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（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  35,304  14.2  1,526  △24.1  1,648  △17.4  1,028  △19.9

23年３月期  30,903  8.4  2,011  41.3  1,997  29.1  1,283  49.8

（注）包括利益 24年３月期 967百万円（ ％） △11.6   23年３月期 1,093百万円 （ ％） △14.7

  
１株当たり 
当期純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

自己資本 
当期純利益率 

総資産 
経常利益率 

売上高 
営業利益率 

  円 銭 円 銭 ％ ％ ％ 

24年３月期  49.94  －  6.8  5.0  4.3

23年３月期  62.32  －  9.0  6.3  6.5

（参考）持分法投資損益 24年３月期 26百万円   23年３月期 △30百万円 

  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  33,493  15,720  46.4  754.58

23年３月期  32,813  14,953  44.9  716.26

（参考）自己資本 24年３月期 15,537百万円   23年３月期 14,748百万円

  
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  3,021  △1,287  △3,228  1,918

23年３月期  4,067  △1,697  △1,181  3,411

  
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 －  － － 9.00 9.00  185 14.4 1.3

24年３月期 －  － － 9.00 9.00  185 18.0 1.2

25年３月期（予想）    －  － － 9.00 9.00   9.8  

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）

  （％表示は対前期増減率）

  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 

通期  42,000  19.0  2,150  40.9  2,200  33.4  1,900  84.8  92.27



※  注記事項 

新規 - 社              （社名）、除外 - 社             （社名） 

 
  
（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  

  

  

  
  
（３）発行済株式数（普通株式） 

 
  
（参考）個別業績の概要 

１．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 

   
※  監査手続の実施状況に関する表示 

  
※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

  

（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   

（注）詳細は、添付資料7ページ「2.企業集団の状況」をご覧下さい。

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 20,600,000株 23年３月期 20,600,000株

②  期末自己株式数 24年３月期 8,777株 23年３月期 8,601株

③  期中平均株式数 24年３月期 20,591,293株 23年３月期 20,591,420株

（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、添付資料27ページ「4.連結財務諸表

(9)連結財務諸表に関する注記事項（1株当たり情報）」をご覧下さい。

（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  12,053  0.1  899  △28.9  1,142  △19.6  978  △0.6

23年３月期  12,046  △5.9  1,264  △1.6  1,421  △3.8  983  △34.5

  
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  47.52  －

23年３月期  47.78  －

  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  28,894  14,398  49.8  699.28

23年３月期  28,424  13,684  48.1  664.56

（参考）自己資本 24年３月期 14,398百万円   23年３月期 13,684百万円

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

引法に基づく財務諸表の監査手続は終了しておりません。

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およ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主旨のものではありません。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仮定およ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2ページから4ページの「1.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当期の経営成績 

当連結会計年度におけるわが国経済は、東日本大震災やその後の電力不足、さらにはタイの洪水の影響などにより

生産活動が停滞しました。一部復旧の足音が聞こえ始め、生産活動や消費マインドの改善が見られたものの、長引く

欧州問題への不安や円高の定着など、先行き不透明感の強いまま推移いたしました。 

このような環境下にあって当社グループは、当連結会計年度よりスタートした中期3カ年経営計画「飛躍500」での

「事業領域の拡大、市場の拡大、シェアの拡大という３つの拡大戦略により売上高500億円の化学会社への成長」を基

本方針に企業価値の向上に努めております。当連結会計年度においては、ボトリング事業で3ライン同時稼働の生産体

制をスタートさせました。また、佳里多(上海)貿易有限公司に続く海外拠点として、東南アジア地域での事業展開を

図るため、シンガポールに現地法人Carlit Singapore Pte.Ltd.を平成23年10月1日付で設立いたしました。さらに塗

料・塗装事業を行っている富士商事㈱の全株式を平成24年1月11日付にて取得し、連結子会社といたしました。 

これらの結果、売上面では、化薬事業では期後半より新車販売が増加に転じたことにより自動車用緊急保安炎筒が増

販、化学品事業では、塩素酸ナトリウムがシェア拡大により増販となったものの、機能性高分子コンデンサー向け材料が

国内需要減になったことにより減販となりました。また、シリコンウェーハ事業では円高やタイの洪水の影響により需要

減となり大幅な減販となりましたが、ボトリング事業で、前連結会計年度に導入した温水無菌充填システムならびに当連

結会計年度より実施した3ライン同時稼働の効果により大幅な増販となりました。また、海外現地法人の佳里多（上海）

貿易有限公司の売上寄与もあり、当連結会計年度の連結売上高は、353億4百万円(前年同期比 44億1百万円増 同14.2%

増)となりました。 

一方、損益面ではグループ全体でコスト削減に努めたものの、収益力の高い製品が伸び悩んだこと、シリコンウェー

ハ事業では円高による市況の悪化もあったことなどにより、連結営業利益は15億2千6百万円(前年同期比 4億8千5百万円

減 同24.1%減)、連結経常利益は16億4千8百万円(前年同期比 3億4千8百万円減 同17.4%減)、連結当期純利益は、10億

2千8百万円(前年同期比 2億5千4百万円減 同19.9%減)となりました。 

  

１．経営成績

  (単位：百万円)

  売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
１株当たり純利益

円 銭 

前連結会計年度  30,903  2,011  1,997  1,283  62.32

当連結会計年度  35,304  1,526  1,648  1,028  49.94

対前期増減額  4,401  △485  △348  △254  △12.38

対前期増減率(%)  14.2  △24.1  △17.4  △19.9  △19.9
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以下、売上の状況につきまして事業の種類別セグメントごとにご報告申しあげます。 

  

②当連結会計年度のセグメント別の概況  

  

【化薬事業部門】 

産業用爆薬は、公共投資が低迷しているなか、土木向けシェアの拡大に努めましたが、導爆線の受注が減少したこと

により、減販となりました。 

自動車用緊急保安炎筒は、新車装着用では、前半は震災の影響により新車生産台数が減少したものの、期後半は新車

生産も回復し、エコカー補助金などの追い風をうけ新車販売台数が増加に転じたことにより増販となりました。 

また、車検交換用は緊急脱出時のガラス破壊機能付「ハイフレヤープラスピック」への切替とともに交換促進を実施

したことにより、増販となりました。 

信号炎管は、高速道路向けが増販となりました。 

危険性評価試験は、大型試験の受託が好調に推移したことにより、増販となりました。 

  これらの結果、当事業部門全体の売上高は41億3千3百万円（前年同期比 1億3百万円増 同2.6％増）となり、営業利

益は15億5千2百万円（前年同期比 3千9百万円減 同2.5%減）となりました。 

  

【化学品事業部門】 

化成品分野では、塩素酸ナトリウムは紙パルプメーカーの一部に震災の影響がありましたが、シェア拡大により増販

となりました。亜塩素酸ナトリウムは繊維漂白用途の需要減と新規用途向け販売の遅れにより減販、過塩素酸アンモニウ

ムについてもH-Ⅱロケット用が製造設備更新工事による生産減の影響により減販となりました。また液晶用途向け材料に

ついても、需要の低迷により大幅な減販となりましたが、樹脂添加剤は国内外含めた需要が堅調に推移したため増販とな

りました。農薬および防蟻を中心とした緑化関連製品は震災の影響があり微減となり、過塩素酸は試薬及び工業用を含め

需要回復せず減販となりました。環境機材関連製品は電極及び海水電解用途の需要が堅調に推移し増販となりました。 

電子材料分野では、機能性高分子コンデンサー用材料の納入先である電子部品メーカーが海外生産にシフトしたため

ピロール関連製品の国内販売が減少し大幅な減販となり、TCNQ錯体も大幅な減販となりました。一方、電気二重層キャパ

シタ用電解液は横ばい、チオフェン系材料は大幅な増販、過塩素酸リチウムは電池需要の増加等により増販、アルミ電解

コンデンサー向け材料も大幅な増販となりました。 

機能材料分野では、光機能材料の近赤外線吸収色素、イオン液体は大幅な増販となりましたが、トナー用電荷調整剤

は事務機販売の不調および海外品との競争激化により大幅な減販となりました。 

これらの結果、当事業部門全体の売上高は74億7千4百万円（前年同期比 2億2千2百万円減 同2.9％減）となり、営

業利益は9億3千万円（前年同期比 3億5千8百万円減 同27.8%減）となりました。 

  

  (単位：百万円)

  

売上高 セグメント利益（営業利益） 

(B) (A) 
増減 

(B) (A) 
増減 

(A－B) 
金額 

  
増減率(%)

(A－B) 
金額 

  
増減率(%)前連結会計年度 当連結会計年度 前連結会計年度 当連結会計年度 

化薬事業部門  4,030  4,133  103  2.6  1,591  1,552  △39  △2.5

化学品事業部門  7,696  7,474  △222  △2.9  1,289  930  △358  △27.8

ボトリング事業

部門 
 13,998  18,738  4,740  33.9  398  384  △13  △3.4

シリコンウェー

ハ事業部門 
 3,086  2,001  △1,084  △35.1  50  △184  △235  －

小計  28,811  32,348  3,537  12.3  3,329  2,683  △646  △19.4

 その他  3,343  4,278  935  28.0  394  642  248  62.9

調整(消去)  △1,250  △1,322  △71  －  △1,712  △1,799  △87 － 

連結合計  30,903  35,304  4,401  14.2  2,011  1,526  △485  △24.1
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【ボトリング事業部門】 

飲料市場は、期前半は震災の影響による製品不足が発生しその後供給体制の回復により増産に転じましたが、期後

半は景気悪化による消費低迷の影響もあり厳しい状況が続きました。 

このような状況の中、当事業部門は、前連結会計年度に導入した温水無菌充填システムを含む３ラインの同時稼動

を実施し、缶製品、ホット製品および新製法お茶製品の増産により大幅な増販となりました。 

これらの結果、当事業部門全体の売上高は、187億3千8百万円（前年同期比 47億4千万円増 同33.9％増）となり

ましたが、設備投資による償却増により、営業利益は3億8千4百万円（前年同期比 1千3百万円減 同3.4%減）となり

ました。 

 

【シリコンウェーハ事業】 

 半導体用シリコンウェーハは、欧米等の世界経済の不透明感と円高、さらにタイの洪水の影響により、取引先での大

幅な在庫・生産調整がなされ、受注が減少し、減販となりました。 

単結晶シリコンインゴット等は、太陽電池用が価格下落により成約に結びつかず、大幅な減販となりました。 

これらの結果、当事業部門全体の売上高は20億1百万円（前年同期比 10億8千4百万円減 同35.1％減）となり、営業

損失は1億8千4百万円（前年同期比 2億3千5百万円減）となりました。 

 

③次期見通し 

わが国経済は、東日本大震災の復興需要が国内景気を下支えすることが予想されていますが、欧州債務危機や円高基

調の継続、原油価格の高騰等、日本経済を取り巻く環境は予断を許さない状況にあります。 

このような状況の下、当社グループは、中期３ヶ年経営計画「飛躍500」の２年目にあたり平成25年度の連結売上高目

標の500億円を目指し一丸となって事業領域の拡大に努めます。 

以上の状況を踏まえ、次期の見通しといたしましては、売上高420億円（前年同期比 66億9千5百万円増 同19.0％

増）、営業利益21億5千万円、経常利益22億円、純利益19億円を予想しております。 

セグメント別の売上高については、化薬事業部門は、自動車用緊急保安炎筒及び「ハイフレヤープラスピック」の増

販を主因に47億円、化学品事業部門は塩素酸ナトリウム、電気二重層キャパシタ用電解液及び光機能材料の増販を主因に

98億円を見込んでおります。また、ボトリング事業部門では、生産ラインの高稼働により200億円、シリコンウェーハ事

業はユーザーでのシェアアップにより22億円を見込んでおります。 

  

(2）財政状態に関する分析 

①資産、負債及び純資産の状況 

  総資産は、前期末に比べ6億7千9百万円増加して、334億9千3百万円となりました。現金及び預金が14億9千2百万円減

少しましたが、受取手形及び売掛金が33億6千5百万円増加したことなどにより流動資産が10億8千7百万円増加し、固定

資産が4億8百万円減少したことなどによります。 

  負債は前期末に比べ8千7百万円減少し177億7千2百万円となりました。支払手形及び買掛金が26億2千8百万円増加と

なりましたが、有利子負債を27億4千7百万円返済したことなどによります。 

  純資産は前期末に比べ7億6千6百万円増加して157億2千万円となりました。その他有価証券評価差額金が7千7百万円

減少しましたが、当期純利益を10億2千8百万円計上したことなどによります。 

  この結果、１株当たり純資産は、前期末に比べて38.32円増加し754.58円となり、自己資本比率は前期末の44.9％か

ら46.4％となりました。 

  

  （単位：百万円）

  前期 当期 増減 

総資産  32,813  33,493  679

純資産  14,953  15,720  766

自己資本比率 % 44.9 % 46.4  1.5

１株当たり純資産 円 716.26 円 754.58 円 38.32

有利子負債残高  8,628  5,880  △2,747
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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） 

  営業活動によって得られたキャッシュ・フローは前期と比較して10億4千5百万円減少し、30億2千1百万円となりまし

た。仕入債務の増減額が25億5千5百万円増加しましたが、売上債権の増減額が35億9千5百万円増加したことなどにより

ます。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

  投資活動に使用されたキャッシュ・フローは前期と比較して4億9百万円減少し、12億8千7百万円となりました。主に

固定資産の取得による支出が13億5千5百万円あったことなどによります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

  財務活動に使用されたキャッシュ・フローは前期と比較して20億4千6百万円増加し、32億2千8百万円となりました。

主に有利子負債の返済によるものです。 

 以上の結果、現金及び現金同等物の期末残高は、前期末に比べて14億9千2百万円減少し、19億1千8百万円となりまし

た。 

  

③キャッシュ・フロー関連指標の推移 

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 

債務償還年数          ：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 

（注） １．いずれの指標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×期末発行済株式数（自己株式控除）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。 

  

  （単位：百万円）

  前期 当期 増減 

営業活動によるキャッシュ・フロー  4,067  3,021  △1,045

投資活動によるキャッシュ・フロー  △1,697  △1,287  409

財務活動によるキャッシュ・フロー  △1,181  △3,228  △2,046

現金及び現金同等物の増減額  1,185  △1,492  △2,678

現金及び現金同等物の期末残高  3,411  1,918  △1,492

  20年３月期 21年３月期  22年３月期 23年３月期 24年３月期 

自己資本比率 % 40.9 % 44.8 % 45.4 % 44.9 % 46.4

時価ベースの 

自己資本比率 
% 30.0 % 24.1 % 29.7 % 28.4 % 25.6

債務償還年数 年 3.7 年  3.1 年 3.9 年 2.1 年 2.0

インタレスト・ 

カバレッジ・レシオ 
倍 16.0 倍 20.3 倍 20.5 倍 36.7 倍 31.9
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(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、株主の皆様への利益配分と内部留保額を決定し

ております。内部留保金につきましては、今後、成長が期待され、かつ、当社としての独自性を有する分野への研究

開発、既存事業の活性化等に投資するとともに、財務体質の改善等に有効活用しております。 

 当社の剰余金の配当は、期末配当の年1回を基本的な方針としております。 

 また、中間配当につきましては、「取締役会の決議によって、毎年9月30日の 終の株主名簿に記載または記録さ

れた株主または登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。 

 なお、剰余金の配当の決定機関は期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。 

 当期末の配当金につきましては、当期の業績ならびに今後の見通しなどを勘案して、前期と同じく、１株当たり9

円を予定させていただいております。 

 また、次期の年間配当につきましては、1株当たり9円とさせていただく予定です。 

(4）事業等のリスク 

 当社グループの経営成績、株価、財務状況に影響を及ぼす可能性のあるリスクには以下のようなものがあります。

なお、文中における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あり、事業

のリスクはこれらに限られるものではありません。 

①為替相場の変動リスク 

 当社グループは国内販売を中心に営業活動を展開しておりますが、製品の価格競争力を強めるため、原価低減の一

環として原材料の一部を輸入品により調達していることから、為替相場の変動や海外政情・海外物流事情等により安

定調達面で影響を受ける可能性があります。 

②法的規制のリスク 

 当社グループでは事業の特性上、化学物質の取り扱いに関する法令等により規制を受けております。環境問題に対

する意識の高まりなどから、化学物質を対象とした各種規制は、ますます強まる傾向にあり、業績に影響を及ぼす可

能性があります。 

③技術革新のリスク 

 電子材料事業では技術革新のスピードと市場のニーズの変化が非常に速いことに加え、販売価格の下落圧力が強い

ことなどから、既存製品が陳腐化する可能性があります。 

④市場動向変動のリスク 

 ボトリング事業では、多様化する消費者の飲料に対する嗜好に応えていかなければならないブランド各社の販売戦

略や天候状態に大きく左右される可能性があります。 

⑤事故・災害のリスク 

 当社グループ工場において、事故・自然災害等について万全の安全対策を講じておりますが、万一大きな事故・災

害が発生した場合は、設備の損害、事業活動の中断等により、業績に影響を及ぼす可能性があります。 

⑥原材料価格変動のリスク 

 当社グループの原材料調達については、複数購買を基本戦略とし、安定調達を図っておりますが、原材料価格の変

動を製品価格に転嫁出来なかった場合、当社グループの業績及び財務状況に影響を及ぼす可能性があります。 

⑦資産評価の変動リスク 

 当社グループは、時価のある有価証券等を保有しているため、株式相場が大幅に下落した場合、また、固定資産に

ついて回収可能額を測定した結果が帳簿価額を下回る場合、これらの資産評価により、当社グループの業績及び財務

状況に影響を及ぼす可能性があります。 

⑧金利変動のリスク 

 当社グループは、事業運営に必要な資金調達を行っており、金利が上昇した場合は、当社グループの業績及び財務

状況に影響を及ぼす可能性があります。 

  

日本カーリット㈱　（4271）　平成24年3月期　決算短信

6



 当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、製品・サービス別の事業部門を基本にして組織が構成されており、各

事業部門は取扱う製品・サービスについて国内及び海外の包括的戦略を立案し事業活動を展開しております。したがっ

て当社は、事業部門を基礎とした製品・サービス別のセグメントから構成されており、「化薬」「化学品」「ボトリン

グ」「シリコンウェーハ」のセグメントとしております。主な事業内容と当社および子会社の各事業における位置づけ

は次のとおりであります。 

  

 報告セグメントに含まれない事業の主要な製品・サービスとして研削材(日本研削砥粒㈱)、除草請負(カーリット産業

㈱)、煙火用薬品(第一薬品興業㈱)、中国における電子材料の販売等（佳里多（上海）貿易有限公司）、シンガポールを

拠点とした電子材料の販売等（Carlit Singapore Pte.Ltd.）、工業用塗料販売及び塗装工事（富士商事㈱）、不動産賃

貸などがあります。 

 
  

※平成23年10月1日付でCarlit Singapore Pte.Ltd.を設立し、連結子会社といたいました。 

※平成24年1月11日付で富士商事㈱の株式の全株式を取得し、連結子会社といたしました。  

２．企業集団の状況

化薬事業   

  産業用爆薬、自動車用緊急保安炎筒、信号炎管、危険性評価試験などを主として当社が製

造・サービスし販売を行っています。 

化学品事業   

化成品 塩素酸ナトリウム、過塩素酸アンモニウム、亜塩素酸ナトリウム、農薬、電極などを主と

して当社が製造し販売を行っております。 

電子材料 有機導電材料、光機能材料などを主として当社が製造し販売を行っております。 

    

ボトリング事業 

  

  

  

連結子会社のジェーシーボトリング㈱が清涼飲料水のボトリング加工・販売を行っており

ます。  

シリコンウェーハ事業   

連結子会社の㈱シリコンテクノロジーがシリコンウェーハを製造し販売を行っておりま

す。 
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(1）会社の経営の基本方針 

 当社は、経済・社会との調和を図りつつ持続的な成長を実現し、当社グループの企業価値の 大化に努めること

が、株主、顧客をはじめとする企業を取り巻く皆様のご期待に応えることと考えております。そのために当社は、こ

れまで培ってきた確かな技術をベースに、さらに特色ある新技術の開発に努め、社会や市場に期待される製品・技術

を提供する技術革新型企業を目指すとともに、透明かつ公正な企業活動を行うことにより、経済・社会の発展に貢献

することを経営方針としております。 

(2）目標とする経営指標  

 当社グループは、平成23（2011）年度を初年度、平成25（2013）年度を 終年度とする中期経営計画 「飛躍500」

を策定し遂行しております。"事業領域の拡大、市場の拡大、シェアの拡大という３つの拡大戦略により売上高500億

円の中堅化学会社へ成長"を基本方針とし、カーリットグループ一体となって、新たな飛躍を目指してまいります。 

 終年度（2013年度）の経営指標は次のとおりであります。 

    【売上高】       500億円   

    【経常利益】       40億円 

  

(3）中長期的な会社の経営戦略 

 当社は、日本カーリットグループの企業価値の永続的な拡大のために、グループ全体の経営資源を効率よく活用す

る連結経営体制の構築を鋭意進めるとともに、新事業の創造と既存事業の活性化を推進しております。新事業につき

ましては、次世代を担う高度な技術を活かしたエネルギー環境分野、光関連分野、ＩＴ産業向け化学品材料、自動車

産業向け化工品材料を重点に新規製品の研究開発を強力に推し進め、将来の収益の柱となり、また、社会のニーズに

お応えすることのできる製品を産み出すべく努力をしてまいります。一方、既存事業についても、たゆまぬ原価低減

を図るとともに、多用途展開・新規需要先の開拓を積極的に進めることにより、競争力・収益力の向上を図ってまい

ります。 

(4）会社の対処すべき課題 

今後の見通しにつきましては、わが国経済は、東日本大震災の復興需要が国内景気を下支えすることが予想されて

おりますが、欧州債務危機や円高基調の継続、原油価格の高騰等、日本経済を取り巻く環境は予断を許さない状況に

あります。 

このような環境の中、当社は平成23年度を初年度とする中期経営計画「飛躍500」を遂行中であり、3つの拡大戦略

により平成25年度に連結売上高500億円を達成することを目標としております。 

なお、当連結会計年度においては、ボトリング事業における生産能力の向上、シンガポールに現地法人Carlit 

Singapore Pte.Ltd.の設立、塗料・塗装事業を行っている富士商事㈱の全株式を取得し、当社グループの企業価値の

向上に努めました。 

今後、この中期経営計画「飛躍500」の重点施策をさらに推進することにより、拡大のスピードを速め継続的成長を

目指すことができると考えております。 

  

 １）保有するコア技術を強化し、周辺および川上から川下までに新製品を投入し事業領域の拡大を図ります。 

    ・研究開発のスピード化を図り、新製品を上市いたします。 

    ・化薬事業は危険性評価設備を拡充いたします。 

    ・電子材料分野はコア技術を周辺事業や新規事業に展開を図ります。 

    ・シリコンウエーハ事業は新分野へ展開を図ります。 

    ・化薬、化学品事業での業務提携・資本参画を図ります。 

   ２）海外にシフトする需要に追随し、主力事業でトップメーカーを目指し市場の拡大を図ります。 

    ・ 発炎筒事業のアジア展開を図ります。 

    ・ 電子材料分野で更なるアジア展開を推進します。 

    ・ 海外現地法人での事業拡大をおこないます。 

  ３）既存製品収益基盤の強化により競争力を向上させシェアの拡大を図ります。 

    ・ 既存製品は、原価低減により競争力を高めシェアアップを図ります。 

    ・ ボトリング事業は生産能力の向上に伴う拡販を行っていきます。 

  

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 3,411,702 1,918,892

受取手形及び売掛金 5,614,575 8,980,502

商品及び製品 1,637,526 1,436,486

仕掛品 301,920 250,559

原材料及び貯蔵品 1,217,669 1,032,367

繰延税金資産 349,265 310,964

その他 629,003 317,283

貸倒引当金 △20,098 △17,980

流動資産合計 13,141,564 14,229,076

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 12,834,336 13,570,847

減価償却累計額 △7,426,330 △7,875,080

建物及び構築物（純額） 5,408,005 5,695,766

機械装置及び運搬具 17,093,440 17,710,080

減価償却累計額 △12,602,708 △13,473,453

機械装置及び運搬具（純額） 4,490,731 4,236,626

土地 4,608,876 4,663,657

建設仮勘定 325,660 278,592

その他 1,656,552 1,675,534

減価償却累計額 △1,476,102 △1,542,879

その他（純額） 180,449 132,655

有形固定資産合計 15,013,723 15,007,299

無形固定資産   

のれん － 28,670

その他 35,354 40,043

無形固定資産合計 35,354 68,713

投資その他の資産   

投資有価証券 3,749,415 3,480,038

繰延税金資産 126,880 87,374

その他 747,047 622,275

貸倒引当金 － △1,440

投資その他の資産合計 4,623,343 4,188,248

固定資産合計 19,672,421 19,264,261

資産合計 32,813,986 33,493,337
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（単位：千円）

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 3,386,178 6,014,268

短期借入金 4,905,000 2,855,000

1年内返済予定の長期借入金 484,800 696,800

未払法人税等 341,742 551,702

未払消費税等 78,905 128,975

賞与引当金 330,252 336,403

役員賞与引当金 37,500 29,770

災害損失引当金 251,000 247,163

その他 1,209,371 1,058,367

流動負債合計 11,024,750 11,918,450

固定負債   

長期借入金 1,211,600 2,328,800

繰延税金負債 2,474,329 2,050,370

退職給付引当金 711,920 717,231

役員退職慰労引当金 256,484 345,665

長期未払金 1,813,426 －

資産除去債務 32,974 34,480

その他 334,629 377,749

固定負債合計 6,835,364 5,854,297

負債合計 17,860,115 17,772,748

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,204,600 1,204,600

資本剰余金 346,269 346,269

利益剰余金 12,304,557 13,147,508

自己株式 △6,543 △6,615

株主資本合計 13,848,883 14,691,763

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 903,017 825,259

繰延ヘッジ損益 － 22,544

為替換算調整勘定 △3,140 △1,752

その他の包括利益累計額合計 899,876 846,051

少数株主持分 205,111 182,774

純資産合計 14,953,871 15,720,589

負債純資産合計 32,813,986 33,493,337
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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 30,903,893 35,304,929

売上原価 25,631,003 30,335,751

売上総利益 5,272,890 4,969,177

販売費及び一般管理費 3,261,282 3,442,893

営業利益 2,011,608 1,526,284

営業外収益   

受取利息 748 1,075

受取配当金 87,665 100,087

持分法による投資利益 － 26,847

物品売却益 23,447 24,043

消費税等免税益 － 57,676

雑収入 47,625 54,437

営業外収益合計 159,488 264,167

営業外費用   

支払利息 111,109 95,753

持分法による投資損失 30,982 －

寄付金 6,534 17,120

雑損失 25,334 28,657

営業外費用合計 173,960 141,531

経常利益 1,997,135 1,648,920

特別利益   

固定資産売却益 － 78,024

貸倒引当金戻入額 13,869 －

補助金収入 － 27,801

特別利益合計 13,869 105,825

特別損失   

固定資産除却損 116,804 23,666

固定資産売却損 11,544 －

災害による損失 78,871 －

投資有価証券評価損 26,720 57,641

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 32,293 －

事業譲渡損 32,048 －

その他 75 －

特別損失合計 298,358 81,308

税金等調整前当期純利益 1,712,646 1,673,438

法人税、住民税及び事業税 618,688 835,791

法人税等調整額 △222,635 △183,113

法人税等合計 396,052 652,678

少数株主損益調整前当期純利益 1,316,593 1,020,759

少数株主利益又は少数株主損失（△） 33,350 △7,513

当期純利益 1,283,243 1,028,273
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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 1,316,593 1,020,759

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △220,040 △77,580

繰延ヘッジ損益 － 22,544

為替換算調整勘定 △3,140 1,388

その他の包括利益合計 △223,181 △53,647

包括利益 1,093,412 967,111

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 1,060,031 974,448

少数株主に係る包括利益 33,381 △7,336
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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 1,204,600 1,204,600

当期末残高 1,204,600 1,204,600

資本剰余金   

当期首残高 346,269 346,269

当期末残高 346,269 346,269

利益剰余金   

当期首残高 11,206,637 12,304,557

当期変動額   

剰余金の配当 △185,323 △185,322

当期純利益 1,283,243 1,028,273

当期変動額合計 1,097,920 842,950

当期末残高 12,304,557 13,147,508

自己株式   

当期首残高 △6,518 △6,543

当期変動額   

自己株式の取得 △25 △71

当期変動額合計 △25 △71

当期末残高 △6,543 △6,615

株主資本合計   

当期首残高 12,750,988 13,848,883

当期変動額   

剰余金の配当 △185,323 △185,322

当期純利益 1,283,243 1,028,273

自己株式の取得 △25 △71

当期変動額合計 1,097,895 842,879

当期末残高 13,848,883 14,691,763

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 1,123,088 903,017

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △220,070 △77,757

当期変動額合計 △220,070 △77,757

当期末残高 903,017 825,259

繰延ヘッジ損益   

当期首残高 － －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － 22,544

当期変動額合計 － 22,544
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（単位：千円）

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) 

当期末残高 － 22,544

為替換算調整勘定   

当期首残高 － △3,140

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3,140 1,388

当期変動額合計 △3,140 1,388

当期末残高 △3,140 △1,752

少数株主持分   

当期首残高 171,730 205,111

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 33,381 △22,336

当期変動額合計 33,381 △22,336

当期末残高 205,111 182,774

純資産合計   

当期首残高 14,045,806 14,953,871

当期変動額   

剰余金の配当 △185,323 △185,322

当期純利益 1,283,243 1,028,273

自己株式の取得 △25 △71

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △189,830 △76,161

当期変動額合計 908,064 766,718

当期末残高 14,953,871 15,720,589
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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 1,712,646 1,673,438

減価償却費 1,360,234 1,489,175

賞与引当金の増減額（△は減少） 2,405 6,147

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 37,500 △7,730

退職給付引当金の増減額（△は減少） 14,635 △6,117

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △3,780 39,181

固定資産除却損 116,804 23,667

のれん償却額 － 1,508

受取利息及び受取配当金 △88,414 △101,163

支払利息 111,109 95,753

持分法による投資損益（△は益） 30,982 △26,847

投資有価証券評価損益（△は益） 26,720 57,641

補助金収入 － △27,801

災害による損失 78,871 －

有形固定資産売却損益（△は益） 11,544 △78,024

売上債権の増減額（△は増加） 479,245 △3,116,507

たな卸資産の増減額（△は増加） 279,151 449,579

仕入債務の増減額（△は減少） 14,012 2,569,548

未収消費税等の増減額（△は増加） △233,660 226,281

その他 △83,601 291,354

小計 3,866,408 3,559,085

取引保証金による収入 70,000 70,000

取引保証金による支出 － △7,000

保険金の受取額 1,458,864 －

災害損失の支払額 △678,728 △75,037

法人税等の支払額 △651,762 △627,394

法人税等の還付額 2,854 5,008

敷金及び保証金の増減額（△は増加） － 69,400

補助金の受取額 － 27,801

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,067,635 3,021,864
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（単位：千円）

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) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の払戻による収入 － 27,048

固定資産の取得による支出 △1,570,434 △1,355,307

有形固定資産の売却による収入 17,095 81,523

投資有価証券の取得による支出 △161,028 △1,335

子会社株式の取得による支出 － △66,195

貸付金の回収による収入 221 4,245

利息及び配当金の受取額 88,414 101,256

その他の支出 △72,555 △98,521

その他の収入 1,245 19,500

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,697,041 △1,287,785

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） △490,000 △2,110,000

長期借入れによる収入 － 1,920,000

長期借入金の返済による支出 △371,000 △696,968

配当金の支払額 △185,028 △185,334

利息の支払額 △110,989 △94,775

自己株式の取得による支出 △25 △71

長期預り金の受入による収入 86,500 －

長期未払金の返済による支出 △106,672 △2,026,770

少数株主への配当金の支払額 － △15,000

その他の支出 △4,767 △19,288

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,181,982 △3,228,207

現金及び現金同等物に係る換算差額 △3,023 1,319

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,185,588 △1,492,810

現金及び現金同等物の期首残高 2,226,114 3,411,702

現金及び現金同等物の期末残高 3,411,702 1,918,892
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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
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(6)連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

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 連結の範囲に関する事項 

(1）子会社のうち次に示す８社を連結の範囲に含めております。 

連結子会社の名称 

  ジェーシーボトリング㈱、㈱シリコンテクノロジー、日本研削砥粒㈱、カーリット産業㈱、第一薬品興業㈱、

佳里多（上海）貿易有限公司、Carlit Singapore Pte.Ltd、富士商事㈱ 

 上記のうち、Carlit Singapore Pte.Ltdは当連結会計年度において新たに設立したため、当連結会計年度より、

連結の範囲に含めております。  

 また、富士商事㈱は当連結会計年度において株式を取得したため、当連結会計年度より、連結の範囲に含めてお

ります。  

２ 持分法の適用に関する事項 

(1）関連会社のうち次に示す２社に持分法の適用を行っております。 

  関連会社       ２社 

㈱ジャペックス 

ルビコン・カーリット㈱  

(2）持分法を適用しない関連会社 

東日本日東エース㈱ 

持分法を適用しない理由 

 持分法非適用会社は、当期純損益(持分に見合う額）及び利益剰余金(持分に見合う額)等に及ぼす影響が軽微

であり、かつ全体としても重要性がないため、持分法の適用から除外しております。 

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項 

 在外子会社である佳里多（上海）貿易有限公司の決算日は12月31日であり、連結財務諸表作成にあたっては、同

日現在の財務諸表を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っておりま

す。 

 その他の連結子会社の決算日は、連結決算日と同一であります。 

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有価証券の評価基準及び評価方法 

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。） 

時価のないもの 

移動平均法による原価法 

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たな卸資産の評価基準及び評価方法 

 主として移動平均法による原価法によっております。（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切り下げの

方法により算定） 

(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） 

 定率法によっております。但し、平成10年４月１日以降取得した建物（建物附属設備を除く）及びボトリング

事業部門、シリコンウェーハ事業部門は、定額法を採用しております。 

 なお、主な耐用年数は、建物が15年～47年、構築物が15年～75年、機械装置が５年～10年となっております。

②無形固定資産（リース資産を除く） 

 定額法によっております。 

 なお、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によって

おります。 
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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） 

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 

 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、リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引のうち、リー

ス取引開始日が企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」の適用初年度開始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。 

(3）重要な引当金の計上基準 

①貸倒引当金 

 債権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検討し、回収不能見込額を計上しております。 

②賞与引当金 

 従業員に対して支給する賞与の支出に備えるため、当連結会計年度における支給見込額に基づき計上しており

ます。 

③役員賞与引当金 

 役員に対して支給する賞与の支出に備えるため、当連結会計年度における支給見込額に基づき計上しておりま

す。 

④退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当

連結会計年度末において発生していると認められる額を計上しております。 

 なお、子会社については、当連結会計年度末における自己都合要支給額を計上しております。 

 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（８年）による定額法によ

り費用処理することとしております。数理計算上の差異については、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（８年）による定額法により発生の翌連結会計年度より費用処理しております。  

⑤役員退職慰労引当金 

 役員等の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく当連結会計年度末要支給額を計上しております。 

⑥災害損失引当金 

 平成22年1月7日に発生した当社旧横浜工場爆発炎上事故により発生が見込まれる近隣損害補償額について、当

連結会計年度末における見込額を計上しております。  

(4）重要な外貨建の資産又は負債への本邦通貨への換算の基準 

 外貨建金銭債権債務は、連結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、連結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計上しておりま

す。  

(5）重要なヘッジ会計の方法 

①ヘッジ会計の方法 

 原則として繰延ヘッジ処理によっております。 

 なお、金利スワップについては、特例処理の要件を満たしている場合は特例処理を、為替予約については振当

処理の要件を満たしている場合は振当処理を採用しております。 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段   ヘッジ対象 

金利スワップ 

為替予約 

  借入金 

外貨建予定取引 

③ヘッジ方針 

 内部規程である「デリバティブ取引管理規程」に基づき、金利変動リスク等をヘッジしております。 

④ヘッジの有効性評価の方法 

 ヘッジ有効性の判定は、原則としてヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッ

ジ手段の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計とを比較し、両者の変動額等を基礎にして判断しておりま

す。 
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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） 

(6）のれんの償却方法及び償却期間 

 のれんは、実質的判断による年数の見積もりが可能なものはその見積もり年数で、その他については５年間

で均等償却しております。ただし、金額が僅少なものについては発生年度に一括償却することとしておりま

す。  

(7）連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

 連結キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び現金同等物）は、手許現金、随時引き出し可能な預

金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から３ヶ月以内に

償還期限の到来する短期投資からなっております。  

(8）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方法 

 税抜方式を採用しております。 

(7)表示方法の変更

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） 

（連結損益計算書） 

 前連結会計年度において、「営業外費用」の「雑損失」に含めていた「寄付金」は、営業外費用の総額の100分の10

を超えたため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計

年度の連結財務諸表の組替えを行っております。 

 この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外費用」の「雑損失」に表示していた31,869千円は、

「寄付金」6,534千円、「雑損失」25,334千円として組替えております。  

(8)追加情報

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） 

 当連結会計年度の期首以後に行われる会計上の変更および過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂正に

関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）および「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準

の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。 
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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） 

１ 企業の採用する退職給付制度 

適格退職年金制度及び退職一時金制度 

２ 退職給付債務に関する事項 

３ 退職給付費用に関する事項 

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

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 企業の採用する退職給付制度 

適格退職年金制度及び退職一時金制度 

２ 退職給付債務に関する事項 

３ 退職給付費用に関する事項 

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

(9)連結財務諸表に関する注記事項

（退職給付関係）

①退職給付債務 2,150,653 千円

（内訳）  

②未認識数理計算上の差異       75,144 千円

③年金資産          1,363,588 千円

④退職給付引当金        711,920 千円

①勤務費用        152,104  千円

②利息費用       35,115 千円

③期待運用収益      △1,432 千円

④数理計算上の差異の費用処理額       9,632 千円

⑤退職給付費用        195,419 千円

①割引率      1.80 ％ 

②期待運用収益率     0.10 ％ 

③数理計算上の差異の処理年数     ８年 

  （発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の年数による

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。） 

①退職給付債務          2,003,344 千円

（内訳）  

②年金資産            1,344,182 千円

③未認識数理計算上の差異              44,755 千円

④未認識過去勤務債務              △102,824 千円

⑤退職給付引当金                717,231 千円

①勤務費用                140,903 千円

②利息費用             34,811 千円

③期待運用収益            △1,363 千円

④数理計算上の差異の費用処理額            7,708 千円

⑤過去勤務債務の費用処理額            △3,316 千円

⑥退職給付費用               178,742 千円

①割引率       1.8 ％ 

②期待運用収益率     0.10 ％ 

③数理計算上の差異の処理年数     ８年 

  （発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の年数による

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。） 
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（税効果会計関係）

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） 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

（繰延税金資産）        

賞与引当金 135,403千円

貸倒引当金 3,900 〃 

未払事業税 21,920 〃 

たな卸資産 32,958 〃 

退職給付引当金 260,641 〃 

役員退職慰労引当金 104,469 〃 

災害損失引当金 102,910 〃 

投資有価証券評価損 28,934 〃 

減価償却超過額 3,388 〃 

減損損失  1,744 〃 

繰越欠損金 108,884 〃 

固定資産等の未実現利益 61,319 〃 

その他 78,296 〃 

繰延税金資産小計 944,770 〃 

評価性引当額 △101,229 〃 

繰延税金資産合計 843,541 〃 

（繰延税金負債）        

固定資産圧縮積立金 △2,210,938 〃 

その他有価証券評価差額金 △630,335 〃 

その他 △451 〃 

繰延税金負債合計 △2,841,724 〃 

繰延税金負債の純額 △1,998,183 〃 

（繰延税金資産）        

賞与引当金 127,799千円

貸倒引当金 2,462 〃 

未払事業税 37,307 〃 

たな卸資産 21,747 〃 

退職給付引当金 241,858 〃 

役員退職慰労引当金 109,258 〃 

災害損失引当金 93,921 〃 

投資有価証券評価損 38,622 〃 

減価償却超過額 2,718 〃 

減損損失  1,531 〃 

繰越欠損金 176,759 〃 

固定資産等の未実現利益 63,965 〃 

その他 97,548 〃 

繰延税金資産小計 1,015,500 〃 

評価性引当額 △264,616 〃 

繰延税金資産合計 750,883 〃 

（繰延税金負債）        

固定資産圧縮積立金 △1,921,461 〃 

その他有価証券評価差額金 △467,287 〃 

繰延ヘッジ損益 △13,817 〃 

その他 △348 〃 

繰延税金負債合計 △2,402,914 〃 

繰延税金負債の純額 △1,652,030 〃 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の主要な項目別の内訳 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の主要な項目別の内訳 

  

法定実効税率 ％41.0

（調整）     

交際費等永久に損金に算入され

ない項目 
 2.1

受取配当金等永久に益金に算入

されない項目 
 △0.9

持分法による投資損益  0.7

住民税均等割等  0.7

子会社欠損金等の税効果  △17.8

研究費等の法人税額特別控除  △1.8

その他  △0.9

税効果会計適用後の法人税等の負

担率 
％23.1

法定実効税率 ％41.0

（調整）     

交際費等永久に損金に算入され

ない項目 
 2.2

受取配当金等永久に益金に算入

されない項目 
 △1.0

持分法による投資損益  △0.7

住民税均等割等  0.7

子会社欠損金等の税効果  9.7

研究費等の法人税額特別控除  △2.0

税率変更による期末繰延税金負

債の減額修正 

 △10.0

その他  △0.9

税効果会計適用後の法人税等の負

担率 
％39.0
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３．法人税率の変更等による繰延税金資産および繰延税金負債の金額の修正 

「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」（平成23年法律第

114号）および「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置

法」（平成23年法律第117号）が平成23年12月２日に公布され、平成24年４月１日以後に開始する連結会計年度

から法人税率の引き下げおよび復興特別法人税の課税が行われることとなりました。 

  これにともない、繰延税金資産および繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来41.0%となっており

ましたが、平成24年４月１日に開始する連結会計年度から平成26年４月１日に開始する連結会計年度までの期間

に解消が見込まれる一時差異については38%に、平成27年４月１日に開始する連結会計年度以降に解消が見込ま

れる一時差異については36%に変更されます。 

 この税率変更により、当連結会計年度末の繰延税金負債の金額（繰延税金資産の金額を控除した金額）は

266,481千円減少し、当連結会計年度に計上された法人税等調整額は200,727千円減少し、その他有価証券評価差

額金が64,663千円、繰延ヘッジ損益が1,090千円それぞれ増加しております。 
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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、当社グループ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、製品・サービス別の事業部門を基本にして組織が構成されており、各事業部門は、取扱う製品・

サービスについて国内及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。 

 したがって、当社は、事業部門を基礎とした製品・サービス別のセグメントから構成されており、「化薬」「化学

品」「ボトリング」「シリコンウエーハ」の４つを報告セグメントとしております。 

 なお、事業部門別の主要な製品・サービスは次のとおりであります。 

 ２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、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、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」におけ

 る会計処理の原則・手続きと同一であります。 

 報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。 

 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おります。 

 ３．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失、資産、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） 

 (注)「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、主要な製品・サービスは研削材、

除草請負、煙火用薬品、不動産賃貸等であります。 

（セグメント情報等）

ａ．セグメント情報

事業部門 主 要 な 製 品 ・ サ ー ビ ス 

化  薬 産業用爆薬、自動車用緊急保安炎筒、信号炎管、危険性評価試験 

化 学 品 
塩素酸ナトリウム、過塩素酸アンモニウム、亜塩素酸ナトリウム、農薬、電極、有機導電材料、

光機能材料、イオン導電材料、機能性高分子固体電解コンデンサー、過塩素酸 

ボトリング 清涼飲料水のボトリング加工 

シリコン 

ウエーハ 
半導体用シリコンウエーハ、単結晶シリコンインゴット 

  

報告セグメント 

 その他(注) 合計 

化薬 化学品  ボトリング
シリコン

ウエーハ 
計 

 売上高              

 外部顧客への売上高 4,029,080 7,470,143 13,998,198 3,086,077 28,583,500 2,320,393 30,903,893

 セグメント間の内部 

  売上高又は振替高 
1,174 226,532 － － 227,706 1,022,633 1,250,340

計 4,030,254 7,696,676 13,998,198 3,086,077 28,811,207 3,343,027 32,154,234

 セグメント利益 

 又は損失（△） 
1,591,853 1,289,058 398,270 50,358 3,329,540 394,315 3,723,855

 セグメント資産 6,445,406 10,465,685 11,123,719 2,875,341 30,910,152 2,444,635 33,354,788

 その他の項目               

 減価償却費 124,738 451,004 424,821 275,394 1,275,958 13,311 1,289,270

 有形固定資産及び 

 無形固定資産の増加額 
73,423 470,371 2,854,633 48,441 3,446,870 3,716 3,450,586
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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） 

 (注)「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、主要な製品・サービスは研削材、

除草請負、煙火用薬品、不動産賃貸等であります。  

４．報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容（差異調整に関する事項） 

   

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない基礎的研究費及び管理部門に係る費用であります。  

  

報告セグメント 

 その他(注) 合計 

化薬 化学品  ボトリング
シリコン

ウエーハ 
計 

 売上高              

 外部顧客への売上高 4,133,705 7,221,926 18,738,735 2,001,857 32,096,224 3,208,704 35,304,929

 セグメント間の内部 

  売上高又は振替高 
246 252,253 － － 252,500 1,069,515 1,322,015

計 4,133,952 7,474,179 18,738,735 2,001,857 32,348,725 4,278,219 36,626,944

 セグメント利益 

 又は損失（△） 
1,552,539 930,708 384,811 △184,986 2,683,072 642,471 3,325,544

 セグメント資産 6,482,163 8,144,395 15,509,472 4,479,559 34,615,591 3,198,081 37,813,673

 その他の項目               

 減価償却費 133,268 448,158 567,247 266,515 1,415,190 11,815 1,427,005

 有形固定資産及び 

 無形固定資産の増加額 
126,122 774,239 403,829 69,578 1,373,769 8,321 1,382,091

  （単位：千円）

売上高 前連結会計年度 当連結会計年度 

報告セグメント計                  28,811,207  32,348,725  

「その他」の区分の売上高                    3,343,027 4,278,219  

セグメント間取引消去                 △1,250,340 △1,322,015  

連結財務諸表の売上高                  30,903,893 35,304,929  

  （単位：千円）

利益 前連結会計年度 当連結会計年度 

報告セグメント計                   3,329,540 2,863,072  

「その他」の区分の利益                     394,315 642,471  

セグメント間取引消去                     △9,640 △3,026  

全社費用（注）                 △1,702,607 △1,796,232  

連結財務諸表の営業利益                   2,011,608 1,526,284  
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（単位：千円）

（注）全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない基礎的研究及び管理部門に係る資産等であります。 

  

  

資産 前連結会計年度 当連結会計年度 

報告セグメント計                   30,910,152 34,615,591 

「その他」の区分の資産                    2,444,635 3,198,081 

全社資産（注）                    5,567,900 3,988,815

その他の調整額                  △6,108,702  △8,309,151 

連結財務諸表の資産合計                   32,813,986  33,493,337 

 その他の項目 

報告セグメント計 その他 調整額 連結財務諸表計上額

前連結会

計年度 

当連結会

計年度 

前連結会

計年度 

当連結会

計年度 

前連結会

計年度 

当連結会

計年度 

前連結会

計年度 

当連結会

計年度 

 減価償却費 1,275,958 1,415,190 13,311 11,815 71,382 63,678 1,360,652 1,490,684

有形固定資産及び  

無形固定資産の増加額 
3,446,870 1,373,769 3,716 8,321 58,404 54,024 3,508,991 1,436,116
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 （注）１．１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 （注）２．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

（１株当たり情報）

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） 

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株当たり純資産額 円 銭716 26

１株当たり当期純利益 円 銭62 32

１株当たり純資産額 円 銭754 58

１株当たり当期純利益 円 銭49 94

なお、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。 

なお、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。 

項目 
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） 

連結損益計算書上の当期純利益（千円）  1,283,243  1,028,273

普通株式に係る当期純利益（千円）  1,283,243  1,028,273

普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式の期中平均株式数（千株）  20,591  20,591

項目 
前連結会計年度末 

（平成23年３月31日） 
当連結会計年度末 

（平成24年３月31日） 

 純資産の部の合計額（千円）  14,953,871  15,720,589

純資産の部の合計額から控除する金額（千円）  205,111  182,774

（うち少数株主持分） ( )  205,111 ( )  182,774

普通株式に係る期末の純資産額（千円）  14,748,759  15,537,814

 １株当たり純資産額の算定に用いられた期末

の普通株式の数（千株） 
 20,591  20,591

（重要な後発事象）

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） 

（重要な資産の売却） 

  当社は経営資源の効率化のため、平成２４年４月２７日をもちまして下記内容の不動産譲渡契約を締結いたしまし

た。 

  （注）横浜市への届出等の完了時期により譲渡日が変動する可能性があります。 

  

譲渡日 平成２４年５月３１日 

物件 横浜工場跡地 

面積 ９，９００．００㎡ 

所在地 神奈川県横浜市金沢区福浦一丁目１３番３ 

譲渡先 国内の一般事業会社 

譲渡価額 億円 12

譲渡益 億円 11
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平成24年６月28日付にて、以下の役員の異動を予定しております。 

  

①昇任取締役候補 

 取締役兼常務執行役員管理本部長   廣橋  賢一 （現 取締役兼執行役員管理本部長） 

  

②新任取締役候補 

 取締役   和久井 幸男   （現 ㈱ダンホールディングス 代表取締役社長） 

 （注）和久井 幸男氏は、会社法第２条第15号に定める「社外取締役」としての候補者であります。 

  

③退任予定取締役 

 取締役   湯本  一郎   （同日付にて大陽日酸㈱ 常勤監査役に就任予定） 

 取締役   山本  秀雄   （現 当社執行役員ジェーシーボトリング㈱ 代表取締役社長）  

 取締役   小西  正恭   （現 当社執行役員㈱シリコンテクノロジー 代表取締役社長） 

 取締役   坂野  哲司   （現 当社執行役員第一薬品興業㈱ 代表取締役社長） 

  

④新任監査役候補 

 監査役   安達 義二郎   （現 みずほ信不動産販売㈱ 代表取締役副社長） 

 （注）安達 義二郎氏は、会社法第２条第16号に定める「社外監査役」としての候補者であります。 

  

⑤退任予定監査役 

 監査役   目黒  寛治     

  

⑥新任補欠監査役候補 

 補欠監査役 山本  光介   （現 ㈱アヴァンティスタッフ 代表取締役社長、㈱中村屋 監査役）   

  

５．その他

(1)役員の異動

日本カーリット㈱　（4271）　平成24年3月期　決算短信

28




