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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）
（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 70,591 3.5 4,182 △2.1 4,692 15.5 3,121 49.3
24年３月期 68,194 5.4 4,271 △26.6 4,062 △20.5 2,090 △35.3

(注) 包括利益 25年３月期 5,479百万円( 236.1％) 24年３月期 1,630百万円(△36.6％)

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 45.26 － 8.8 5.9 5.9
24年３月期 30.32 － 6.4 5.7 6.3

(参考) 持分法投資損益 25年３月期 －百万円 24年３月期 －百万円

（２）連結財政状態

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 85,594 38,900 43.8 543.95
24年３月期 73,255 34,451 45.4 482.19

(参考) 自己資本 25年３月期 37,515百万円 24年３月期 33,256百万円

（３）連結キャッシュ・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
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 2,474 △9,469 7,528 9,325
24年３月期 6,307 △5,988 1,932 7,088

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 － 5.00 － 5.00 10.00 689 33.0 2.1
25年３月期 － 5.00 － 5.00 10.00 689 22.1 1.9

26年３月期(予想) 5.00 5.00

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）

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) 44,300 32.7 1,500 △24.1 1,300 △26.2 800 △24.1 11.60
通 期 91,500 29.6 4,800 14.8 4,500 △4.1 3,000 △3.9 43.50

連結業績予想に関する注記
次期の連結業績予想数値において、決算期変更を予定している連結子会社３社（スミトモセイカシンガポール プラ
イベートリミテッド、スミトモセイカアジアパシフィック プライベートリミテッド、スミトモセイカヨーロッパ
S.A./N.V.）は平成25年１月１日～平成26年３月31日までの15ヶ月間を連結対象期間としています。

10.00 23.0



  

（２）個別財政状態 

※ 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

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

期中における重要な子会社の異動に関する注記

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

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

（３）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 25年３月期 69,864,854株 24年３月期 69,864,854株

② 期末自己株式数 25年３月期 896,019株 24年３月期 895,575株

③ 期中平均株式数 25年３月期 68,969,057株 24年３月期 68,970,534株

(参考) 個別業績の概要
１．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）
（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 51,665 4.6 2,036 △9.2 3,672 7.7 2,703 40.6
24年３月期 49,383 4.3 2,241 △34.3 3,410 12.7 1,923 17.6

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 39.21 －
24年３月期 27.88 －

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 77,906 33,894 43.5 491.44
24年３月期 66,962 31,793 47.5 460.98

(参考) 自己資本 25年３月期 33,894百万円 24年３月期 31,793百万円

※ 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、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
上記の予想は発表日現在のデータに基づき作成したものであり、様々な不確定要素を含んでおりますので、実際の
業績は予想数値と異なる可能性があります。なお、上記業績予想に関する事項は、【添付資料】2P.「経営成績に関
する分析」をご覧ください。
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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

当期のわが国経済は、長引く欧州の金融不安や新興国の成長率鈍化などにより、景気の足取りは総じて

不確かな状況が続きました。期の後半には政府の緊急経済対策や日銀による金融緩和への期待もあり、景

気は底を打ったとの見方もありましたが、当期間での効果は限定的でした。 

このような状況のもとで、当期の当社グループの売上高は705億9千1百万円（前期比3.5％増）、営業利益

は41億8千2百万円（前期比2.1％減）、経常利益は46億9千2百万円（前期比15.5％増）、当期純利益は31億2

千1百万円（前期比49.3％増）となりました。 

②事業セグメント別の状況

各セグメントの業績は次のとおりであります。 

〔化学品セグメント〕 

当セグメントでは、機能製品や微粒子ポリマーの販売は増加しましたが、工業薬品の販売が一部事業

の整理により減少したことなどから、売上高は170億2千万円（前期比4.0％減）となりました。一方、

営業損益は高付加価値品の増販やコスト削減等により前期比で14億3千万円改善し、2億9千9百万円の損

失となりました。

〔吸水性樹脂セグメント〕 

　当セグメントでは、姫路工場における高吸水性樹脂増強設備が平成25年1月から稼動した効果などによ

り、売上高は410億5千4百万円（前期比9.0％増）となりましたが、海外での競争激化に伴い市況が軟化し

たことなどにより、営業利益は36億4千5百万円（前期比22.2％減）となりました。なお、平成24年9月末に

発生した株式会社日本触媒姫路製造所の事故により、原料手当てが間に合わず短期間ではありますが操業

調整を余儀なくされ、また不足分を補うために国内外から調達した原料についても価格が上昇するなど

の影響がありました。 

 〔ガス・エンジニアリングセグメント〕

当セグメントでは、エレクトロニクスガスの販売が半導体や液晶関連業界の大幅な生産調整を受けて下

振れしたことに加え、価格競争が激化し、売上高は125億1千6百万円（前期比2.2％減）、営業利益は8億5

千9百万円（前期比33.7％減）と、前期比減収減益となりました。 

③次期の見通し

次期のわが国経済の見通しにつきましては、政府・日銀による経済対策や金融緩和の効果により、国

内経済に回復の期待があるものの、依然として収束しない欧州における金融不安や新興国の成長率鈍化

などに景気下振れのリスクもあり、引き続き先行きが不透明な状況が続くものと予想されます。 

このような状況のもとで、次期の連結業績予想につきましては、為替相場を90円/米ドル、国内ナフサ

価格を63,000円／KL と想定し、売上高は915億円、営業利益48億円、経常利益45億円、当期純利益30億

円と予想しております。（注 次期の連結業績予想数値において、決算期変更を予定している連結子会

社３社（スミトモセイカシンガポール プライベートリミテッド、スミトモセイカアジアパシフィック

 プライベートリミテッド、スミトモセイカヨーロッパ S.A./N.V.)は平成25年１月１日～平成26年３月

31日までの15ヶ月間を連結対象期間としています。） 
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(2) 財政状態に関する分析 

①資産、負債及び純資産の状況

当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末に比べ123億3千8百万円増加し、855億9千4百万円とな

りました。これは主に高吸水性樹脂製造設備等の有形固定資産が増加したことなどによるものです。 

負債は、前連結会計年度末に比べ78億8千9百万円増加し、466億9千3百万円となりました。これは主に借

入金が増加したことなどによるものです。 

純資産（少数株主持分を含む）は、為替換算調整勘定や利益剰余金の増加などにより、前連結会計年度末

に比べ、44億4千9百万円増加し、389億円となりました。自己資本比率は、前連結会計年度末に比べ1.6%減

少し、43.8％となりました。 

②キャッシュフローの状況

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ、22億3千6百万円増加し、9

3億2千5百万円となりました。 

営業活動によるキャッシュ・フロー 

当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、24億7千4百万円（前期比38億3千2百万円の減

少）、となりました。主な内訳は、税金等調整前当期純利益が45億5千3百万円、減価償却費が46億2千7百

万円などであります。 

投資活動によるキャッシュ・フロー 

当連結会計年度の投資活動によるキャッシュ・フローは、94億6千9百万円（前期比34億8千万円の増

加）となりました。主な内訳は、固定資産の取得による支出97億2千5百万円などによるものです。 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

当連結会計年度の財務活動によるキャッシュ・フローは、75億2千8百万円（前期比55億9千6百万円増

加）となりました。主な内訳は、借入金の増加（純額）85億4千5百万円などによるものです。 

（参考）キャッシュ･フロー関連指標の推移 

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（％） 47.6 46.8 47.5 45.4 43.8 

時価ベースの自己資本比率

（％） 
29.7 43.4 36.1 29.0 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（倍） 16.4 2.4 2.9 3.4 12.4 

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍）  5.5 37.0 30.5 29.3 10.1 

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／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 

（注１）いずれも連結ベースの財務数値により計算しています。 

（注２）株式時価総額は、自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しています。 

（注３）キャッシュ･フローは、営業キャッシュ･フローを利用しています。 

（注４）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。 

38.5 
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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、株主の皆様への利益還元をはじめとした剰余金の配当等を機動的に実施するため、定款によ

り剰余金の配当等の決定機関を取締役会としております。 

当社は、剰余金の配当に関しては、株主還元を経営上の最重要課題の一つと考え、各期の収益状況を

ベースに、安定的な配当実施および今後の事業展開に備えるための内部留保などを勘案して決定するこ

とを基本としております。 

また、内部留保につきましては、業績の向上と経営基盤の強化につながる生産体制拡充、コスト競争

力の強化および市場ニーズに対応した製品の研究開発に投資してまいります。 

この方針のもと、当社の当期の期末配当につきましては、５円として実施させていただきます。これ

により、中間配当（１株につき５円）を含めました当期の年間の配当は、前期と同額の１株につき10円

となります。 

なお、次期の株主配当金につきましては、当期と同額の１株につき10円（中間・期末とも５円）を予

定しております。 
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２．経営方針 

（1）会社の経営の基本方針 

当社グループは、社会との共存共栄を基本方針とし、化学の分野で世界に通じる独創的な技術を開発し、

特色のある質の高い製品を国内外へ供給することにより、社会の発展に貢献することを基本方針としてお

ります。 

（2）目標とする経営指標 

資本効率と収益性を重視し、連結ROE（自己資本当期純利益率）と連結ROA（総資産経常利益率）の向上

を目指した経営管理を行っております。 

（3）中長期的な会社の経営戦略 

当社グループは、事業規模拡大と安定的な収益基盤構築を事業戦略に掲げ、次の課題に取り組んでおり

ます。 

①高機能品の拡充による収益力強化

②吸水性樹脂の事業規模拡大

③グローバル展開の体制構築

④効率的な生産体制確立

（4）会社の対処すべき課題 

当社グループは、中期経営計画「ＳＥＩＫＡ ＰＬＡＮ ２０１５」の課題達成に取り組むとともに、

既存製品の拡販とコストダウン、ならびに原燃料価格に見合った売価是正等により、収益の確保に努めて

まいりたいと存じます。 

セグメント毎の課題および取組みについては次のとおりであります。 

化学品セグメントでは、水溶性ポリマー、微粒子ポリマーのグローバル展開を促進するとともに、顧客

ニーズを捉えた特色ある製品開発に注力してまいります。また、得意技術である有機硫黄化合物の拡充に

より機能製品の拡販に努めるとともに、工業薬品の収益改善施策を実施して事業構造の見直しを推進する

ことにより、早期の黒字転換を目指してまいります。 

吸水性樹脂セグメントでは、建設中の増強設備を計画通り完成させるとともに次期の増設計画の具体化

にも取り組んでまいります。また、日本、シンガポールおよびフランスの３拠点における生産・供給体制

の効率的な運営に加え、顧客ニーズにこたえる製品開発とテクニカルサービスにも注力して、事業基盤の

拡大・強化に努めてまいります。 

ガス・エンジニアリングセグメントでは、エレクトロニクスガスの日本および韓国・台湾・中国を含め

た４拠点体制により、アジアでの事業拡大を進めてまいります。また、省エネルギーや環境ニーズにこた

えたガス発生装置・回収精製装置の開発と販売に注力してまいります。  

当社グループは社会との共存共栄を基本方針として、化学の分野で世界に通じる独創的な技術を開発し、

特色ある、質の高い製品を国内外に供給することにより、社会に貢献してまいります。また、コンプライ

アンス、内部統制システムの充実、製品の品質維持・向上、環境の保護と安全の確保に取り組んでまいり

ます。 
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３．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 7,325 9,325 

受取手形及び売掛金 19,184 22,043 

商品及び製品 7,394 7,009 

仕掛品 576 486 

原材料及び貯蔵品 1,907 2,319 

繰延税金資産 870 880 

その他 1,336 1,810 

貸倒引当金 △34 △36 

流動資産合計 38,560 43,838 

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 17,561 20,153 

減価償却累計額 △9,235 △9,762 

建物及び構築物（純額） 8,326 10,391 

機械装置及び運搬具 51,840 59,939 

減価償却累計額 △40,395 △43,482 

機械装置及び運搬具（純額） 11,445 16,457 

土地 3,094 3,094 

リース資産 751 950 

減価償却累計額 △276 △430 

リース資産（純額） 474 519 

建設仮勘定 2,743 4,219 

その他 5,042 5,354 

減価償却累計額 △3,564 △3,731 

その他（純額） 1,477 1,623 

有形固定資産合計 27,562 36,307 

無形固定資産

のれん 132 30 

ソフトウエア 1,764 1,345 

その他 7 65 

無形固定資産合計 1,903 1,440 

投資その他の資産

投資有価証券 1,140 1,227 

関係会社出資金 980 － 

前払年金費用 496 769 

繰延税金資産 1,398 1,111 

その他 1,224 909 

貸倒引当金 △11 △11 
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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) 

投資その他の資産合計 5,228 4,007 

固定資産合計 34,695 41,755 

資産合計 73,255 85,594 

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 10,914 7,929 

短期借入金 8,835 12,258 

1年内返済予定の長期借入金 300 4,925 

リース債務 41 52 

未払法人税等 524 529 

賞与引当金 753 726 

その他 2,874 4,862 

流動負債合計 24,244 31,285 

固定負債

長期借入金 12,504 13,565 

リース債務 119 112 

繰延税金負債 60 107 

退職給付引当金 1,835 1,623 

その他 40 － 

固定負債合計 14,560 15,408 

負債合計 38,804 46,693 

純資産の部

株主資本

資本金 9,698 9,698 

資本剰余金 7,539 7,539 

利益剰余金 18,898 21,270 

自己株式 △254 △254 

株主資本合計 35,881 38,253 

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 135 225 

為替換算調整勘定 △2,760 △963 

その他の包括利益累計額合計 △2,624 △738 

少数株主持分 1,195 1,385 

純資産合計 34,451 38,900 

負債純資産合計 73,255 85,594 
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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 68,194 70,591 

売上原価 52,661 54,857 

売上総利益 15,532 15,733 

販売費及び一般管理費

発送運賃 2,190 2,366 

従業員給料及び賞与 2,202 2,309 

賞与引当金繰入額 339 302 

退職給付費用 241 260 

研究開発費 2,454 2,127 

その他 3,833 4,183 

販売費及び一般管理費合計 11,261 11,551 

営業利益 4,271 4,182 

営業外収益

受取利息 22 26 

受取配当金 35 33 

為替差益 － 685 

その他 53 88 

営業外収益合計 111 832 

営業外費用

支払利息 226 254 

為替差損 31 － 

貸倒引当金繰入額 10 － 

その他 52 67 

営業外費用合計 320 322 

経常利益 4,062 4,692 

特別利益

投資有価証券売却益 25 － 

特別利益合計 25 － 

特別損失

固定資産除却損 210 136 

投資有価証券売却損 － 0 

ゴルフ会員権評価損 － 1 

減損損失 752 － 

特別損失合計 962 139 

税金等調整前当期純利益 3,125 4,553 

法人税、住民税及び事業税 611 680 

法人税等調整額 135 415 

法人税等合計 746 1,096 

少数株主損益調整前当期純利益 2,379 3,457 

少数株主利益 288 335 

当期純利益 2,090 3,121 
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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 2,379 3,457 

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 2 90 

為替換算調整勘定 △751 1,932 

その他の包括利益合計 △749 2,022 

包括利益 1,630 5,479 

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 1,391 5,008 

少数株主に係る包括利益 239 471 
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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 9,698 9,698 

当期変動額

当期変動額合計 － － 

当期末残高 9,698 9,698 

資本剰余金

当期首残高 7,539 7,539 

当期変動額

当期変動額合計 － － 

当期末残高 7,539 7,539 

利益剰余金

当期首残高 17,497 18,898 

当期変動額

剰余金の配当 △689 △689 

当期純利益 2,090 3,121 

連結範囲の変動 － △59 

当期変動額合計 1,401 2,372 

当期末残高 18,898 21,270 

自己株式

当期首残高 △253 △254 

当期変動額

自己株式の取得 △1 △0 

当期変動額合計 △1 △0 

当期末残高 △254 △254 

株主資本合計

当期首残高 34,481 35,881 

当期変動額

剰余金の配当 △689 △689 

当期純利益 2,090 3,121 

連結範囲の変動 － △59 

自己株式の取得 △1 △0 

当期変動額合計 1,400 2,372 

当期末残高 35,881 38,253 
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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 132 135 

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 2 90 

当期変動額合計 2 90 

当期末残高 135 225 

為替換算調整勘定

当期首残高 △2,057 △2,760 

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △702 1,796 

当期変動額合計 △702 1,796 

当期末残高 △2,760 △963 

その他の包括利益累計額合計

当期首残高 △1,925 △2,624 

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △699 1,886 

当期変動額合計 △699 1,886 

当期末残高 △2,624 △738 

少数株主持分

当期首残高 1,263 1,195 

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △68 190 

当期変動額合計 △68 190 

当期末残高 1,195 1,385 

純資産合計

当期首残高 33,819 34,451 

当期変動額

剰余金の配当 △689 △689 

当期純利益 2,090 3,121 

連結範囲の変動 － △59 

自己株式の取得 △1 △0 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △767 2,077 

当期変動額合計 632 4,449 

当期末残高 34,451 38,900 
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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 3,125 4,553 

減価償却費 4,577 4,627 

固定資産除却損 127 61 

減損損失 752 － 

投資有価証券売却損益（△は益） △25 0 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △233 △215 

受取利息及び受取配当金 △58 △59 

支払利息 226 254 

売上債権の増減額（△は増加） △968 △1,763 

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,417 283 

仕入債務の増減額（△は減少） 1,391 △3,827 

その他 △222 △574 

小計 7,276 3,340 

利息及び配当金の受取額 58 58 

利息の支払額 △215 △244 

法人税等の支払額 △812 △679 

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,307 2,474 

投資活動によるキャッシュ・フロー

関係会社出資金の払込による支出 △900 － 

固定資産の取得による支出 △4,593 △9,725 

投資有価証券の取得による支出 △3 － 

その他 △491 256 

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,988 △9,469 

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） 1,470 3,345 

長期借入れによる収入 1,500 5,500 

長期借入金の返済による支出 － △300 

自己株式の取得による支出 △1 △0 

リース債務の返済による支出 △40 △45 

配当金の支払額 △689 △689 

少数株主への配当金の支払額 △307 △280 

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,932 7,528 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △339 580 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,912 1,114 

現金及び現金同等物の期首残高 5,176 7,088 

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 1,122 

現金及び現金同等物の期末残高 7,088 9,325 
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(5)継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 
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(6)連結財務諸表に関する注記事項 

（セグメント情報） 

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。 

当社は、本社に製品・サービス別の事業部門を置き、各事業部門は取り扱う製品・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、事業活動を行っております。 

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

「化学品」、「吸水性樹脂」及び「ガス・エンジニアリング」の３つを報告セグメントとしており

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 

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、最近の有価証券報告書（平成24年６月29日

提出）における「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であ

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、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） 

報告セグメント 

化学品 吸水性樹脂 
ガス・エンジニアリ

ング 
計 

売上高 

 外部顧客への売上高 17,729 37,665 12,798 68,194 

 セグメント間の内部 
 売上高又は振替高 

16 － 52 68 

計 17,746 37,665 12,850 68,263 

セグメント利益又は損失
（△） 

△1,730 4,688 1,295 4,253 

セグメント資産 25,109 22,869 11,290 59,269 

その他の項目 

 減価償却費 2,057 1,370 606 4,034 

 有形固定資産及び 
 無形固定資産の増加額 

1,423 2,101 1,216 4,740 
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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） 

報告セグメント 

化学品 吸水性樹脂 
ガス・エンジニアリ

ング 
計 

売上高 

 外部顧客への売上高 17,020 41,054 12,516 70,591 

 セグメント間の内部 
 売上高又は振替高 

13 － 356 370 

計 17,034 41,054 12,872 70,962 

セグメント利益又は損失
（△） 

△299 3,645 859 4,204 

セグメント資産 27,184 30,401 12,413 69,999 

その他の項目 

 減価償却費 1,909 1,462 694 4,066 

 有形固定資産及び 
 無形固定資産の増加額 

2,843 7,190 2,285 12,319 

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） 

（単位：百万円） 

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 68,263 70,962 

セグメント間取引消去 △68 △370 

連結財務諸表の売上高 68,194 70,591 

（単位：百万円） 

利益 前連結会計年度 当連結会計年度 

報告セグメント計 4,253 4,204 

セグメント間取引消去 17 △21 

連結財務諸表の営業利益 4,271 4,182 

（単位：百万円） 

資産 前連結会計年度 当連結会計年度 

報告セグメント計 59,269 69,999 

全社資産（注） 13,986 15,594 

連結財務諸表の資産合計 73,255 85,594 

(注) 全社資産は、主に各報告セグメントに配分していない当社の余資運用資金（現金及び預金等）、長期投資

資金（投資有価証券）、繰延税金資産および全社共通研究にかかる資産等であります。 
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報告セグメント計 調整額 
連結財務諸表 

計上額 
その他の項目 

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 4,034 4,066 441 500 4,475 4,566 

有形固定資産及び 
無形固定資産の増加額 

4,740 12,319 217 86 4,957 12,406 

(注) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、主に各報告セグメントに配分していない全社資産に

かかる資本的支出であります。 

（１株当たり情報） 

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) 

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株当たり純資産額 482円19銭 543円95銭 

１株当たり当期純利益金額 30円32銭 45円26銭 

(注) １  潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しない

ため、記載していません。 

 ２  １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりです。 

項目 
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) 

１株当たり当期純利益金額 

当期純利益(百万円) 2,090 3,121 

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(百万円) 2,090 3,121 

普通株式の期中平均株式数(千株) 68,970 68,969 

３  １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりです。 

項目 
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) 

純資産の部の合計額(百万円) 34,451 38,900 

純資産の部の合計額から控除する金額(百万円) 1,195 1,385 

(うち少数株主持分)(百万円) (1,195) (1,385) 

普通株式に係る期末の純資産額(百万円) 33,256 37,515 

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) 

68,969 68,968 

（重要な後発事象） 

　該当事項はありません。 

住友精化株式会社(4008)　平成25年３月期　決算短信

-　16　-



４．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

(単位：百万円)

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当事業年度 
(平成25年３月31日) 

資産の部

流動資産

現金及び預金 967 1,956 

受取手形 7 159 

売掛金 15,433 18,188 

商品及び製品 5,544 5,546 

仕掛品 231 202 

原材料及び貯蔵品 1,754 2,109 

前渡金 0 388 

前払費用 27 91 

繰延税金資産 547 502 

未収入金 867 277 

その他 545 1,167 

貸倒引当金 △34 △38 

流動資産合計 25,892 30,553 

固定資産

有形固定資産

建物 10,377 11,289 

減価償却累計額 △4,936 △5,210 

建物（純額） 5,440 6,079 

構築物 5,801 6,793 

減価償却累計額 △3,793 △3,908 

構築物（純額） 2,007 2,884 

機械及び装置 46,049 52,741 

減価償却累計額 △36,047 △38,246 

機械及び装置（純額） 10,002 14,494 

車両運搬具 162 167 

減価償却累計額 △145 △151 

車両運搬具（純額） 17 15 

工具、器具及び備品 4,843 4,779 

減価償却累計額 △3,406 △3,516 

工具、器具及び備品（純額） 1,436 1,263 

土地 3,094 3,094 

リース資産 3 3 

減価償却累計額 △0 △1 

リース資産（純額） 3 2 

建設仮勘定 1,699 404 

有形固定資産合計 23,702 28,238 

無形固定資産

ソフトウエア 1,761 1,332 
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(単位：百万円)

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当事業年度 
(平成25年３月31日) 

その他 4 4 

無形固定資産合計 1,765 1,336 

投資その他の資産

投資有価証券 1,033 1,115 

関係会社株式 10,335 12,551 

関係会社出資金 980 980 

長期貸付金 291 289 

従業員に対する長期貸付金 30 31 

関係会社長期貸付金 450 450 

長期前払費用 504 372 

前払年金費用 496 769 

繰延税金資産 1,358 1,088 

その他 133 140 

貸倒引当金 △12 △12 

投資その他の資産合計 15,602 17,777 

固定資産合計 41,070 47,353 

資産合計 66,962 77,906 

負債の部

流動負債

買掛金 9,344 6,964 

短期借入金 7,400 11,900 

1年内返済予定の長期借入金 300 4,925 

リース債務 3 2 

未払金 1,524 3,275 

未払費用 251 272 

未払法人税等 374 350 

前受金 20 5 

預り金 899 939 

賞与引当金 699 672 

その他 12 28 

流動負債合計 20,828 29,337 

固定負債

長期借入金 12,504 13,078 

退職給付引当金 1,814 1,595 

その他 22 － 

固定負債合計 14,340 14,674 

負債合計 35,169 44,012 
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(単位：百万円)

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当事業年度 
(平成25年３月31日) 

純資産の部

株主資本

資本金 9,698 9,698 

資本剰余金

資本準備金 7,539 7,539 

資本剰余金合計 7,539 7,539 

利益剰余金

利益準備金 773 773 

その他利益剰余金

特別償却準備金 227 163 

固定資産圧縮積立金 52 50 

別途積立金 10,500 10,500 

繰越利益剰余金 3,137 5,217 

利益剰余金合計 14,690 16,704 

自己株式 △254 △254 

株主資本合計 31,672 33,686 

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 120 207 

評価・換算差額等合計 120 207 

純資産合計 31,793 33,894 

負債純資産合計 66,962 77,906 
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（２）損益計算書 

(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 
至 平成25年３月31日) 

売上高 49,383 51,665 

売上原価 37,603 40,271 

売上総利益 11,779 11,394 

販売費及び一般管理費

発送運賃 1,749 1,769 

役員報酬 248 215 

従業員給料及び賞与 1,740 1,751 

賞与引当金繰入額 292 251 

退職給付費用 228 245 

賃借料 221 280 

旅費及び交通費 346 366 

減価償却費 520 612 

研究開発費 2,391 2,071 

貸倒引当金繰入額 1 7 

その他 1,796 1,785 

販売費及び一般管理費合計 9,537 9,358 

営業利益 2,241 2,036 

営業外収益

受取利息 6 10 

受取配当金 1,423 1,310 

為替差益 － 535 

その他 42 49 

営業外収益合計 1,472 1,906 

営業外費用

支払利息 186 228 

為替差損 65 － 

貸倒引当金繰入額 10 － 

その他 41 41 

営業外費用合計 303 269 

経常利益 3,410 3,672 

特別利益

投資有価証券売却益 25 － 

特別利益合計 25 － 

特別損失

固定資産除却損 209 135 

ゴルフ会員権評価損 － 1 

減損損失 752 － 

特別損失合計 961 137 

税引前当期純利益 2,474 3,535 

法人税、住民税及び事業税 404 511 

法人税等調整額 147 320 

法人税等合計 551 831 
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(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 
至 平成25年３月31日) 

当期純利益 1,923 2,703 
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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23年４月１日 
至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(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 9,698 9,698 

当期変動額

当期変動額合計 － － 

当期末残高 9,698 9,698 

資本剰余金

資本準備金

当期首残高 7,539 7,539 

当期変動額

当期変動額合計 － － 

当期末残高 7,539 7,539 

資本剰余金合計

当期首残高 7,539 7,539 

当期変動額

当期変動額合計 － － 

当期末残高 7,539 7,539 

利益剰余金

利益準備金

当期首残高 773 773 

当期変動額

当期変動額合計 － － 

当期末残高 773 773 

その他利益剰余金

特別償却準備金

当期首残高 277 227 

当期変動額

特別償却準備金の積立 11 － 

特別償却準備金の取崩 △61 △63 

当期変動額合計 △49 △63 

当期末残高 227 163 

固定資産圧縮積立金

当期首残高 50 52 

当期変動額

固定資産圧縮積立金の積立 3 － 

固定資産圧縮積立金の取崩 △2 △2 

当期変動額合計 1 △2 

当期末残高 52 50 

別途積立金

当期首残高 9,500 10,500 
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(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 
至 平成25年３月31日) 

当期変動額

別途積立金の積立 1,000 － 

当期変動額合計 1,000 － 

当期末残高 10,500 10,500 

繰越利益剰余金

当期首残高 2,855 3,137 

当期変動額

剰余金の配当 △689 △689 

特別償却準備金の積立 △11 － 

特別償却準備金の取崩 61 63 

固定資産圧縮積立金の積立 △3 － 

固定資産圧縮積立金の取崩 2 2 

別途積立金の積立 △1,000 － 

当期純利益 1,923 2,703 

当期変動額合計 281 2,080 

当期末残高 3,137 5,217 

利益剰余金合計

当期首残高 13,456 14,690 

当期変動額

剰余金の配当 △689 △689 

特別償却準備金の積立 － － 

特別償却準備金の取崩 － － 

固定資産圧縮積立金の積立 － － 

固定資産圧縮積立金の取崩 － － 

別途積立金の積立 － － 

当期純利益 1,923 2,703 

当期変動額合計 1,233 2,014 

当期末残高 14,690 16,704 

自己株式

当期首残高 △253 △254 

当期変動額

自己株式の取得 △1 △0 

当期変動額合計 △1 △0 

当期末残高 △254 △254 

株主資本合計

当期首残高 30,440 31,672 

当期変動額

剰余金の配当 △689 △689 

当期純利益 1,923 2,703 

自己株式の取得 △1 △0 
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(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 
至 平成25年３月31日) 

当期変動額合計 1,232 2,014 

当期末残高 31,672 33,686 

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

当期首残高 114 120 

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 6 86 

当期変動額合計 6 86 

当期末残高 120 207 

評価・換算差額等合計

当期首残高 114 120 

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 6 86 

当期変動額合計 6 86 

当期末残高 120 207 

純資産合計

当期首残高 30,554 31,793 

当期変動額

剰余金の配当 △689 △689 

当期純利益 1,923 2,703 

自己株式の取得 △1 △0 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 6 86 

当期変動額合計 1,238 2,100 

当期末残高 31,793 33,894 
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５．その他 

役員等の異動については、決定次第、追って公表いたします。
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平成平成平成平成２５２５２５２５年年年年５５５５月月月月９９９９日日日日

住友精化株式会社住友精化株式会社住友精化株式会社住友精化株式会社

１１１１．．．．連結業績連結業績連結業績連結業績 （単位：百万円）

68,194 70,59170,59170,59170,591 2,397 91,500 20,908

4,271 4,1824,1824,1824,182 △ 89 4,800 617

4,062 4,6924,6924,6924,692 629 4,500 △ 193

2,090 3,1213,1213,1213,121 1,030 3,000 △ 122

30円32銭 45円26銭 14円94銭 43円50銭 △ 1円76銭

6.4％ 8888....8888％％％％  2.4％ 8.0％ 　△ 0.8％

79.08 83.1183.1183.1183.11 － 90.00 －

54,925 57,50057,50057,50057,500 － 63,000 －

２２２２．．．．部門別売上高部門別売上高部門別売上高部門別売上高・・・・営業利益営業利益営業利益営業利益 （単位：百万円）

売 上 高 17,729 17,02017,02017,02017,020 △ 709 18,500 1,479

営 業 利 益 △ 1,730 △ 299△ 299△ 299△ 299 1,430 △ 500 △ 201

売 上 高 37,665 41,05441,05441,05441,054 3,388 60,000 18,945

営 業 利 益 4,688 3,6453,6453,6453,645 △ 1,043 4,600 955

ガス・エンジ
売 上 高 12,798 12,51612,51612,51612,516 △ 282 13,000 483

ニ ア リ ン グ
営 業 利 益 1,295 859859859859 △ 436 700 △ 160

売 上 高 － －－－－ － － －

営 業 利 益 17 △ 21△ 21△ 21△ 21 △ 39 － 21

売 上 高 68,194 70,59170,59170,59170,591 2,397 91,500 20,908

営 業 利 益 4,271 4,1824,1824,1824,182 △ 89 4,800 617

前期比増減

前期比増減
26年3月期
（予　想）

前期比増減

25252525年年年年3333月期月期月期月期 前期比増減

消 去

１ 株 当 た り 当 期 純 利 益

平 均 為 替 レ ー ト （ 円 / ＄ ）

ナ フ サ 価 格 （ 円 / Ｋ Ｌ ）

吸水性樹脂

自 己 資 本 当 期 純 利 益 率 （ Ｒ Ｏ Ｅ ）

合 計

24年3月期 25252525年年年年3333月期月期月期月期

26年3月期
（予　想）

化 学 品

売 上 高

営 業 利 益

経 常 利 益

当 期 純 利 益

24年3月期

６．平成25年３月期 連結決算概要 
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３３３３．．．．キャッシュキャッシュキャッシュキャッシュ・・・・フローフローフローフロー （単位：百万円）

6,307 2,4742,4742,4742,474 △ 3,832

△ 5,988 △ 9,469△ 9,469△ 9,469△ 9,469 △ 3,480

318 △ 6,994△ 6,994△ 6,994△ 6,994 △ 7,313

1,932 7,5287,5287,5287,528 5,596

△ 339 1,7021,7021,7021,702 2,041

1,912 2,2362,2362,2362,236 324

４４４４．．．．そのそのそのその他他他他

4,957 12,40612,40612,40612,406 7,448 8,000 △ 4,407

4,577 4,6274,6274,6274,627 49 6,000 1,372

2,454 2,1272,1272,1272,127 △ 326 2,200 72

21,639 30,74930,74930,74930,749 9,109 34,500 3,750

△ 168 △ 195△ 195△ 195△ 195 △ 27 △ 330 △ 134

1,085 1,1041,1041,1041,104 19 1,140 36

10 10101010 - 10 -
（ 8 ) （（（（10101010 )))) （ 2 ) （ 10 ) （ - )

（（（（参考参考参考参考））））個別業績個別業績個別業績個別業績 （単位：百万円）

49,383 51,66551,66551,66551,665 2,282

2,241 2,0362,0362,0362,036 △ 205

3,410 3,6723,6723,6723,672 261

1,923 2,7032,7032,7032,703 780

27円88銭 39393939円円円円21212121銭銭銭銭 11円33銭

（単位：百万円、従業員数は人）

26年3月期
（予　想）

前期比増減

売 上 高

25252525年年年年3333月期月期月期月期 前期比増減

期 末 有 利 子 負 債 残 高

設 備 投 資 額

１ 株 当 た り 当 期 純 利 益

24年3月期

金 融 収 支

（ 内 連 結 子 会 社 ）

営 業 利 益

経 常 利 益

連 結 対 象 会 社 数

当 期 純 利 益

期 末 従 業 員 数

前期比増減

財 務 キ ャ ッ シ ュ ･ フ ロ ー

そ の 他

現金及び現金同等物の増減

24年3月期 25252525年年年年3333月期月期月期月期

減 価 償 却 費

研 究 費

営 業 キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー

投 資 キ ャ ッ シ ュ ･ フ ロ ー

差引（フリー・キャッシュ･フロー)

24年3月期 25252525年年年年3333月期月期月期月期 前期比増減

住友精化株式会社(4008)　平成25年３月期　決算短信
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