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1. 平成26年3月期の連結業績（平成25年4月1日～平成26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 ％

26年3月期 111,151 20.8 16,229 36.9 16,712 35.0 8,018 △1.7
25年3月期 91,976 5.4 11,859 66.6 12,375 83.0 8,158 158.6

（注）包括利益 26年3月期 13,244百万円 （23.3％） 25年3月期 10,742百万円 （341.5％）

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
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 ％ ％ ％

26年3月期 82.32 ― 11.3 13.8 14.6
25年3月期 83.75 ― 13.4 11.7 12.9

（参考） 持分法投資損益 26年3月期 ―百万円 25年3月期 △61百万円

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

26年3月期 130,107 76,770 59.0 788.11
25年3月期 112,180 65,444 58.3 671.84

（参考） 自己資本 26年3月期 76,764百万円 25年3月期 65,441百万円

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

26年3月期 14,150 △20,033 1,996 5,744
25年3月期 16,365 △10,557 △3,319 8,677

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 ％ ％

25年3月期 ― 6.00 ― 9.00 15.00 1,461 17.9 2.4
26年3月期 ― 9.00 ― 9.00 18.00 1,753 21.9 2.5
27年3月期(予想) ― 9.00 ― 9.00 18.00 17.2

3. 平成27年3月期の連結業績予想（平成26年4月1日～平成27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) 53,000 7.2 7,500 △3.9 7,600 △6.4 4,800 △8.9 49.28
通期 109,000 △1.9 15,800 △2.6 16,000 △4.3 10,200 27.2 104.72

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】P18．「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） 

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  ： 有
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） 26年3月期 98,369,186 株 25年3月期 98,369,186 株
② 期末自己株式数 26年3月期 966,975 株 25年3月期 962,507 株
③ 期中平均株式数 26年3月期 97,403,593 株 25年3月期 97,408,620 株

（参考）個別業績の概要 

平成26年3月期の個別業績（平成25年4月1日～平成26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 ％

26年3月期 64,149 8.5 9,290 39.6 10,131 34.6 3,556 △29.0
25年3月期 59,113 7.7 6,656 121.3 7,526 148.1 5,011 460.6

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

26年3月期 36.51 ―
25年3月期 51.45 ―

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

26年3月期 91,252 58,678 64.3 602.43
25年3月期 88,524 56,692 64.0 582.01

（参考） 自己資本 26年3月期 58,678百万円 25年3月期 56,692百万円

※ 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 
本資料に記載し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。実際の業績は、今後の様々な要因により大きく異なる可能性があります。 
なお、業績予想の前提条件およびご利用にあたっての注意事項は、【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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＊当社は以下の通り、機関投資家・アナリスト向け決算説明会を開催する予定です。

説明会での配布資料は、説明会終了後に当社ホームページに掲載する予定です。

・平成２６年５月２０日（火）・・・機関投資家・アナリスト向け決算説明会
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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

当連結会計年度におけるわが国経済は、アベノミクス効果への期待感から円安・株高が進行し、

内需については公的需要の拡大や消費者マインドの改善、設備投資の持ち直しや消費増税前の駆け

込み需要などもあり、着実な回復基調にありました。また、外需についても円安を追い風に先進国

向けを中心とした輸出回復により製造業の業績改善が進むなど、全体的に景気回復のすそ野が広が

る中で推移しました。しかし、先行きについては、消費増税後の腰折れや中国など新興国経済の停

滞、原燃料価格の高止まりなどが懸念されます。

　当社グループは、こうした事業環境のもとスペシャリティ製品の一部伸長や円安による為替効果

ならびに一部連結子会社の決算期変更（以下：決算期変更）の影響などもあり全体的な業績は改善

しました。

　当社グループは、2011年度よりスタートした中期経営計画「Double１５（ダブルフィフティー

ン）」（2011年度～2015年度）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います。

　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191億75百万円増加

し、1,111億51百万円（前期比20.8％増）となりました。営業利益は前期に比べ43億70百万円増加

し、162億29百万円（同36.9％増）となり、経常利益は前期に比べ43億37百万円増加し、167億12百

万円（同35.0％増）となりました。当期純利益は、過年度法人税等を26億12百万円追加計上したこ

とにより前期に比べ1億40百万円減少し、80億18百万円（同1.7％減）となりました。

　なお、上記金額に含まれる決算期変更による影響額は、売上高109億20百万円、営業利益14億15

百万円、経常利益13億87百万円、当期純利益9億83百万円です。

　また、今般追加計上した過年度法人税等は、大阪国税局より米国・英国両製造子会社からの技術

料収入取引に関し、移転価格税制に基づく更正処分の通知を受ける見込みとなったことから見積り

計上したものです。当社はこれまで各国の税制に従い適正な納税を行ってきたと認識しており、今

回の税務当局の指摘内容は到底承服できるものではないことから、正式に更正処分の通知を受けた

段階で速やかに異議申し立てを行うとともに、二重課税排除の観点から相互協議の申請を行う予定

です。

②当期のセグメント別概況

報告セグメント

＊製品動向の前期比較は12か月ベースで記載しています。

＜合成樹脂＞

ＰＶＯＨ樹脂「ゴーセノール」は、汎用・スペシャリティ分野とも販売数量は下半期の寄与もあ

り前期に比べ増加し、売上高も輸出に係る円安効果が大きく前期に比べ増加しました。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5系広幅設備のフル寄与もあり、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販売数量は前期並みに留まりましたが、

海外子会社の円安による為替換算差が大きく、売上高は前期に比べ増加しました。

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、エマルジ

ョン製品は健闘しましたが、「コーポニール」が伸び悩んだこと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、決算期変更による影響額84億88百万円を含め835億60百万円

（前期比24.5%増）となりました。セグメント利益（営業利益）は、原燃料コストの増加や労務費・

修繕費等の固定費増などの減益要因はありましたが、「ＯＰＬフィルム」の販売数量増および円安

効果ならびに減価償却方法の変更による償却負担減などの増益要因が大きく、決算期変更による影

響額13億90百万円を含め、前期に比べ45億69百万円増加し、164億7百万円（同38.6%増）となりま

した。
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＜有機合成＞

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

する有機合成の売上高は、工業薬品類の販売数量減はありましたが、ファインケミカル製品の一部

販売数量増に加え、決算期変更による影響額24億32百万円を含めた結果、237億54百万円（前期比

15.1%増）となりました。セグメント利益（営業利益）は、決算期変更による影響額24百万円の加

算はありましたが、工業薬品類の販売数量減および原燃料高による売買価格スプレッドの縮小など

の減益要因が大きく、前期に比べ1億24百万円減少し、49百万円（同71.3%減）となりました。

　

報告セグメントの売上高は、決算期変更による影響額109億20百万円を含め1,073億14百万円（前

期比22.3%増）となり、セグメント利益（営業利益）は決算期変更による影響額14億15百万円を含

め164億57百万円（同37.0%増）となりました。

　

＜その他＞

　設備工事、保守、環境分析、物流サービス事業等を主体とするその他の売上高は、38億36百万円

（前期比9.1%減）となり、セグメント利益（営業利益）は前期に比べ25百万円減少し、2億18百万円

（同10.3%減）となりました。

　

③次期の見通し

中期経営計画「Double１５」の4年目となる次期の見通しは、2013年度の通常連結会計年度ベース

（12か月決算）に比べ増収増益の売上高1,090億円、営業利益158億円、経常利益160億円、当期純利

益102億円を見込んでいます。次期の為替前提は1米ドル105円、1ユーロ142円、原料価格の前提は

国産ナフサ72,000円/KLです。

本資料に記載し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拡大による高収益化、基盤事業の更なる強化、グローバ

ルな事業展開に努めています。しかし、国内外の需要動向や急激な為替変動などの先行き不透明な

リスクにより、業績予想と実際の業績が大きく乖離する可能性があります。このような事情が生じ

る場合は速やかに業績予想を見直し、証券取引所の定める適時開示基準に基づく公表を行います。

報告セグメント

＜合成樹脂＞

ＰＶＯＨ樹脂「ゴーセノール」は、売買価格スプレッドの改善、スペシャリティ分野への拡販を

図ります。

「ＯＰＬフィルム」は、一層の品質向上を進めるとともに、新設した第6系列（広幅）品を含め、

液晶ディスプレイ市場での拡販を図ります。

ＥＶＯＨ樹脂「ソアノール」は、きめ細かな技術サポートによる増量を図るとともに、米国新プ

ラントの建設を計画通り進めます。

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、粘着剤

「コーポニール」、紫外線硬化樹脂「紫光」の情報電子分野への拡販、アジア地域の販売強化、粘着

製品の欧米市場での開発を進めます。

＜有機合成＞

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、生産効率化による収益改善を図ります。
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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1,301億7百万円となり、前連結会計年度末に比べ179億27百万円増加

しました。流動資産は569億7百万円となり、前連結会計年度末に比べ1億47百万円減少しました。

主な要因は、商品及び製品の増加（33億5百万円）、原材料及び貯蔵品の増加（11億2百万円）、現金

及び預金の減少（26億48百万円）等であります。固定資産は732億円となり、前連結会計年度末に

比べ180億75百万円増加しました。主な要因は、有形固定資産の増加（177億49百万円）、投資その

他の資産の増加（3億20百万円）等であります。

　当連結会計年度末の負債合計は533億37百万円となり、前連結会計年度末に比べ66億2百万円増加

しました。流動負債は388億22百万円となり、前連結会計年度末に比べ56億74百万円増加しました。

主な要因は、短期借入金の増加（47億96百万円）、未払法人税等の増加（18億26百万円）などであ

ります。固定負債は145億15百万円となり、前連結会計年度末に比べ9億28百万円増加しました。主

な要因は、リース債務（固定）の増加（5億83百万円）等であります。

　当連結会計年度末の純資産合計は767億70百万円となり、前連結会計年度末に比べ113億26百万円

増加しました。主な要因は、当期純利益（80億18百万円）の計上による増加、為替換算調整勘定の

増加（45億53百万円）、配当金の支払（17億53百万円）による減少等によるものです。

　以上の結果、自己資本比率は、前連結会計年度末の58.3％から59.0％になりました。

　

②キャッシュ・フローの状況

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29億33百万円

減少し、57億44百万円となりました。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。

　

＜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161億55百万円、減価償却費71億29百万円、売上債権の減少12億58百万円

等の資金増加要因に対し、たな卸資産の増加29億19百万円、仕入債務の減少13億33百万円、法人税

等の支払額59億42百万円等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141億50

百万円の収入となりました。前期に比べ収入が22億15百万円減少しました。

　

＜投資活動によるキャッシュ・フロー＞

固定資産の取得による支出202億63百万円等により、投資活動によるキャッシュ・フローは200億

33百万円の支出となりました。前期に比べ支出が94億76百万円増加しました。

　

＜財務活動によるキャッシュ・フロー＞

借入金の純増による収入38億76百万円、配当金の支払17億53百万円等により、財務活動によるキ

ャッシュ・フローは19億96百万円の収入となりました。前期に比べ支出が53億15百万円減少しまし

た。

　

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移

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 平成26年3月期

自己資本比率 49.2% 56.2% 56.1% 58.3% 59.0%

時価ベースの自己資本比率 58.7% 51.1% 49.7% 72.9% 55.5%

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率

1.2年 1.0年 1.3年 0.6年 1.0年

インタレスト・カバレッジ・
レシオ

28.0倍 33.5倍 34.4倍 71.2倍 59.7倍

　（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。
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　 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。

　

（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経営の重要課題と認識し、将来の事業展開に備える内部留保

の確保や企業体質の強化、中期的な経営環境の変化や連結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、中間配当金は1株当たり9円を実施しましたが、期末配当金も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18円とする予定です。また、次期配当金は、中

間配当金、期末配当金ともに1株当たり9円とさせていただき、年間配当金は1株当たり18円とする

予定です。

内部留保資金は、安全・環境・品質を担保する事業基盤の強化、事業成長が期待できる分野への

収益性投資など、長期的展望から見て企業競争力の強化に繋がる投資などに充当します。
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２．企業集団の状況

当社グループは、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

ディングスおよび三菱化学株式会社、子会社15社および関連会社1社で構成されており、合成樹脂製

品および有機合成製品の製造・販売を主な事業としております。主な事業内容と、各関係会社等の当

該事業に係る位置付け及びセグメントとの関連は次のとおりであります。

名称 所在地

資本金又は

出資金

（百万円）

主な事業内容

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 米国の関係会社への出資、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、債務

保証

SOARUS L.L.C. 米国
千米ドル

200
合成樹脂

83.9

(83.9)
米国での当社製品の販売

NIPPON GOHSEI Europe GmbH ドイツ
千ユーロ

153
合成樹脂 100.0 欧州での当社製品の販売、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 中国での当社製品の販売、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での当社製

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、当社熊本工場お

よ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

（注）１ 「主な事業内容」にはセグメントの名称を記載しております。

　 ２ 議決権の所有割合（ ）は、間接所有割合（内数）です。
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３．経営方針

（１）会社の経営の基本方針

　＜経営理念＞

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。

　＜ビジョン＞

◆ 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

　

（２）目標とする経営指標

当社グループは、2025年のありたい姿を「当社グループ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とおりです。

　

（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

コア事業である光学用途の「ＯＰＬフィルム」、食品包装用途の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図ります。また、需要増加に対応した設備増強を着実に進

めます。

　

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

粘・接着樹脂および機能性コーティング樹脂は、「コーポニール」「紫光」の情報電子分野を中心

とした国内外市場での拡販、粘着製品の欧米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

続き、食品包装材料やエネルギー関連分野などでの実需化を図ります。

光学シート「ＯＲＧＡ（オルガ）」は、独自の特長を活かし、厚膜の光学パネルおよびタッチパネ

ルなどへの採用を目指します。

研究開発は、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」をターゲットに次代を担う新製品・新用途の開発に取り組みます。現在、

2014年度第4四半期の完成を目指し、中央研究所内に先端研究棟を建設中です。先端研究棟を活用

し、研究開発のレベルアップ、製品・用途開発の迅速化を図ります。

　

③競争力の強化

成長分野への積極的な投資、生産基盤強化のための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を強化します。

　

④海外展開の加速

欧米市場に加えて新興国市場への製品拡販を図るため、マーケティングやテクニカルサポートを

充実・迅速化します。また、アジア地域での現地生産も視野に入れた事業展開を加速します。この

ためにグローバル人材の育成プログラムを実行します。

　

⑤安全・環境・品質を担保するための取り組み

安全・安定生産を実現し、万全な品質保証体制を構築します。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、地球温暖化問題に取り組みます。廃棄物・化学物質排

出量の最少化や省資源・省エネルギー化を推進します。
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（４）会社の対処すべき課題

「Double１５」の基本方針を着実に実行することが経営の最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対応、グローバル人材の育成、コスト削減を図り、

今後の持続的な発展に取り組みます。

　当社グループは経営の透明化、法令遵守を基本とした内部統制システムを運用し、社会から信頼

される企業を目指します。
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４．連結財務諸表

（１）連結貸借対照表

　

(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当連結会計年度
(平成26年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 8,433 5,785

受取手形及び売掛金 25,120 24,478

商品及び製品 15,900 19,205

仕掛品 473 412

原材料及び貯蔵品 3,415 4,517

繰延税金資産 1,326 1,211

その他 2,429 1,341

貸倒引当金 △44 △42

流動資産合計 57,054 56,907

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 11,619 11,528

機械装置及び運搬具（純額） 28,326 28,313

土地 4,512 4,540

リース資産（純額） 6 632

建設仮勘定 2,625 19,722

その他（純額） 1,671 1,776

有形固定資産合計 48,762 66,511

無形固定資産

特許権 6 8

のれん 134 97

その他 348 391

無形固定資産合計 489 496

投資その他の資産

投資有価証券 2,775 3,134

繰延税金資産 2,269 2,053

その他 1,018 1,165

貸倒引当金 △189 △159

投資その他の資産合計 5,873 6,193

固定資産合計 55,125 73,200

資産合計 112,180 130,107
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当連結会計年度
(平成26年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 16,018 15,254

短期借入金 6,072 10,868

リース債務 1 44

未払費用 2,510 2,275

未払法人税等 2,646 4,472

賞与引当金 1,229 1,364

役員賞与引当金 85 103

修繕引当金 701 373

その他 3,883 4,069

流動負債合計 33,148 38,822

固定負債

長期借入金 3,962 3,850

リース債務 5 588

繰延税金負債 1,944 2,562

退職給付引当金 5,935 －

退職給付に係る負債 － 5,481

役員退職慰労引当金 100 104

資産除去債務 905 1,155

その他 731 775

固定負債合計 13,587 14,515

負債合計 46,735 53,337

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 34,550 40,815

自己株式 △197 △202

株主資本合計 66,222 72,481

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 471 700

繰延ヘッジ損益 △48 3

為替換算調整勘定 △1,204 3,349

退職給付に係る調整累計額 － 231

その他の包括利益累計額合計 △780 4,283

少数株主持分 2 6

純資産合計 65,444 76,770

負債純資産合計 112,180 130,107
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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24年４月１日
　至 平成25年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成25年４月１日
　至 平成26年３月31日)

売上高 91,976 111,151

売上原価 65,313 78,258

売上総利益 26,662 32,893

販売費及び一般管理費 14,803 16,664

営業利益 11,859 16,229

営業外収益

受取利息 16 14

受取配当金 84 91

受取賃貸料 111 109

受取保険金 88 69

有価物売却益 38 39

為替差益 487 507

その他 65 54

営業外収益合計 892 883

営業外費用

支払利息 224 200

貸与資産減価償却費 33 31

持分法による投資損失 61 －

損害賠償金等 － 133

その他 55 36

営業外費用合計 375 400

経常利益 12,375 16,712

特別利益

固定資産売却益 3 5

投資有価証券売却益 417 3

国庫補助金等収入 117 1

特別利益合計 538 9

特別損失

固定資産処分損 243 556

投資有価証券評価損 4 －

その他 5 10

特別損失合計 253 566

税金等調整前当期純利益 12,660 16,155

法人税、住民税及び事業税 4,290 5,105

過年度法人税等 － 2,612

法人税等調整額 106 258

法人税等合計 4,397 7,975

少数株主損益調整前当期純利益 8,262 8,180

少数株主利益 104 162

当期純利益 8,158 8,018
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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24年４月１日
　至 平成25年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成25年４月１日
　至 平成26年３月31日)

少数株主損益調整前当期純利益 8,262 8,180

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 284 229

繰延ヘッジ損益 △58 51

為替換算調整勘定 2,254 4,553

退職給付に係る調整額 － 231

その他の包括利益合計 2,479 5,064

包括利益 10,742 13,244

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 10,638 13,082

少数株主に係る包括利益 104 162
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（３）連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度(自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日)

(単位：百万円)

　
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 17,989 13,879 27,581 △195 59,254

当期変動額 　 　 　 　 　

剰余金の配当 　 　 △1,168 　 △1,168

当期純利益 　 　 8,158 　 8,158

自己株式の取得 　 　 　 △1 △1

連結範囲の変動 　 　 △20 　 △20

株主資本以外の項目

の当期変動額（純額)
　 　 　 　 ―

当期変動額合計 － － 6,969 △1 6,967

当期末残高 17,989 13,879 34,550 △197 66,222

　

その他の包括利益累計額

少数株主持分 純資産合計その他有価証券

評価差額金
繰延ヘッジ損益

為替換算

調整勘定

その他の包括

利益累計額合計

当期首残高 187 10 △3,458 △3,260 2 55,996

当期変動額 　 　 　 　 　 　

剰余金の配当 　 　 　 　 　 △1,168

当期純利益 　 　 　 　 　 8,158

自己株式の取得 　 　 　 　 　 △1

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)
284 △58 2,254 2,479 0 2,479

当期変動額合計 284 △58 2,254 2,479 0 9,447

当期末残高 471 △48 △1,204 △780 2 65,444
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当連結会計年度(自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日)

(単位：百万円)

　
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 17,989 13,879 34,550 △197 66,222

当期変動額 　 　 　 　 　

剰余金の配当 　 　 △1,753 　 △1,753

当期純利益 　 　 8,018 　 8,018

自己株式の取得 　 　 　 △5 △5

連結範囲の変動 　 　 － 　 －

株主資本以外の項目

の当期変動額（純額)
　 　 　 　 －

当期変動額合計 － － 6,264 △5 6,259

当期末残高 17,989 13,879 40,815 △202 72,481

　

その他の包括利益累計額

少数株主持分 純資産合計その他有価証券

評価差額金
繰延ヘッジ損益

為替換算

調整勘定

退職給付に係る

調整累計額

その他の包括

利益累計額合計

当期首残高 471 △48 △1,204 － △780 2 65,444

当期変動額 　 　 　 　 　 　

剰余金の配当 　 　 　 　 　 △1,753

当期純利益 　 　 　 　 　 8,018

自己株式の取得 　 　 　 　 　 △5

連結範囲の変動 　 　 　 　 　 －

株主資本以外の項目

の当期変動額（純額)
229 51 4,553 231 5,064 3 5,067

当期変動額合計 229 51 4,553 231 5,064 3 11,327

当期末残高 700 3 3,349 231 4,283 6 76,770
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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24年４月１日
　至 平成25年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成25年４月１日
　至 平成26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 12,660 16,155

減価償却費 6,933 7,129

のれん償却額 113 67

貸倒引当金の増減額（△は減少） △64 △31

賞与引当金の増減額（△は減少） 96 136

退職給付引当金の増減額（△は減少） 142 △5,935

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） － 5,713

為替差損益（△は益） △178 △217

受取利息及び受取配当金 △101 △105

支払利息 224 200

持分法による投資損益（△は益） 61 －

固定資産処分損益（△は益） 243 554

固定資産売却損益（△は益） △0 △5

国庫補助金等収入 △117 △1

投資有価証券評価損益（△は益） 4 －

投資有価証券売却損益（△は益） △417 △3

売上債権の増減額（△は増加） △468 1,258

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,533 △2,919

仕入債務の増減額（△は減少） 1,030 △1,333

その他債権債務の増減額 △238 △231

その他 387 △208

小計 18,778 20,224

利息及び配当金の受取額 101 105

利息の支払額 △229 △237

法人税等の支払額 △2,284 △5,942

営業活動によるキャッシュ・フロー 16,365 14,150

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 －

定期預金の払戻による収入 － 789

投資有価証券の取得による支出 △1 △5

投資有価証券の売却による収入 683 8

固定資産の取得による支出 △10,772 △20,263

固定資産の売却による収入 18 4

国庫補助金等による収入 117 1

貸付けによる支出 △3 －

貸付金の回収による収入 17 212

その他投資資産の売却による収入 0 25

長期前払費用の取得による支出 △6 △278

差入保証金の回収による収入 83 －

その他 △54 △526

投資活動によるキャッシュ・フロー △10,557 △20,033
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(単位：百万円)
前連結会計年度

(自 平成24年４月１日
　至 平成25年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成25年４月１日
　至 平成26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） △174 6,241

長期借入れによる収入 100 3,159

長期借入金の返済による支出 △1,967 △5,524

自己株式の取得による支出 △1 △5

配当金の支払額 △1,168 △1,753

少数株主への配当金の支払額 △104 △102

その他 △2 △20

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,319 1,996

現金及び現金同等物に係る換算差額 425 954

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,914 △2,933

現金及び現金同等物の期首残高 5,637 8,677

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 8,677 5,744
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（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)

該当事項はありません。

　

(会計方針の変更等)

（会計方針の変更）

退職給付に関する会計基準等の適用

当連結会計年度末より、「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年5月17日。

以下「退職給付会計基準」という。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準

適用指針第25号 平成24年5月17日。以下「退職給付適用指針」という。）を適用しております（た

だし、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めを除く。）。

　これらの会計基準等の適用により、退職給付債務から年金資産の額を控除した額を退職給付に係

る負債として計上する方法に変更し、未認識数理計算上の差異を退職給付に係る負債に計上いたし

ました。退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱い

に従っており、当連結会計年度末において、当該変更に伴う影響額をその他の包括利益累計額の退

職給付に係る調整累計額に加減しております。

この結果、当連結会計年度末において、退職給付に係る負債が54億81百万円計上されておりま

す。また、その他の包括利益累計額が2億31百万円増加しております。

なお、1株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しております。

(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)

当社および国内連結子会社においては、従来、有形固定資産の減価償却方法については、原則と

して定額法を採用するとともに、「ＯＰＬフィルム」製造設備等の一部の有形固定資産については

定率法を採用しておりましたが、当連結会計年度より定額法に変更しております。

当社グループは既に公表している中期経営計画「Double１５（ダブルフィフティーン）」で掲げた

目標を達成するため、さまざまな戦略的施策を講じておりますが、液晶ディスプレイの今後更なる

需要拡大に対応するため、平成24年度において「ＯＰＬフィルム」製造設備の安定供給体制の構築

を中心とした設備投資計画の見直しを実施しました。この見直しを契機とし、従前まで定率法を採

用していた有形固定資産についても、今後は安定的に収益貢献が期待できること及び安定的に稼働

することが見込まれることから、当該設備の収益獲得能力についても均等に期間配分することが望

ましいと判断し、当連結会計年度より当社グループの減価償却方法を定額法に統一することとしま

した。

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6億56百万円増加しております。

(セグメント情報等)

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。
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３ 報告セグメントごとの売上高、利益の金額に関する情報

前連結会計年度(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 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

(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 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。

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25年4月１日 至 平成26年3月31日) （単位：百万円）

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 83,560 23,754 107,314 3,836 111,151 ― 111,151

　セグメント間の内部売上高
又は振替高

1,107 2,849 3,956 3,425 7,381 △7,381 ―

計 84,667 26,603 111,271 7,261 118,532 △7,381 111,151

セグメント利益 16,407 49 16,457 218 16,675 △446 16,229

(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 セグメント利益の調整額△446百万円には、セグメント間取引消去8百万円、各報告セグメントに配分して

いない全社共通費用△454百万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。

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。

(１株当たり情報)

項目
前連結会計年度

（自 平成24年4月1日
至 平成25年3月31日）

当連結会計年度
（自 平成25年4月1日
至 平成26年3月31日）

1株当たり純資産額 671円84銭 788円11銭

1株当たり当期純利益 83円75銭 82円32銭

（注）１ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　 ２ 「会計方針の変更等」に記載のとおり、退職給付会計基準等を適用し退職給付会計基準第37項に定める

　 経過的な取扱いに従っております。この結果、当連結会計年度の1株当たり純資産額が2円37銭増加して

　 おります。

　 ３ 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。

項目
前連結会計年度

（自 平成24年4月1日
至 平成25年3月31日）

当連結会計年度
（自 平成25年4月1日
至 平成26年3月31日）

当期純利益（百万円） 8,158 8,018

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） 8,158 8,018

普通株式の期中平均株式数（千株） 97,408 97,403

(重要な後発事象)

　該当事項はありません。

　

決算短信 （宝印刷）  2014年05月07日 16時49分 19ページ （Tess 1.40 20131220_01）



日本合成化学工業株式会社(4201) 平成26年3月期 決算短信

20

５．参考情報

（１）所在地別セグメント情報

前連結会計年度（自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日） （単位：百万円）

日本 北米 欧州 計 消去又は全社 連結

売上高

　外部顧客への売上高 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

　

当連結会計年度（自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日） （単位：百万円）

日本 北米 欧州 計 消去又は全社 連結

売上高

　外部顧客への売上高 80,698 13,146 17,307 111,151 ─ 111,151

　セグメント間の内部売上高
又は振替高

6,141 2,785 242 9,168 △9,168 ─

計 86,839 15,931 17,549 120,319 △9,168 111,151

営業利益 9,719 4,113 2,459 16,291 △62 16,229

（注）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
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