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1.  22年3月期の連結業績（平成21年4月1日～平成22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 ％

22年3月期 104,511 △0.1 5,481 1.8 2,670 △9.0 △1,323 ―

21年3月期 104,661 △10.8 5,384 △66.4 2,933 △77.8 △422 ―

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 ％ ％ ％

22年3月期 △3.30 ― △2.9 1.6 5.2
21年3月期 △1.07 ― △0.9 1.7 5.1

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  410百万円 21年3月期  364百万円

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

22年3月期 174,381 44,811 25.7 111.87
21年3月期 163,805 45,372 27.7 113.25

（参考） 自己資本   22年3月期  44,775百万円 21年3月期  45,339百万円

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

22年3月期 △879 △7,426 13,855 18,304
21年3月期 △7,325 △8,265 745 12,648

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 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 ％ ％

21年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―

22年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―

23年3月期 
（予想）

― 0.00 ― 0.00 0.00 ―

3.  23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間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 
連結累計期間

51,000 7.6 300 ― △1,000 ― △1,100 ― △2.74

通期 103,000 △1.4 8,000 46.0 5,000 87.2 2,500 ― 6.24
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4.  その他 

(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) 連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

（注）詳細は、23ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たりの当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、35ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期 403,839,431株 21年3月期 403,839,431株

② 期末自己株式数 22年3月期  3,601,931株 21年3月期  3,515,620株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年3月期の個別業績（平成21年4月1日～平成22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 ％

22年3月期 74,515 △5.2 4,600 △20.6 1,886 △45.5 △1,847 ―

21年3月期 78,595 △11.4 5,792 △57.1 3,464 △69.6 1,977 461.2

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
円 銭 円 銭

22年3月期 △4.61 ―

21年3月期 5.02 ―

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

22年3月期 159,757 42,820 26.8 106.98
21年3月期 151,393 44,596 29.5 111.39

（参考） 自己資本 22年3月期  42,820百万円 21年3月期  44,596百万円

2.  23年3月期の個別業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

業績の予想につきましては、本資料の発表日現在の将来に関する前提・見通し・計画に基づく予測が含まれております。世界経済・競合状況・為替の変動
等にかかわるリスクや不確定要因により実際の業績及び配当金が記載の予想数値と異なる可能性があります。 

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 
累計期間

31,000 1.0 △200 ― △1,600 ― △1,600 ― △3.99

通期 80,000 7.4 6,700 45.6 3,500 85.5 1,400 ― 3.49
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１ 経営成績 

(1) 経営成績に関する分析 

① 当期の概況 

当期の世界経済は、国や地域ごとの跛行性は見られたものの、総じて世界同時不況後の深刻な景気低迷か

らは緩やかに回復に向かいました。特にアジア地域では、中国が内需を中心に好調に推移し、その他のアジ

ア地域でも回復が見られました。一方、欧米の景気は、米国で緩やかな持ち直しが続き、欧州でも下げ止ま

りは見られたものの、全体としては厳しい状況が続きました。 

わが国経済は、生産活動が上向くなど着実に景気回復の動きが見られたものの、アジアを中心とした輸出

や景気対策に牽引されたもので、自立的な回復には力強さを欠く状況にありました。 

このような経済環境の下、当社グループ主力事業を取り巻く市場環境は、酸化チタンでは、景気後退に伴

う需要の減少は国内・海外とも年度初めに底を打ったものの、国内での回復は緩やかで、年度総需要量が前

期を下回るなど不十分なものとなりました。農薬では、一昨年、穀物の需要増加や価格上昇が追い風となっ

て急拡大した農薬需要が、その後の穀物価格の下落の影響などを受けて鈍化し、グローバル出荷額では 2006

年以来３年ぶりに前年実績を下回る状況となりました。 

当社グループは、こうした市場環境に対応し、需給バランスを重視した生産と経費削減の徹底などキャッ

シュ・フロー重視の事業運営を推進してまいりましたが、無機化学事業、有機化学事業とも、主力製品に対

する需要減の影響を克服するには至りませんでした。 

この結果、当期の売上高は 1,045 億円、営業利益は 54 億円といずれも前期並みにとどまり、一方で営業

外収支尻が悪化したことから経常利益は 26 億円（前期比２億円減）となりました。特別損益では、国内外

の連結子会社で生産拠点の統廃合に伴う事業構造改善費用や固定資産の減損損失を計上したことなどによ

り、当期純損失は 13 億円（前期は４億円の当期純損失）となりました。 

 

事業の種類別セグメントの状況は次のとおりであります。 

 

（無機化学事業） 

酸化チタンは、アジア地域を中心として需要の回復が鮮明となり需給にタイト感がでてきているものの、

国内では主要な業界が部分的かつ緩やかな回復にとどまり、全体としての販売量は微増となりました。 

機能材料、電子材料は、電子部品用途向けの販売が回復してきたことなどから売上高は増加しました。 

損益面では、期前半に実施した生産調整の影響がありましたが、国内外で販売価格の改善に取り組んだこ

となどから、前期に比べ営業赤字幅が改善しました。 

この結果、当期の売上高は 462 億円（前期比 10 億円減）、営業損失は 25 億円（前期は 49 億円の営業損失）

となりました。 

 

（有機化学事業） 

農薬は、国内では主力剤の販売が総じて好調に推移したことから増収となりました。一方、海外では南米

向け殺菌剤の販売が伸びたものの、欧州向け殺菌剤の販売が天候要因により減少したことなどに加え、欧州

通貨が円高に推移した影響を受け、売上高、営業利益ともに前期を下回りました。 

医薬は、受託製造している医薬原末の販売の一部が翌期にずれ込んだために売上高は減少しました。 

この結果、当期の売上高は 429 億円（前期比 72 億円減）、営業利益は 90 億円（前期比 28 億円減）となり

ました。 

 

（建設事業） 

建設業は、仕掛中であった大型工事が完成したことから、売上高は 142 億円（前期比 80 億円増）、営業利

益は 15 億円（前期比１億円増）となりました。 

 

（その他の事業） 

その他の事業は、売上高９億円（前年同期並）、営業利益は１億円（前年同期並）となりました。 

 

② 次期の見通し 

今後の経済見通しについては、世界経済は中国を始めとした新興国の経済牽引を背景に、緩やかながら総

じて回復基調で推移するものと思われます。一方、日本経済はデフレの進展、景気刺激策効果の剥落による

影響が懸念されますが、BRICs など新興国主導の輸出増加や在庫調整の進展を受けた生産活動の増加、底堅

い個人消費などにより、水準は低いながら緩やかに回復を続けるものと想定されます。また原油や石炭など

の資源価格が上昇しつつあり、今後企業収益を圧迫するリスクを抱えております。 

このような事業環境見通しの下、当社グループは、平成 21 年度よりスタートした｢第４次中期経営計画｣

の２年目となる次期において、農薬事業の持続的な成長を確保するとともに、無機化学事業の収益基盤の回

復に向け改革を進め、グループ全体の収益力の向上を目指してまいります。 
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当社グループの次期見通しと取り組みについては、無機化学事業では、当社主要マーケットであるアジア

地区をはじめ世界の酸化チタンの需給の大幅な改善や、電子材料向け等の機能材料製品の需要回復を背景と

して、拡販と価格改善に取り組むとともに、工場稼働率向上による製造コスト低減等の黒字化に向けた収益

改善を図ってまいります。有機化学事業では、世界的な人口増加、所得の上昇を受けた食糧増産に伴う農薬

需要の増加に対応した生産体制の構築とコスト削減に取り組み、新規剤を梃子に業容の拡大と収益基盤の強

化を図ってまいります。当社グループは、需要動向に応じた生産を行い、在庫の適正化と費用の削減に注力

し、キャッシュ・フロー重視の事業運営を推進してまいります。併せて、販売面においても、製品価格の是

正、付加価値の高い製品へのシフトによる収益確保を図ってまいります。 

上記取り組みにより、次期の業績見通しにつきましては、売上高 1,030 億円（当期比 15 億円減）、営業利

益 80 億円（当期比 25 億円増）、経常利益 50 億円（当期比 23 億円増）、当期純利益 25 億円（前期は 13 億円

の当期純損失）を予想しております。なお、この見通しの算出において、前提としている主要通貨の為替レ

ートは、90 円／米ドル、120 円／ユーロと想定しております。 

 

(2) 財政状態に関する分析 

① 資産・負債・純資産の状況 

当期末の総資産は、1,743 億円（前期末比 105 億円の増加）となりました。主な増加要因は、現預金の 57

億円の増加、受取手形及び売掛金の 63 億円の増加、有形固定資産の 25 億円の増加であります。主な減少要

因は、その他流動資産の 36 億円の減少であります。 

負債については、1,295 億円（前期末比 111 億円の増加）となりました。主な増加要因は、支払手形及び

買掛金の増加の 14 億円、社債の 20 億円の増加、長短借入金の 131 億円の増加であります。主な減少要因は、

前受金の 48 億円の減少、フェロシルト回収費用損失引当金の 31 億円の減少であります。 

純資産については、当期純損失の計上や為替換算調整勘定の増加により 448 億円（前期末比５億円の減少）

となりました。 

 

② キャッシュ・フローの状況 

営業活動によるキャッシュ・フローは、８億円の支出（前期比 64 億円収入増）となりました。主な増加

要因は、税金等調整前当期純利益１億円、減価償却費及びその他の償却費の調整 54 億円、減損損失の調整

17 億円などであり、主な減少要因は、売上債権・たな卸資産・仕入債務合計の運転資金の増加 38 億円、フ

ェロシルト回収工事進捗に伴う支払（フェロシルト回収損失引当金の減少）31 億円などであります。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、74 億円の支出（前期比８億円支出減）となりました。主な内容

は、固定資産の取得 77 億円などです。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、138 億円の収入（前期比 131 億円収入増）となりました。主な増

加要因は、長期借入金の調達 254 億円、社債発行による調達 20 億円などであり、主な減少要因は、長期借

入金の返済 130 億円などです。 

この結果、現金及び現金同等物の当期末残高は前期末より 56 億円増加し、183 億円となりました。 

 

キャッシュ・フロー指標のトレンド 

 平成 18年３月期 平成 19 年３月期 平成 20 年３月期 平成 21 年３月期 平成 22 年３月期

自己資本比率（％） 27.8 23.5 26.4 27.7 25.7

時価ベースの自己資本比率（％） 48.0 43.0 49.4 15.2 17.7

債 務 償 還 年 数 ( 年 ) 7.2 11.6 － － －

インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍） 7.8 4.9 － － －

（注）１.各指標は、いずれも連結ベースの財務数値より算出しております。 

２.各指標は以下の算式により計算しております。 

※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 

（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。） 

※債務償還年数：有利子負債／営業活動によるキャッシュ・フロー（前々期、前期及び当期は営業活動に

よるキャッシュ・フローがマイナスのため記載しておりません。） 

※インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業活動によるキャッシュ・フロー／利払い（前々期、前期及び

当期は営業活動によるキャッシュ・フローがマイナスのため記載しておりません。） 
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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、企業価値を高めることにより株主に対する利益還元を図ることを経営の 重要政策の一つと位置

付けており、業績及び今後の見通しと経営基盤の強化及び将来の事業展開のための内部留保の充実を考慮し

ながら、安定的かつ業績に応じた配当の実施を基本に考えております。しかしながら、過去において多額の

損失を計上し、当期も損失を計上したことから、当期の配当は見送りとさせていただきます。次期配当につ

きましても見送りとさせていただく予定でおります。当社といたしましては、持続的成長と安定収益を確保

しうる事業構造の確立に向け、全構成員が一丸となって精一杯取り組み、一日も早く復配を果たせるよう努

めてまいる所存です。 

 

２ 企業集団の状況 
当社グループは、当社、子会社 26 社及び関連会社７社により構成されており、主な関係会社の位置付けと事

業の種類別セグメントとの関連は次のとおりであります。 

 

【無機化学事業】：酸化チタン、機能材料、電子材料、その他化成品 

酸化チタンは、当社と ISK SINGAPORE PTE. LTD.及び富士チタン工業㈱で製造し、国内はもとより世界市

場に向けて直接・間接に販売しております。台湾石原産業(股)は当社の半製品を仕上製造し、同国内で販売

しておりましたが、同社は平成 22 年５月末（予定）に製造を停止し、当社グループの酸化チタン製品等の

輸入・販売業務を行う予定であります。 

機能材料は、当社及び富士チタン工業㈱が製造し、直接・間接に販売しております。 

電子材料は、富士チタン工業㈱が製造販売を行っております。 

 

【有機化学事業】：農薬（除草剤、殺虫剤、殺菌剤等）、有機中間体、医薬 

農薬は、当社が製造し、国内販売は石原バイオサイエンス㈱を通じて、海外販売は当社が直接・間接に販

売しております。主な海外子会社の位置付けは次のとおりであります。 

・ ISK BIOSCIENCES EUROPE S.A.は欧州・中東及びアフリカ地域における当社農薬事業の統括及び農薬の製

剤・販売を行っております。 

・ ISK BIOSCIENCES CORP.は米州における当社開発農薬の登録及び市場開発を中心に行っております。 

有機中間体は、当社が製造し直接販売を行っております。 

医薬については、当社保有技術を活かして他社医薬品原末の受託製造を行っております。 

 

【建設事業】：建設業 

石原化工建設㈱が、当社グループの生産設備等の建設・修繕や外部受託によるプラントなどの建設を行っ

ております。 

 

【その他の事業】：商社業等 

商社業は、石原テクノ㈱が、当社の無機・有機化学製品の販売や原材料の調達などを行っている他、一般

化学工業品等の仕入･販売を行っております。 

 

事業の系統図は次頁のとおりであります。 
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製品  製品 製品 

(無機化学) (有機化学)

販売会社 販売会社

◎ISHIHARA 製品 製品 ◎石原バイオサイエンス(株)

    CORPORATION U.S.A. ◎ISK BIOSCIENCES

○韓国石原産業(株)                  EUROPE S.A.

◎IBE FRANCE S.A.R.L.

製造・販売会社 無 有 ◎ISK BIOSCIENCES S.L.

◎ISK SINGAPORE PTE. LTD. 原料・製品 □BELCHIM CROP

◎台湾石原産業(股) 製品 機 機           PROTECTION S.A.

◎富士チタン工業(株) 原料 ○ISK BIOSCIENCES

○石原酸素(株) 製造委託 化 化                  KOREA LTD.

△AVC CHEMICAL CORP.

管理会社 学 学 □北海三共（株）

○ISK AUSTRALIA PTY. LTD. △浙江石原金牛化工有限公司

◎ISK MAGNETICS, INC. 事 事

製造・販売会社

業 業 ◎ISK BIOCIDES, INC.

(その他) 登録・開発会社

商　社
業務委託 ◎ISK BIOSCIENCES CORP.

◎石原テクノ(株) 製品・原料

管理会社

自家発電事業会社 ◎ISK AMERICAS

□四日市エネルギーサービス（株） エネルギー供給             INCORPORATED

資産管理会社

○石原鉱産(株) 資産の管理委託
(建設業)

建設会社
建設･修繕　 ◎石原化工建設(株)

◎連結子会社　 　□持分法適用関連会社

○非連結子会社　△持分法非適用関連会社

(当　社)

石原産業(株)

得　　　　意　　　　先
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３ 経営方針 
(1) 会社の経営の基本方針、(2) 目標とする経営指標、中長期的な会社の経営戦略は、平成 21 年３月期決算

短信（平成 21 年５月 15 日開示）により開示を行った内容から重要な変更がないため開示を省略します。 

当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

 

（当社ホームページ） 

http://www.iskweb.co.jp/cgi-bin/auto/ir/index.cgi 

 

（東京証券取引所ホームページ（上場会社情報検索ページ）） 

http://www.tse.or.jp/listing/compsearch/index.html 

 

(3) 会社の対処すべき課題 

当社グループは、昨年、「第４次中期経営計画」を策定するにあたって、創立 100 周年を迎える 2020 年に

向け目指すべき企業グループ像を定め、この中期経営計画を、その実現に向けた第一歩と位置付けました。

初年度となる平成 21 年度は、計数面では初年度目標を下回る結果となりましたが、経営の基本方針並びに事

業戦略に変更はなく、今後も事業環境の変化に対応しつつ中期経営計画に沿って活動してまいります。 

当社グループが収益性を高めるための 重要課題は、無機化学事業の収益基盤を早期に回復することであ

ると認識しております。初年度は、需要の急減に伴い生産調整を強いられるなど非常に厳しい市場環境の中

ではありましたが、国内外の連結子会社で生産拠点の統廃合など生産構造面の体質強化を実施しました。２

年目は、需要の回復に応じた全般的な拡販努力と併せて、プレミアム品（高付加価値銘柄）の販売拡大を強

力に推進し、製品ポートフォリオの改善を図ってまいります。また、昨年５月に立ち上げた電池材料事業化

本部では、現在需要家へのサンプルワークなど、電池材料の早期事業化に鋭意取り組んでおります。これら

重点施策を推進することで、当面の難局を乗り切るとともに、景気変動に左右されない事業体質への転換を

目指してまいります。 

一方、これまで高い収益性を誇ってきた有機化学事業でも、当社主力剤へのジェネリック品の攻勢、新規

剤開発に伴う研究開発費の負担増など、対処すべき課題は残されています。初年度は、欧州の天候要因によ

って病害の発生が少なかったという想定外の需要減に見舞われたものの、２年目以降は、現在進めている販

売地域の拡大や混合剤化による既存品の拡販、 適生産立地等による製造コスト削減などにより、収益力を

強化し、当面の研究開発費負担の軽減を図り、その後の新規剤の市場参入に繋げることによって、着実に成

長路線を継続して行けるものと考えております。 
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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21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 12,681 ※２  18,387

受取手形及び売掛金 23,332 29,661

商品及び製品 22,714 21,580

仕掛品 7,699 ※７  6,603

原材料及び貯蔵品 11,173 12,465

繰延税金資産 3,302 2,412

その他 5,827 2,149

貸倒引当金 △289 △311

流動資産合計 86,441 92,950

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 49,159 50,665

減価償却累計額 ※１  △29,610 ※１  △31,001

建物及び構築物（純額） 19,549 19,663

機械装置及び運搬具 117,815 122,235

減価償却累計額 ※１  △96,187 ※１  △99,781

機械装置及び運搬具（純額） 21,627 22,453

土地 6,326 7,468

リース資産 3,438 5,224

減価償却累計額 ※１  △784 ※１  △1,238

リース資産（純額） 2,654 3,986

建設仮勘定 4,564 3,748

その他 4,986 4,874

減価償却累計額 ※１  △3,979 ※１  △3,948

その他（純額） 1,007 925

有形固定資産合計 ※２, ※３  55,729 ※２, ※３  58,246

無形固定資産   

のれん 70 46

リース資産 14 61

その他 179 258

無形固定資産合計 264 366

投資その他の資産   

投資有価証券 ※２, ※４  5,473 ※２, ※４  5,829

長期貸付金 108 102

繰延税金資産 15,323 15,684

その他 553 1,357

貸倒引当金 △69 △140

投資損失引当金 △19 △15

投資その他の資産合計 21,370 22,818

固定資産合計 77,363 81,430

資産合計 163,805 174,381
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 14,481 15,929

短期借入金 ※２  25,665 ※２  26,341

1年内返済予定の長期借入金 ※２  12,651 ※２  12,927

リース債務 500 790

未払法人税等 516 747

未払費用 4,043 4,095

前受金 5,134 283

賞与引当金 566 540

返品調整引当金 95 199

工事損失引当金 18 ※７  7

フェロシルト回収損失引当金 4,926 2,700

環境安全整備引当金 62 33

事業構造改善引当金 － 215

その他 ※３  3,634 ※３  3,413

流動負債合計 72,297 68,225

固定負債   

社債 － 2,000

長期借入金 ※２  16,971 ※２  29,126

リース債務 1,237 1,990

繰延税金負債 299 78

退職給付引当金 7,185 7,777

役員退職慰労引当金 89 －

フェロシルト回収損失引当金 12,316 11,410

環境安全整備引当金 400 561

長期預り金 ※３  6,793 ※３  6,278

その他 842 2,120

固定負債合計 46,135 61,344

負債合計 118,433 129,570

純資産の部   

株主資本   

資本金 43,420 43,420

資本剰余金 10,625 10,625

利益剰余金 △4,998 △6,321

自己株式 △656 △664

株主資本合計 48,391 47,060

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △42 50

繰延ヘッジ損益 △1 △0

為替換算調整勘定 △3,038 △2,365

在外子会社年金債務調整額 29 29

評価・換算差額等合計 △3,051 △2,285

少数株主持分 32 35

純資産合計 45,372 44,811

負債純資産合計 163,805 174,381
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(2)【連結損益計算書】 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 104,661 104,511

売上原価 ※１, ※３  77,698 ※１, ※３  78,527

売上総利益 26,963 25,984

販売費及び一般管理費 ※２, ※３  21,578 ※２, ※３  20,503

営業利益 5,384 5,481

営業外収益   

受取利息 161 20

受取配当金 91 49

持分法による投資利益 364 410

その他 339 212

営業外収益合計 957 692

営業外費用   

支払利息 1,775 1,727

退職給付費用 430 426

為替差損 408 472

その他 794 876

営業外費用合計 3,408 3,502

経常利益 2,933 2,670

特別利益   

前期損益修正益 ※４  101 ※４  86

投資有価証券売却益 0 －

フェロシルト回収損失引当金戻入益 14 1

保険差益 134 95

訴訟債務取崩益 ※５  427 －

修繕引当金戻入益 186 －

弁護士費用保険填補 112 －

補助金収入 － ※９  62

その他 55 18

特別利益合計 1,031 264

特別損失   

固定資産処分損 ※６  389 ※６  640

減損損失 172 ※10  681

事業構造改善費用 － ※10, ※11  1,238

投資有価証券評価損 134 －

環境安全整備引当金繰入額 － 161

処分施設跡地負担損失 ※７  352 －

その他 134 49

特別損失合計 1,182 2,772

税金等調整前当期純利益 2,782 162

法人税、住民税及び事業税 993 962

過年度法人税等 ※８  142 －

法人税等調整額 2,065 521

法人税等合計 3,201 1,483

少数株主利益 3 2

当期純損失（△） △422 △1,323
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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20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 42,028 43,420

当期変動額   

新株の発行 1,392 －

当期変動額合計 1,392 －

当期末残高 43,420 43,420

資本剰余金   

前期末残高 9,231 10,625

当期変動額   

新株の発行 1,392 －

自己株式の処分 1 0

当期変動額合計 1,393 0

当期末残高 10,625 10,625

利益剰余金   

前期末残高 △4,672 △4,998

当期変動額   

当期純損失（△） △422 △1,323

合併による増加 96 －

当期変動額合計 △325 △1,323

当期末残高 △4,998 △6,321

自己株式   

前期末残高 △632 △656

当期変動額   

自己株式の取得 △25 △8

自己株式の処分 1 0

当期変動額合計 △23 △7

当期末残高 △656 △664

株主資本合計   

前期末残高 45,955 48,391

当期変動額   

新株の発行 2,784 －

当期純損失（△） △422 △1,323

自己株式の取得 △25 △8

自己株式の処分 3 1

合併による増加 96 －

当期変動額合計 2,435 △1,330

当期末残高 48,391 47,060
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 289 △42

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △331 93

当期変動額合計 △331 93

当期末残高 △42 50

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 － △1

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 △1 △0

為替換算調整勘定   

前期末残高 495 △3,038

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3,533 672

当期変動額合計 △3,533 672

当期末残高 △3,038 △2,365

在外子会社年金債務調整額   

前期末残高 35 29

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △5 △0

当期変動額合計 △5 △0

当期末残高 29 29

評価・換算差額等合計   

前期末残高 820 △3,051

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3,871 766

当期変動額合計 △3,871 766

当期末残高 △3,051 △2,285

少数株主持分   

前期末残高 38 32

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △5 3

当期変動額合計 △5 3

当期末残高 32 35
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

純資産合計   

前期末残高 46,813 45,372

当期変動額   

新株の発行 2,784 －

当期純損失（△） △422 △1,323

自己株式の取得 △25 △8

自己株式の処分 3 1

合併による増加 96 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3,877 769

当期変動額合計 △1,441 △560

当期末残高 45,372 44,811
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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20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22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 2,782 162

減価償却費及びその他の償却費 5,275 5,473

減損損失 172 1,701

貸倒引当金の増減額（△は減少） △128 102

退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は
減少）

327 526

フェロシルト回収損失引当金の増減額(△は減少) △9,765 △3,132

環境安全整備引当金の増減額(△は減少) △117 132

その他の引当金の増減額（△は減少） △114 127

受取利息及び受取配当金 △253 △69

支払利息 1,775 1,727

為替差損益（△は益） 273 △55

持分法による投資損益（△は益） ※２  △207 ※２  △194

固定資産処分損益（△は益） 215 230

投資有価証券売却損益（△は益） △0 －

投資有価証券評価損益（△は益） 134 －

売上債権の増減額（△は増加） 4,799 △6,044

たな卸資産の増減額（△は増加） △9,480 1,195

その他の流動資産の増減額（△は増加） 416 537

仕入債務の増減額（△は減少） △645 983

その他の流動負債の増減額（△は減少） △57 △2,053

その他 △126 △106

小計 △4,726 1,245

利息及び配当金の受取額 229 70

利息の支払額 △1,749 △1,695

保険金の受取額 134 95

法人税等の支払額 △1,213 △594

営業活動によるキャッシュ・フロー △7,325 △879

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 △20 △20

定期預金の払戻による収入 20 20

有価証券及び投資有価証券の取得による支出 △1,313 △11

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による
収入

0 7

固定資産の取得による支出 △7,542 △7,797

固定資産の売却による収入 483 267

貸付けによる支出 △51 △250

貸付金の回収による収入 158 336

残余財産の分配収入 － 21

投資活動によるキャッシュ・フロー △8,265 △7,426
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22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） △3,486 657

長期借入れによる収入 5,223 25,497

長期借入金の返済による支出 △9,840 △13,085

社債の発行による収入 － 2,000

株式の発行による収入 2,784 －

リース債務の返済による支出 △453 △681

自家発電事業関連設備の譲渡による収入 6,927 －

預り金の返済による支出 △386 △524

自己株式の純増減額（△は増加） △22 △7

財務活動によるキャッシュ・フロー 745 13,855

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,029 105

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △15,873 5,655

現金及び現金同等物の期首残高 28,373 12,648

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 149 －

現金及び現金同等物の期末残高 ※１  12,648 ※１  18,304
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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。 

 

(6) 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 

項目 

前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日) 

１ 連結の範囲に

関する事項 

 子会社25社のうち、14社を連結の範囲に含

めております。連結子会社は、「事業の系統

図」に記載しております。 

 なお、非連結子会社であった新石原ビル㈱

は、平成20年６月２日をもって当社連結子会

社である石原テクノ㈱と合併いたしました。

 非連結子会社11社は、いずれも小規模会社

であり、全体としても連結財務諸表に重要な

影響を及ぼしておりません。 

 

 子会社26社のうち、14社を連結の範囲に含

めております。連結子会社は、「事業の系統

図」に記載しております。 

 非連結子会社12社は、いずれも小規模会社

であり、全体としても連結財務諸表に重要な

影響を及ぼしておりません。 

２ 持分法の適用

に関する事項 

 非連結子会社11社及び関連会社７社のう

ち、関連会社BELCHIM CROP PROTECTION S.A.、

北海三共㈱及び四日市エネルギーサービス

㈱に対する投資について持分法を適用して

おります。 

 なお、北海三共㈱については、重要性が増

加したことから、また、四日市エネルギーサ

ービス㈱については、新たに株式を取得した

ことから、それぞれ当連結会計年度より持分

法適用の関係会社に含めております。 

 非連結子会社ISK AUSTRALIA PTY. LTD.他

10社及び関連会社４社に対する投資につい

ては、連結純損益及び連結利益剰余金等に及

ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても

重要性がないため、持分法を適用せず原価法

により評価しております。 

 

 非連結子会社12社及び関連会社７社のう

ち、関連会社BELCHIM CROP PROTECTION S.A.、

北海三共㈱及び四日市エネルギーサービス

㈱に対する投資について持分法を適用して

おります。 

 非連結子会社ISK AUSTRALIA PTY. LTD.他

11社及び関連会社４社に対する投資につい

ては、連結純損益及び連結利益剰余金等に及

ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても

重要性がないため、持分法を適用せず原価法

により評価しております。 

３ 連結子会社の

事業年度等に関

する事項 

 在外連結子会社の決算日はすべて12月31

日であります。 

 連結に際しては当該財務諸表を使用し、連

結決算日との間に生じた重要な取引につい

ては必要な調整を行っております。 

 

 同左 

４ 会計処理基準

に関する事項 

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 

① 有価証券 

満期保有目的の債券： 

償却原価法 

 

その他有価証券： 

時価のあるもの 

決算日の市場価格等に基づく時価

法（評価差額は全部純資産直入法に

より処理し、売却原価は移動平均法

により算定しております。） 

 

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 

① 有価証券 

満期保有目的の債券： 

同左 

 

その他有価証券： 

時価のあるもの 

同左 
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項目 

前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日) 

時価のないもの 

移動平均法による原価法 

 なお、投資事業有限責任組合への

出資（金融商品取引法第２条第２項

により有価証券とみなされるもの）

については、組合契約に規定される

決算報告日に応じて入手可能な

近の決算書を基礎とし、持分相当額

を純額で取り込む方法によってお

ります。 

  

時価のないもの 

同左 

 

② デリバティブ 

時価法 

  

② デリバティブ 

同左 

  

③ たな卸資産 

通常の販売目的で保有するたな卸資産

 主として総平均法による原価法（貸借

対照表価額は収益性の低下に基づく簿

価切下げの方法）により算定しておりま

す。 

 なお、ISK SINGAPORE PTE. LTD.は移

動平均法に基づく低価法、その他の在外

連結子会社は主として総平均法に基づ

く低価法によっております。 

  

③ たな卸資産 

同左 

 

（会計方針の変更） 

 当連結会計年度より、「棚卸資産の評価に

関する会計基準」（企業会計基準第９号 平

成18年７月５日）を適用しております。 

 これにより営業利益、経常利益及び税金等

調整前当期純利益は、それぞれ1,491百万円

減少しております。 

 なお、セグメント情報に与える影響は、当

該箇所に記載しております。 

  

─ 

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 

① 有形固定資産（リース資産を除く） 

主として定額法によっております。 

 なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。 

建物及び構築物 ３～55年 

機械装置及び運搬具 ２～20年 

  

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 

① 有形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

 

 

（追加情報） 

有形固定資産の耐用年数の変更 

 当社及び国内連結子会社は、平成20年度

の法人税法改正を契機に有形固定資産の

耐用年数の見直しを行った結果、当連結会

計年度より、機械装置の耐用年数を主とし

て９年から８年に変更しております。 

 これにより営業利益、経常利益及び税金

等調整前当期純利益は、それぞれ226百万

円減少しております。 

 なお、セグメント情報に与える影響は、

当該箇所に記載しております。 

 

─ 
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項目 

前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日) 

② 無形固定資産（リース資産を除く） 

定額法によっております。 

なお、自社利用のソフトウエアについ

ては、社内における利用可能期間（５年）

に基づく定額法によっております。 

 

② 無形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

③ リース資産 

所有権移転ファイナンス・リース取引

に係るリース資産 

自己所有の固定資産に適用する減価

償却方法と同一の方法を採用しており

ます。 

所有権移転外ファイナンス・リース取

引に係るリース資産 

リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法を採用しております。

なお、所有権移転外ファイナンス・リ

ース取引のうち、リース取引開始日が平

成20年３月31日以前のリース取引につ

いては、通常の賃貸借取引に係る方法に

準じた会計処理によっております。 

 

③ リース資産 

同左 

 

(3) 繰延資産の処理方法 

 株式交付費は支出時に全額費用として処

理しております。 

  

(3) 繰延資産の処理方法 

 社債発行費は支出時に全額費用として処

理しております。 

  

(4) 重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等については個別に回

収可能性を検討し、回収不能見込額を計

上しております。 

 

(4) 重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

同左 

② 賞与引当金 

従業員に対して支給する賞与の支出

に充てるため、支給見込額に基づき計上

しております。 

 

② 賞与引当金 

同左 

 

 

③ フェロシルト回収損失引当金 

フェロシルトの回収措置における今

後の回収及び処分に要する支出に備え

るため、将来の支出見積額を計上してお

ります。見積額については、その搬出に

要する現地工事費、輸送費及び処分費用

等について、施工地域・搬出処分先別に

算出した額を計上しております。 

 

③ フェロシルト回収損失引当金 

同左 
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項目 

前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日) 

④ 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当連

結会計年度末における退職給付債務及

び年金資産の見込額に基づき計上して

おります。 

会計基準変更時差異は、主として15

年による按分額を費用処理しておりま

す。 

過去勤務債務は、主としてその発生時

の従業員の平均残存勤務期間による定

額法により費用処理しております。 

数理計算上の差異は、主としてその発

生時の従業員の平均残存勤務期間によ

る定額法により翌連結会計年度から費

用処理しております。 

 

④ 退職給付引当金 

同左 

─ （会計方針の変更） 

 当連結会計年度より、「「退職給付に係る会

計基準」の一部改正（その３）」（企業会計基

準第19号 平成20年７月31日）を適用してお

ります。 

 なお、本会計基準の適用に伴う退職給付債

務の変動はないため、損益及びセグメント情

報に与える影響はありません。 

 

⑤ 役員退職慰労引当金 

国内連結子会社については、役員の退

職慰労金の支出に備えるため、会社内規

に基づく期末要支給額を計上しており

ます。 

 

⑤ 役員退職慰労引当金 

国内連結子会社については、役員の退

職慰労金制度を廃止し、打ち切り支給す

ることにいたしました。これにより、「役

員退職慰労引当金」を全額取り崩し、打

ち切り支給額の未払分については、固定

負債の「その他」に含めて表示しており

ます。 

 

⑥ 環境安全整備引当金 

工場内における環境整備及び安全整

備に係る費用の支出に備えるため、その

見積額を計上しております。 

 

⑥ 環境安全整備引当金 

環境整備及び安全整備に係る費用の

支出に備えるため、その見積額を計上し

ております。 

 

⑦ 工事損失引当金 

受注工事に係る将来の損失に備える

ため、当連結会計年度末未引渡工事のう

ち損失の発生が見込まれ、かつ、その金

額を合理的に見積もることができる工

事について、損失見込額を計上しており

ます。 

 

⑦ 工事損失引当金 

同左 
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項目 

前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日) 

（追加情報） 

 当連結会計年度の未引渡工事のうち、損失

が見込まれ、かつ金額を合理的に見積もるこ

とができる工事について、損失見積額を引当

金として計上しております。 

 なお、これによる当連結会計年度の損益及

びセグメント情報に与える影響は軽微であ

ります。 

 

─ 

⑧ 返品調整引当金 

当連結会計年度の販売済商品・製品が

翌連結会計年度以降に返品されること

によって生ずる損失に備えるため、過去

の返品率等に基づく将来の損失見込額

を計上する方法によっております。 

 

⑧ 返品調整引当金 

同左 

（表示方法の変更） 

 前連結会計年度末において、流動負債の

「その他」に含めて表示しておりました返品

調整引当金（53百万円）は金額的重要性が増

したため、当連結会計年度末より「返品調整

引当金」に区分掲記しております。 

 

─ 

⑨ 投資損失引当金 

投資先への投資に係る損失に備える

ため、当該会社の財政状態及び回収可能

性を勘案して、必要額を計上しておりま

す。 

 

⑨ 投資損失引当金 

同左 

 

（追加情報） 

 当連結会計年度より投資先への投資に係

る損失に備えるため、当該会社の財政状態及

び回収可能性を勘案して投資損失引当金を

計上しております。 

 なお、これによる当連結会計年度の損益及

びセグメント情報に与える影響は軽微であ

ります。 

 

─ 

─ ⑩ 事業構造改善引当金 

事業構造の改善に伴い、今後発生が見

込まれる費用及び損失について、合理的

に見積もることができる金額を計上し

ております。 

 

 

─ （追加情報） 

 当連結会計年度において、連結子会社にて

事業構造の改革を行っていることに伴い、事

業構造改善費用1,238百万円を計上するとと

もに、事業構造改善引当金215百万円を計上

しております。 
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項目 

前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日) 

(5) 重要な収益及び費用の計上基準 

建設業における売上計上基準 

当社連結子会社が営む建設業における売

上計上基準は工事完成基準によっておりま

す。 

(5) 重要な収益及び費用の計上基準 

① 建設業における完成工事高及び完成工

事原価の計上基準 

ａ当連結会計年度末までの進捗部分に

ついて成果の確実性が認められる工

事 

工事進行基準（工事の進捗率の見積

りは原価比例法） 

ｂその他の工事 

工事完成基準 

 

─ （会計方針の変更） 

 請負工事に係る収益の計上基準について

は、従来、工事完成基準を適用しておりまし

たが、当連結会計年度より「工事契約に関す

る会計基準」（企業会計基準第15号 平成19

年12月27日）及び「工事契約に関する会計基

準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18

号 平成19年12月27日）を適用し、当連結会

計年度に着手した工事契約から、当連結会計

年度末までの進捗部分について成果の確実

性が認められる工事については工事進行基

準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、

その他の工事については工事完成基準を適

用しております。 

 これにより売上高は1,470百万円増加し、

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133百万円増加しておりま

す。 

 なお、セグメント情報に与える影響は、当

該箇所に記載しております。 

 

(6) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨

への換算基準 

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為

替相場により円貨に換算し、換算差額は損

益として処理しております。なお、在外子

会社等の資産及び負債は、決算日の直物為

替相場により円貨に換算し、収益及び費用

は期中平均相場により円貨に換算し、換算

差額は純資産の部における為替換算調整勘

定及び少数株主持分に含めております。 

 

(6) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨

への換算基準 

同左 

 

(7) 重要なヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

主として繰延ヘッジ処理を採用して

おります。なお、振当処理の要件を満た

している為替予約については振当処理

に、特例処理の要件を満たしている金利

スワップについては特例処理によって

おります。 

 

(7) 重要なヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

同左 
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項目 

前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日) 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

当連結会計年度にヘッジ会計を適用

したヘッジ手段とヘッジ対象は以下の

とおりであります。 

ａ ヘッジ手段：為替予約 

ヘッジ対象：外貨建金銭債権債務及

び外貨建予定取引 

ｂ ヘッジ手段：金利スワップ 

ヘッジ対象：借入金利息 

 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

③ ヘッジ方針 

当社グループの内部規定である「デリ

バティブ取引管理規定」に基づき、為替

変動リスク及び金利変動リスクをヘッ

ジしております。 

 

③ ヘッジ方針 

同左 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

ヘッジ対象の相場変動又はキャッシ

ュ・フロー変動の累計とヘッジ手段の相

場変動又はキャッシュ・フロー変動の累

計を比較する方法によっております。た

だし、特例処理によっている金利スワッ

プについては有効性の評価を省略して

おります。 

 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

 

(8) その他連結財務諸表作成のための重要な

事項 

消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。 

 

(8) その他連結財務諸表作成のための重要な

事項 

消費税等の会計処理 

同左 

５ 連結子会社の

資産及び負債の

評価に関する事

項 

連結子会社の資産及び負債の評価につい

ては、全面時価評価法を採用しております。

 

同左 

 

６ のれん及び負

ののれんの償却

に関する事項 

のれん及び負ののれんの償却について

は、５年から20年の間で均等償却しており

ます。ただし金額が僅少な場合は、発生年

度に全額償却しております。 

 

同左 

７ 連結キャッシ

ュ・フロー計算書

における資金の

範囲 

連結キャッシュ・フロー計算書における

資金（現金及び現金同等物）は、手許現金、

随時引き出し可能な預金及び容易に換金可

能であり、かつ、価値の変動について僅少

なリスクしか負わない取得日から３か月以

内に償還期限の到来する短期投資を含めて

おります。 

 

同左 
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(7) 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

 

前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日) 

（連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に

関する当面の取扱い） 

当連結会計年度より、「連結財務諸表作成における在

外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応

報告第18号 平成18年５月17日）を適用し、連結決算

上必要な修正を行っております。 

なお、これによる当連結会計年度の損益及びセグメ

ント情報に与える影響は軽微であります。 

 

─ 

（リース取引に関する会計基準） 

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっ

ておりましたが、当連結会計年度より、「リース取引に

関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月

17日（企業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改

正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日

本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30

日改正））を適用し、通常の売買取引に係る方法に準じ

た会計処理によっております。 

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のう

ち、リース取引開始日が平成20年３月31日以前のリー

ス取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準

じた会計処理によっております。 

これによる当連結会計年度の損益及びセグメント情

報に与える影響は軽微であります。 

─ 
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(8) 表示方法の変更 

 

前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日) 

（連結貸借対照表） 

財務諸表等規則等の一部を改正する内閣府令（平成20

年８月７日内閣府令第50号）が適用となることに伴い、

前連結会計年度において、「たな卸資産」として掲記さ

れたものは、当連結会計年度末から「商品及び製品」「仕

掛品」「原材料及び貯蔵品」に区分掲記しております。

なお、前連結会計年度末の「たな卸資産」に含まれる

「商品及び製品」「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」は、そ

れぞれ15,185百万円、5,954百万円、13,168百万円であ

ります。 

 

「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13

号（平成５年６月17日（企業会計審議会第一部会）、平

成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計

基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号（平成

６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、

平成19年３月30日改正））を適用したため、前連結会計

年度末において有形固定資産の各勘定に含めておりま

した海外子会社のリース資産は、当連結会計年度末にお

いて「リース資産（純額）」に含めております。 

なお、前連結会計年度末の当該リース資産は2,214百

万円であります。 

また、前連結会計年度末において、流動負債の「その

他」及び固定負債の「その他」に含めておりました海外

子会社の「リース債務」は、同理由により、当連結会計

年度末から、流動負債の「リース債務」及び固定負債の

「リース債務」に含めております。 

なお、前連結会計年度末の当該リース債務は、流動負

債364百万円、固定負債804百万円であります。 

 

前連結会計年度末において、流動負債の「その他」に

含めておりました「前受金」（785百万円）は、負債及び

純資産の合計額の100分の１を超えたため、当連結会計

年度末より「前受金」に区分掲記しております。 

 

前連結会計年度末において、固定負債の「その他」に

含めておりました「長期預り金」（756百万円）は、負債

及び純資産の合計額の100分の１を超えたため、当連結

会計年度末より「長期預り金」に区分掲記しております。

 

─ 
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(9) 連結財務諸表に関する注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

 
前連結会計年度 

（平成21年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成22年３月31日） 

※１ 減損損失累計額が含まれております。 

 

※１ 減損損失累計額が含まれております。 

 

※２ 担保に供している資産 

短期借入金12,090百万円、１年内返済予定の長期
借入金2,255百万円、長期借入金9,171百万円につい
ては、次の担保を供しております。 

建物及び構築物 15,033百万円

機械装置及び運搬具 14,423百万円

土地 2,230百万円

有形固定資産その他 300百万円

投資有価証券 363百万円

  

※２ 担保に供している資産 

短期借入金12,497百万円、１年内返済予定の長期
借入金3,191百万円、長期借入金11,426百万円につい
ては、次の担保を供しております。 

現金及び預金 225百万円

建物及び構築物 15,878百万円

機械装置及び運搬具 14,754百万円

土地 3,641百万円

有形固定資産その他 306百万円

投資有価証券 463百万円

  

なお、上記のうち財団抵当に供している有形固定
資産の合計額は23,249百万円であり、その種類は全
てに亘っております。 

上記のほか、投資有価証券580百万円を関連会社の
金融機関からの借入の担保に供しております。 

また、金融機関からの借入に対する担保及び保証
に対する担保として建物166百万円、土地488百万円
を供しておりますが、当連結会計年度末現在対応す
る債務はありません。 

  

なお、上記のうち財団抵当に供している有形固定
資産の合計額は23,696百万円であり、その種類は全
てに亘っております。 

上記のほか、投資有価証券597百万円を関連会社
の金融機関からの借入の担保に供しております。 

また、金融機関からの借入に対する担保及び保証
に対する担保として建物及び構築物102百万円、土地
219百万円を供しておりますが、当連結会計年度末現
在対応する債務はありません。 

 

※３ 自家発電事業関連設備の譲渡に関連して、金融取
引として処理をしている連結貸借対照表上の残高
は、次のとおりであります。 

建物及び構築物 234百万円

機械装置及び運搬具 4,674百万円

有形固定資産その他 3百万円

流動負債その他 533百万円

長期預り金 6,007百万円

  

※３ 自家発電事業関連設備の譲渡に関連して、金融取
引として処理をしている連結貸借対照表上の残高
は、次のとおりであります。 

建物及び構築物 218百万円

機械装置及び運搬具 4,346百万円

有形固定資産その他 3百万円

流動負債その他 535百万円

長期預り金 5,481百万円

  

※４ 非連結子会社及び関連会社に対するものは次のと
おりであります。 

投資有価証券（株式） 3,335百万円

  

※４ 非連結子会社及び関連会社に対するものは次のと
おりであります。 

投資有価証券（株式） 3,549百万円

  

 ５ 保証債務  ５ 保証債務 

連結会社以外の会社の金融機関などからの借入債
務等に対し、保証を行っております。 

石原鉱産㈱ 72百万円

石原酸素㈱ 100百万円

計 172百万円

  

連結会社以外の会社の金融機関などからの借入
債務等に対し、保証を行っております。 

石原鉱産㈱ 60百万円

石原酸素㈱ 100百万円

計 160百万円

  

 ６ 受取手形割引高        150百万円  ６ 受取手形割引高        215百万円 

─ ※７ 損失が見込まれる工事契約に係る未成工事支出金
と工事損失引当金は、相殺せずに両建てで表示して
おります。 

損失の発生が見込まれる工事契約に係る未成工
事支出金のうち、工事損失引当金に対応する額は7
百万円であります。 
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（連結損益計算書関係） 

 

前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日) 

※１ 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の
金額であり、たな卸資産評価損 1,491百万円が売上
原価に含まれております。 

 

※１ 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の
金額であり、前連結会計年度の評価損の戻入益と当
連結会計年度の評価損を相殺した結果、たな卸資産
評価損の戻入益311百万円が売上原価に含まれてお
ります。 

 

※２ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額
は次のとおりであります。 

輸送費 2,478百万円

拡販費 3,419百万円

給与賞与等 3,924百万円

賞与引当金繰入額 154百万円

退職給付費用 302百万円

役員退職慰労引当金繰入額 30百万円

試験研究費 4,991百万円

支払委託費 1,591百万円

減価償却費 656百万円

 

（注）試験研究費には賞与引当金繰入額86百万円、退職
給付費用135百万円が含まれております。 

  

※２ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額
は次のとおりであります。 

輸送費 2,113百万円

拡販費 3,101百万円

給与賞与等 3,753百万円

賞与引当金繰入額 153百万円

退職給付費用 250百万円

役員退職慰労引当金繰入額 5百万円

試験研究費 5,102百万円

支払委託費 1,357百万円

減価償却費 456百万円

 

（注）試験研究費には賞与引当金繰入額89百万円、退職
給付費用142百万円が含まれております。 

  

※３ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発
費の総額は6,502百万円であります。 

  

※３ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発
費の総額は6,406百万円あります。 

  

※４ 主として貸倒引当金の戻入益であります。 ※４ 主として原材料たな卸差額であります。 

  

※５ 平成10年に米国ヒューストンに所在する元当社米
国子会社をシンジェンタ社に売却しましたが、平成
13年に発生した環境問題に関する訴訟が、当期和解
したことによる訴訟債務計上額の取り崩し額であり
ます。 

  

─ 

※６ 建物、構築物及び機械装置の除却によるものであ
ります。 

  

※６ 同左 

※７ 平成10～16年の間に四日市工場で発生した産業廃
棄物の埋め立て処分に関し、一部公共処分場に搬出
した当該産業廃棄物の空間放射線量率が自主管理基
準値を超えていた問題に関し、埋め立て処分終了後
の跡地に十分な覆土等の安全対策を実施する費用を
当社が負担することに伴うものであります。 

  

─ 

※８ 連結子会社の過年度の修正申告に伴う追徴税額等
であります。 

  

─ 

 

─ ※９ 製造設備における天然ガス化推進に対する補助金
であります。 
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前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日) 

─ ※10 当連結会計年度において、当社グループが計上し

た主な減損損失は以下のとおりであります。 

 

場所 用途 種類 減損損失

シンガポー

ル工場 

(SINGAPORE)

製造設備 
機械装置及び

運搬具 
658百万円

平塚工場 

(神奈川県 

平塚市) 

製造設備 
機械装置及び

運搬具等 
635百万円

高雄工場 

(中華民国 

高雄市) 

製造設備 
建物及び構築

物等 
384百万円

 

(1) 資産のグルーピング方法 

当社及び連結子会社は、減損損失の算定にあたり、

事業及び製造工程の関連性により資産のグルーピン

グを行っておりますが、賃貸不動産や将来の使用が

廃止された遊休資産など、独立したキャッシュ・フ

ローを生み出すと認められるものは、個別の資産グ

ループとしております。また、本社、研究開発施設

及び厚生施設等、特定の事業との関連が明確でない

資産については、共用資産としております。 

(2) 減損損失の認識に至った理由 

連結子会社における事業構造改革に伴う生産設備

の見直しの結果、遊休資産となる製造設備や、また

為替の変動などによる経済情勢の悪化により、設備

の残存年数で投資回収を見込めない事業用製造設備

について、減損損失を計上しております。 

(3) 回収可能価額の算定方法 

遊休資産については、正味売却価額により算定し、

それ以外の事業用製造設備については使用価値又は

正味売却価額のいずれか高いほうの金額により算定

しております。なお、使用価値は、10.0％の割引率

で算定しております。 

(4) 主な固定資産の種類ごとの減損損失の金額の内訳 

 
建物及び構築物 379百万円

機械装置及び運搬具 977百万円

有形固定資産その他 38百万円

その他 25百万円

撤去費用 280百万円

なお、上記のうち1,019百万円は連結損益計算書

上、特別損失の「事業構造改善費用」に含めており

ます。 

 

─ ※11 連結子会社における事業構造改善に伴う費用であ

ります。 
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（連結株主資本等変動計算書関係） 

 

前連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

１ 発行済株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

 普通株式（千株） 387,839 16,000 － 403,839

（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

第三者割当増資に伴い新株を交付したことによる増加 16,000千株 

 

２ 自己株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

 普通株式（千株） 3,345 210 40 3,515
 
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

単元未満株式の買取りによる増加     210千株 

減少数の主な内訳は、次のとおりであります。 

単元未満株主からの売渡請求による減少  40千株 

 

３ 新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 

 

４ 配当に関する事項 

該当事項はありません。 

 

当連結会計年度(自 平成 21 年４月１日 至 平成 22 年３月 31 日） 

１ 発行済株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

 普通株式（千株） 403,839 － － 403,839

 

 

２ 自己株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

 普通株式（千株） 3,515 103 17 3,601
 
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

単元未満株式の買取りによる増加     103千株 

減少数の主な内訳は、次のとおりであります。 

単元未満株主からの売渡請求による減少   17千株 

 

３ 新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 

 

４ 配当に関する事項 

該当事項はありません。 
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

 

前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日) 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表
に掲記されている科目の金額との関係 

（平成21年３月31日現在）

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表
に掲記されている科目の金額との関係 

（平成22年３月31日現在）

現金及び預金勘定 12,681百万円

預入期間が３か月 
を超える定期預金 

△20百万円

引出制限付預金 △12百万円

現金及び現金同等物 12,648百万円

現金及び預金勘定 18,387百万円

預入期間が３か月 
を超える定期預金 

△20百万円

引出制限付預金 △62百万円

現金及び現金同等物 18,304百万円

※２ 持分法による投資利益は、配当金受取額を控除し
て記載しております。 

  

※２ 持分法による投資利益は、配当金受取額を控除し
て記載しております。 

  

 ３ 重要な非資金取引の内容  ３ 重要な非資金取引の内容 

  ① 当連結会計年度に合併した新石原ビル㈱より引

き継いだ資産及び負債の主な内訳は次のとおり

であります。 

 

合併により引き継いだ資産・負債 

流動資産 152 百万円 

固定資産 24 百万円 

 資産合計 177 百万円 

流動負債 27 百万円 

固定負債 3 百万円 

 負債合計 30 百万円 

  

  ①        ─ 

  ② 当連結会計年度に新たに計上したファイナン

ス・リース取引に係る資産及び負債の額は、次の

とおりであります。 

 

リース資産 1,149百万円 

リース債務 1,209百万円 

 

  ② 当連結会計年度に新たに計上したファイナン

ス・リース取引に係る資産及び負債の額は、次の

とおりであります。 

 

リース資産 1,641百万円 

リース債務 1,696百万円 
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（退職給付関係） 

 

１ 採用している退職給付制度の概要 

当社は、確定給付型の制度として、退職一時金及び適格退職年金制度を設けております。 

適格退職年金制度は、昭和41年６月に発足し、従業員が満30歳に到達した時点で任意加入することができる

制度としております。 

富士チタン工業㈱は確定給付型の退職一時金及び適格退職年金制度（昭和57年６月より）を設けております。

その他の連結子会社は、確定給付型の退職一時金制度又は退職年金制度を設けております。 

 

２ 退職給付債務に関する事項 

 前連結会計年度 
（平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成22年３月31日） 

イ 退職給付債務 △11,709 百万円 △12,085 百万円 

ロ 年金資産 617  702  

ハ 未積立退職給付債務（イ+ロ） △11,091  △11,383  

ニ 会計基準変更時差異の未処理額 2,580  2,150  

ホ 未認識数理計算上の差異 1,114  1,256  

へ 未認識過去勤務債務 160  148  

ト 連結貸借対照表計上額純額（ハ+ニ+ホ+ヘ） △7,235  △7,827  

チ 在外子会社の年金債務調整額 （注２） 45  45  

リ 流動負債 （注２） △5  △5  

ヌ 退職給付引当金（ト+チ-リ） △7,185  △7,777  

（注） １.退職給付債務の算定にあたり、国内連結子会社は簡便法を採用しております。 

２.米国会計基準を適用している在外子会社において計上されたものであります。 

 

３ 退職給付費用に関する事項 

 前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日）

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日）

イ 勤務費用 （注１） 574 百万円 593 百万円 

ロ 利息費用 251  202  

ハ 期待運用収益 25  △40  

ニ 会計基準変更時差異の費用処理額 492  430  

ホ 数理計算上の差異の費用処理額 2  78  

へ 過去勤務債務の費用処理額 12  12  

ト 退職給付費用（イ+ロ+ハ+ニ+ホ+ヘ） 1,359  1,276  

（注） １.適格退職年金に対する従業員拠出額を控除しております。 

２.簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は、「イ 勤務費用」に計上しております。 

 

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

 前連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 同左 

 割引率 主として1.8％ 同左 

 期待運用収益率 主として2.5％ 同左 

 

過去勤務債務の額の処理年数 主として発生時の従業員の平均

残存勤務期間による定額法によ

り費用処理しております。 

同左 

 

数理計算上の差異の処理年数 主として発生時の従業員の平均

残存勤務期間による定額法によ

り、翌連結会計年度から費用処理

しております。 

同左 

 会計基準変更時差異の処理年数 主として15年 同左 
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（税効果会計関係） 

 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

前連結会計年度 
（平成21年３月31日） 

（繰延税金資産）  

 繰越欠損金 12,880百万円

 退職給付引当金 2,801 

 未実現利益 952 

 投資有価証券評価損 112 

 未払費用等 583 

 棚卸資産評価損 115 

 賞与引当金 227 

 固定資産評価損 124 

 フェロシルト回収損失引当金 6,914 

 その他 3,076 

  繰延税金資産小計 27,789 

  評価性引当額 △9,092 

  繰延税金資産合計 18,697 

（繰延税金負債）  

 固定資産 △20 

 その他有価証券評価差額金 △3 

 その他 △346 

  繰延税金負債合計 △370 

  繰延税金資産の純額 18,326 

  

当連結会計年度 
（平成22年３月31日） 

（繰延税金資産）  

 繰越欠損金 13,742百万円

 退職給付引当金 3,053 

 未実現利益 1,346 

 投資有価証券評価損 115 

 未払費用等 736 

 棚卸資産評価損 162 

 賞与引当金 216 

 固定資産評価損 123 

 フェロシルト回収損失引当金 5,658 

 減損損失 454 

 その他 2,635 

  繰延税金資産小計 28,246 

  評価性引当額 △9,818 

  繰延税金資産合計 18,428 

（繰延税金負債）  

 固定資産 △20 

 その他有価証券評価差額金 △42 

 その他 △346 

  繰延税金負債合計 △409 

  繰延税金資産の純額 18,018 

  

（注）繰延税金資産及び繰延税金負債の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれています。 

前連結会計年度 
（平成21年３月31日） 

 流動資産－繰延税金資産 3,302 百万円

 固定資産－繰延税金資産 15,323  

 固定負債－繰延税金負債 △299  

 

当連結会計年度 
（平成22年３月31日） 

 流動資産－繰延税金資産 2,412 百万円

 固定資産－繰延税金資産 15,684 

 固定負債－繰延税金負債 △78 

  

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

前連結会計年度 
（平成21年３月31日） 

（％）

法定実効税率 40.1

（調整） 

 交際費等損金不算入項目 1.9

 受取配当金等益金不算入項目 △12.9

 住民税均等割等 1.1

 外国税額等 5.2

 未実現利益等連結消去に伴う影響額 △8.7

 評価性引当額の増減差異 43.5

 子会社の適用税率の差異 8.1

 その他 36.7

税効果会計適用後の法人税等の負担率 115.0

 

（注）「その他」の内、34.3％は海外子会社の販売権

償却額にかかわる経理処理を現地税務当局に否認さ

れたことにより、同社が計上した繰延税金資産を一

部取り崩したことに伴うものであります。 

 

当連結会計年度 
（平成22年３月31日） 

（％）

法定実効税率 40.1

（調整） 

 交際費等損金不算入項目 33.2

 その他の損金不算入項目 82.9

 受取配当金等益金不算入項目 △76.8

 住民税均等割等 18.5

 外国税額等 2.1

 未実現利益等連結消去に伴う影響額 △9.5

 評価性引当額の増減差異 634.0

 子会社の適用税率の差異 147.6

 対前期実効税率差異 35.7

 その他 3.2

税効果会計適用後の法人税等の負担率 911.0
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（セグメント情報） 

 

１ 事業の種類別セグメント情報 

前連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日)            （単位：百万円） 

 
無機化学 
事業 

有機化学
事業 

建設事業 
その他の
事業 

計 
消去又は 
全社 

連結 

Ⅰ 売上高 
及び営業損益 

  

 売上高   

 (1)外部顧客に対す
る売上高 

47,305 50,191 6,153 1,011 104,661 － 104,661

 (2)セグメント間の
内部売上高又は
振替高 

－ － 7,400 1,272 8,673 （8,673） －

  計 47,305 50,191 13,554 2,283 113,335 （8,673） 104,661

 営業費用 52,257 38,343 12,145 2,192 104,939 （5,661） 99,277

 営業利益 
又は営業損失（△） 

△4,951 11,848 1,408 90 8,396 （3,011） 5,384

Ⅱ 資産、減価償却費、
減損損失及び資本
的支出 

  

 資産 69,751 43,451 10,729 917 124,849 38,956 163,805

 減価償却費 4,021 750 102 5 4,880 153 5,033

 減損損失 172 － － － 172 － 172

 資本的支出 6,612 1,658 439 2 8,712 （401） 8,311

 

当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日)            （単位：百万円） 

 
無機化学 
事業 

有機化学
事業 

建設事業
その他の
事業 

計 
消去又は 

全社 
連結 

Ⅰ 売上高 
及び営業損益 

  

 売上高   

 (1)外部顧客に対する
売上高 

46,289 42,987 14,243 992 104,511 － 104,511

 (2)セグメント間の 
内部売上高又は 
振替高 

－ － 6,057 895 6,952 （6,952） －

  計 46,289 42,987 20,300 1,887 111,464 （6,952） 104,511

 営業費用 48,809 33,974 18,711 1,743 103,239 （4,209） 99,030

 営業利益 
又は営業損失（△) 

△2,520 9,012 1,589 143 8,224 （2,743） 5,481

Ⅱ 資産、減価償却費、
減損損失及び資本
的支出 

  

 資産 70,621 50,030 9,500 970 131,121 43,259 174,381

 減価償却費 4,307 890 115 5 5,318 79 5,398

 減損損失 1,677 － － － 1,677 23 1,701

 資本的支出 6,055 3,779 75 0 9,911 37 9,949

(注) １ 事業区分は、製品の種類、製造方法及び市場等の類似性を勘案して決定しており、各事業区分に属する

主要な製品又は事業内容は、次のとおりであります。 

(1) 無機化学事業……酸化チタン、機能材料、電子材料、その他化成品 

(2) 有機化学事業……農薬（除草剤、殺虫剤、殺菌剤等）、有機中間体、医薬 

(3) 建設事業…………建設業 

(4) その他の事業……商社業等 

２ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、前連結会計年度2,769百万円、

当連結会計年度2,795百万円であり、その主なものは、親会社本社の管理部門に係る費用であります。 
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３ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、前連結会計年度40,214百万円、当連結会

計年度44,442百万円であり、その主なものは、親会社での余資運用資金（現金及び有価証券）、長期投資

資金（投資有価証券）、管理部門に係る資産等であります。 

４ 当連結会計年度における減損損失のうち、1,019百万円は事業構造改善費用であり、その内容は「無機化

学事業」における連結子会社での事業構造改善に伴う費用であります。 

５ 会計処理の方法の変更等 

前連結会計年度(自 平成 20 年４月１日 至 平成 21 年３月 31 日) 

（棚卸資産の評価に関する会計基準の適用） 

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４（1）に記載のとおり、当連結会計年度から、

「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成 18 年７月５日）を適用しておりま

す。 

この結果、従来の方法によった場合に比べて、当連結会計年度の「無機化学事業」の営業損失は 1,276

百万円増加、「有機化学事業」の営業利益は 213 百万円減少しております。 

（有形固定資産の耐用年数の変更） 

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４（2）に記載のとおり、当社及び国内連結子

会社は、平成 20 年度の法人税法改正を契機に有形固定資産の耐用年数を主として９年から８年に変更

しております。 

この結果、従来の方法によった場合に比べて、当連結会計年度の「無機化学事業」の営業損失は 222

百万円増加、「有機化学事業」の営業利益は４百万円減少しております。 

当連結会計年度(自 平成 21 年４月１日 至 平成 22 年３月 31 日) 

（建設業における完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更） 

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４（5）に記載のとおり、当連結会計年度より、

「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第 15 号 平成 19 年 12 月 27 日）及び「工事契約に関す

る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 18 号 平成 19 年 12 月 27 日）を適用しております。 

この結果、従来の方法によった場合に比べて、当連結会計年度の「建設事業」の売上高は 1,470 百

万円、営業利益は 133 百万円それぞれ増加しております。 

 

 

２ 所在地別セグメント情報 

前連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日)            （単位：百万円） 

 日本 アジア 米州 欧州 計 
消去 

又は全社 
連結 

Ⅰ 売上高及び営業損益   

 売上高   

 (1)外部顧客に対す
る売上高 

63,892 8,844 3,922 28,002 104,661 － 104,661

 (2)セグメント間の
内部売上高又は
振替高 

29,609 4,664 24 123 34,422 （34,422） －

  計 93,502 13,508 3,947 28,126 139,084 （34,422） 104,661

 営業費用 84,906 14,433 4,077 27,743 131,161 （31,883） 99,277

 営業利益 
又は営業損失（△) 

8,595 △925 △129 382 7,923 （2,538） 5,384

Ⅱ 資産 121,930 15,660 2,742 10,326 150,659 13,145 163,805
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当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日)           （単位：百万円） 

 日本 アジア 米州 欧州 計 
消去 

又は全社 
連結 

Ⅰ 売上高及び営業損益   

 売上高   

 (1)外部顧客に対す
る売上高 

72,713 7,796 3,497 20,504 104,511 － 104,511

 (2)セグメント間の
内部売上高又は
振替高 

24,803 4,309 6 109 29,229 （29,229） －

  計 97,516 12,105 3,503 20,614 133,740 （29,229） 104,511

 営業費用 88,845 12,428 3,568 20,228 125,070 （26,040） 99,030

 営業利益 
又は営業損失（△) 

8,671 △322 △64 385 8,670 （3,188） 5,481

Ⅱ 資産 126,379 17,335 3,552 11,265 158,532 15,848 174,381

(注) １ 国又は地域区分は、地理的近接度及び事業活動との相互関連性を勘案して決定しており、本邦以外の各

区分に属する主要な国又は地域は、次のとおりであります。 

(1) アジア：シンガポール、台湾 

(2) 米州 ：米国 

(3) 欧州 ：ベルギー、フランス、スペイン 

２ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、前連結会計年度2,769百万円、

当連結会計年度2,795百万円であり、その主なものは、親会社本社の管理部門に係る費用であります。 

３ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、前連結会計年度40,214百万円、当連結会

計年度44,442百万円であり、その主なものは、親会社での余資運用資金（現金及び有価証券）、長期投資

資金（投資有価証券）、管理部門に係る資産等であります。 

４ 会計処理の方法の変更等 

前連結会計年度(自 平成 20 年４月１日 至 平成 21 年３月 31 日) 

（棚卸資産の評価に関する会計基準の適用） 

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４（1）に記載のとおり、当連結会計年度から、

「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成 18 年７月５日）を適用しております。 

この結果、従来の方法によった場合に比べて、当連結会計年度の「日本」の営業利益は 1,491 百万円

減少しております。 

（有形固定資産の耐用年数の変更） 

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４（2）に記載のとおり、当社及び国内連結子会

社は、平成 20 年度の法人税法改正を契機に有形固定資産の耐用年数を主として９年から８年に変更して

おります。 

この結果、従来の方法によった場合に比べて、当連結会計年度の「日本」の営業利益は 226 百万円減

少しております。 

当連結会計年度(自 平成 21 年４月１日 至 平成 22 年３月 31 日) 

（建設業における完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更） 

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４（5）に記載のとおり、当連結会計年度より、

「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第 15 号 平成 19 年 12 月 27 日）及び「工事契約に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 18 号 平成 19 年 12 月 27 日）を適用しております。 

この結果、従来の方法によった場合に比べて、当連結会計年度の「日本」の売上高は 1,470 百万円、

営業利益は 133 百万円それぞれ増加しております。 
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３ 海外売上高 

前連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

 アジア 米州 欧州 その他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 21,917 9,813 29,454 423 61,609

Ⅱ 連結売上高（百万円）  104,661

Ⅲ 連結売上高に占める海
外売上高の割合（％）

20.9 9.4 28.2 0.4 58.9

 

当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

 アジア 米州 欧州 その他 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 21,501 8,448 22,430 331 52,712

Ⅱ 連結売上高（百万円）  104,511

Ⅲ 連結売上高に占める海
外売上高の割合（％）

20.6 8.1 21.4 0.3 50.4

(注) １ 国又は地域区分は、地理的近接度及び事業活動との相互関連性を勘案して決定しており、各区分に属す

る主要な国又は地域は、次のとおりであります。 

(1) アジア：中国、台湾、韓国、タイ、インドネシア、シンガポール 

(2) 米州 ：米国、カナダ、ブラジル、アルゼンチン、メキシコ 

(3) 欧州 ：ドイツ、オランダ、フランス、英国、ベルギー、イタリア、東欧及び中東地域 

(4) その他：オーストラリア、ニュージーランド、アフリカ 

２ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

 

（１株当たり情報） 

 

前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日) 

１株当たり純資産額 113.25円

１株当たり当期純損失 1.07円

１株当たり純資産額 111.87円

１株当たり当期純損失 3.30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、潜在株式が存在し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、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

 

(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

 
前連結会計年度 

（平成21年３月31日) 

当連結会計年度 

（平成22年３月31日) 

純資産の部の合計額（百万円） 45,372 44,811

純資産の部の合計額から 
控除する金額（百万円） 

32 35

 （うち少数株主持分）（百万円） （32） （35）

普通株式に係る 
連結会計年度末の純資産額（百万円） 

45,339 44,775

１株当たり純資産額の 
算定に用いられた普通株式の数（千株） 

400,323 400,237
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２ １株当たり当期純損失 

 

前連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日)

当連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 

至 平成22年３月31日)

当期純損失（百万円） 422 1,323

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損失（百万円） 422 1,323

普通株式の期中平均株式数（千株） 393,023 400,276

 

（重要な偶発債務） 

 
当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

１．四日市工場内における土壌・地下水汚染への対応 

コンプライアンス総点検後のボーリング調査の結果、当社四日市工場内において、土壌環境基準を超過する

有害物質の検出が認められました。これを受け、当社は、第三者の学識経験者による「環境専門委員会」を設

置し同委員会の指導と助言の下、四日市工場全域の土壌・地下水調査を行った結果、主に工場の過去の生産活

動に由来すると考えられる環境基準を超える汚染が認められましたので、三重県生活環境の保全に関する条例

に基づき土壌・地下水汚染発見に係る届出書を、所管する四日市市に提出しました。現在は詳細調査を継続す

るとともに具体的な修復対策の立案に着手しつつあり、平成 22 年度には具体的な修復対策が固まるものと見

込まれますが、現時点では、その費用を合理的に見積もることは困難であります。 

 

２．四日市工場内に存在すると推定される埋設物への対応 

コンプライアンス総点検において公表した四日市工場内において撤去を要すると考えられる埋設物等の調

査状況は下記のとおりであり、将来的に一定の範囲での業績への影響は避けられないものと考えていますが、

現在も埋設物の種類・性状・埋設量等の確認に至っておらず、その措置に関する費用を現時点で合理的に見積

もることは困難であります。 

①第２グラウンドの埋設物 

当該場所は、過去に沈澱池として使用されていた経緯から、合法的に処理された廃棄物も存在しており、こ

れらと違法性の認められる埋設物を峻別の上撤去することとなります。埋設物の位置を特定するための確認調

査の過程で、地中での金属反応と他の地層と異なる地質が存在することを確認しており、ボーリング及び試掘

調査を実施した結果、一部の廃棄物（金属物）の埋設が確認されました。平成 22 年度から平成 25 年度頃まで

に、更に埋設物の埋設位置・範囲の特定並びに適切な埋設物撤去方法の検討を実施する予定としており、この

検討過程において、埋設状況の全体概要の推定が可能になるものと考えております。 

②旧ＳＲ（合成ルチル)工場跡地の無機性汚泥など 

同工場跡地で仮保管していた施工地からの回収フェロシルトは、平成 21 年１月から搬出を開始し、搬出が

完了した区画から順次掘削を開始しております。掘削区画からはフェロシルトと思われる無機性汚泥などが確

認されました。埋設状況の全体概要が判明する時期は、平成 22 年度中を目処に考えております。 

 

（重要な後発事象) 

 
前連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

該当事項はありません。 

 

当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

（退職給付制度の一部移行について） 

当社は平成22年４月９日開催の取締役会において、退職給付制度のうち適格退職年金制度に係る部分につ

いて、平成23年10月１日から確定拠出年金制度に移行することを決議いたしました。 

なお、移行にあたっては、「退職給付制度間の移行等に関する会計処理」（企業会計基準適用指針第１号 平

成14年１月31日）を適用する予定であります。 

 

（開示の省略） 

リース取引、関連当事者との取引、金融商品、有価証券、デリバティブ取引、ストック･オプション等、企

業結合等、賃貸等不動産に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考え

られるため、開示を省略いたします。 
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５【個別財務諸表】 
(1)【貸借対照表】 

(単位：百万円)

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 9,650 13,838

受取手形 484 624

売掛金 26,730 29,897

商品及び製品 13,888 12,335

仕掛品 3,022 4,589

原材料及び貯蔵品 6,948 6,602

前払費用 216 254

繰延税金資産 2,883 2,030

短期貸付金 4,609 5,604

預け金 332 260

その他 1,316 1,226

貸倒引当金 △444 △457

流動資産合計 69,638 76,806

固定資産   

有形固定資産   

建物 30,436 31,469

減価償却累計額 △17,257 △17,725

建物（純額） 13,179 13,744

構築物 8,152 8,492

減価償却累計額 △5,807 △5,927

構築物（純額） 2,345 2,564

機械及び装置 93,193 94,983

減価償却累計額 △74,883 △76,482

機械及び装置（純額） 18,309 18,501

車両運搬具 194 192

減価償却累計額 △171 △173

車両運搬具（純額） 22 19

工具、器具及び備品 3,958 3,793

減価償却累計額 △3,162 △3,068

工具、器具及び備品（純額） 795 724

土地 5,224 6,356

リース資産 805 1,760

減価償却累計額 △94 △325

リース資産（純額） 710 1,434

建設仮勘定 3,986 3,637

有形固定資産合計 44,574 46,982

無形固定資産   

ソフトウエア 76 177

リース資産 14 61

その他 57 41

無形固定資産合計 147 280
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(単位：百万円)

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 1,968 2,078

関係会社株式 20,935 18,452

従業員に対する長期貸付金 92 86

長期前払費用 251 989

繰延税金資産 13,710 14,012

その他 127 137

貸倒引当金 △53 △69

投資その他の資産合計 37,032 35,687

固定資産合計 81,754 82,951

資産合計 151,393 159,757

負債の部   

流動負債   

支払手形 1,631 2,448

買掛金 8,314 8,319

短期借入金 24,250 21,240

1年内返済予定の長期借入金 11,764 12,492

リース債務 182 406

未払金 4,445 3,146

未払費用 3,097 2,926

未払法人税等 58 95

預り金 3,166 3,499

賞与引当金 404 406

フェロシルト回収損失引当金 4,926 2,700

環境安全整備引当金 62 33

設備関係支払手形 1,463 1,849

その他 865 899

流動負債合計 64,634 60,465

固定負債   

社債 － 2,000

長期借入金 16,128 28,445

リース債務 581 1,168

長期預り金 6,124 5,595

退職給付引当金 5,975 6,701

フェロシルト回収損失引当金 12,316 11,410

環境安全整備引当金 400 553

その他 634 596

固定負債合計 42,162 56,471

負債合計 106,797 116,937
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(単位：百万円)

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 43,420 43,420

資本剰余金   

資本準備金 9,155 9,155

その他資本剰余金 639 639

資本剰余金合計 9,794 9,795

利益剰余金   

利益準備金 269 269

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 △8,714 △10,562

利益剰余金合計 △8,445 △10,292

自己株式 △159 △167

株主資本合計 44,610 42,755

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △14 65

評価・換算差額等合計 △14 65

純資産合計 44,596 42,820

負債純資産合計 151,393 159,757
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(2)【損益計算書】 

(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 78,595 74,515

売上原価 58,061 55,103

売上総利益 20,534 19,412

販売費及び一般管理費 14,741 14,811

営業利益 5,792 4,600

営業外収益   

受取利息 122 93

受取配当金 464 48

受取賃貸料 191 173

その他 161 67

営業外収益合計 939 382

営業外費用   

支払利息 1,657 1,567

退職給付費用 426 426

為替差損 573 446

売上割引 － 33

その他 610 621

営業外費用合計 3,268 3,096

経常利益 3,464 1,886

特別利益   

前期損益修正益 21 59

抱合せ株式消滅差益 249 －

訴訟債務取崩益 427 －

修繕引当金戻入益 186 －

弁護士費用保険填補 112 －

残余財産分配金 － 11

特別利益合計 997 71

特別損失   

固定資産処分損 346 568

減損損失 － 23

投資有価証券評価損 109 －

関係会社株式評価損 － 2,482

環境安全整備引当金繰入額 － 153

処分施設跡地負担損失 352 －

有機物残渣処理費 95 －

その他 2 49

特別損失合計 906 3,277

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 3,555 △1,319

法人税、住民税及び事業税 18 21

法人税等調整額 1,559 506

法人税等合計 1,578 528

当期純利益又は当期純損失（△） 1,977 △1,847
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(4) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

６ 役員等の異動（平成 22年６月 29日付） 
(1) 新任補欠監査役候補者 

  播
はり

 磨
ま

  政
まさ

 明
あき

   （現 弁護士） 

 

以上 
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