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1.  平成25年3月期の連結業績（平成24年4月1日～平成25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 ％

25年3月期 91,976 5.4 11,859 66.6 12,375 83.0 8,158 158.6
24年3月期 87,243 △4.4 7,117 △29.4 6,763 △28.5 3,154 △48.6

（注）包括利益 25年3月期 10,742百万円 （341.5％） 24年3月期 2,433百万円 （△40.1％）

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 ％ ％ ％

25年3月期 83.75 ― 13.4 11.7 12.9
24年3月期 32.38 ― 5.7 6.8 8.2

（参考） 持分法投資損益 25年3月期  △61百万円 24年3月期  △45百万円

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

25年3月期 112,180 65,444 58.3 671.84
24年3月期 99,761 55,996 56.1 574.83

（参考） 自己資本   25年3月期  65,441百万円 24年3月期  55,993百万円

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

25年3月期 16,365 △10,557 △3,319 8,677
24年3月期 9,223 △8,575 △2,872 5,637

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 ％ ％

24年3月期 ― 6.00 ― 6.00 12.00 1,168 37.1 2.1
25年3月期 ― 6.00 ― 9.00 15.00 1,461 17.9 2.4
26年3月期(予想) ― 9.00 ― 9.00 18.00 17.9

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年4月1日～平成26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) 48,500 7.5 6,800 25.4 6,800 32.2 4,300 22.2 44.14
通期 110,000 19.6 15,500 30.7 15,500 25.2 9,800 20.1 100.61

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 

詳細は、【添付資料】P17.「４.連結財務諸表（５）連結財務諸表に関する注記事項」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  ： 有
② ①以外の会計方針の変更  ： 無
③ 会計上の見積りの変更  ： 有
④ 修正再表示  ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期 98,369,186 株 24年3月期 98,369,186 株
② 期末自己株式数 25年3月期 962,507 株 24年3月期 959,367 株
③ 期中平均株式数 25年3月期 97,408,620 株 24年3月期 97,411,026 株

（参考）個別業績の概要 

平成25年3月期の個別業績（平成24年4月1日～平成25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 ％

25年3月期 59,113 7.7 6,656 121.3 7,526 148.1 5,011 460.6
24年3月期 54,870 △4.0 3,008 △49.6 3,034 △47.8 893 △75.7

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
円 銭 円 銭

25年3月期 51.45 ―
24年3月期 9.18 ―

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

25年3月期 88,524 56,692 64.0 582.01
24年3月期 84,732 52,567 62.0 539.66

（参考） 自己資本 25年3月期  56,692百万円 24年3月期  52,567百万円

※ 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 
本資料に記載されている業績予想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。 
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については、【添付資料】P2.「１．経営成績・財政状態に関する分析（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。 

 この説明会での配布資料は、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２５年５月２３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わが国経済は、復興関連需要や底堅い個人消費の下支えはありましたが、政

策効果のはく落や長引く円高、海外経済全般の軟化などもあり、内外需要とも全体的に後退局面となり

ました。昨年末の安倍政権誕生によるアベノミクスの導入による円安・株高で景気の浮揚期待は高まり

ましたが、その恩恵を受けるまでには至りませんでした。 

当社グループにおいては、こうした事業環境の下で汎用品は厳しい状況を脱することが困難でした。

一方、機能製品の中には在庫調整が進み需要がある程度回復してきたもの、景気に比較的左右されにく

いもの等があり、それらの寄与によって業績は大きく改善しました。 

当社グループは、昨年度よりスタートした中期５ヵ年経営計画「Double１５（ダブルフィフティー

ン）」に掲げた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引き続き取り

組み、計画に基づいた投資や拡販を進めております。 

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47億3千2百万円増加し、

919億7千6百万円（前期比5.4%増）となりました。営業利益は前期に比べ47億4千1百万円増加し、118億

5千9百万円（同66.6%増）となりました。経常利益は前期に比べ56億1千2百万円増加し、123億7千5百万

円（同83.0%増）となり、当期純利益は前期に比べ50億3百万円増加し、81億5千8百万円（同158.6%増）

となりました。 

  

ＰＶＯＨ樹脂「ゴーセノール」は汎用品分野における輸出数量の減少により、売上高は前期に比べ減

少しました。二次加工分野の機能フィルムは、光学用途の「ＯＰＬフィルム」が昨年７月より稼動した

広幅対応設備の需要寄与もあり売上高は前期に比べ増加しました。 

ＥＶＯＨ樹脂「ソアノール」は、食品包装用途を中心に欧米の需要は堅調に推移し、また中国をはじ

めとするアジア地域においても伸長しましたが、海外子会社の円高によるユーロ換算差もあり、売上高

は前期に比べ微増に留まりました。 

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

を中心に「コーポニール」、「紫光」が堅調に推移したこともあり、売上高は前期に比べ増加しまし

た。 

以上の結果、合成樹脂の売上高は671億1千3百万円（前期比9.1%増）となりました。セグメント利益

（営業利益）は、「ＯＰＬフィルム」５系製造設備に係る減価償却費負担および新製品開発のための研

究開発費の増加等の減益要因はありましたが、スペシャリティ製品の販売数量増および操業度アップ等

の増益要因が大きく、前期に比べ45億9千3百万円増加し、118億3千7百万円（同63.4%増）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を中核とする有

機合成の売上高は、販売数量の減少により206億4千3百万円（前期比6.3%減）となりました。セグメン

ト利益（営業利益）は売買価格スプレッドの確保に努めたこともあり、前期に比べ1億3千8百万円増加

し、1億7千4百万円（同383.7%増）となりました。 

  

報告セグメントの売上高は877億5千6百万円（前期比5.0%増）となり、セグメント利益（営業利益）

は120億1千1百万円（同65.0%増）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42億1千9百万円

１．経営成績・財政状態に関する分析

（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14.1%増）となり、セグメント利益（営業利益）は2億4千3百万円（同4.8%増）となりました。

  

中期経営計画「Double１５」の3年目となる次期の見通しは、売上高1,100億円、営業利益155億円、

経常利益155億円、当期純利益98億円を見込んでいます。 

なお、上記の見通しには、①当社および一部国内連結子会社の減価償却方法を定率法から定額法にす

べて統一することによる償却額の負担減少、②重要な連結子会社の決算期末を12月末から3月末に変更

することによる15ヶ月分の損益を含んでいます。 

次期の為替前提は1米ドルは90円、1ユーロは115円、原料価格の前提は国産ナフサ価格68,000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いますが、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とスペシャリティ分野への拡販に努めます。

「ＯＰＬフィルム」は、液晶ディスプレイ市場での需要の伸長を見込むと共に、第５系列（広幅）品

の増販、第６系列増設工事の計画通りの進捗に努めます。 

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とコスト削減

等による収益の確保に努めます。 

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

での拡販とアジア地域での販売強化に取り組みます。 

  

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維持および生産効率化等による収益改善に取り組みます。 

  

当連結会計年度末の総資産は1,121億8千万円となり、前連結会計年度末に比べ124億1千8百万円増加

しました。流動資産は570億5千4百万円となり、前連結会計年度末に比べ75億8千9百万円増加しまし

た。主な要因は、現金及び預金の増加（3,553百万円）、商品及び製品の増加（1,892百万円）、受取手

形及び売掛金の増加（906百万円）、原材料及び貯蔵品の増加（274百万円）等であります。固定資産は

551億2千5百万円となり、前連結会計年度末に比べ48億2千8百万円増加しました。主な要因は、有形固

定資産の増加（5,325百万円）、投資有価証券の減少（230百万円）、無形固定資産の減少（175百万

円）等であります。  

当連結会計年度末の負債合計は467億3千5百万円となり、前連結会計年度末に比べ29億7千万円増加し

ました。流動負債は331億4千8百万円となり、前連結会計年度末に比べ48億5千9百万円増加しました。

主な要因は、未払法人税等の増加（2,028百万円）、短期借入金の増加（1,707百万円）、支払手形及び

買掛金の増加（1,369百万円）等であります。固定負債は135億8千7百万円となり、前連結会計年度末に

比べ18億8千8百万円減少しました。主な要因は、長期借入金の減少（3,621百万円）、資産除去債務の

増加（701百万円）、繰延税金負債の増加（687百万円）等であります。 

③次期の見通し

報告セグメント

＜合成樹脂＞

＜有機合成＞

（２）財政状態に関する分析

①資産、負債及び純資産の状況
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  当連結会計年度末の純資産合計は654億4千4百万円となり、前連結会計年度末に比べ94億4千7百万円

増加しました。主な要因は、当期純利益（8,158百万円）の計上による増加、為替換算調整勘定の増加

（2,254百万円）、配当金の支払（1,168百万円）による減少等であります。 

以上の結果、自己資本比率は、前連結会計年度末の56.1%から58.3%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30億3千9百万円増

加し、86億7千7百万円となりました。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126億6千万円、減価償却費69億3千3百万円、仕入債務の増加10億3千万円な

どの資金増加要因に対し、たな卸資産の増加15億3千3百万円、法人税等の支払額22億8千4百万円などの

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163億6千5百万円の収入となりました。前

期に比べ収入が71億4千2百万円増加しました。 

  

固定資産の取得による支出107億7千2百万円等により、投資活動によるキャッシュ・フローは105億5

千7百万円の支出となりました。前期に比べ支出が19億8千1百万円増加しました。 

  

借入金の純減による支出20億4千1百万円、配当金の支払11億6千8百万円等により、財務活動によるキ

ャッシュ・フローは33億1千9百万円の支出となりました。前期に比べ支出が4億4千6百万円増加しまし

た。 

  

(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。 

 当期は、1株当たり6円の中間配当を実施させていただきましたが、通期の連結業績を勘案し、期末配

当金は1株当たり9円とさせていただく予定です。これにより年間配当金は1株当たり15円となる予定で

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＞

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 平成25年3月期

自己資本比率 44.1% 49.2% 56.2% 56.1% 58.3%

時価ベースの自己資本比率 25.4% 58.7% 51.1% 49.7% 72.9%

キャッシュ・フロー対有利子 
負債比率

4.4年 1.2年 1.0年 1.3年 0.6年

インタレスト・カバレッジ・ 
レシオ

7.5倍 28.0倍 33.5倍 34.4倍 71.2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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す。 

また、次期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9円とし、年間配当金は

1株当たり18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。 

  

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、連結子会社15社および関連会社1社で構成され、化学品の製造・販売事

業や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）１．議決権の所有割合（ ）は、間接所有割合（内数）です。 

     ２．水島ニチゴー産業株式会社は、平成25年1月1日をもって当社が吸収合併したことにより消滅しました。 

     ３．ニチゴー・モートン株式会社は、当社保有全株式の譲渡契約を締結し、平成25年3月末時点において譲渡

       金額が確定したことから当連結会計年度において売却損益を認識し、関連会社から除外しています。 

  

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

50.9

(50.9)

─

三菱化学㈱ 東京都 50,000 化学品の製造・販売
被所有割合

50.9
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)

同社製品の購入

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

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、債

務保証

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、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、市場
調査

NIPPON GOHSEI (THAILAND) 
CO., LTD.

タイ
千バーツ
23,000

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、市場調査

(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

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 環境分析、物質分析を委託
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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 大垣ニチゴーサービス㈱

NOLTEX　L.L.C. 化 熊本ニチゴーサービス㈱

SOARUS　L.L.C. 学 ㈱協成

NIPPON　GOHSEI　UK　Ltd. 工 ㈱大阪環境技術センター

NIPPON　GOHSEI　Europe　GmbH 業

日之高（上海）商貿有限公司 ㈱

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 １５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）に取り組んでいます。引き

続き「Double１５」に定めた取り組みを着実に実行し、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。 

  

コア事業である光学用途の「ＯＰＬフィルム」およびＥＶＯＨ樹脂「ソアノール」は、一層の品質向

上と国内外市場での拡販を目指します。また、今後の需要増加に対応するために、既に着手している設

備増強を確実に進めます。 

  

粘・接着樹脂および機能性コーティング樹脂は、国内外市場での拡販を図るとともに、粘着製品は欧

米での市場開発を進めます。 

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、水溶性不織布用途に続く

用途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、2012年12月に「ソアノール」の研究開発を強化するために加工技術開発センターの機能

を拡張しました。また、2013年4月には粘着製品の開発を促進するために「粘着製品開発室」を新設し

ました。引き続き、コア製品の更なる品質向上、第三の柱構築のための製品展開の拡大、「環境」や

「エネルギー」をターゲットにした次代を担う新製品・新用途の開発に取り組みます。 

  

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。 

  

  当社は従来からの欧米に加えて新興国市場への製品拡販を図るべく、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。このためにグローバル人材の 

 育成プログラムを推進します。 

  

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

④海外展開の加速
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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、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、重要課題として地球温暖化問題に取り組みます。2013

年3月には熊本工場に環境に優しいバイオマスボイラーを建設しました。今後も廃棄物・化学物質排出

量の 少化や省資源・省エネルギー化に取り組みます。 

  

「Double１５」に掲げた基本方針を着実に実行することが経営の 重要課題と考えています。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、グローバル人材の育成、一層のコスト削減を

図り、今後の着実な発展に取り組みます。 

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ます。 

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24年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,879 8,433

受取手形及び売掛金 24,213 25,120

商品及び製品 14,008 15,900

仕掛品 380 473

原材料及び貯蔵品 3,140 3,415

繰延税金資産 977 1,326

その他 1,901 2,429

貸倒引当金 △36 △44

流動資産合計 49,464 57,054

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 9,554 11,619

機械装置及び運搬具（純額） 20,671 28,326

土地 4,478 4,512

リース資産（純額） 27 6

建設仮勘定 7,273 2,625

その他（純額） 1,429 1,671

有形固定資産合計 43,436 48,762

無形固定資産   

特許権 59 6

のれん 226 134

その他 379 348

無形固定資産合計 665 489

投資その他の資産   

投資有価証券 3,006 2,775

繰延税金資産 2,380 2,269

その他 1,070 1,018

貸倒引当金 △261 △189

投資その他の資産合計 6,195 5,873

固定資産合計 50,296 55,125

資産合計 99,761 112,180
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 14,648 16,018

短期借入金 4,365 6,072

リース債務 9 1

未払費用 2,773 2,510

未払法人税等 618 2,646

賞与引当金 1,125 1,229

役員賞与引当金 53 85

修繕引当金 372 701

その他 4,324 3,883

流動負債合計 28,289 33,148

固定負債   

長期借入金 7,584 3,962

リース債務 19 5

繰延税金負債 1,256 1,944

退職給付引当金 5,687 5,935

役員退職慰労引当金 83 100

資産除去債務 204 905

その他 637 731

固定負債合計 15,475 13,587

負債合計 43,764 46,735

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 27,581 34,550

自己株式 △195 △197

株主資本合計 59,254 66,222

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 187 471

繰延ヘッジ損益 10 △48

為替換算調整勘定 △3,458 △1,204

その他の包括利益累計額合計 △3,260 △780

少数株主持分 2 2

純資産合計 55,996 65,444

負債純資産合計 99,761 112,180
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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23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

売上高 87,243 91,976

売上原価 65,965 65,313

売上総利益 21,278 26,662

販売費及び一般管理費 14,161 14,803

営業利益 7,117 11,859

営業外収益   

受取利息 18 16

受取配当金 89 84

受取賃貸料 125 111

受取保険金 14 88

有価物売却益 36 38

為替差益 － 487

その他 59 65

営業外収益合計 342 892

営業外費用   

支払利息 273 224

貸与資産減価償却費 39 33

為替差損 281 －

持分法による投資損失 45 61

その他 56 55

営業外費用合計 697 375

経常利益 6,763 12,375

特別利益   

固定資産売却益 30 3

投資有価証券売却益 － 417

国庫補助金等収入 － 117

その他 3 －

特別利益合計 34 538

特別損失   

固定資産処分損 936 243

投資有価証券評価損 513 4

その他 70 5

特別損失合計 1,521 253

税金等調整前当期純利益 5,276 12,660

法人税、住民税及び事業税 1,627 4,290

法人税等調整額 375 106

法人税等合計 2,003 4,397

少数株主損益調整前当期純利益 3,273 8,262

少数株主利益 118 104

当期純利益 3,154 8,158
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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23年４月１日
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日
 至 平成25年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 3,273 8,262

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 37 284

繰延ヘッジ損益 15 △58

為替換算調整勘定 △893 2,254

その他の包括利益合計 △839 2,479

包括利益 2,433 10,742

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 2,314 10,638

少数株主に係る包括利益 118 104
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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23年４月１日
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日
 至 平成25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   

自己株式の処分 0 －

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 25,692 27,581

当期変動額   

剰余金の配当 △1,266 △1,168

当期純利益 3,154 8,158

連結範囲の変動 － △20

当期変動額合計 1,888 6,969

当期末残高 27,581 34,550

自己株式   

当期首残高 △194 △195

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 △195 △197

株主資本合計   

当期首残高 57,367 59,254

当期変動額   

剰余金の配当 △1,266 △1,168

当期純利益 3,154 8,158

自己株式の取得 △1 △1

自己株式の処分 0 －

連結範囲の変動 － △20

当期変動額合計 1,886 6,967

当期末残高 59,254 66,222
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(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 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25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 150 187

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 37 284

当期変動額合計 37 284

当期末残高 187 471

繰延ヘッジ損益   

当期首残高 △5 10

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 15 △58

当期変動額合計 15 △58

当期末残高 10 △48

為替換算調整勘定   

当期首残高 △2,565 △3,458

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △893 2,254

当期変動額合計 △893 2,254

当期末残高 △3,458 △1,204

その他の包括利益累計額合計   

当期首残高 △2,420 △3,260

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △839 2,479

当期変動額合計 △839 2,479

当期末残高 △3,260 △780

少数株主持分   

当期首残高 4 2

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1 0

当期変動額合計 △1 0

当期末残高 2 2

純資産合計   

当期首残高 54,951 55,996

当期変動額   

剰余金の配当 △1,266 △1,168

当期純利益 3,154 8,158

自己株式の取得 △1 △1

自己株式の処分 0 －

連結範囲の変動 － △20

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △841 2,479

当期変動額合計 1,045 9,447

当期末残高 55,996 65,444
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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23年４月１日
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日
 至 平成25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 5,276 12,660

減価償却費 6,597 6,933

のれん償却額 171 113

貸倒引当金の増減額（△は減少） △11 △64

賞与引当金の増減額（△は減少） △40 96

退職給付引当金の増減額（△は減少） 210 142

為替差損益（△は益） 155 △178

受取利息及び受取配当金 △107 △101

支払利息 273 224

持分法による投資損益（△は益） 45 61

固定資産処分損益（△は益） 936 243

固定資産売却損益（△は益） △30 △0

国庫補助金等収入 － △117

投資有価証券評価損益（△は益） 513 4

投資有価証券売却損益（△は益） － △417

売上債権の増減額（△は増加） △1,454 △468

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,042 △1,533

仕入債務の増減額（△は減少） 1,114 1,030

その他債権債務の増減額 515 △238

その他 △310 387

小計 11,811 18,778

利息及び配当金の受取額 117 101

利息の支払額 △267 △229

法人税等の支払額 △2,438 △2,284

営業活動によるキャッシュ・フロー 9,223 16,365

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 － △638

投資有価証券の取得による支出 △8 △1

投資有価証券の売却による収入 0 683

固定資産の取得による支出 △8,028 △10,772

固定資産の売却による収入 32 18

国庫補助金等による収入 － 117

貸付けによる支出 △50 △3

貸付金の回収による収入 78 17

その他投資資産の売却による収入 49 0

長期前払費用の取得による支出 △44 △6

差入保証金の回収による収入 139 83

その他 △744 △54

投資活動によるキャッシュ・フロー △8,575 △10,557
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(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 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25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） 642 △174

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 △2,233 △1,967

自己株式の取得による支出 △1 △1

配当金の支払額 △1,266 △1,168

少数株主への配当金の支払額 △104 △104

その他 △9 △2

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,872 △3,319

現金及び現金同等物に係る換算差額 △142 425

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,367 2,914

現金及び現金同等物の期首残高 8,005 5,637

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

－ 125

現金及び現金同等物の期末残高 5,637 8,677

日本合成化学工業株式会社（4201）　平成25年3月期決算短信

16



該当事項はありません。 

  

当社は、法人税法の改正に伴い、当連結会計年度より、平成24年4月1日以後に取得した有形固定資

産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。 

これにより、従来の方法に比べて、当連結会計年度の営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純

利益はそれぞれ2億3千7百万円増加しております。 

  

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、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、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。 

（５）連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

（会計方針の変更）

  会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更

(セグメント情報等)

ａ．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 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
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 （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。 

  

当連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25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24百万円、各報告セグメントに配分 

    していない全社共通費用△420百万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4,718百万円の主なものは、現金及び預金2,087百万円、繰延税金資産3,155百 

  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△77百万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 67,113 20,643 87,756 4,219 91,976 ― 91,976

 セグメント間の内部売上高  
 又は振替高

1,064 2,038 3,103 3,954 7,057 △7,057 ―

計 68,178 22,681 90,860 8,174 99,034 △7,057 91,976

セグメント利益 11,837 174 12,011 243 12,254 △395 11,859

セグメント資産 86,503 17,508 104,012 3,449 107,461 4,718 112,180

その他の項目

 減価償却費 6,283 537 6,820 77 6,898 △70 6,828

 有形固定資産及び 
 無形固定資産の増加額

9,850 660 10,511 55 10,566 △77 10,489

ｂ．関連情報

前連結会計年度(自 平成23年4月1日 至 平成24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

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 合計

29,111 10,149 4,174 43,436

当連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25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

46,482 13,081 9,983 11,922 10,505 91,976
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（注）１．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。 

２．1株当たり当期純利益の算定上の基礎は以下のとおりです。 

 
  

当社の連結子会社であるNOLTEX L.L.C.は、ＥＶＯＨ生産設備増設のため、以下のとおり資金の借入

を実行しております。 

（１）資金使途 

 ＥＶＯＨ生産設備増設 

（２）NOLTEX L.L.C.の借入金の内容 

①借入先の名称        ㈱みずほコーポレート銀行、㈱三菱東京ＵＦＪ銀行、 

                農林中央金庫、三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ 

②借入金額          31百万ドル 

③借入利率          基準金利＋スプレッド 

                固定金利契約及び金利スワップ契約により金利変動リスクを   

               ヘッジしております。 

④借入実行日         平成25年3月29日及び平成25年4月30日 

⑤返済条件          3年一括返済 

⑥担保提供資産又は保証の内容 当社は、当該借入の内、18百万ドルについて保証を行ってお 

                ります。 

  

（２）有形固定資産           （単位：百万円）

日本 英国 その他 合計

31,759 12,722 4,280 48,762

(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23年4月1日  （自 平成24年4月1日

  至 平成24年3月31日）   至 平成25年3月31日）

1株当たり純資産額 574円83銭 671円84銭

1株当たり当期純利益 32円38銭 83円75銭

前連結会計年度 当連結会計年度

項目 （自 平成23年4月1日 （自 平成24年4月1日

 至 平成24年3月31日）  至 平成25年3月31日）

当期純利益（百万円） 3,154 8,158

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） 3,154 8,158

普通株式の期中平均株式数（千株） 97,411 97,408

(重要な後発事象)
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前連結会計年度(自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日)      （単位：百万円） 

 
  

当連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25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 

  

当社は、液晶分野における需要拡大に対応するため、光学用ポリビニルアルコールフィルム（商品名

「ＯＰＬフィルム」）生産設備増設計画を決定いたしました。熊本工場（熊本県宇土市）において、投

資予定額65億円、2014年第1四半期の完工を予定しています。これにより同フィルムの生産能力は年間

1,800万㎡増加する見込みです。 

  

当社は、主に食品包装用途における需要拡大に対応するため、ハイガスバリア性ＥＶＯＨ樹脂（商品

名「ソアノール」）生産設備増設計画を決定いたしました。ＮＯＬＴＥＸ社（米国テキサス州）におい

て、2014年第4四半期の完工を予定しています。これにより同製品の生産能力は年間15,000トン増加す

る見込みです。 

  

５．参考情報

（１）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 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

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 72,290 8,757 10,927 91,976 ─ 91,976

 セグメント間の 
 内部売上高又は振替高

4,742 1,190 275 6,208 (6,208) ─

計 77,033 9,948 11,203 98,185 (6,208) 91,976

営業利益 7,189 2,532 2,164 11,886 (26) 11,859

Ⅱ．資産 99,712 11,436 19,048 130,196 (18,016) 112,180

（２）「ＯＰＬフィルム」生産設備の増設について

（３）「ソアノール」生産設備の増設について
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