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１ 報告セグメントの概要 

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務諸表が入手可能であ

り、取締役会が、経営資源の配分の決定及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

るものであります。 

 当社グループは事業部を基礎とした製品・サービス別セグメントから構成されており、「管材システム

事業」及び「樹脂事業」の２つを報告セグメントとしております。 

 「管材システム事業」は塩化ビニル等の合成樹脂製配管材料の製造・販売、配管工事の設計・施工、半

導体関連機器の治具等用洗浄装置の製造・販売を行っております。「樹脂事業」は鋳物用樹脂、鋳物用レ

ジンコーテッドサンド、一般工業用樹脂、発泡材料用樹脂、電子材料用樹脂及び誘導体、並びに樹脂成形

材料等の製造・販売を行っております。 

  

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「４.連結財務諸表 （６）連結財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項」における記載と同一であります。報告セグメントの利益は、営業利益の数値

であります。 

  

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 

 
  

(セグメント情報)

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：百万円)

報告セグメント
調整額 
(注)１

連結財務諸表
計上額管材システム

事業
樹脂事業 計

売上高

  外部顧客への売上高 19,962 8,920 28,882 ― 28,882

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

― ― ― ― ―

計 19,962 8,920 28,882 ― 28,882

セグメント損失（△） 
（営業損失（△））

△ 989 △ 107 △ 1,096 △ 194 △ 1,290

セグメント資産 20,584 11,508 32,092 19,057 51,149

その他の項目

  減価償却費 (注)２ 1,215 512 1,727 292 2,019

 持分法適用会社への投資額 303 ― 303 ― 303

  有形固定資産及び 
  無形固定資産の増加額

937 286 1,223 116 1,339
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(注)１   調整額は以下の通りです。 

 (1) セグメント利益又は損失の調整額は、各報告セグメントに配分されない全社費用（主に報告セグメントに帰

属しない一般管理費及び研究開発費）であります。 

 (2) セグメント資産の調整額は、各報告セグメントに配分されない全社資産（主に親会社での現金及び預金や投

資有価証券等）であります。 

(注)２   減価償却費には、のれんの償却額を含んでおりません。 

  

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)
(単位：百万円)

報告セグメント
調整額 
(注)１

連結財務諸表
計上額管材システム

事業
樹脂事業 計

売上高

  外部顧客への売上高 21,315 11,352 32,667 ― 32,667

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

― ― ― ― ―

計 21,315 11,352 32,667 ― 32,667

セグメント利益（営業利益） 812 375 1,187 △ 1 1,186

セグメント資産 21,111 12,597 33,707 19,240 52,947

その他の項目

  減価償却費 (注)２ 1,045 473 1,518 218 1,737

 持分法適用会社への投資額 306 ― 306 ― 306

  有形固定資産及び 
  無形固定資産の増加額

775 575 1,349 183 1,532
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(追加情報) 

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)及び「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)を適用しております。 

  

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) 

１  製品及びサービスごとの情報 

報告セグメントと同一区分のため、記載を省略しております。 

２  地域ごとの情報 

(1) 売上高 

 
(2) 有形固定資産 

 
３  主要な顧客ごとの情報 

外部顧客への売上高のうち、特定顧客への売上高であって、連結損益計算書の売上高の10％以上を

占めるものがないため、記載を省略しております。 

  

該当事項はありません。 

 

該当事項はありません。 

(関連情報)

(単位：百万円)

日本 北米 その他 合計

26,829 3,522 2,316 32,667

(単位：百万円)

日本 米国 中国 合計

12,028 603 895 13,526

(報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報)

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)

(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)

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：百万円)

報告セグメント

調整額
連結財務諸表

計上額管材システム
事業

樹脂事業 計

 (のれん)

 当期償却額 2 ― 2 ― 2

 当期末残高 12 ― 12 ― 12

 (負ののれん)

 当期償却額 7 ― 7 ― 7

  当期末残高 2 ― 2 ― 2

(報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)

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)

旭有機材工業㈱ (4216) 平成23年3月期 決算短信

―　21　―



  

 
(注)１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益の金額については、潜在株式がないため記載しておりません。 

２. １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失の金額の算定上の基礎は、以下のとおりです。 

 
  
  

 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

省略します。 

(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 402.18円 １株当たり純資産額 395.97円

１株当たり当期純損失 10.87円 １株当たり当期純利益 2.29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)

当期純利益又は当期純損失(△)(百万円) △1,062 224

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

普通株式に係る当期純利益又は当期純損失(△)
(百万円)

△1,062 224

普通株式の期中平均株式数(千株) 97,710 97,692

(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22年３月31日)

当事業年度
(平成23年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,669 2,221

受取手形 5,625 5,381

売掛金 4,743 5,727

有価証券 － 78

たな卸資産 4,593 5,057

短期貸付金 863 867

前払費用 97 108

繰延税金資産 387 447

その他 248 278

貸倒引当金 △37 △7

流動資産合計 18,188 20,155

固定資産

有形固定資産

建物 7,266 7,168

減価償却累計額 △4,023 △4,009

建物（純額） 3,243 3,158

構築物 849 818

減価償却累計額 △648 △644

構築物（純額） 201 174

機械及び装置 19,254 19,458

減価償却累計額 △17,060 △17,751

機械及び装置（純額） 2,194 1,707

車両運搬具 64 65

減価償却累計額 △57 △61

車両運搬具（純額） 8 4

工具、器具及び備品 7,863 7,748

減価償却累計額 △7,390 △7,439

工具、器具及び備品（純額） 473 309

土地 5,953 5,942

リース資産 273 291

減価償却累計額 △99 △171

リース資産（純額） 175 120

建設仮勘定 142 543

有形固定資産合計 12,388 11,956

無形固定資産

特許権 11 －

ソフトウエア 228 138

リース資産 3 1

その他 30 42

無形固定資産合計 272 181

投資その他の資産

投資有価証券 10,182 9,981

関係会社株式 3,260 3,302

関係会社出資金 1,058 1,694

関係会社長期貸付金 1,269 385

長期前払費用 1,445 1,513

長期預金 500 500

その他 251 287
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(単位：百万円)

前事業年度
(平成22年３月31日)

当事業年度
(平成23年３月31日)

繰延税金資産 2,632 2,498

貸倒引当金 △211 △16

投資その他の資産合計 20,387 20,143

固定資産合計 33,047 32,280

資産合計 51,235 52,435

負債の部

流動負債

支払手形 829 944

買掛金 3,920 4,706

短期借入金 900 1,500

リース債務 75 63

未払金 380 465

未払費用 1,345 1,534

未払法人税等 － 46

預り金 34 53

設備関係支払手形 24 382

その他 85 20

流動負債合計 7,593 9,714

固定負債

リース債務 112 65

長期預り保証金 1,030 1,079

退職給付引当金 1,416 1,240

役員退職慰労引当金 276 285

固定負債合計 2,833 2,670

負債合計 10,426 12,383

純資産の部

株主資本

資本金 5,000 5,000

資本剰余金

資本準備金 8,479 8,479

その他資本剰余金 1 0

資本剰余金合計 8,479 8,479

利益剰余金

利益準備金 1,250 1,250

その他利益剰余金

研究開発積立金 759 －

土地圧縮積立金 366 366

別途積立金 25,730 －

繰越利益剰余金 △251 25,489

利益剰余金合計 27,854 27,105

自己株式 △527 △531

株主資本合計 40,807 40,053

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 2 △1

評価・換算差額等合計 2 △1

純資産合計 40,809 40,052

負債純資産合計 51,235 52,435
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（２）損益計算書

(単位：百万円)

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 23,335 25,876

売上原価

製品期首たな卸高 3,060 2,375

当期製品製造原価 15,154 16,477

当期製品仕入高 2,109 2,363

合計 20,323 21,215

他勘定振替高 36 185

製品期末たな卸高 2,375 2,334

売上原価合計 17,912 18,696

売上総利益 5,423 7,181

販売費及び一般管理費

発送運賃 1,362 1,551

販売手数料 21 38

給料 1,455 1,452

賞与 282 323

退職給付費用 145 115

役員退職慰労引当金繰入額 51 45

福利厚生費 245 262

賃借料 660 618

減価償却費 282 194

通信費 75 74

旅費及び交通費 294 318

消耗品費 26 26

研究開発費 614 631

雑費 1,324 1,251

販売費及び一般管理費合計 6,836 6,898

営業利益又は営業損失（△） △1,413 282

営業外収益

受取利息 61 42

有価証券利息 59 24

受取配当金 200 85

仕入割引 14 15

有価証券償還益 70 88

その他 44 34

営業外収益合計 449 289
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(単位：百万円)

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)

営業外費用

支払利息 11 4

複合金融商品評価損 129 60

為替差損 33 85

出資金評価損 20 79

その他 39 32

営業外費用合計 232 260

経常利益又は経常損失（△） △1,196 311

特別利益

固定資産売却益 － 162

貸倒引当金戻入額 53 36

その他 － 35

特別利益合計 53 233

特別損失

固定資産除却損 187 66

関係会社株式評価損 71 －

投資有価証券評価損 82 23

退職特別加算金 － 285

事業構造改善費用 － 199

その他 － 39

特別損失合計 341 613

税引前当期純損失（△） △1,484 △69

法人税、住民税及び事業税 28 17

法人税等調整額 △458 77

法人税等合計 △430 94

当期純損失（△） △1,053 △163
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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 5,000 5,000

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 5,000 5,000

資本剰余金

資本準備金

前期末残高 8,479 8,479

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 8,479 8,479

その他資本剰余金

前期末残高 1 1

当期変動額

自己株式の処分 △0 △0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 1 0

利益剰余金

利益準備金

前期末残高 1,250 1,250

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,250 1,250

その他利益剰余金

研究開発積立金

前期末残高 759 759

当期変動額

研究開発積立金の取崩 － △759

当期変動額合計 － △759

当期末残高 759 －

土地圧縮積立金

前期末残高 366 366

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 366 366

別途積立金

前期末残高 27,230 25,730

当期変動額

別途積立金の取崩 △1,500 △25,730

当期変動額合計 △1,500 △25,730

当期末残高 25,730 －

繰越利益剰余金

前期末残高 △307 △251

当期変動額

剰余金の配当 △391 △587

当期純損失（△） △1,053 △163

別途積立金の取崩 1,500 25,730

研究開発積立金の取崩 － 759

当期変動額合計 55 25,740
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(単位：百万円)

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 △251 25,489

利益剰余金合計

前期末残高 29,299 27,854

当期変動額

剰余金の配当 △391 △587

当期純損失（△） △1,053 △163

当期変動額合計 △1,445 △749

当期末残高 27,854 27,105

自己株式

前期末残高 △525 △527

当期変動額

自己株式の取得 △3 △5

自己株式の処分 0 0

当期変動額合計 △2 △4

当期末残高 △527 △531

株主資本合計

前期末残高 42,254 40,807

当期変動額

剰余金の配当 △391 △587

当期純損失（△） △1,053 △163

自己株式の取得 △3 △5

自己株式の処分 0 0

当期変動額合計 △1,447 △754

当期末残高 40,807 40,053

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 △247 2

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 249 △3

当期変動額合計 249 △3

当期末残高 2 △1

純資産合計

前期末残高 42,007 40,809

当期変動額

剰余金の配当 △391 △587

当期純損失（△） △1,053 △163

自己株式の取得 △3 △5

自己株式の処分 0 0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 249 △3

当期変動額合計 △1,198 △757

当期末残高 40,809 40,052
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該当事項はありません。 

  

  

 
  

 

 

 

 
  

 

 
※ 米林和吉氏は、社外監査役候補者 

  

 

 
  

 
  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

６．その他

（役員の異動）

 (1) 新任取締役候補者（平成23年６月29日の株主総会に付議）

かめい けいじ

代表取締役 
社長執行役員 亀 井 啓 次 （現 旭化成株式会社 社長付）

 (2) 退任予定取締役（平成23年６月29日付）

かわさき ひさお

専務取締役 川 﨑 久 夫 （顧問就任予定）

おがわ しゅうさく

常務取締役 小 川 秀 策 （顧問就任予定）

わたい としゆき

取締役 渡 井 俊 行 （顧問就任予定）

なかむら ふみしげ

取締役 中 村 文 茂 （顧問就任予定）

 (3) 新任監査役候補者（平成23年６月29日の株主総会に付議）

あわの しげとし

監査役 粟 野 滋 敏 （現 社長付）

よねばやし かずよし

監査役 米 林 和 吉 （米林・藤瀬法律事務所 弁護士）

 (4) 退任予定監査役（平成23年６月29日付）

やの けさお

常勤監査役 矢 野 今朝男

やなぎた ひろし

監査役 柳 田 浩

 (5) 役付変更予定（平成23年６月29日付）

（新）     （現）

さじ よういち

代表取締役 
会長 佐 次 洋 一 代表取締役社長執行役員
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