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1.  平成24年3月期の連結業績（平成23年4月1日～平成24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 ％

24年3月期 87,243 △4.4 7,117 △29.4 6,763 △28.5 3,154 △48.6
23年3月期 91,260 1.3 10,087 △6.3 9,460 △5.5 6,131 6.6

（注）包括利益 24年3月期 2,433百万円 （△40.1％） 23年3月期 4,065百万円 （△39.9％）

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 ％ ％ ％

24年3月期 32.38 ― 5.7 6.8 8.2
23年3月期 62.94 ― 11.4 9.2 11.1

（参考） 持分法投資損益 24年3月期  △45百万円 23年3月期  △80百万円

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

24年3月期 99,761 55,996 56.1 574.83
23年3月期 97,857 54,951 56.2 564.07

（参考） 自己資本   24年3月期  55,993百万円 23年3月期  54,946百万円

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

24年3月期 9,223 △8,575 △2,872 5,637
23年3月期 14,132 △7,761 △9,844 8,005

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 ％ ％

23年3月期 ― 5.00 ― 7.00 12.00 1,168 19.1 2.2
24年3月期 ― 6.00 ― 6.00 12.00 1,168 37.1 2.1
25年3月期(予想) ― 6.00 ― 6.00 12.00 19.5

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期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) 45,000 0.9 4,000 0.8 4,000 14.9 2,600 43.6 26.69
通期 93,000 6.6 9,600 34.9 9,600 41.9 6,000 90.2 61.60

SOUMU
スタンプ



※  注記事項 
(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) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（注）詳細は、【添付資料】P.18 「４．連結財務諸表 （７）連結財務諸表作成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） 

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更  ： 無
② ①以外の会計方針の変更  ： 無
③ 会計上の見積りの変更  ： 無
④ 修正再表示  ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期 98,369,186 株 23年3月期 98,369,186 株
② 期末自己株式数 24年3月期 959,367 株 23年3月期 957,012 株
③ 期中平均株式数 24年3月期 97,411,026 株 23年3月期 97,413,428 株

（参考）個別業績の概要 

平成24年3月期の個別業績（平成23年4月1日～平成24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 ％

24年3月期 54,870 △4.0 3,008 △49.6 3,034 △47.8 893 △75.7
23年3月期 57,160 △5.3 5,965 △23.5 5,815 △25.4 3,683 △25.5

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

24年3月期 9.18 ―
23年3月期 37.81 ―

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

24年3月期 84,732 52,567 62.0 539.66
23年3月期 82,538 52,903 64.1 543.08

（参考） 自己資本 24年3月期  52,567百万円 23年3月期  52,903百万円

※ 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財務諸表の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、財務諸表に対する監査手続を実施中で
す。 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
業績予想は現時点で入手可能な情報に基づき算出したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって異なる結果となる可能性があります。 
なお、業績予想の前提となる条件およびご利用にあたっての注意事項等については、【添付資料】P.2 「１．経営成績 （１）経営成績に関する分析」をご覧くださ
い。 
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※ 当社は、以下のとおり機関投資家・アナリスト向け説明会を開催する予定です。 

 この説明会で配布する資料は、開催後速やかに当社ホームページに掲載する予定です。 

・平成２４年５月２４日（木）・・・機関投資家・アナリスト向け決算説明会 
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当連結会計年度における経済環境は、昨秋まで足踏み状態にあった内需が東日本大震災からのサプラ

イチェーン復旧に伴う復興需要、雇用の持ち直し等もあり緩やかな回復基調となりました。しかし、外

需については、欧州債務危機の再燃による世界的な景気減速、タイの洪水被害の影響、円高の進行等も

あり足踏み状態のまま推移しました。特に液晶テレビ市場では、需要先取りの影響による在庫調整が長

引き、回復には至りませんでした。また、足元において、円高は修正されつつありますが、中東の政治

リスクに伴う原油高による原燃料価格の高騰などが懸念されます。 

このような状況ではありますが、当社グループは、当期からスタートした中期経営計画「Double１５

（ダブルフィフティーン）」に掲げた数値目標を達成するためにコア事業の積極的拡大、第三の柱構築

の加速などに鋭意取り組んでおります。 

その結果、当連結会計年度の連結業績につきましては、売上高は前期に比べ40億1千6百万円減少し、

872億4千3百万円（前期比4.4%減）となりました。営業利益は前期に比べ29億6千9百万円減少し、71億1

千7百万円（同29.4%減）となりました。経常利益は前期に比べ26億9千7百万円減少し、67億6千3百万円

（同28.5%減）となり、当期純利益は、法人税等調整額に日本の法人税率の変更等による繰延税金資産

の一部取り崩しを行ったこと、および英国「ソアノール」製造子会社の税金負担額を当期より認識した

こともあり、前期に比べ29億7千7百万円減少し、31億5千4百万円（同48.6%減）となりました。 

  

ＰＶＯＨ樹脂「ゴーセノール」は、スペシャリティ分野は比較的堅調に推移しましたが、汎用品分野

の円高の影響による輸出数量の減少で、売上高は前期に比べ微減となりました。また、二次加工分野の

機能フィルムは、光学用途の「ＯＰＬフィルム」の需要低迷により、売上高は前期に比べ減少しまし

た。 

ＥＶＯＨ樹脂「ソアノール」は、食品包装用途を中心に需要は堅調に推移し、特に欧州および中国を

はじめとするアジア地域において伸長しましたが、海外子会社の円高による為替換算差もあり、売上高

は前期に比べ微増にとどまりました。 

粘・接着樹脂および機能性コーティング樹脂を中核とするスペシャリティポリマーは、電子材料分野

等の需要減もあり、売上高は前期に比べ減少しました。 

以上の結果、合成樹脂の売上高は615億1千万円（前期比5.3%減）となりました。セグメント利益（営

業利益）につきましては、在庫受払い差等によるプラス要因はありましたが、販売数量減、原燃料価格

の上昇に伴う変動費の増加、および円高による為替差等のマイナス要因が大きく、前期に比べ29億8千9

百万円減少し、72億4千4百万円（同29.2%減）となりました。 

  

酢酸、酢酸ビニルモノマー等の工業薬品および酢酸誘導体等のファインケミカル製品等を中核とする

有機合成は、販売数量の減少により売上高は220億3千4百万円（前期比3.9%減）となりました。セグメ

ント利益（営業利益）につきましては、工業薬品・酢酸誘導体等は、原燃料価格の高騰に対する適正な

売買価格スプレッドの維持は困難でしたが、連結子会社の収益改善もあり、前期に比べ1億6千7百万円

増加し、3千5百万円となりました。 

  

報告セグメントの売上高は835億4千4百万円（前期比4.9%減）、セグメント利益（営業利益）は72億8

千万円（同27.9%減）となりました。 

  

＜その他＞ 

設備工事、保守、環境分析および物流サービス事業等を主体とするその他の売上高は36億9千9百万円

１．経営成績

（１）経営成績に関する分析

①当期の経営成績

②当期のセグメント別概況

報告セグメント

＜合成樹脂＞

＜有機合成＞
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（前期比9.4%増）となり、セグメント利益は2億3千1百万円（同15.9%増）となりました。 

  

中期経営計画「Double１５」の2年目となる次期の見通しは、売上高930億円、営業利益96億円、経常

利益96億円、当期純利益60億円を見込んでおります。 

次期の為替前提は1米ドルは81円、1ユーロは105円、原料価格の前提は国産ナフサ価格59,000円/KLと

しています。 

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、当社としてその実現を約束する趣旨のものではありま

せん。 

当社グループは、スペシャリティ事業の強化拡大による高収益化を図り、基盤事業のさらなる強化、

グローバルな事業展開に努めてまいりますが、国内外需要や為替の急激な変動などの先行き不透明なリ

スクにより、業績予想から実際の業績を大きく乖離させる可能性があります。業績に変動を与える事情

が生じた場合は、速やかに業績予想の見直しを行い、証券取引所が定める適時開示基準に基づき公表を

行います。 

  

ＰＶＯＨ樹脂「ゴーセノール」は、汎用品の利益率改善およびスペシャリティ分野の拡販に努めてま

いります。 

「ＯＰＬフィルム」は、液晶ディスプレイ市場における需要の伸長を見込むと共に、第5系列稼動に

よる増販にも努めてまいります。 

ＥＶＯＨ樹脂「ソアノール」は、海外市場での拡販、適正な売買価格スプレッドの維持およびコスト

削減等により収益の確保に努めてまいります。 

粘・接着樹脂および機能性コーティング樹脂を中核とするスペシャリティポリマーは、情報電子分野

での拡販および適正な売買価格スプレッドの確保に努めてまいります。 

  

酢酸、酢酸ビニルモノマー等の工業薬品および酢酸誘導体等のファインケミカル製品等を中核とする

有機合成は、適正な売買価格スプレッドの確保および生産効率化等により収益の改善に取り組んでまい

ります。 

  

③次期の見通し

報告セグメント

＜合成樹脂＞

＜有機合成＞
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当連結会計年度末の総資産は997億6千1百万円となり、前連結会計年度末に比べ19億4百万円増加しま

した。流動資産は494億6千4百万円となり、前連結会計年度末に比べ7億6千5百万円増加しました。主な

要因は、商品及び製品の増加（1,711百万円）、受取手形及び売掛金の増加（1,315百万円）、現金及び

預金の減少（3,157百万円）等であります。固定資産は502億9千6百万円となり、前連結会計年度末に比

べ11億3千9百万円増加しました。主な要因は、有形固定資産の増加（2,041百万円）、投資その他の資

産の減少（728百万円）、無形固定資産の減少（173百万円）であります。 

当連結会計年度末の負債合計は437億6千4百万円となり、前連結会計年度末に比べ8億5千8百万円増加

しました。流動負債は282億8千9百万円となり、22億8千5百万円増加しました。主な要因は、支払手形

及び買掛金の増加（974百万円）および未払費用の増加（582百万円）等であります。固定負債は154億7

千5百万円となり、14億2千6百万円減少しました。主な要因は、長期借入金の減少（2,028百万円）等で

あります。 

当連結会計年度末の純資産合計は559億9千6百万円となり、前連結会計年度末に比べ10億4千5百万円

増加しました。主な要因は、当期純利益（3,154百万円）の計上による増加、配当金の支払（1,266百万

円）による減少、為替換算調整勘定の減少（893百万円）等によるものです。 

以上の結果、自己資本比率は、前連結会計年度末の56.2%から56.1%になりました。 

  

当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末より23億6千7百万円減

少し、56億3千7百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況と主な内容

は次のとおりです。 

  

税金等調整前当期純利益52億7千6百万円、減価償却費65億9千7百万円、仕入債務の増加11億1千4百万

円などの資金増加要因に対し、たな卸資産の増加20億4千2百万円、法人税等の支払額24億3千8百万円な

どの資金減少要因により、営業活動によるキャッシュ・フローは92億2千3百万円の収入となりました。

前期比では収入が49億8百万円減少しました。 

  

固定資産の取得による支出80億2千8百万円等により、投資活動によるキャッシュ・フローは85億7千5

百万円の支出となりました。前期比では支出が8億1千4百万円増加しました。 

  

借入金の純減による支出15億9千万円、配当金の支払12億6千6百万円等により、財務活動によるキャ

ッシュ・フローは28億7千2百万円の支出となりました。前期比では支出が69億7千1百万円減少しまし

た。 

  

（２）財政状態に関する分析

①資産、負債及び純資産の状況

②キャッシュ・フローの状況 

＜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＞

日本合成化学工業株式会社（4201）　平成24年3月期決算短信

4



  
(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 
 （注）１．各指標はいずれも連結ベースの財務数値を用いて、以下の計算式により算出しています。 

 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 

 ２．株式時価総額は、期末株価終値×自己株式控除後の期末発行済株式数により算出しています。 

 ３．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、利子を払っている全ての負債を対象にし 

 ています。 

 ４．営業キャッシュ・フローおよび利払いは、連結キャッシュ・フロー計算書に計上されている「営業活動

によるキャッシュ・フロー」および「利息の支払額」を用いています。 

  

当社は、株主の皆様への利益還元を経営の重要課題の一つとして認識しており、将来の事業展開に備

えるための内部留保の確保や企業体質強化を図りつつ、中期的な経営環境の変化、連結ベースでの業績

動向を踏まえた配当を行うことを基本と考えています。 

この基本方針に基づき、当期の期末配当金につきましては、1株当たり6円とさせていただく予定で

す。この結果、既に実施しました1株当たり6円の中間配当金を合わせ、年間配当金は1株当たり12円と

なる予定です。 

また、次期の配当金につきましては、中間配当金、期末配当金ともに1株当たり6円とし、年間配当金

は1株当たり12円とさせていただく予定です。 

内部留保資金につきましては、安全・環境・品質を担保する基盤強化、成長が期待できる分野への収

益性投資など、長期的展望に立った企業競争力強化のための投資等に充当いたします。 

  

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 平成24年3月期

自己資本比率 41.6% 44.1% 49.2% 56.2% 56.1%

時価ベースの自己資本比率 58.2% 25.4% 58.7% 51.1% 49.7%

キャッシュ・フロー対有利子 
負債比率

5.0年 4.4年 1.2年 1.0年 1.3年

インタレスト・カバレッジ・ 
レシオ

5.7倍 7.5倍 28.0倍 33.5倍 34.4倍

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当
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当企業集団は、日本合成化学工業株式会社（当社）、親会社である株式会社三菱ケミカルホールディ

ングス及び三菱化学株式会社、子会社16社および関連会社3社により構成され、化学品の製造・販売事

業とその他事業を営んでいます。主な関係会社の事業内容と位置づけは次のとおりです。 

 
 （注）議決権の所有割合（ ）は、間接所有割合（内数）です。 

  

２．企業集団の状況

名称 住所
資本金又は 

出資金(百万円)
事業内容

議決権の所有
割合（％）

関係内容

(親会社)

㈱三菱ケミカルホールディ
ングス

東京都 50,000 グループ会社の経営管理

被所有割合

46.6

(46.6)

─

三菱化学㈱ 東京都 50,000 化学品の製造・販売
被所有割合

46.6
同社製品の購入、当社製品の販売

(合成樹脂・有機合成)

当社 大阪府 17,989 合成樹脂・有機合成

関西化学工業㈱ 香川県 366 有機合成
100.0
(24.2)

当社包装材料の購入

大成化薬㈱ 大阪府 100 合成樹脂・有機合成
100.0
(15.7)

当社の販売代理店、原料の購入

NIPPON GOHSEI (U.S.A.) 
Co., Ltd.

米国
千米ドル
40,625

合成樹脂 100.0
米国における関係会社への出資、

米国の市場調査

NOLTEX L.L.C. 米国
千米ドル

63,500
合成樹脂

100.0

(100.0)
当社ソアノール製造技術供与

SOARUS L.L.C. 米国
千米ドル

200
合成樹脂

83.9

(83.9)
米国における当社製品の販売

NIPPON GOHSEI 
Europe GmbH

ドイツ
千ユーロ

153
合成樹脂 100.0

欧州における当社製品の販売、欧州
の市場調査

NIPPON GOHSEI UK Ltd. 英国
千ユーロ
74,906

合成樹脂 100.0 当社ソアノールの製造技術供与 

日之高(上海)商貿有限公司 中国
千米ドル

583
合成樹脂 100.0

中国における当社製品の販売、中国
の市場調査

NIPPON GOHSEI 
(THAILAND) CO., LTD.

タイ
千バーツ
20,000

合成樹脂 100.0
インドを含む東南アジアにおける当
社製品の販売

(その他)

ニチゴー九州㈱ 熊本県 100 その他 100.0
当社の販売代理店、原料の供給、当
社設備の建設、機械の製作・修理

日合エンジニアリング㈱ 岐阜県 30 その他 100.0 当社設備の建設、機械の製作・修理

水島ニチゴー産業㈱ 岡山県 30 その他 100.0 包装・入出荷業務を委託

大垣ニチゴーサービス㈱ 岐阜県 30 その他 100.0 包装・入出荷業務を委託

熊本ニチゴーサービス㈱ 熊本県 30 その他 100.0
包装・入出荷業務、当社熊本工場及
び熊本地区関係会社の事務を委託

㈱協成 大阪府 40 その他 100.0 当社の保険代理店

㈱大阪環境技術センター 大阪府 50 その他 100.0 当社の施設を賃貸

ニチゴー・モートン㈱ 大阪府 450 その他 50.0

当社ドライフィルムフォトレジス

ト製造技術供与、当社の土地を賃

貸、ユーティリティを供給
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得　　　意　　　先

親会社

㈱三菱ケミカルホールディングス

　　　　　　　　　　　　　（経営管理）

三菱化学㈱

日
合成樹脂・有機合成 その他

関西化学工業㈱ 本 ニチゴー九州㈱

大成化薬㈱ 合 日合エンジニアリング㈱

NIPPON　GOHSEI　（U.S.A.）　Co.,Ltd 成 水島ニチゴー産業㈱

NOLTEX　L.L.C. 化 大垣ニチゴーサービス㈱

SOARUS　L.L.C. 学 熊本ニチゴーサービス㈱

NIPPON　GOHSEI　UK　Ltd. 工 ㈱協成

NIPPON　GOHSEI　Europe　GmbH 業 ㈱大阪環境技術センター

日之高（上海）商貿有限公司 ㈱ ニチゴー・モートン㈱

NIPPON GOHSEI (THAILAND) CO., LTD.

　製品・サービス等の流れ

　親会社 　２社

　連結子会社 １４社

　持分法適用非連結子会社 　２社

　持分法適用関連会社 　１社
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私たちは、化学を基盤とした技術によって新しい価値を創造し、人々の豊かで快適な生活に貢献しま

す。 

◆ 安全安心を基本とし、環境にやさしく、社会的責任を果たす企業 

 ◆ たゆまぬ事業の選択と集中を通して高収益化をめざす企業 

 ◆ 専門力を活かしてグローバルに展開する企業 

  

当社グループは、2025年のありたい姿を「当社の強みを活かしたスペシャリティ製品を提供すること

で、持続可能な社会に貢献するとともに、グローバル市場で存在感のある企業でありたい」と定め、こ

の姿を達成するための中期経営計画「Double１５」（2011年度～2015年度）をスタートしました。 

初年度の2011年度は、大幅な円高の進行、原燃料価格の高騰、世界的な景気悪化による需要低迷など

により、当初の業績目標を達成できませんでした。しかし、「Double１５」に定めた目標・取り組みに

ついては変更せず、具体的なアクションを着実に推進してまいります。今後もスペシャリティ製品の拡

販、グローバル化の推進などにより、2015年度に連結売上高1,300億円、営業利益200億円、営業利益率

15%以上の達成を目指します。 

「Double１５」での主な取り組みは以下の通りです。 

  

コア事業であるＰＶＯＨフィルム「ＯＰＬフィルム」、およびＥＶＯＨ樹脂「ソアノール」は、国内

外での積極的な拡販と品質の向上、需要の増加などに応えるべくタイムリーな設備増強に取り組みま

す。 

  

粘・接着樹脂および機能性コーティング樹脂は、国内市場での拡販に加え、海外市場の開拓を進めま

す。 

世界初のアモルファスビニルアルコール系樹脂「ニチゴーＧポリマー」は、引き続き市場開発を進め

早期実需化を図ります。 

光学シート「ＯＲＧＡ（オルガ）」は、スマートフォンやタブレット型ＰＣのガラス代替用途での採

用を目指します。 

研究開発は、2011年1月に、新製品開発を促進するための「イノベーションセンター」と、当社独自

の技術を活かした製品開発を行うための「コアテクノロジー研究室」を新設しました。さらに2012年4

月に、「ＯＲＧＡ」の研究開発を促進するために「光学シート開発室」を新設しました。これらの研究

体制の強化により、次の柱となる新製品開発のスピードアップを図ります。 

  

成長分野への積極的な投資を行うとともに、生産基盤強化のために効率的な維持的投資、事業の選択

と集中、固定費削減等によるコスト競争力の強化を図ります。 

  

３．経営方針

（１）会社の経営の基本方針

＜経営理念＞

＜ビジョン＞

（２）目標とする経営指標

（３）中長期的な会社の経営戦略

＜主な取り組み＞ 

①コア事業の積極的拡大

②第三の柱構築の加速と新製品開発促進に向けた研究開発の強化

③競争力の強化
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当社は欧米を中心にグローバル化を進めておりますが、今後は新興国市場を中心とした製品の拡販を

図るべく、新たな販売拠点だけでなく特にアジア地域での現地生産も視野に入れ、海外展開を加速しま

す。 

  

安全・安定生産を確保するとともに品質保証を万全なものとします。また、環境保全のためにレスポ

ンシブル・ケア（環境と安全に関する自主管理）活動を推進し、地球温暖化問題への対応を重要課題と

して進め、廃棄物・化学物質排出量の 少化や省資源・省エネルギーにも取り組みます。 

  

「Double１５」に掲げた基本方針を、着実かつタイムリーに実行することが経営の 重要課題と考え

ております。これに加えて、環境負荷の低減、経営環境変化への迅速な対応、人材育成と活性化、一層

のコスト削減を図り、今後の着実な発展に取り組んでまいります。 

また、当社グループは経営の透明化、法令の遵守を基本とし、コンプライアンス体制およびリスク管

理も含め内部統制システムの一層の強化を図り、企業の社会的責任を果たしてまいります。 

  

④海外展開の加速

⑤安全・環境・品質を担保するための取り組み

（４）会社の対処すべき課題
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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23年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 8,036 4,879

受取手形及び売掛金 22,897 24,213

商品及び製品 12,296 14,008

仕掛品 370 380

原材料及び貯蔵品 3,008 3,140

繰延税金資産 1,150 977

その他 1,021 1,901

貸倒引当金 △80 △36

流動資産合計 48,699 49,464

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 9,426 9,554

機械装置及び運搬具（純額） 22,375 20,671

土地 4,332 4,478

リース資産（純額） 31 27

建設仮勘定 3,778 7,273

その他（純額） 1,450 1,429

有形固定資産合計 41,394 43,436

無形固定資産   

特許権 143 59

のれん 416 226

その他 278 379

無形固定資産合計 839 665

投資その他の資産   

投資有価証券 3,558 3,006

長期貸付金 225 15

繰延税金資産 2,272 2,380

その他 1,099 1,054

貸倒引当金 △231 △261

投資その他の資産合計 6,923 6,195

固定資産合計 49,157 50,296

資産合計 97,857 99,761
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 13,673 14,648

短期借入金 3,954 4,365

リース債務 9 9

未払費用 2,191 2,773

未払法人税等 1,504 618

賞与引当金 1,165 1,125

役員賞与引当金 71 53

修繕引当金 713 372

その他 2,720 4,324

流動負債合計 26,003 28,289

固定負債   

長期借入金 9,613 7,584

リース債務 23 19

繰延税金負債 1,028 1,256

退職給付引当金 5,477 5,687

役員退職慰労引当金 68 83

資産除去債務 197 204

その他 492 637

固定負債合計 16,902 15,475

負債合計 42,906 43,764

純資産の部   

株主資本   

資本金 17,989 17,989

資本剰余金 13,879 13,879

利益剰余金 25,692 27,581

自己株式 △194 △195

株主資本合計 57,367 59,254

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 150 187

繰延ヘッジ損益 △5 10

為替換算調整勘定 △2,565 △3,458

その他の包括利益累計額合計 △2,420 △3,260

少数株主持分 4 2

純資産合計 54,951 55,996

負債純資産合計 97,857 99,761
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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22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

売上高 91,260 87,243

売上原価 67,320 65,965

売上総利益 23,939 21,278

販売費及び一般管理費 13,852 14,161

営業利益 10,087 7,117

営業外収益   

受取利息 29 18

受取配当金 78 89

受取賃貸料 124 125

受取保険金 25 14

有価物売却益 31 36

その他 42 59

営業外収益合計 333 342

営業外費用   

支払利息 420 273

貸与資産減価償却費 41 39

為替差損 339 281

持分法による投資損失 80 45

その他 77 56

営業外費用合計 960 697

経常利益 9,460 6,763

特別利益   

固定資産売却益 1 30

国庫補助金 153 －

投資有価証券売却益 4 0

その他 － 3

特別利益合計 158 34

特別損失   

固定資産処分損 350 936

投資有価証券評価損 40 513

その他 3 70

特別損失合計 394 1,521

税金等調整前当期純利益 9,223 5,276

法人税、住民税及び事業税 2,726 1,627

法人税等調整額 △141 375

法人税等合計 2,585 2,003

少数株主損益調整前当期純利益 6,638 3,273

少数株主利益 507 118

当期純利益 6,131 3,154
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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22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 6,638 3,273

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △85 37

繰延ヘッジ損益 △3 15

為替換算調整勘定 △2,484 △893

その他の包括利益合計 △2,573 △839

包括利益 4,065 2,433

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 3,558 2,314

少数株主に係る包括利益 507 118
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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22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 17,989 17,989

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 17,989 17,989

資本剰余金   

当期首残高 13,879 13,879

当期変動額   

当期変動額合計 － 0

当期末残高 13,879 13,879

利益剰余金   

当期首残高 20,632 25,692

当期変動額   

剰余金の配当 △1,071 △1,266

当期純利益 6,131 3,154

当期変動額合計 5,060 1,888

当期末残高 25,692 27,581

自己株式   

当期首残高 △192 △194

当期変動額   

自己株式の取得 △1 △1

自己株式の処分 － 0

当期変動額合計 △1 △1

当期末残高 △194 △195

株主資本合計   

当期首残高 52,309 57,367

当期変動額   

剰余金の配当 △1,071 △1,266

当期純利益 6,131 3,154

自己株式の取得 △1 △1

自己株式の処分 － 0

当期変動額合計 5,058 1,886

当期末残高 57,367 59,254
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(単位：百万円)

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

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24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   

当期首残高 235 150

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △85 37

当期変動額合計 △85 37

当期末残高 150 187

繰延ヘッジ損益   

当期首残高 △1 △5

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3 15

当期変動額合計 △3 15

当期末残高 △5 10

為替換算調整勘定   

当期首残高 △81 △2,565

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,484 △893

当期変動額合計 △2,484 △893

当期末残高 △2,565 △3,458

その他の包括利益累計額合計   

当期首残高 152 △2,420

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,573 △839

当期変動額合計 △2,573 △839

当期末残高 △2,420 △3,260

少数株主持分   

当期首残高 1,525 4

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,521 △1

当期変動額合計 △1,521 △1

当期末残高 4 2

純資産合計   

当期首残高 53,987 54,951

当期変動額   

剰余金の配当 △1,071 △1,266

当期純利益 6,131 3,154

自己株式の取得 △1 △1

自己株式の処分 － 0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △4,094 △841

当期変動額合計 963 1,045

当期末残高 54,951 55,996
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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22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24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 9,223 5,276

減価償却費 6,645 6,597

のれん償却額 177 171

貸倒引当金の増減額（△は減少） 24 △11

賞与引当金の増減額（△は減少） △15 △40

退職給付引当金の増減額（△は減少） △127 210

為替差損益（△は益） 147 155

受取利息及び受取配当金 △108 △107

支払利息 420 273

持分法による投資損益（△は益） 80 45

固定資産処分損益（△は益） 350 936

固定資産売却損益（△は益） 1 △30

投資有価証券評価損益（△は益） 40 513

売上債権の増減額（△は増加） 2,026 △1,454

たな卸資産の増減額（△は増加） △548 △2,042

仕入債務の増減額（△は減少） △551 1,114

その他債権債務の増減額 △756 515

その他 173 △310

小計 17,203 11,811

利息及び配当金の受取額 114 117

利息の支払額 △421 △267

法人税等の支払額 △2,764 △2,438

営業活動によるキャッシュ・フロー 14,132 9,223

投資活動によるキャッシュ・フロー   

投資有価証券の売却による収入 16 0

投資有価証券の取得による支出 △6 △8

固定資産の取得による支出 △5,900 △8,028

固定資産の売却による収入 5 32

子会社株式の取得による支出 △1,524 －

貸付けによる支出 △10 △50

貸付金の回収による収入 33 78

その他投資資産の売却による収入 21 49

長期前払費用の取得による支出 △278 △44

差入保証金の回収による収入 7 139

その他 △124 △744

投資活動によるキャッシュ・フロー △7,761 △8,575
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(単位：百万円)

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

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 － 1,840

短期借入金の返済による支出 △1,518 △1,197

長期借入れによる収入 100 100

長期借入金の返済による支出 △6,603 △2,233

自己株式の取得による支出 △1 △1

配当金の支払額 △1,071 △1,266

少数株主への配当金の支払額 △734 △104

その他 △14 △9

財務活動によるキャッシュ・フロー △9,844 △2,872

現金及び現金同等物に係る換算差額 △329 △142

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,802 △2,367

現金及び現金同等物の期首残高 11,807 8,005

現金及び現金同等物の期末残高 8,005 5,637
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該当事項はありません。 

  

下記の「（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」を除き、 近の有価証券報

告書（平成23年6月22日提出）における記載から重要な変更がないため、開示を省略しています。 

  

 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

 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

（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

① 連結の範囲に関する事項の変更

② 連結子会社の事業年度等に関する事項の変更

③ 会計処理基準に関する事項の変更
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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

あります。 

当社は、本社に営業本部を置き、営業本部が取り扱う製品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おります。 

従って、当社は製品別セグメントから構成されており、「合成樹脂」および「有機合成」の2つを報

告セグメントとしております。  

「合成樹脂」は基礎化学品を原料とした合成樹脂およびその加工品を生産・販売しており、「有機合

成」は主に基礎化学品、酢酸の派生製品およびその加工品を生産・販売しております。 

  

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 

報告セグメントの利益は営業利益であります。セグメント間の内部売上高および振替高は市場価格等

に基づいております。 

  

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 

前連結会計年度(自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)        (単位：百万円)  

 
(注) １．「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、設備工事、保守、環境分析および

物流サービス事業等を含んでおります。  

２．調整額は以下のとおりであります。 

 （１）セグメント利益又は損失の調整額△216百万円には、セグメント間取引消去△17百万円、各報告セグメ 

  ントに配分していない全社共通費用△199百万円が含まれております。全社共通費用は、主に報告セグ 

  メントに帰属しない一般管理費および研究開発費であります。 

 （２）セグメント資産の調整額8,019百万円の主なものは、現金及び預金5,299百万円、繰延税金資産2,877百 

  万円等であります。 

  （３）減価償却費の調整額△39百万円はセグメント間消去額であります。 

 （４）有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額△73百万円はセグメント間消去額であります。 

３．セグメント利益又は損失は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

（８）連結財務諸表に関する注記事項

(セグメント情報)

報告セグメント
その他
（注）１

合計
調整額 
（注）２

連結財務
諸表計上

額 
（注）３

合成樹脂 有機合成 計

売上高

 外部顧客への売上高 64,946 22,932 87,879 3,381 91,260 ─ 91,260

 セグメント間の内部売上高  
 又は振替高

853 1,757 2,611 3,416 6,027 △6,027 ─

計 65,800 24,689 90,490 6,797 97,287 △6,027 91,260

セ グ メ ン ト 利 益 又 は 損 失
（△）

10,234 △131 10,103 200 10,303 △216 10,087

セグメント資産 68,580 18,005 86,585 3,251 89,837 8,019 97,857

その他の項目

 減価償却費 5,806 721 6,528 38 6,566 △39 6,526

 有形固定資産及び 
 無形固定資産の増加額

6,088 712 6,800 46 6,846 △73 6,773
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当連結会計年度(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)        (単位：百万円) 

 
(注)１．「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、設備工事、保守、環境分析および

物流サービス事業等を含んでおります。  

２．調整額は以下のとおりであります。 

 （１）セグメント利益の調整額△395百万円には、セグメント間取引消去△53百万円、各報告セグメントに配 

    分していない全社共通費用△342百万円が含まれております。全社共通費用は、主に報告セグメントに 

    帰属しない一般管理費および研究開発費であります。 

 （２）セグメント資産の調整額5,143百万円の主なものは、現金及び預金2,671百万円、繰延税金資産2,867百 

  万円等であります。 

 （３）減価償却費の調整額△70百万円はセグメント間消去額であります。 

 （４）有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額△139百万円はセグメント間消去額であります。 

３．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おります。 

  

 
  

 
  

地域ごとの情報 

 
  

 
  

報告セグメント
その他
（注）１

合計
調整額 
（注）２

連結財務
諸表計上

額 
（注）３

合成樹脂 有機合成 計

売上高

 外部顧客への売上高 61,510 22,034 83,544 3,699 87,243 ─ 87,243

 セグメント間の内部売上高  
 又は振替高

1,006 1,851 2,858 4,123 6,981 △6,981 ─

計 62,517 23,885 86,402 7,822 94,224 △6,981 87,243

セグメント利益 7,244 35 7,280 231 7,512 △395 7,117

セグメント資産 74,527 16,868 91,396 3,222 94,618 5,143 99,761

その他の項目

 減価償却費 5,853 651 6,504 44 6,548 △70 6,478

 有形固定資産及び 
 無形固定資産の増加額

9,408 414 9,823 106 9,930 △139 9,790

(関連情報)

前連結会計年度(自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日) 

地域ごとの情報

（１）売上高                             （単位：百万円）

日本 韓国 北南米 欧州 その他 合計

50,499 10,502 10,295 11,663 8,300 91,260

（２）有形固定資産           （単位：百万円）

日本 英国 その他 合計

26,493 10,818 4,082 41,394

当連結会計年度(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)  

（１）売上高                             （単位：百万円）

日本 韓国 北南米 欧州 その他 合計

46,922 8,972 9,515 12,170 9,662 87,243

（２）有形固定資産           （単位：百万円）

日本 英国 その他 計

29,111 10,149 4,174 43,436
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（注）１．潜在株式調整後の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。 

２．1株当たり当期純利益の算定上の基礎は以下の通りです。 

 
  

当連結会計年度（自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日） 

該当事項はありません。 

  

   以下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。 

・連結貸借対照表に関する注記 

・連結損益計算書に関する注記 

・その他の包括利益に関する注記 

・連結株主資本等変動計算書に関する注記 

・連結キャッシュ・フローに関する注記 

・リース取引に関する注記 

・関連当事者情報に関する注記 

・税効果会計に関する注記 

・金融商品に関する注記 

・デリバティブ取引に関する注記 

・有価証券に関する注記 

・退職給付に関する注記 

・資産除去債務に関する注記 

・賃貸等不動産に関する注記 

  

(１株当たり情報)

前連結会計年度 当連結会計年度

項目  （自 平成22年4月1日  （自 平成23年4月1日

  至 平成23年3月31日）   至 平成24年3月31日）

1株当たり純資産額 564円07銭 574円83銭

1株当たり当期純利益 62円94銭 32円38銭

前連結会計年度 当連結会計年度

項目 （自 平成22年4月1日 （自 平成23年4月1日

 至 平成23年3月31日）  至 平成24年3月31日）

当期純利益（百万円） 6,131 3,154

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株主に係る当期純利益（百万円） 6,131 3,154

普通株式の期中平均株式数（千株） 97,413 97,411

(重要な後発事象)

（開示の省略）
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前連結会計年度(自 平成22年4月1日 至 平成23年3月31日)      （単位：百万円） 

 

当連結会計年度(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)      （単位：百万円） 

 
(注) 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域  

（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）本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

      日本………中国、タイを含む 

      北米………アメリカ  

   欧州………ドイツ、イギリス 

５．参考情報

所在地別セグメント情報

日本 北米 欧州 計
消去又は 
全社

連結

Ⅰ．売上高

 外部顧客に対する売上高 71,418 9,330 10,511 91,260 ─ 91,260

 セグメント間の 
 内部売上高又は振替高

3,005 98 265 3,369 (3,369) ─

計 74,424 9,428 10,777 94,630 (3,369) 91,260

営業利益 6,290 1,870 1,927 10,088 (1) 10,087

Ⅱ．資産 92,382 7,619 15,380 115,382 (17,524) 97,857

日本 北米 欧州 計
消去又は 
全社

連結

Ⅰ．売上高

 外部顧客に対する売上高 67,540 8,601 11,102 87,243 ─ 87,243

 セグメント間の 
 内部売上高又は振替高

3,719 650 383 4,753 (4,753) ─

計 71,259 9,251 11,485 91,997 (4,753) 87,243

営業利益 3,452 1,697 1,952 7,101 15  7,117

Ⅱ．資産 93,918 8,644 14,882 117,445 (17,683) 99,761
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