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1. 平成27年3月期第2四半期の連結業績（平成26年4月1日～平成26年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

27年3月期第2四半期 52,529 6.3 6,465 △17.1 6,547 △19.4 4,189 △20.5
26年3月期第2四半期 49,439 9.6 7,802 43.9 8,121 57.9 5,269 49.8

（注）包括利益 27年3月期第2四半期 5,155百万円 （△36.4％） 26年3月期第2四半期 8,111百万円 （130.0％）

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

27年3月期第2四半期 43.01 ―
26年3月期第2四半期 54.09 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

27年3月期第2四半期 140,119 80,720 57.6
26年3月期 130,107 76,770 59.0
（参考）自己資本 27年3月期第2四半期 80,715百万円 26年3月期 76,764百万円

2. 配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無 
 

年間配当金
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

26年3月期 ― 9.00 ― 9.00 18.00
27年3月期 ― 9.00
27年3月期（予想） ― 9.00 18.00

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、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有 
平成26年10月29日付けで公表しました「業績予想の修正に関するお知らせ」のとおり、平成27年3月期（平成26年4月1日～平成27年3月31日）の連結業績予想
を修正しております。詳細は同資料をご覧ください。 

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 107,000 △3.7 12,500 △23.0 12,600 △24.6 8,000 △1.2 82.13

SOUMU
スタンプ



(1) 当四半期連結累計期間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) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 有 
詳細は、【添付資料】P4.「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。 

(3) 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】P4.「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の監査手続の対象外であります。 
この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期連結財務諸表の四半期レビュー手続は終了しております。 

※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って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及びご利用にあたっての注意事項は、【添付資料】P3.「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績予想などの将来予測情
報に関する説明」をご覧ください。 

※ 注記事項

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 ： 無
④ 修正再表示 ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 27年3月期2Q 98,369,186 株 26年3月期 98,369,186 株
② 期末自己株式数 27年3月期2Q 968,179 株 26年3月期 966,975 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 27年3月期2Q 97,401,273 株 26年3月期2Q 97,404,649 株
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

当第2四半期連結累計期間（平成26年4月1日～平成26年9月30日）におけるわが国経済は、内需につ

いては、大企業製造業の業績の堅調さや雇用環境の改善、前向きな設備投資の増加傾向などの下支え

はあるものの、消費増税後の反動減や夏場の天候不順の影響などで個人消費の回復がにぶるなど、全

体的な景況感はまだら模様の中で推移しました。また、外需については、期央にかけて大幅な円安基

調にはなりましたが、欧州・中国の景気は減速傾向にあり、横ばいで推移しました。

当社グループにおいては、こうした事業環境のもとで汎用品分野は円安基調もあり比較的堅調に推

移しましたが、機能製品分野においては、堅調なマーケット環境にもかかわらず、生産面での定期修

繕後の立ち上げ遅れや増設設備の製品品質が安定せず上半期の売り上げに寄与しなかったこと、欧州

において6月度以降の原料価格高騰の影響を受ける製品があるなど、全体的な業績は期待をかなり下

回る状況で推移しました。

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おり、当上半期においては、「ハイセ

ロン」生産設備の熊本工場での新設（投資額：29億円、稼働予定時期：平成27年度第4四半期）およ

び「コーポニール」生産設備の大垣工場での増設（投資額：26億円、稼働予定時期：平成28年度第1

四半期）を決定し建設に着手しました。

その結果、当第2四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高は前年同期に比べ30億90百万

円増加し、525億29百万円（前年同期比6.3％増）となりました。営業利益は前年同期に比べ13億37百

万円減少し、64億65百万円（同17.1％減）となりました。経常利益は、前年同期に比べ15億74百万円

減少し、65億47百万円（同19.4％減）となりました。四半期純利益は、前年同期に比べ10億80百万円

減少し、41億89百万円（同20.5％減）となりました。

　

＜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に円安基調の効果もあり輸出数

量が堅調に推移したことにより、売上高は前年同期に比べ増加しました。また、二次加工分野の機能

フィルムは、光学用途の「ＯＰＬフィルム」が、第1四半期での熊本・大垣両工場の定期修繕後の立

上げ遅れの影響もあり、売上高は前年同期に比べ若干減少しました。なお、熊本工場にて建設中であ

った６系広幅設備については、顧客からの製品認定後の品質が安定せず上半期の売上寄与には至りま

せんでしたが、下半期には本格稼働予定であります。

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年同期並で推移しましたが、

海外子会社の円安効果による為替換算差もあり、売上高は前年同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、電子材料分

野を中心に「コーポニール」は伸長しましたが、夏場の天候不順の影響でエマルジョン製品が伸び悩

んだこともあり売上高は前年同期に比べ微増に留まりました。

以上の結果、合成樹脂の売上高は387億54百万円（前年同期比3.7%増）となりました。セグメント

利益（営業利益）は、若干の円安効果やスプレッド改善などの増益要因はありましたが、労務費・生

産設備費等の固定費増や欧州市場での原料価格高騰の影響による減益要因が特に大きく、前年同期に

比べ13億33百万円減少し、65億17百万円（同17.0%減）となりました。

　

＜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、酢酸ビニルモノマーの販売数量増が大きく、前年同期に比べ17億19百万円増

加し118億65百万円（前年同期比16.9%増）となりました。セグメント利益（営業利益）は、上記の増

益要因はありましたが、ファインケミカル製品の販売不振および一部撤退製品の除却費用の計上など

により前年同期に比べ45百万円減少し、15百万円（同74.7%減）となりました。

　

報告セグメントの売上高は506億19百万円（前年同期比6.6%増）となり、セグメント利益（営業利

益）は65億33百万円（同17.4%減）となりました。
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＜その他＞

設備工事、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19億10百万円（前年同期

比1.3%減）となり、セグメント利益（営業利益）は前年同期に比べ8百万円減少し、1億27百万円（同

5.9%減）となりました。

　

（２）財政状態に関する説明

　①資産、負債及び純資産の状況

当第2四半期連結会計期間末の総資産は1,401億19百万円となり、前連結会計年度末に比べ100億12

百万円増加しました。流動資産は615億48百万円となり、前連結会計年度末に比べ46億41百万円増加

しました。主な要因は、現金及び預金の増加（28億37百万円）、受取手形及び売掛金の増加（12億46

百万円）等であります。固定資産は785億71百万円となり、前連結会計年度末に比べ53億71百万円増

加しました。主な要因は、建設仮勘定の増加（59億41百万円）、投資その他の資産の増加（4億25百万

円）等であります。

当第2四半期連結会計期間末の負債合計は593億99百万円となり、前連結会計年度末に比べ60億62百

万円増加しました。流動負債は414億73百万円となり、前連結会計年度末に比べ26億51百万円増加し

ました。主な要因は、短期借入金の増加（41億28百万円）、未払法人税等の減少（29億67百万円）等

であります。固定負債は179億26百万円となり、前連結会計年度末に比べ34億11百万円増加しました。

主な要因は、長期借入金の増加（29億32百万円）等であります。

当第2四半期連結会計期間末の純資産合計は807億20百万円となり、前連結会計年度末に比べ39億50

百万円増加しました。主な要因は、四半期純利益（41億89百万円）の計上による増加、為替換算調整

勘定の増加（5億93百万円）、配当金の支払（8億76百万円）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59.0%から57.6%になりました。

　

　②キャッシュ・フローの状況

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末より28億37

百万円増加し、85億81百万円となりました。当第2四半期連結累計期間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＞

税金等調整前四半期純利益63億3百万円、減価償却費32億66百万円、たな卸資産の減少8億1百万円、

仕入債務の増加3億37百万円等の資金増加要因に対し、法人税等の支払額51億90百万円、売上債権の

増加12億17百万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51億20百万円の収

入となりました。前年同期に比べ収入が3億88百万円減少しました。

＜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76億96百万円等により、投資活動によるキャッシュ・フローは78億2百

万円の支出となりました。前年同期に比べ支出が19億97百万円増加しました。

　

＜財務活動によるキャッシュ・フロー＞

配当金の支払8億76百万円、借入金の純増による収入63億45百万円等により、財務活動によるキャ

ッシュ・フローは53億53百万円の収入となりました。前期は8億78百万円の支出でありました。

　

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成26年10月29日付で公表しました「業績予想の修正に関するお知らせ」のとおり、平成27年3月

期通期の連結業績予想を修正しました。今回の業績予想の修正では、第3四半期以降の為替前提を1米

ドル106円、1ユーロ136円、国産ナフサ価格の前提価格を67,000円に変更しています。

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趣旨のものではありませ

ん。
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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、業績予想と実際の業績が大きく乖離す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、速やかに業績予想を見直し、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。

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

　該当事項はありません。

　

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

原価差異の繰延処理

一部の連結子会社において、操業度等の季節的な変動に起因して発生した原価差異につきまし

ては、原価計算期間末までに解消が見込まれるため、当該原価差異を繰延べております。

　

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

　(会計方針の変更)

「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、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について第1四半期連結会計期間より適用し、退職給付債務

及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式

基準へ変更するとともに、割引率の決定方法を割引率決定の基礎となる債券の期間について従業員

の平均残存勤務期間に近似した年数を基礎に決定する方法から退職給付の支払見込期間及び支払見

込期間ごとの金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更しております。

　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、当第２四半期連結累計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴

う影響額を利益剰余金に加減しております。

　この結果、当第２四半期連結累計期間の期首の退職給付に係る負債が409百万円増加し、利益剰

余金が263百万円減少しております。なお、当第2四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税

金等調整前四半期純利益への影響は軽微であります。
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３．四半期連結財務諸表

（１）四半期連結貸借対照表

(単位 百万円：未満四捨五入)

前連結会計年度
(平成26年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成26年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 5,785 8,622

受取手形及び売掛金 24,478 25,724

商品及び製品 19,205 18,646

仕掛品 412 453

原材料及び貯蔵品 4,517 4,506

その他 2,552 3,638

貸倒引当金 △42 △41

流動資産合計 56,907 61,548

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 11,528 11,399

機械装置及び運搬具（純額） 28,313 27,493

土地 4,540 4,551

建設仮勘定 19,722 25,663

その他（純額） 2,408 2,391

有形固定資産合計 66,511 71,497

無形固定資産

のれん 97 82

その他 399 374

無形固定資産合計 496 456

投資その他の資産

その他 6,352 6,767

貸倒引当金 △159 △149

投資その他の資産合計 6,193 6,618

固定資産合計 73,200 78,571

資産合計 130,107 140,119
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(単位 百万円：未満四捨五入)

前連結会計年度
(平成26年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成26年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 15,254 15,871

短期借入金 10,868 14,996

未払法人税等 4,472 1,505

賞与引当金 1,364 1,318

役員賞与引当金 103 －

修繕引当金 373 567

その他 6,388 7,216

流動負債合計 38,822 41,473

固定負債

長期借入金 3,850 6,782

退職給付に係る負債 5,481 5,847

役員退職慰労引当金 104 99

その他 5,080 5,198

固定負債合計 14,515 17,926

負債合計 53,337 59,399

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 40,815 43,864

自己株式 △202 △203

株主資本合計 72,481 75,529

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 700 957

繰延ヘッジ損益 3 32

為替換算調整勘定 3,349 3,942

退職給付に係る調整累計額 231 255

その他の包括利益累計額合計 4,283 5,186

少数株主持分 6 5

純資産合計 76,770 80,720

負債純資産合計 130,107 140,119
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

四半期連結損益計算書

第２四半期連結累計期間

(単位 百万円：未満四捨五入)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年９月30日)

売上高 49,439 52,529

売上原価 33,848 38,129

売上総利益 15,591 14,400

販売費及び一般管理費 7,789 7,935

営業利益 7,802 6,465

営業外収益

受取利息 9 2

受取配当金 50 48

受取賃貸料 53 59

為替差益 267 －

その他 77 86

営業外収益合計 456 195

営業外費用

支払利息 100 35

為替差損 － 39

その他 37 39

営業外費用合計 137 113

経常利益 8,121 6,547

特別利益

固定資産売却益 3 0

投資有価証券売却益 3 －

その他 1 －

特別利益合計 7 0

特別損失

固定資産処分損 144 177

減損損失 － 53

その他 8 14

特別損失合計 152 244

税金等調整前四半期純利益 7,976 6,303

法人税、住民税及び事業税 2,349 2,198

法人税等調整額 286 △147

法人税等合計 2,635 2,051

少数株主損益調整前四半期純利益 5,341 4,252

少数株主利益 72 63

四半期純利益 5,269 4,189
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四半期連結包括利益計算書

第２四半期連結累計期間

(単位 百万円：未満四捨五入)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 5,341 4,252

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 117 257

繰延ヘッジ損益 11 29

為替換算調整勘定 2,642 593

退職給付に係る調整額 － 24

その他の包括利益合計 2,770 903

四半期包括利益 8,111 5,155

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 8,039 5,092

少数株主に係る四半期包括利益 72 63
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位 百万円：未満四捨五入)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 7,976 6,303

減価償却費 3,235 3,266

のれん償却額 39 19

貸倒引当金の増減額（△は減少） △31 △11

賞与引当金の増減額（△は減少） 15 △45

退職給付引当金の増減額（△は減少） △110 －

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） － △5

為替差損益（△は益） △171 △1

受取利息及び受取配当金 △59 △50

支払利息 100 35

固定資産処分損益（△は益） 144 175

投資有価証券売却損益（△は益） △3 －

売上債権の増減額（△は増加） 1,043 △1,217

たな卸資産の増減額（△は増加） △944 801

仕入債務の増減額（△は減少） △1,690 337

その他債権債務の増減額 △57 417

その他 △607 263

小計 8,880 10,287

利息及び配当金の受取額 59 50

利息の支払額 △125 △27

法人税等の支払額 △3,306 △5,190

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,508 5,120

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 765 －

固定資産の取得による支出 △6,675 △7,696

固定資産の売却による収入 13 5

投資有価証券の取得による支出 △2 △0

投資有価証券の売却による収入 7 －

貸付けによる支出 － △5

貸付金の回収による収入 210 2

その他投資資産の売却による収入 23 －

長期前払費用の取得による支出 △2 △16

その他 △144 △92

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,805 △7,802

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） △463 3,441

長期借入れによる収入 2,963 4,600

長期借入金の返済による支出 △2,435 △1,696

自己株式の取得による支出 △4 △1

配当金の支払額 △876 △876

少数株主への配当金の支払額 △61 △96

その他 △2 △19

財務活動によるキャッシュ・フロー △878 5,353

現金及び現金同等物に係る換算差額 731 166

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △444 2,837

現金及び現金同等物の期首残高 8,677 5,744

現金及び現金同等物の四半期末残高 8,233 8,581

決算短信 （宝印刷）  2014年10月28日 14時26分 9ページ （Tess 1.40 20131220_01）



日本合成化学工業株式会社(4201) 平成27年3月期 第2四半期決算短信

10

（４）四半期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。

　

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

　該当事項はありません。

　

（セグメント情報等）

　 ①報告セグメントごとの売上高、利益又は損失の金額に関する情報

前第2四半期連結累計期間(自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30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

四半期連結損
益計算書計上
額（注）３合成樹脂 有機合成 計

売上高

　外部顧客への売上高 37,356 10,146 47,503 1,936 49,439 ─ 49,439

　セグメント間の内部売上高
又は振替高

530 1,097 1,627 1,817 3,444 △3,444 ─

計 37,887 11,243 49,131 3,753 52,884 △3,444 49,439

セグメント利益 7,850 60 7,910 135 8,045 △243 7,802

(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△243百万円には、セグメント間取引消去△7百万円、各報告セグメントに配分し

ていない全社共通費用△236百万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、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

　
当第2四半期連結累計期間(自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30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

四半期連結損
益計算書計上
額（注）３合成樹脂 有機合成 計

売上高

　外部顧客への売上高 38,754 11,865 50,619 1,910 52,529 ― 52,529

　セグメント間の内部売上高
又は振替高

561 1,466 2,027 1,890 3,917 △3,917 ―

計 39,315 13,331 52,646 3,800 56,446 △3,917 52,529

セグメント利益 6,517 15 6,533 127 6,660 △195 6,465

(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△195百万円には、セグメント間取引消去30百万円、各報告セグメントに配分し

ていない全社共通費用△225百万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、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

　

　 ②報告セグメントの変更等に関する事項

　（退職給付に関する会計基準等の適用）

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・

修正再表示に記載のとおり、第1四半期連結会計期間より退職給付債務及び勤務費用の計算方法を

変更したことに伴い、事業セグメントの退職給付債務及び勤務費用の計算方法を同様に変更して

おります。従来の方法に比べて、当該変更による当第2四半期連結累計期間のセグメント利益への

影響は軽微であります。

　 ③報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　（固定資産に係る重要な減損損失）

「有機合成」セグメントにおいて、操業の停止を決定した設備等について、当該資産の帳簿価

額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。

なお、当該減損損失の計上額は、当第2四半期連結累計期間において、53百万円であります。
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　（のれんの金額の重要な変動）

　 該当事項はありません。

　（重要な負ののれん発生益）

　 該当事項はありません。

　

（重要な後発事象）

当社は、平成26年8月28日開催の取締役会において、平成26年10月1日を効力発生日として、合成

樹脂エマルジョン事業の製造部門を10月1日付で会社分割により中央理化工業株式会社に移管するこ

とを決議し、吸収分割契約を締結いたしました。

　

（１）会社分割の目的

合成樹脂エマルジョンは、各種コーティング剤や塗料、接着剤など幅広い用途に使用されていま

す。当社は、主力である合成樹脂製品のほか合成樹脂エマルジョンを製造・販売しており、一方、

中央理化工業株式会社は、合成樹脂エマルジョンの専業メーカーとして事業を行っています。両社

の合成樹脂エマルジョン製品は、いずれもVOC（揮発性有機化合物）をほとんど含まず、環境負荷

が低いという特徴を有しています。

　今回、当社および中央理化工業株式会社の製造部門を統合することにより、生産最適化を図り、

両社の合成樹脂エマルジョン事業を一層強化することを目的としております。

（２）会社分割する事業内容及び規模

　① 事業内容

　 合成樹脂エマルジョン事業の製造部門

② 分割する資産の状況（平成26年9月30日現在）

項目 帳簿価額

流動資産 654百万円

固定資産 496百万円

合計 1,150百万円

（３）会社分割の方法

当社を分割会社とし、中央理化工業株式会社を承継会社とする簡易吸収分割であります。中央理

化工業株式会社は、当該吸収分割に際して保有する自己株式55,800株を分割期日に当社に交付しま

す。

　なお、本会社分割は、会社法第784条第３項に規定する簡易吸収分割であるため、当社の株主総

会による本会社分割に係る吸収分割契約の承認を得ることなく行います。

（４）吸収分割効力発生日

　 平成26年10月１日

（５）吸収分割に係る割当ての内容の算定根拠

会社分割に際して中央理化工業株式会社が当社に割り当てる株式の数の算定は、その公正性・妥

当性を確保する観点から、第三者機関による分析結果を参考に、中央理化工業株式会社と協議・交

渉を重ねた上で割当株式数を決定いたしました。

（６）吸収分割承継会社の名称

中央理化工業株式会社（平成26年10月1日付で「ジャパンコーティングレジン株式会社」に社名変

更しております。）
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（７）吸収分割承継会社となる会社の概要（当該吸収分割後）

会社名 ジャパンコーティングレジン株式会社

本社所在地 大阪市中央区今橋二丁目５番８号

代表者の役職氏名 取締役社長 矢田 修平

資本金 1億115万円

資本構成 三菱化学株式会社 66%、当社34%

事業内容 合成樹脂エマルジョンの製造・販売

４．参考情報

　 国際会計基準(ＩＦＲＳ)の任意適用

資本市場における財務諸表の国際的な比較可能性の向上、及びグループ内の会計処理の統一など

を目的として、次期中期経営計画開始予定の2016年度から、国際会計基準（ＩＦＲＳ）を任意適用

します。これにより、2016年度第1四半期からＩＦＲＳに基づき開示を行います。
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