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1. 平成27年3月期の業績（平成26年4月1日～平成27年3月31日）

(2) 財政状態

(3) キャッシュ・フローの状況

(1) 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 ％

27年3月期 10,005 6.2 232 0.8 258 △10.8 330 517.2
26年3月期 9,422 9.5 231 ― 289 ― 53 △84.2

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 ％ ％ ％

27年3月期 15.12 ― 3.2 1.5 2.3
26年3月期 2.45 ― 0.5 1.7 2.5

（参考） 持分法投資損益 27年3月期 ―百万円 26年3月期 ―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

27年3月期 17,530 10,393 59.3 476.08
26年3月期 17,641 9,994 56.7 457.68

（参考） 自己資本 27年3月期 10,393百万円 26年3月期 9,994百万円

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

27年3月期 1,384 △593 △493 1,736
26年3月期 1,769 △761 19 1,426

2. 配当の状況
年間配当金 配当金総額

（合計）
配当性向

純資産配当
率第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 ％ ％

26年3月期 ― ― ― 3.00 3.00 65 122.4 0.7
27年3月期 ― ― ― 5.00 5.00 109 33.1 1.1
28年3月期(予想) ― ― ― 5.00 5.00 60.6

3. 平成28年 3月期の業績予想（平成27年 4月 1日～平成28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) 5,300 6.6 180 231.9 160 223.5 90 120.8 4.12
通期 10,500 4.9 350 50.3 320 23.8 180 △45.5 8.24



※ 注記事項
(1) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

(2) 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 ： 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 21,974,000 株 26年3月期 21,974,000 株
② 期末自己株式数 27年3月期 143,133 株 26年3月期 137,248 株
③ 期中平均株式数 27年3月期 21,834,103 株 26年3月期 21,838,378 株

※ 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、金融商品取引法に基づく財務諸表のレビュー手続

は終了しておりません。

※ 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、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条件及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、決算短
信（添付資料）２ページ「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・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

当期におけるわが国経済は、政府の経済政策や日銀の金融政策の効果により企業業績は改善傾向がみられるもの

の、消費税率引き上げや昨年夏場の天候不順等による個人消費の落ち込みなど、依然として先行き不透明な状況が

続いております。一方で海外経済に目を転じましても、中国経済の成長鈍化など不安定な要素を抱えております。

化学工業におきましても、原油価格は急落したものの、円安基調の継続により輸入原材料価格が上昇するなど、

企業収益の持続的な回復に向けては引き続き予断を許さない状況にあると思われます。

このような状況下、当社は当期で２年目を迎えた３ヵ年の中期経営計画の達成に向けて、アミノ酸・化成品関係

の医薬中間体・原料を始め、医薬品関係（ジェネリックを含む原薬）を成長ドライバーとし、早期に成長軌道に乗

せるべく、各種施策への取り組みに注力しております。当期の業績状況といたしましては、販売価格の値上げ及び

新規の拡販実施に円安効果も加わり、売上高は前期比6.2％増の10,005百万円となりました。売上高増加の一方で製

造コスト上昇等の影響を受け、営業利益は前期比0.8％増の232百万円、経常利益は前期比10.8％減の258百万円、当

期純利益は前期比517.2％増の330百万円となりました。

また、平成27年度税制改正に基づく法定実効税率の引き下げに伴い、繰延税金資産を41百万円取り崩し、法人税

等調整額が41百万円増加いたしました。

製品区分ごとの販売の状況は次のとおりであります。

　（単位：百万円）

平成26年3月期通期 平成27年3月期通期

国内 輸出 合計 構成比(%) 国内 輸出 合計 構成比(%)

ア ミ ノ 酸
関係

1,325 2,920 4,245 45.1 1,253 3,044 4,297 42.9

化 成 品 関
係

2,236 789 3,026 32.1 2,600 788 3,389 33.9

医 薬 品 関
係

1,771 378 2,150 22.8 1,770 547 2,318 23.2

合計 5,333 4,088 9,422 100.0 5,624 4,380 10,005 100.0

構成比(%) 56.6 43.4 100.0 56.2 43.8 100.0

（注）金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

　
(アミノ酸関係)

ビタミン原料の輸出が需要低迷により減少したものの、主力製品であるアミノ酸の販売が輸出を中心に増えた

結果、前期に比べ若干増加いたしました。

(化成品関係)

船底塗料用原料の販売が伸びたことに加え、医薬品原料のピリジン誘導体や農薬中間体、半導体表面処理剤等

の国内販売が堅調に推移した結果、前期に比べ大幅に増加いたしました。

(医薬品関係)

既存医薬品の販売は減少傾向にあるものの、ジェネリックを含む新規医薬品の売上が順調に拡大した結果、前

期に比べ増加いたしました。

　
　②次期の見通し

今後の経済見通しにつきましては、欧州経済の低迷及び新興国経済の成長鈍化、為替相場や原油価格の急激な変

動による収益への悪影響などによる不透明感は拭えず、当社を取り巻く事業環境は依然厳しい状況が続くものとみ

ております。

このような情勢の中、当社は平成26年３月期を起点とする３ヵ年の「中期経営計画」に沿った諸施策に引き続き

全社一丸となって取り組み、年間を通して更なる収益力の改善・向上を目指して強力に推し進めてまいります。

当社の平成28年３月期の業績見通しにつきましては、以下の通りであります。

売上高 10,500百万円

営業利益 350百万円

経常利益 320百万円

当期純利益 180百万円
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（２）財政状態に関する分析

① 財政状態に関する分析

当事業年度における各貸借対照表項目の増減要因は、次の通りであります。

(流動資産)

当事業年度末の流動資産は、前事業年度末から260百万円減少いたしました。これは主に、現金及び預金の増加と

売掛金、製品、仕掛品、原材料の減少によるものであります。

(固定資産)

当事業年度末の固定資産は、前事業年度末から149百万円増加いたしました。これは主に、機械及び装置、投資有

価証券の評価差益の増加によるものであります。

(流動負債)

当事業年度末の流動負債は、前事業年度末から358百万円減少いたしました。これは主に、短期借入金、一年以内

に返済予定の長期借入金、未払法人税等の減少によるものであります。

(固定負債)

当事業年度末の固定負債は、前事業年度末から151百万円減少いたしました。これは主に、社債、長期借入金、再

評価に係る繰延税金負債の減少によるものであります。

(純資産)

当事業年度末の純資産合計は、前事業年度末から398百万円増加いたしました。これは主に、利益剰余金、その他

有価証券評価差額金の増加によるものであります。

② キャッシュ・フローの状況

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は1,736百万円となり前事業年度末に比べ309百

万円増加いたしました。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動により増加した資金は1,384百万円(前期は1,769百万円の増加)となりました。これは主に、税引前当期

純利益372百万円、減価償却費511百万円、たな卸資産の減少416百万円等によるものであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果減少した資金は593百万円(前期は761百万円の減少)となりました。これは主に、有形固定資産の

取得による支出515百万円等によるものであります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動により減少した資金は493百万円(前期は19百万円の増加)となりました。これは主に、長期借入金の返済

による支出344百万円と社債の償還による支出107百万円等によるものであります。
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(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移

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 平成27年3月期

自己資本比率 55.6% 55.7% 58.8% 56.7% 59.3%

時価ベースの自己資本比率 29.0% 33.0% 39.2% 31.9% 35.1%

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率

1.7 － 2.7 1.9 2.1

インタレスト・カバレッジ・
レシオ

29.3 － 20.6 32.6 23.9

　 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

　 ※ 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。

　 ※ キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。

　 ※ 有利子負債は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おります。

　 ※ 平成24年3月期のキャッシュ・フロー対有利子負債率及びインタレスト・カバレッジ・レシオは営業キャッシュ・

フローがマイナスのため算定しておりません。

（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、経営基盤の強化に向けて内部留保の確保に努めつつ、事業環境や経営成績を勘案し安定的に株主の皆様

への利益還元をおこなうことを配当の基本方針としております。

当期の期末配当金につきましては、当期純利益が前回予想を上回ったことに加え、直近の財務状況及び今後の経

営環境等を総合的に勘案し、前回予想の１株当たり４円から１円増配の１株当たり５円の配当を予定いたしており

ます。

次期におきましては、先行き不透明な状況が継続すると予想されますが、利益配分に関する基本方針に基づき、

１株当たり５円の配当を予定いたしております。

（４）事業等のリスク

経営成績に記載した内容で、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあり

ます。

なお、将来に関する事項は、決算短信発表日現在において判断したものであり、事業等のリスクはこれらに限られ

るものではありません。

① 大口取引先への依存度

取引上位10社の占める割合は、59.6%となっております。

これらの企業との取引条件の急激な変更や契約解除等の場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

② 原材料価格の変動

当社で使用する原材料等の購入価格は、国内、国外の状況、ならびに原油、ナフサ価格の動向等に影響を受ける

他、原材料等を一部取引先に依存しております。コストダウン、販売価格への転嫁等によりその影響を極力回避す

る努力をいたしますが、原材料価格の高騰が当社の事業に影響を及ぼす可能性があります。

③ 食品添加物関係の価格競争

食品添加物部門の製品群には、中国品等の品質向上もあり、ここ数年これらの海外製品との価格競争が激化して

いる製品があります。このため、今後も価格競争が継続し業績に影響を与える可能性があります。

④ 自然災害等による影響

本社は東京都中央区に、東京研究所は東京都板橋区にそれぞれ位置しておりますが、生産拠点は福島県いわき市

に一極集中しているため、常磐工場が地震等の自然災害・火災などに罹災した場合は、生産機能が回復するまでの

間、操業停止となる可能性があります。
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⑤ 資金繰りに関するリスク

当社は、取引先金融機関とシンジケートローンを締結し、当該契約に基づく借入金が1,950百万円あります。当該

シンジケートローンの他にも貸出コミットメントライン契約等を締結していますが、これら契約の財務制限条項に

抵触した場合には、借入金の繰上げ返済請求を受けることがあり、当社の財政状態に影響を及ぼす可能性がありま

す。

２．企業集団の状況

当社グループ(当社及び当社の関係会社)は、当社及び子会社２社により構成されており、アミノ酸関係、化成品関

係、医薬品関係の製造販売を主たる業務として行っております。

当社はファインケミカル事業のみの単一セグメントであります。当社グループの主な事業内容と、当該事業に係る

位置づけは次のとおりであります。

・アミノ酸関係

当社は、アミノ酸、ビタミンなどの製造及び販売を行っております。

・化成品関係

当社は、タイヤコード接着剤原料、農薬中間体、シリコン化合物などの製造及び販売を行っております。

・医薬品関係

当社は、医薬品原料・中間体などの製造及び販売を行っております。

・製造業務の受託等

子会社ユーキテクノサービス㈱は、主として当社の製造業務の受託等を行っております。

・販売関連業務の請負等

子会社YUKI GOSEI KOGYO USA INC.は、米国における海外拠点として、主に当社製品の販売関連業務の請負等を行

っておりましたが、平成24年１月に休眠会社となっております。

以上に述べた事項の系統図は、次のとおりであります。

(注)子会社YUKI GOSEI KOGYO USA INC.は、現在、休眠会社であります。
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３．経営方針

（１）会社の経営の基本方針

当社は、「わが社は内外のあらゆる技術を駆使して人の役に立ち人によろこばれるものを創る」という企業理念を

頂点に置いた経営を目指し、その企業理念を実現するために、時代のニーズに対して柔軟に対応する経営の羅針盤

としての「私たちはファインケミカルに機軸を置き叡智と技術を結集した真の『ものづくり』に挑戦します」とい

う経営理念のもと、企業活動を健全に継続、成長させ、株主の皆様、お客様、従業員、地域社会の皆様など、全て

のステークホルダーに対して、中長期的な視点に立ち、企業価値を常に向上させ、最大化することが使命であると

考えております。

（２）目標とする経営指標

当社の目標とする経営指標につきましては、外部要因に影響を受けることなく安定的に事業の収益性向上を図る

ため、売上高、営業利益、ＲＯＡ(総資産営業利益率)、他財務計数の経営指標について事業年度及び中長期の目標

を掲げ、その達成に向けて取り組んでおります。

（３）中長期的な会社の経営戦略

当社は、「アミノ酸・化成品関係の医薬中間体・原料を始め、医薬品関係(ジェネリックを含む原薬)を成長ドライ

バーとし、早期に成長軌道に乗せる」ことを目指し、平成26年３月期を起点とする３ヵ年の「中期経営計画」（平成

25年度から平成27年度）を策定し、全社員が一致協力して更なる飛躍を目指すべく、掲げた戦略および諸課題に取

り組んでおります。

（４）会社の対処すべき課題

当社は、平成22年から進めてきた３年間の前中期経営計画期間における業績低迷は、震災以外の要因もあったの

ではと考え、今一度、お客さまを始めとした市場の状況や動向を掴みながら、下記施策を全社一丸となって取り組

み、企業体質の強化を図りつつ、持続的な成長を目指してまいります。

<目標達成のための経営課題>

１．企業風土の変革（意識改革の徹底）

・次代を担う人材育成・教育の強化

・全員参加による工場改革活動の推進

・お客さま視点による意識の徹底

・資産の効率的運用を通じた総資産利益率の向上

２．高品位アミノ酸でのトップシェア維持・拡大

・海外新規顧客の発掘・獲得

・お客さまのニーズに基づく用途拡大

・原材料調達ソースの多様化によるコスト競争力の強化

３．収益基盤としての医薬事業の地位確立

・開発スピードを重視した受託体制の強化

・中長期的視野に立った効率的な設備投資

・開発業務の効率化によるコスト競争力の強化

４．将来を見据えた新規事業への取り組み

・ライフサイエンス分野(食品、化粧品等)を中心とした新商品の開発

・医薬分野における新規事業への挑戦

・既存技術の深化、それに基づく新規事業への展開

４．会計基準の選択に関する基本的な考え方

当社は日本基準による非連結決算を実施しております。今後のIFRS(国際財務報告基準)導入に関する動向を注視

しつつ、適切に対応する体制の整備に努めてまいります。
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５．財務諸表

（１）貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(平成26年３月31日)

当事業年度
(平成27年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,646,943 1,886,472

受取手形 198,494 224,948

売掛金 2,563,006 2,492,286

製品 2,523,221 2,261,119

仕掛品 555,895 487,906

原材料 856,555 768,573

貯蔵品 63,030 64,240

前払費用 36,942 23,967

繰延税金資産 81,859 103,416

その他 159,553 111,922

貸倒引当金 △300 △300

流動資産合計 8,685,203 8,424,553

固定資産

有形固定資産

建物 4,502,878 4,560,590

減価償却累計額 △3,123,144 △3,185,784

建物（純額） 1,379,734 1,374,806

構築物 1,927,585 1,944,895

減価償却累計額 △1,597,839 △1,620,831

構築物（純額） 329,745 324,063

機械及び装置 17,184,613 16,939,750

減価償却累計額 △16,034,711 △15,719,195

機械及び装置（純額） 1,149,901 1,220,554

車両運搬具 91,955 91,955

減価償却累計額 △88,853 △90,659

車両運搬具（純額） 3,101 1,295

工具、器具及び備品 1,502,919 1,474,757

減価償却累計額 △1,339,699 △1,280,632

工具、器具及び備品（純額） 163,220 194,124

土地 3,181,828 3,181,828

リース資産 383,050 383,050

減価償却累計額 △6,384 △31,920

リース資産（純額） 376,665 351,129

建設仮勘定 24,889 45,096

有形固定資産合計 6,609,087 6,692,899
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(単位：千円)

前事業年度
(平成26年３月31日)

当事業年度
(平成27年３月31日)

無形固定資産

借地権 21,920 21,920

ソフトウエア 66,447 61,807

その他 3,986 3,986

無形固定資産合計 92,355 87,714

投資その他の資産

投資有価証券 1,958,918 2,034,528

関係会社株式 101,306 101,306

出資金 10 10

従業員に対する長期貸付金 31,449 26,170

長期前払費用 59,186 44,091

繰延税金資産 98,227 42,401

その他 6,119 77,038

投資その他の資産合計 2,255,217 2,325,546

固定資産合計 8,956,660 9,106,160

資産合計 17,641,863 17,530,713

負債の部

流動負債

支払手形 283,634 261,462

買掛金 1,198,633 1,271,833

短期借入金 800,000 700,000

1年内返済予定の長期借入金 336,000 182,600

1年内償還予定の社債 107,000 67,000

リース債務 25,536 25,536

未払金 196,235 181,350

未払費用 52,670 49,793

未払法人税等 194,351 －

前受金 6,831 －

預り金 8,525 9,338

賞与引当金 160,350 136,546

固定資産解体費用引当金 ※1 60,600 ※1 10,548

事業撤退損失引当金 － ※2 39,210

設備関係支払手形 242,829 285,381

設備関係未払金 83,832 98,254

その他 6,102 86,180

流動負債合計 3,763,133 3,405,036

固定負債

社債 89,500 22,500

長期借入金 1,966,000 1,925,100

リース債務 351,129 325,592

再評価に係る繰延税金負債 697,655 632,188

退職給付引当金 759,507 810,040

資産除去債務 14,109 14,261

その他 6,568 2,800

固定負債合計 3,884,470 3,732,483

負債合計 7,647,604 7,137,520
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(単位：千円)

前事業年度
(平成26年３月31日)

当事業年度
(平成27年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 3,471,000 3,471,000

資本剰余金

資本準備金 3,250,140 3,250,140

資本剰余金合計 3,250,140 3,250,140

利益剰余金

利益準備金 322,000 322,000

その他利益剰余金

圧縮記帳積立金 41,460 43,590

別途積立金 1,822,000 1,822,000

繰越利益剰余金 543,374 782,655

利益剰余金合計 2,728,834 2,970,246

自己株式 △44,512 △46,078

株主資本合計 9,405,462 9,645,309

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 602,515 694,141

繰延ヘッジ損益 △2,435 △440

土地再評価差額金 △11,283 54,182

評価・換算差額等合計 588,796 747,884

純資産合計 9,994,259 10,393,193

負債純資産合計 17,641,863 17,530,713
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（２）損益計算書

(単位：千円)
前事業年度

(自 平成25年４月１日
　至 平成26年３月31日)

当事業年度
(自 平成26年４月１日
　至 平成27年３月31日)

売上高 9,422,580 10,005,178

売上原価

製品期首たな卸高 2,554,950 2,523,221

当期製品製造原価 7,599,385 7,890,095

合計 10,154,336 10,413,317

他勘定振替高 125,379 16,624

製品期末たな卸高 2,523,221 2,261,119

売上原価合計 7,505,734 8,135,573

売上総利益 1,916,846 1,869,605

販売費及び一般管理費

運搬費 299,513 327,510

役員報酬及び給料手当 396,184 411,968

賞与引当金繰入額 41,366 35,805

退職給付費用 34,669 41,686

減価償却費 36,713 41,242

研究開発費 360,481 276,402

その他 516,894 502,049

販売費及び一般管理費合計 1,685,823 1,636,664

営業利益 231,023 232,941

営業外収益

受取利息 974 882

受取配当金 31,881 35,064

為替差益 348 17,431

助成金収入 127,838 27,841

受取技術料 16,053 －

雑収入 16,856 23,614

営業外収益合計 193,952 104,833

営業外費用

支払利息 50,521 55,801

社債利息 3,783 2,110

アレンジメントフィー 39,000 14,000

休止固定資産減価償却費 32,262 －

雑損失 9,549 7,440

営業外費用合計 135,116 79,352

経常利益 289,858 258,422
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(単位：千円)
前事業年度

(自 平成25年４月１日
　至 平成26年３月31日)

当事業年度
(自 平成26年４月１日
　至 平成27年３月31日)

特別利益

受取補償金 ※1 475,919 ※1 187,712

投資有価証券売却益 － 19,230

特別利益合計 475,919 206,943

特別損失

固定資産除却損 65,105 43,067

事業撤退損 ※2 447,571 －

固定資産解体費用引当金繰入額 － ※3 10,548

事業撤退損失引当金繰入額 － ※4 39,210

特別損失合計 512,677 92,825

税引前当期純利益 253,100 372,540

法人税、住民税及び事業税 221,000 1,014

法人税等調整額 △21,404 41,316

法人税等合計 199,595 42,331

当期純利益 53,504 330,209
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（３）株主資本等変動計算書

前事業年度(自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日)

(単位：千円)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 資本剰余金合計 利益準備金

当期首残高 3,471,000 3,250,140 3,250,140 322,000

当期変動額

自己株式の取得

剰余金の配当

圧縮記帳積立金の税

率変更による増加

当期純利益

株主資本以外の項目

の当期変動額（純額）

当期変動額合計 － － － －

当期末残高 3,471,000 3,250,140 3,250,140 322,000

株主資本

利益剰余金

自己株式 株主資本合計その他利益剰余金
利益剰余金合計

圧縮記帳積立金 別途積立金 繰越利益剰余金

当期首残高 41,460 1,822,000 555,387 2,740,848 △43,722 9,418,267

当期変動額

自己株式の取得 △790 △790

剰余金の配当 △65,518 △65,518 △65,518

圧縮記帳積立金の税

率変更による増加
－

当期純利益 53,504 53,504 53,504

株主資本以外の項目

の当期変動額（純額）

当期変動額合計 － － △12,013 △12,013 △790 △12,804

当期末残高 41,460 1,822,000 543,374 2,728,834 △44,512 9,405,462

評価・換算差額等

純資産合計その他有価証券評

価差額金
繰延ヘッジ損益 土地再評価差額金

評価・換算差額等

合計

当期首残高 331,753 △9,343 △11,283 311,125 9,729,393

当期変動額

自己株式の取得 △790

剰余金の配当 △65,518

圧縮記帳積立金の税

率変更による増加
－

当期純利益 53,504

株主資本以外の項目

の当期変動額（純額）
270,762 6,907 － 277,670 277,670

当期変動額合計 270,762 6,907 － 277,670 264,865

当期末残高 602,515 △2,435 △11,283 588,796 9,994,259
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当事業年度(自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日)

(単位：千円)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 資本剰余金合計 利益準備金

当期首残高 3,471,000 3,250,140 3,250,140 322,000

会計方針の変更による

累積的影響額
会計方針の変更を反映

した当期首残高
3,471,000 3,250,140 3,250,140 322,000

当期変動額

自己株式の取得

剰余金の配当

圧縮記帳積立金の税

率変更による増加

当期純利益

株主資本以外の項目

の当期変動額（純額）

当期変動額合計 － － － －

当期末残高 3,471,000 3,250,140 3,250,140 322,000

株主資本

利益剰余金

自己株式 株主資本合計その他利益剰余金
利益剰余金合計

圧縮記帳積立金 別途積立金 繰越利益剰余金

当期首残高 41,460 1,822,000 543,374 2,728,834 △44,512 9,405,462

会計方針の変更による

累積的影響額
△23,287 △23,287 △23,287

会計方針の変更を反映

した当期首残高
41,460 1,822,000 520,087 2,705,547 △44,512 9,382,175

当期変動額

自己株式の取得 △1,565 △1,565

剰余金の配当 △65,510 △65,510 △65,510

圧縮記帳積立金の税

率変更による増加
2,130 △2,130 －

当期純利益 330,209 330,209 330,209

株主資本以外の項目

の当期変動額（純額）

当期変動額合計 2,130 － 262,568 264,698 △1,565 263,133

当期末残高 43,590 1,822,000 782,655 2,970,246 △46,078 9,645,309
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評価・換算差額等

純資産合計その他有価証券評

価差額金
繰延ヘッジ損益 土地再評価差額金

評価・換算差額等

合計

当期首残高 602,515 △2,435 △11,283 588,796 9,994,259

会計方針の変更による

累積的影響額
△23,287

会計方針の変更を反映

した当期首残高
602,515 △2,435 △11,283 588,796 9,970,971

当期変動額

自己株式の取得 △1,565

剰余金の配当 △65,510

圧縮記帳積立金の税

率変更による増加
－

当期純利益 330,209

株主資本以外の項目

の当期変動額（純額）
91,626 1,994 65,466 159,087 159,087

当期変動額合計 91,626 1,994 65,466 159,087 422,221

当期末残高 694,141 △440 54,182 747,884 10,393,193
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（４）キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
前事業年度

(自 平成25年４月１日
　至 平成26年３月31日)

当事業年度
(自 平成26年４月１日
　至 平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益 253,100 372,540

減価償却費 559,547 511,687

賞与引当金の増減額（△は減少） 44,070 △23,804

固定資産解体費用引当金の増減額（△は減少） 60,600 10,548

事業撤退損失引当金の増減額（△は減少） － 39,210

退職給付引当金の増減額（△は減少） △62,752 14,496

固定資産除却損 65,105 43,067

事業撤退損 246,816 －

投資有価証券売却損益（△は益） － △19,230

受取補償金 △475,919 △187,712

補助金収入 △127,838 △27,841

受取利息及び受取配当金 △32,856 △35,946

雑収入 △33,257 △41,045

支払利息 54,304 57,912

雑損失 48,549 21,440

売上債権の増減額（△は増加） 754,530 37,434

たな卸資産の増減額（△は増加） △62,741 416,862

仕入債務の増減額（△は減少） 203,787 26,763

未払又は未収消費税等の増減額 △71,102 99,559

その他 18,444 38,021

小計 1,442,388 1,353,962

利息及び配当金の受取額 32,843 35,956

利息の支払額 △40,689 △57,844

補償金の受取額 475,919 187,712

補助金の受取額 200 134,163

その他 △12,186 8,371

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △129,266 △277,717

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,769,209 1,384,604

投資活動によるキャッシュ・フロー

長期性預金の預入による支出 － △70,000

長期性預金の払戻による収入 － 70,000

投資有価証券の売却による収入 － 39,830

有形固定資産の取得による支出 △678,123 △515,043

固定資産の除却による支出 △44,414 △90,910

貸付けによる支出 △470 －

貸付金の回収による収入 3,880 5,278

無形固定資産の取得による支出 △42,014 △31,560

その他固定資産の取得による支出 △1,390 △1,438

その他固定資産の解約による収入 1,132 316

投資活動によるキャッシュ・フロー △761,400 △593,526
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(単位：千円)
前事業年度

(自 平成25年４月１日
　至 平成26年３月31日)

当事業年度
(自 平成26年４月１日
　至 平成27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） △1,240,000 △100,000

長期借入れによる収入 1,800,000 150,000

長期借入金の返済による支出 △336,000 △344,300

リース債務の返済による支出 △6,384 △25,536

社債の償還による支出 △132,000 △107,000

自己株式の取得による支出 △790 △1,565

配当金の支払額 △64,897 △65,166

財務活動によるキャッシュ・フロー 19,927 △493,568

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,987 12,019

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,025,748 309,528

現金及び現金同等物の期首残高 401,194 1,426,943

現金及び現金同等物の期末残高 1,426,943 1,736,472

決算短信 （宝印刷）  2015年05月14日 17時23分 16ページ （Tess 1.40(64) 20150116_01）



有機合成薬品工業株式会社(4531) 平成27年３月期 決算短信

－ 17 －

（５）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)

「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27年３月26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しております。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とする方法から、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、当事業年度

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。

その結果、当事業年度の期首の退職給付引当金が36,037千円増加し、利益剰余金が23,287千円減少しておりま

す。また、当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に与える影響額は軽微であります。

なお、当事業年度の１株当たり純資産額は1.07円減少し、１株当たり当期純利益に与える影響額は軽微でありま

す。
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(貸借対照表関係)

※１ 事業の一部撤退に伴う設備の撤去費用に対する引当金であります。

　
※２ 事業の一部撤退に伴い発生が見込まれる損失に対する引当金であります。

(損益計算書関係)

※１ 東京電力株式会社から公表された賠償基準に基づく、福島第一原子力発電所の事故に伴う風評被害等に対する賠

償金であります。

※２ 事業撤退損は化成品関係事業の一部撤退に伴い発生した費用であり、内訳は下記の通りであります。

固定資産除却損 30,086千円

固定資産解体引当金繰入 60,600千円

減損損失(注) 216,730千円

たな卸資産評価損 140,155千円

計 447,571千円

　(注) 当事業年度において、当社は以下の資産グループについて減損処理を特別損失に計上いたしました。

用途 種類 場所 減損損失

化成品製造設備

建物、構築物、
機械及び装置、
車両運搬具、
工具、器具及び備品

常磐工場
(福島県いわき市)

216,730千円

　 当社は、事業の区分をもとに概ね独立したキャッシュ・フローを生み出す最小の単位によって資産のグルーピ

　ングを行っております。

　 また、遊休状態にある資産については物件ごとに評価を行っております。

　 化成品製造設備については、化成品関係事業の一部撤退に伴い、将来キャッシュ・フローによって帳簿価額の

　全額を回収できる可能性が無いと判断し回収可能価額は、零として算定しております。この減少額を減損損失と

　して特別損失に計上しております。

　 減損損失の内訳は、建物37,883千円、構築物23,629千円、機械及び装置151,188千円、車両運搬具136千円、工

　具、器具及び備品3,893千円であります。

※３ 事業の一部撤退に伴う設備の撤去費用に対する引当金の繰入額であります。

※４ 事業の一部撤退に伴い発生が見込まれる損失に対する引当金の繰入額であります。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

当社はファインケミカル事業のみの単一セグメントであるため、記載を省略しております。

【関連情報】

　前事業年度（自 平成25年４月１日 至 平成26年３月31日）

　１．製品及びサービスごとの情報 （単位：千円）

製品区分 アミノ酸関係 化成品関係 医薬品関係 合計

外部顧客への売上高 4,245,965 3,026,383 2,150,231 9,422,580

　２．地域ごとの情報

　 （１）売上高 （単位：千円）

日本 北アメリカ ヨーロッパ アジア その他 合計

5,333,953 2,018,567 1,153,016 676,517 240,526 9,422,580

　 （２）有形固定資産

本邦以外に所属している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

　３．主要な顧客ごとの情報

(単位：千円）

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名

株式会社山口薬品商会 1,123,596 ファインケミカル事業

住友化学株式会社 1,028,608 ファインケミカル事業

　当事業年度（自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日）

　１．製品及びサービスごとの情報 （単位：千円）

製品区分 アミノ酸関係 化成品関係 医薬品関係 合計

外部顧客への売上高 4,297,469 3,389,048 2,318,660 10,005,178

　２．地域ごとの情報

　 （１）売上高 （単位：千円）

日本 北アメリカ ヨーロッパ アジア その他 合計

5,624,441 2,233,243 1,112,373 798,479 236,639 10,005,178

　 （２）有形固定資産

本邦以外に所属している有形固定資産がないため、該当事項はありません。

　３．主要な顧客ごとの情報

(単位：千円）

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名

株式会社山口薬品商会 1,305,811 ファインケミカル事業

住友化学株式会社 1,022,271 ファインケミカル事業
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【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

　 当社グループは単一セグメントであるため、記載を省略しております。

【報告セグメントごとののれん償却額及び未償却残高に関する情報】

　 該当事項はありません。

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

　 該当事項はありません。

(持分法損益等)

１ 関連会社に関する事項

　 当社は、関連会社を有しておりません。

２ 開示対象特別目的会社に関する事項

当社は、開示対象特別目的会社を有しておりません。

(１株当たり情報)

前事業年度
(自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日)

当事業年度
(自 平成26年４月１日
至 平成27年３月31日)

１株当たり純資産額 457.68円 １株当たり純資産額 476.08円

１株当たり当期純利益金額 2.45円 １株当たり当期純利益金額 15.12円
　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額に

ついては、新株予約権付社債等の潜在株式がないため

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金額に

ついては、新株予約権付社債等の潜在株式がないため

記載しておりません。

(注) １． １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前事業年度

(自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日)

当事業年度
(自 平成26年４月１日
至 平成27年３月31日)

当期純利益(千円) 53,504 330,209

普通株主に帰属しない金額(千円) － －

普通株式に係る当期純利益(千円) 53,504 330,209

期中平均株式数(株) 21,838,378 21,834,103

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。

項目
前事業年度

(平成26年３月31日)
当事業年度

(平成27年３月31日)

純資産の部の合計額(千円) 9,994,259 10,393,193

純資産の部の合計額から控除する金額(千円) － －

普通株式に係る期末の純資産額(千円) 9,994,259 10,393,193

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(株)

21,836,752 21,830,867

(重要な後発事象)

　 該当事項はありません。
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６．その他

（１）生産、受注及び販売の状況

① 生産実績

セグメントの名称

前事業年度
(自 平成25年４月１日
　至 平成26年３月31日)

当事業年度
(自 平成26年４月１日
　至 平成27年３月31日)

金額(千円) 金額(千円)

ファインケミカル事業 9,781,603 9,605,458

合計 9,781,603 9,605,458

(注) １ 金額は販売価格によっております。

　 ２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　
② 受注状況

当社は受注による生産は僅かであり、主として見込み生産によっておりますので、受注ならびに受注残につい

　て、特に記載すべき事項はありません。

　
③ 販売実績

製品区分

前事業年度
(自 平成25年４月１日
　至 平成26年３月31日)

当事業年度
(自 平成26年４月１日
　至 平成27年３月31日)

金額(千円) 金額(千円)

アミノ酸関係 4,245,965 4,297,469

化成品関係 3,025,383 3,389,048

医薬品関係 2,150,231 2,318,660

合計 9,422,580 10,005,178

(注) １ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２ 最近２事業年度の主要な輸出先及び輸出販売高及び割合は、次のとおりであります。

　 ( )内は総販売実績に対する輸出高の割合であります。

輸出先
第94期 第95期

販売金額(千円) 割合(％) 販売金額(千円) 割合(％)

北アメリカ 2,018,567 49.4 2,233,243 51.0

ヨーロッパ 1,153,016 28.2 1,112,373 25.4

アジア 676,517 16.5 798,479 18.2

その他 240,526 5.9 236,639 5.4

計
4,088,627

(43.4％)
100.0

4,380,736
(43.8％)

100.0

　 ３ 最近２事業年度の主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりで

　 あります。

相手先
第94期 第95期

販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％)

株式会社山口薬品商会 1,123,596 11.9 1,305,811 13.9

住友化学株式会社 1,028,608 10.9 1,022,271 10.8

　 ※１ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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（２）役員の異動

役員の人事異動(平成27年６月下旬予定)

(１)委嘱

氏名 新職名 現職名

伊藤 和夫 代表取締役 社長執行役員 代表取締役 社長

山戸 康彦 取締役 常務執行役員 取締役

坂上 祐一 取締役 執行役員 取締役

宮田 宣嘉 取締役 執行役員 取締役

山田 啓介 取締役(社外) 取締役(社外)

篙 重伸 常勤監査役 調査部在籍

(２)退任予定役員

氏名 現職名

長井 明人 取締役

原 孝 常勤監査役

　※退任する長井明人、原孝は、顧問に就任する予定。

(３)ご参考

　執行役員制度の導入の結果、平成27年６月下旬開催予定の定時株主総会、取締役会及び監査役会終了後以降の役員及

び執行役員新体制は以下のとおりになる予定です。

役職 氏名 所管部門・部署

代表取締役 社長執行役員 伊藤 和夫 経営管理部門統括 兼 研究開発部門統括

取締役 常務執行役員 山戸 康彦 管理部門統括 兼 経営管理部門副統括

取締役 執行役員 坂上 祐一 営業部門統括

取締役 執行役員 宮田 宣嘉 生産部門統括 兼 常磐工場長

取締役(社外) 山田 啓介

執行役員 松井 勝 総務人事部長

執行役員 松川 昌雄 アミノ酸本部長

執行役員 松本 清一郎 医薬品本部長

常勤監査役 篙 重伸

監査役(社外) 濵 邦久

監査役(社外) 石原 尚文
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