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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 14,800 △13.7 550 187.8 473 219.5 855 ―

21年3月期 17,148 △4.6 191 △69.8 148 △72.6 △483 ―

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 59.54 ― 15.7 2.8 3.7
21年3月期 △33.63 ― △9.0 0.8 1.1

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  ―百万円 21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

22年3月期 16,288 5,830 35.8 405.94
21年3月期 17,423 5,043 28.9 351.07

（参考） 自己資本   22年3月期  5,830百万円 21年3月期  5,043百万円

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 1,762 △503 △1,407 218
21年3月期 724 △1,563 912 363

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 ― 3.00 ― 3.00 6.00 86 ― 1.6
22年3月期 ― 3.00 ― 3.00 6.00 86 10.1 1.6

23年3月期 
（予想）

― 3.00 ― 3.00 6.00 28.7

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

7,700 9.7 340 71.8 310 86.6 170 202.2 11.83

通期 16,600 12.2 580 5.3 530 11.8 300 △64.9 20.88
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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、13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株あたり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、16ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

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 14,440,000株 21年3月期 14,440,000株

② 期末自己株式数 22年3月期  76,064株 21年3月期  74,081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 14,288 △14.5 452 334.0 409 242.8 821 ―

21年3月期 16,721 △5.0 104 △79.3 119 △74.7 △493 ―

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 57.16 ―

21年3月期 △34.32 ―

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 16,281 5,846 35.9 407.00
21年3月期 17,275 5,095 29.5 354.72

（参考） 自己資本 22年3月期  5,846百万円 21年3月期  5,095百万円

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

上記の業績予想は現時点で得られた情報に基づいて算定しておりますが、多分に不確定な要素を含んでおります。 
従いまして、実際の業績等は、業況の変化などにより、この資料に記載されている予想とは大きく異なる場合がありますことをご承知おきください。 
業績予想の前提となる仮定等については、３ページ「１．経営成績(1)経営成績に関する分析」をご参照ください。 
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１．経営成績 

(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、平成 20 年秋以降の米国に端を発した金融市場の混乱を

背景に、上半期は企業業績や雇用情勢の悪化により輸出や設備投資が減少傾向となり、個人消費

につきましても回復基調が見られず、景気は低迷した状態が続きました。下半期に入り、各国の

景気対策による下支えに加え、好調なアジア経済に牽引され、景気は緩やかな回復傾向にありま

したが、円高や個人消費低迷による企業収益への圧迫も加わり、企業の経営環境は依然として厳

しい状況で推移いたしました。 

このような状況の中で、当社グループは、拡販努力を続けるとともに、一層の生産の効率化や

業務の効率化、販売価格の維持など、全社を挙げて業績の改善に努めてまいりました。 

この結果、当連結会計年度の当社グループの売上高は 148 億円（前連結会計年度比△23 億 48

百万円、13.7％減）と大幅な減収となりましたが、営業利益は５億 50 百万円（同３億 59 百万円、

187.8％増）、経常利益は４億 73 百万円（同３億 25 百万円、219.5％増）と大幅な増益となりま

した。 

これに加えて、前連結会計年度より実施してまいりました当社淀川第二工場跡地の土壌浄化工

事が予定どおり完了し、当該跡地の売却も終了いたしました結果、当期純利益は８億 55 百万円

（同13億38百万円増）となりました。 

②事業部門別の売上高の概況 

前連結会計年度 当連結会計年度 増 減 
区  分 

金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

精 密 化 学 品 部 門 6,861 40.0 5,476 37.0 △1,384 △20.2 

機 能 材 部 門 2,645 15.4 2,600 17.6 △45 △1.7 

機 能 樹 脂 部 門 2,110 12.3 2,007 13.6 △102 △4.9 

化 成 品 部 門 5,147 30.0 4,358 29.4 △788 △15.3 

 

化学工業セグメント 16,765 97.7 14,443 97.6 △2,321 △13.8 

そ の 他 セ グ メ ン ト 383 2.3 357 2.4 △26 △6.9 

合 計 17,148 100.0 14,800 100.0 △2,348 △13.7 

【化学工業セグメント】 

当セグメントの売上高は144億43百万円となり、前連結会計年度に比べて23億21百万円の

減収となりました。 

 

（精密化学品部門） 

電子材料および医薬中間体の出荷が大幅に減少したことにより、当部門の売上高は 54 億

76 百万円となり、前連結会計年度に比べて 13 億 84 百万円の減収（前連結会計年度比

20.2％減）となりました。 

（機能材部門） 

ゴム薬品は、自動車関連の回復基調により出荷増となりましたが、瞬間接着剤は汎用分野

における競争激化により出荷減となったため、当部門の売上高は 26 億円となり、前連結会

計年度に比べて45百万円の減収（前連結会計年度比1.7％減）となりました。 

（機能樹脂部門） 

ワニスおよび紙用加工樹脂は、下半期の景気回復基調による出荷数量増が上半期の景気悪

化の影響による出荷数量の減少をカバーできず、当部門の売上高は 20 億７百万円となり、

前連結会計年度に比べて１億２百万円の減収（前連結会計年度比4.9％減）となりました。 

（化成品部門） 

可塑剤は、ほぼ前年なみの出荷となりましたが、原料価格の下落に伴う販売価格の引き下

げにより、当部門の売上高は 43 億 58 百万円となり、前連結会計年度に比べて７億 88 百万

円の減収（前連結会計年度比15.3％減）となりました。 
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【その他セグメント】 

当セグメントの化学分析受託事業は、土壌分析受注等が減少したため、売上高は３億57百

万円となり、前連結会計年度に比べて26百万円の減収（前連結会計年度比6.9％減）となり

ました。 

 

③次期の見通し 

次期の経済見通しとしては、中国を中心とするアジア経済圏の堅調な経済成長に支えられ回復

基調に転じておりますが、依然、米国・欧州経済の回復スピードの遅れなど不透明な状況にあり、

本格的な景気回復は後半以降になるものと予想しております。 

このような予想のもと、当社グループは、保有する生産設備の一層の効率的稼働による原価低

減や新規開発品目の受注、その他全社的な業績改善へ努力を傾注し、また、原料価格については

上昇局面であることから相応の販売価格の適正化に取り組み、こうした難局へ対処してまいる所

存であります。 

以上により、次年度の連結業績につきましては、通期で売上高 166 億円と前年に比べて大幅な

増収となる見通しであり、営業利益５億 80 百万円、経常利益５億 30 百万円、当期純利益３億円

を予定しております。 

なお、業績予想は現時点で入手可能な情報に基づいておりますが、実際の数値は今後様々な要

因により、予想数値と異なる可能性があります。 

 

(2) 財政状態に関する分析 

①資産、負債、純資産の状況 

（資産） 

流動資産は、前連結会計年度末に比べて、7.2％減少し、88億62百万円となりました。これは、

主として受取手形及び売掛金が減少したことおよび土壌浄化工事が終了したことによる繰延税金

資産が減少したことなどによるものです。 

固定資産は、前連結会計年度末に比べて、5.6％減少し、74億25百万円となりました。これは、

主として減価償却費が電子材料生産設備の増強等による固定資産の増加を上回ったことなどによ

るものです。 

この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて、6.5％減少し、162億88百万円となりました。 

（負債） 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて19.8％減少し、72億86百万円となりました。これは、

主として土地売却代金を短期借入金の返済に充当したことによる減少などによるものです。 

固定負債は、前連結会計年度末に比べて3.8％減少し、31億70百万円となりました。これは、

主として土壌浄化工事費用として計上していた環境対策引当金が減少したことなどによるもので

す。 

この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて15.5％減少し、104億57百万円となりまし

た。 

（純資産) 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて15.6％増加し、58億30百万円となりました。これは、

主として利益剰余金が増加したことなどによります。 

 

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（以下、資金という）は、前連結会計年度に比べ

て１億45百万円減少し、２億18百万円となりました。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果、増加した資金は17億62百万円（前連結会計年度は７億24百万円）（前連結会

計年度比143.4％増）となりました。 

増加の主な内訳は、減価償却費13億17百万円などによります。 
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（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果、使用した資金は５億３百万円（前連結会計年度は15億63百万円の減少）（前

連結会計年度比67.8％減）となりました。 

これは、有形固定資産取得による支出15億57百万円が有形固定資産売却による収入10億83百万

円を上回ったことなどによります。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果、使用した資金は14億７百万円（前連結会計年度は９億12百万円の増加）とな

りました。 

これは、主に短期借入金の返済による支出15億35百万円などによります。 

 
（参考）キャッシュ･フロー関連指標の推移 

 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（％） 30.9 30.5 31.9 28.9 35.8 

時価ベースの自己資本比率（％） 35.1 22.0 16.9 12.5 16.5 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（％） 486.7 637.7 230.2 809.7 257.3 

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 24.7 15.2 26.9 9.0 27.4 

自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

（注１）いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

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

（注３）キャッシュ･フローは、営業キャッシュ･フローを利用しております。 

（注４）有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としております。 

 

(3) 利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

利益配分につきましては、株主の皆様に対して安定的に利益の還元を行うことを基本としてお

りますが、財務体質の一層の強化ならびに将来の事業展開に備えるための内部留保の充実等も勘

案して決定することとしております。 

当期の配当金につきましては、期末配当金を１株当たり３円とし、中間配当の１株当たり３円

とあわせ年間で１株当たり６円を予定しております(連結配当性向10.1％)。また次期の配当金予

想につきましても、当期と同様、中間、期末ともに３円の年間６円を予定しております(予想配

当性向28.7％)。また、内部留保金につきましては、今後の設備投資等の資金需要に備えること

といたします。 
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２．企業集団の状況 

最近の有価証券報告書(平成21年6月29日提出)における｢事業系統図（事業の内容）」及び「関係会

社の状況」から重要な変更がないため開示を省略します。 

 

３．経営方針 

(1) 会社の経営の基本方針 

当社グループは、化学品メーカーとして、人々がより一層豊かで快適な生活がおくれる社会の持

続的な発展を実現するため、生活関連分野から先端工業分野に至るまで、社会に有用で安全な数多

くの製品を提供することを目指しております。特に品質、安全、環境問題につきましては、レスポ

ンシブル・ケア活動を通じて事業領域全般における社会的信頼の確保に努めてまいります。 

こうした理念の上にたって当社グループは顧客重視の姿勢を貫きながら企業価値の増大を図って

まいります。 

 

(2) 目標とする経営指標 

当社グループは、事業の拡大・強化と事業効率向上による、高収益かつ強い財務体質を有する企

業の実現を目指すこととし、2012年３月期には売上高180億円、売上高営業利益率５％以上の達成

と、自己資本比率の安定的向上を目標として掲げ、その達成に向けて努力してまいります。 

 

(3) 中長期的な会社の経営戦略 

当社グループは、2010年度から2012年度までの３年間を対象期間とした中期経営計画を策定して

おり、その基本方針は次のとおりです。 

① 安全とコンプライアンスの徹底による健全経営 

② 収益力と財務体質の強化 

③ 研究開発力の強化と新製品化比率の向上 

④ 既存設備の有効利用と合理化の推進 

⑤ グローバル経営の推進 

当該基本方針に沿って、事業の選択と集中、販売力の強化ならびに合理化の徹底等により速やか

な収益の回復を図るべく努力いたしてまいります。 
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４．連結財務諸表 
(1)連結貸借対照表 

(単位：千円)

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 363,520 218,437 

受取手形及び売掛金 4,548,824 4,333,217 

商品及び製品 3,011,675 2,651,623 

仕掛品 114,873 34,221 

原材料及び貯蔵品 884,662 1,231,226 

繰延税金資産 541,684 222,418 

その他 89,444 171,815 

貸倒引当金 △141 △173 

流動資産合計 9,554,545 8,862,786 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 6,379,712 6,285,228 

減価償却累計額 △4,142,126 △4,207,774 

建物及び構築物（純額） 2,237,586 2,077,453 

機械装置及び運搬具 16,508,119 16,185,329 

減価償却累計額 △13,486,857 △13,791,478 

機械装置及び運搬具（純額） 3,021,262 2,393,850 

土地 957,155 940,589 

建設仮勘定 321,587 932,957 

その他 1,633,392 1,643,732 

減価償却累計額 △1,393,745 △1,423,624 

その他（純額） 239,646 220,107 

有形固定資産合計 6,777,237 6,564,957 

無形固定資産   

ソフトウエア 184,931 113,479 

その他 28,428 16,955 

無形固定資産合計 213,360 130,435 

投資その他の資産   

投資有価証券 140,163 166,729 

繰延税金資産 627,735 472,999 

その他 113,599 93,904 

貸倒引当金 △3,100 △3,100 

投資その他の資産合計 878,398 730,533 

固定資産合計 7,868,996 7,425,926 

資産合計 17,423,541 16,288,712 
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(単位：千円)

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 2,671,253 2,981,681 

短期借入金 3,849,287 2,317,240 

1年内償還予定の社債 100,000 － 

1年内返済予定の長期借入金 125,759 441,000 

未払法人税等 7,808 139,931 

賞与引当金 350,446 327,677 

役員賞与引当金 8,500 10,000 

環境対策引当金 304,500 － 

その他 1,666,384 1,069,433 

流動負債合計 9,083,940 7,286,964 

固定負債   

長期借入金 1,585,000 1,585,000 

退職給付引当金 1,371,845 1,336,610 

役員退職慰労引当金 82,237 48,741 

環境対策引当金 88,888 － 

その他 168,206 200,558 

固定負債合計 3,296,177 3,170,910 

負債合計 12,380,117 10,457,874 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,572,000 1,572,000 

資本剰余金 1,008,755 1,008,755 

利益剰余金 2,511,439 3,280,538 

自己株式 △20,838 △21,156 

株主資本合計 5,071,356 5,840,138 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 37,519 53,193 

為替換算調整勘定 △65,452 △62,493 

評価・換算差額等合計 △27,932 △9,299 

純資産合計 5,043,423 5,830,838 

負債純資産合計 17,423,541 16,288,712 
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(2)連結損益計算書 

(単位：千円)

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 17,148,798 14,800,542 

売上原価 14,565,724 11,933,588 

売上総利益 2,583,074 2,866,953 

販売費及び一般管理費   

運送費及び保管費 440,833 450,924 

給料手当及び福利費 847,819 845,379 

退職給付引当金繰入額 29,797 25,927 

役員退職慰労引当金繰入額 19,600 17,654 

研究開発費 416,942 407,767 

その他 636,729 568,614 

販売費及び一般管理費合計 2,391,722 2,316,267 

営業利益 191,351 550,686 

営業外収益   

受取利息 1,197 463 

受取配当金 18,381 2,637 

受取ロイヤリティー 9,538 － 

その他 25,945 10,935 

営業外収益合計 55,062 14,036 

営業外費用   

支払利息 82,581 65,341 

その他 15,468 25,413 

営業外費用合計 98,050 90,755 

経常利益 148,364 473,968 

特別利益   

土地売却益 － 1,073,677 

特別利益合計 － 1,073,677 

特別損失   

固定資産除却損 164,072 90,565 

環境対策引当金繰入額 640,000 － 

たな卸資産評価損 71,434 － 

出資金譲渡損 27,653 － 

投資有価証券評価損 6,047 － 

ゴルフ会員権評価損 2,299 6,000 

特別損失合計 911,507 96,565 

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

△763,143 1,451,080 

法人税、住民税及び事業税 29,228 132,862 

法人税等調整額 △309,100 462,926 

法人税等合計 △279,872 595,789 

当期純利益又は当期純損失（△） △483,270 855,291 
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(3)連結株主資本等変動計算書 

(単位：千円)

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 1,572,000 1,572,000 

当期末残高 1,572,000 1,572,000 

資本剰余金   

前期末残高 1,008,755 1,008,755 

当期末残高 1,008,755 1,008,755 

利益剰余金   

前期末残高 3,080,957 2,511,439 

当期変動額   

剰余金の配当 △86,248 △86,191 

当期純利益又は当期純損失（△） △483,270 855,291 

当期変動額合計 △569,518 769,099 

当期末残高 2,511,439 3,280,538 

自己株式   

前期末残高 △18,381 △20,838 

当期変動額   

自己株式の取得 △2,456 △317 

当期変動額合計 △2,456 △317 

当期末残高 △20,838 △21,156 

株主資本合計   

前期末残高 5,643,331 5,071,356 

当期変動額   

剰余金の配当 △86,248 △86,191 

当期純利益又は当期純損失（△） △483,270 855,291 

自己株式の取得 △2,456 △317 

当期変動額合計 △571,975 768,781 

当期末残高 5,071,356 5,840,138 
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(単位：千円)

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 57,569 37,519 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △20,050 15,674 

当期変動額合計 △20,050 15,674 

当期末残高 37,519 53,193 

為替換算調整勘定   

前期末残高 29,069 △65,452 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △94,522 2,958 

当期変動額合計 △94,522 2,958 

当期末残高 △65,452 △62,493 

評価・換算差額等合計   

前期末残高 86,639 △27,932 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △114,572 18,632 

当期変動額合計 △114,572 18,632 

当期末残高 △27,932 △9,299 

純資産合計   

前期末残高 5,729,971 5,043,423 

当期変動額   

剰余金の配当 △86,248 △86,191 

当期純利益又は当期純損失（△） △483,270 855,291 

自己株式の取得 △2,456 △317 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △114,572 18,632 

当期変動額合計 △686,547 787,414 

当期末残高 5,043,423 5,830,838 
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(4)連結キャッシュ・フロー計算書 

(単位：千円)

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又は税金等調整前当期純
損失（△）

△763,143 1,451,080 

減価償却費 1,363,447 1,317,929 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,141 32 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △50,519 △35,234 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △1,650 △33,495 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △1,500 1,500 

環境対策引当金の増減額（△は減少） 393,388 △393,388 

受取利息及び受取配当金 △19,578 △3,101 

支払利息 82,581 65,341 

固定資産除却損 164,072 90,565 

出資金譲渡損益（△は益） 27,653 － 

土地売却損益（△は益） － △1,073,677 

売上債権の増減額（△は増加） 414,626 214,953 

たな卸資産の増減額（△は増加） 274,293 94,322 

仕入債務の増減額（△は減少） △1,226,134 311,082 

その他 197,433 △183,529 

小計 856,112 1,824,380 

利息及び配当金の受取額 19,578 3,101 

利息の支払額 △79,723 △64,254 

法人税等の支払額 △71,733 △635 

営業活動によるキャッシュ・フロー 724,234 1,762,592 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △1,523,504 △1,557,286 

有形固定資産の売却による収入 － 1,083,377 

無形固定資産の取得による支出 △13,057 △20,927 

投資有価証券の取得による支出 △138 △134 

出資金の譲渡による収入 16,471 － 

その他 △43,192 △8,185 

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,563,421 △503,156 

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） 631,911 △1,535,660 

長期借入れによる収入 600,000 490,000 

長期借入金の返済による支出 △130,778 △173,639 

社債の償還による支出 △100,000 △100,000 

自己株式の増減額（△は増加） △2,456 △317 

配当金の支払額 △86,248 △86,191 

リース債務の返済による支出 － △1,793 

財務活動によるキャッシュ・フロー 912,428 △1,407,603 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △21,009 3,083 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 52,231 △145,083 

現金及び現金同等物の期首残高 311,289 363,520 

現金及び現金同等物の期末残高 363,520 218,437 
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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 

（会計処理基準に関する事項） 

重要な引当金の計上基準 

・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。数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数(３年)による定額法によりそれぞれ発生した連結会計年度から費用

処理しております。 

 

「「重要な引当金の計上基準」退職給付引当金」の変更については、下記の「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」に記載しております。 

 

なお、上記の「「重要な引当金の計上基準」退職給付引当金」以外については、 近の有

価証券報告書（平成21年６月29日提出）における記載から重要な変更がないため開示を省略

しております。 

 
  

(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 

（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、これによる営業利益、経常利益および

税金等調整前当期純利益に与える影響はありません。 

 

（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) 

 
化学工業 

(千円) 

その他 

(千円) 
計 

(千円) 
消去又は全社 

(千円) 

連結 

(千円) 

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 16,765,276 383,521 17,148,798 －  17,148,798 

 (2)セグメント間の内部売上高又は振替高 － 717,626 717,626 （717,626） － 

計 16,765,276 1,101,148 17,866,425 （717,626） 17,148,798 

 営業費用 16,622,493 1,052,128 17,674,621 （717,174） 16,957,447 

 営業利益 142,782 49,020 191,803 （452） 191,351 

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本的支出  

 資産 17,011,390 271,987 17,283,378 140,163  17,423,541 

 減価償却費 1,341,634 21,813 1,363,447 －  1,363,447 

 資本的支出 1,459,386 20,385 1,479,771 －  1,479,771 

(注) １ 事業区分は、日本標準産業分類によっております。 

２ 各事業区分の主な製品 

(1) 化学工業……精密化学品、機能材、機能樹脂、化成品 

(2) その他………化学分析他 

３ 配賦不能営業費用はありません。 

４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の主なものは、連結会社での長期投資資金(投資有価証券

等)140,163千円であります。 
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５ たな卸資産の評価基準については、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日公表）を適用しております。この結果、従来の方法に比べて、当連結会計年度の「化学工業」の営

業費用が68,924千円増加し、営業利益が同額減少しております。 

６ 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））を適用しております。な

お、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き通常の賃

貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しております。これによるセグメント情報に与える影響は軽微でありま

す。 

７ 当連結会計年度より、「連結財務諸表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。これによるセグメント情報に与える影響は

軽微であります。 

 

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) 

 
化学工業 

(千円) 

その他 

(千円) 
計 

(千円) 
消去又は全社 

(千円) 
連結 
(千円) 

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 14,443,447 357,094 14,800,542 －  14,800,542 

 (2)セグメント間の内部売上高又は振替高 － 691,306 691,306 （691,306） － 

計 14,443,447 1,048,401 15,491,848 （691,306） 14,800,542 

 営業費用 13,935,410 1,003,351 14,938,762 （688,906） 14,249,855 

 営業利益 508,036 45,049 553,086 （2,399） 550,686 

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本的支出  

 資産 15,867,542 254,440 16,121,983 166,729  16,288,712 

 減価償却費 1,297,154 20,774 1,317,929 －  1,317,929 

 資本的支出 1,087,979 12,994 1,100,974 －  1,100,974 

(注) １ 事業区分は、日本標準産業分類によっております。 

２ 各事業区分の主な製品 

(1) 化学工業……精密化学品、機能材、機能樹脂、化成品 

(2) その他………化学分析他 

３ 配賦不能営業費用はありません。 

４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の主なものは、連結会社での長期投資資金(投資有価証券

等)166,729千円であります。 

 

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) 

本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金

額の合計額に占める割合がいずれも90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略

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) 

本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金

額の合計額に占める割合がいずれも90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略

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) 

 北米 欧州 その他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 871,798 51,527 978,030  1,901,357 

Ⅱ 連結売上高（千円） － － －  17,148,798 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 5.1 0.3 5.7  11.1 

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

(1) 北米……米国 

(2) 欧州……オランダ、ドイツ 

(3) その他……中国、台湾、タイ 

３ 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。 

 

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) 

 北米 欧州 その他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 712,421 92,447 1,222,250  2,027,120 

Ⅱ 連結売上高（千円） － － －  14,800,542 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 4.8 0.6 8.3  13.7 

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

(1) 北米……米国 

(2) 欧州……オランダ、ドイツ 

(3) その他……中国、台湾、タイ 

３ 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。 

 

（開示の省略） 

リース取引、関連当事者との取引、税効果会計、金融商品、有価証券、デリバティブ取引、退職給

付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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（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 351円07銭

１株当たり当期純損失金額 33円63銭

１株当たり純資産額 405円94銭

１株当たり当期純利益金額 59円54銭

(注)１ 前連結会計年度の潜在株式調整後の１株当たり当期純利益については、１株当たり当期純損失であり、

また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

  ２ 当連結会計年度の潜在株式調整後の１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載

しておりません。 

  ３ 算定上の基礎 

１株当たり当期純利益金額及び当期純損失金額 

 

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株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額  

 当期純利益又は当期純損失(△)（千円） △483,270  855,291 

 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又は当期純損失(△)（千円）  △483,270  855,291 

 普通株式の期中平均株式数（千株） 14,372  14,364 

 

（重要な後発事象） 

該当事項はございません。 
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５．個別財務諸表 
(1)貸借対照表 

(単位：千円)

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 111,680 87,326 

受取手形 647,457 757,791 

売掛金 3,816,171 3,487,982 

商品及び製品 3,011,351 2,609,292 

仕掛品 71,000 17,428 

原材料及び貯蔵品 842,872 1,200,433 

前払費用 37,776 38,374 

繰延税金資産 500,547 182,365 

未収入金 146,302 210,753 

その他 14,163 4,378 

流動資産合計 9,199,323 8,596,127 

固定資産   

有形固定資産   

建物 4,263,139 4,222,894 

減価償却累計額 △2,748,618 △2,818,775 

建物（純額） 1,514,521 1,404,119 

構築物 1,721,247 1,647,684 

減価償却累計額 △1,305,636 △1,284,478 

構築物（純額） 415,611 363,205 

機械及び装置 16,059,585 15,735,519 

減価償却累計額 △13,313,740 △13,579,755 

機械及び装置（純額） 2,745,844 2,155,763 

車両運搬具 18,169 16,705 

減価償却累計額 △17,422 △15,939 

車両運搬具（純額） 747 766 

工具、器具及び備品 1,281,098 1,285,563 

減価償却累計額 △1,130,376 △1,136,666 

工具、器具及び備品（純額） 150,721 148,897 

土地 957,155 940,589 

リース資産 － 3,164 

減価償却累計額 － △197 

リース資産（純額） － 2,966 

建設仮勘定 302,747 908,689 

有形固定資産合計 6,087,349 5,924,998 

無形固定資産   

ソフトウエア 184,273 103,177 

その他 6,612 6,107 

無形固定資産合計 190,885 109,284 
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(単位：千円)

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 140,163 166,729 

関係会社株式 120,637 120,637 

関係会社出資金 790,297 790,297 

長期貸付金 4,235 2,482 

関係会社長期貸付金 24,557 22,097 

長期前払費用 33,371 19,582 

繰延税金資産 622,480 471,023 

その他 65,356 61,539 

貸倒引当金 △3,100 △3,100 

投資その他の資産合計 1,797,999 1,651,288 

固定資産合計 8,076,233 7,685,571 

資産合計 17,275,557 16,281,698 

負債の部   

流動負債   

支払手形 156,181 164,156 

買掛金 2,471,203 2,780,525 

短期借入金 3,650,000 2,230,000 

1年内償還予定の社債 100,000 － 

1年内返済予定の長期借入金 103,000 441,000 

未払金 568,172 646,744 

未払費用 258,681 270,294 

未払法人税等 － 127,063 

賞与引当金 274,846 255,965 

設備関係支払手形 849,669 158,471 

役員賞与引当金 8,500 10,000 

環境対策引当金 304,500 － 

その他 159,471 205,622 

流動負債合計 8,904,224 7,289,842 

固定負債   

長期借入金 1,585,000 1,585,000 

退職給付引当金 1,369,159 1,331,784 

役員退職慰労引当金 72,037 34,537 

長期預り金 160,423 192,183 

環境対策引当金 88,888 － 

その他 － 2,284 

固定負債合計 3,275,509 3,145,789 

負債合計 12,179,733 10,435,632 

田岡化学工業㈱平成22年3月期　決算短信

- 18 -



(単位：千円)

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 1,572,000 1,572,000 

資本剰余金   

資本準備金 1,008,755 1,008,755 

資本剰余金合計 1,008,755 1,008,755 

利益剰余金   

利益準備金 170,012 170,012 

その他利益剰余金   

特別償却積立金 1,477 1,266 

圧縮記帳積立金 － 151,565 

別途積立金 2,605,000 2,105,000 

繰越利益剰余金 △278,102 805,430 

利益剰余金合計 2,498,387 3,233,274 

自己株式 △20,838 △21,156 

株主資本合計 5,058,304 5,792,873 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 37,519 53,193 

評価・換算差額等合計 37,519 53,193 

純資産合計 5,095,823 5,846,066 

負債純資産合計 17,275,557 16,281,698 
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(2)損益計算書 

(単位：千円)

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 16,721,021 14,288,819 

売上原価 14,312,385 11,628,495 

売上総利益 2,408,635 2,660,324 

販売費及び一般管理費 2,304,275 2,207,408 

営業利益 104,359 452,916 

営業外収益   

受取利息 437 1,074 

受取配当金 50,281 18,697 

受取ロイヤリティー 23,562 12,811 

その他 24,735 9,055 

営業外収益合計 99,016 41,639 

営業外費用   

支払利息 63,983 58,498 

その他 19,967 26,651 

営業外費用合計 83,951 85,150 

経常利益 119,425 409,404 

特別利益   

土地売却益 － 1,073,677 

特別利益合計 － 1,073,677 

特別損失   

固定資産除却損 163,758 84,321 

環境対策引当金繰入額 640,000 － 

たな卸資産評価損 71,434 － 

ゴルフ会員権評価損 2,299 6,000 

投資有価証券評価損 6,047 － 

関係会社出資金譲渡損 27,653 － 

特別損失合計 911,192 90,321 

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △791,767 1,392,760 

法人税、住民税及び事業税 7,000 112,800 

法人税等調整額 △305,572 458,882 

法人税等合計 △298,572 571,682 

当期純利益又は当期純損失（△） △493,195 821,078 
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(3)株主資本等変動計算書 

(単位：千円)

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) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 1,572,000 1,572,000 

当期末残高 1,572,000 1,572,000 

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 1,008,755 1,008,755 

当期末残高 1,008,755 1,008,755 

資本剰余金合計   

前期末残高 1,008,755 1,008,755 

当期末残高 1,008,755 1,008,755 

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 170,012 170,012 

当期末残高 170,012 170,012 

その他利益剰余金   

特別償却積立金   

前期末残高 － 1,477 

当期変動額   

特別償却積立金の積立 1,477 － 

特別償却積立金の取崩 － △211 

当期変動額合計 1,477 △211 

当期末残高 1,477 1,266 

固定資産圧縮積立金   

前期末残高 － － 

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の積立 － 151,565 

当期変動額合計 － 151,565 

当期末残高 － 151,565 

別途積立金   

前期末残高 2,605,000 2,605,000 

当期変動額   

別途積立金の取崩 － △500,000 

当期変動額合計 － △500,000 

当期末残高 2,605,000 2,105,000 

田岡化学工業㈱平成22年3月期　決算短信

- 21 -



(単位：千円)

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) 

繰越利益剰余金   

前期末残高 302,819 △278,102 

当期変動額   

特別償却積立金の積立 △1,477 － 

特別償却積立金の取崩 － 211 

固定資産圧縮積立金の積立 － △151,565 

別途積立金の取崩 － 500,000 

剰余金の配当 △86,248 △86,191 

当期純利益又は当期純損失（△） △493,195 821,078 

当期変動額合計 △580,921 1,083,532 

当期末残高 △278,102 805,430 

利益剰余金合計   

前期末残高 3,077,831 2,498,387 

当期変動額   

特別償却積立金の積立 － － 

特別償却積立金の取崩 － － 

固定資産圧縮積立金の積立 － － 

別途積立金の取崩 － － 

剰余金の配当 △86,248 △86,191 

当期純利益又は当期純損失（△） △493,195 821,078 

当期変動額合計 △579,444 734,886 

当期末残高 2,498,387 3,233,274 

自己株式   

前期末残高 △18,381 △20,838 

当期変動額   

自己株式の取得 △2,456 △317 

当期変動額合計 △2,456 △317 

当期末残高 △20,838 △21,156 

株主資本合計   

前期末残高 5,640,204 5,058,304 

当期変動額   

剰余金の配当 △86,248 △86,191 

当期純利益又は当期純損失（△） △493,195 821,078 

自己株式の取得 △2,456 △317 

当期変動額合計 △581,900 734,569 

当期末残高 5,058,304 5,792,873 
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(単位：千円)

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) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 57,569 37,519 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △20,050 15,674 

当期変動額合計 △20,050 15,674 

当期末残高 37,519 53,193 

評価・換算差額等合計   

前期末残高 57,569 37,519 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △20,050 15,674 

当期変動額合計 △20,050 15,674 

当期末残高 37,519 53,193 

純資産合計   

前期末残高 5,697,774 5,095,823 

当期変動額   

剰余金の配当 △86,248 △86,191 

当期純利益又は当期純損失（△） △493,195 821,078 

自己株式の取得 △2,456 △317 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △20,050 15,674 

当期変動額合計 △601,950 750,243 

当期末残高 5,095,823 5,846,066 
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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．その他 

(1)役員の異動 

① 代表者の異動 

該当事項はありません。 

 

② その他の役員の異動（平成22年６月29日付予定） 

1 新任取締役候補 

取締役     山本 一心(現 住友化学株式会社執行役員、当社社外監査役) 

 

2 新任監査役候補 

監査役     山田 実 

監査役     川崎 全司(現 弁護士) 

 

3 退任予定監査役 

監査役     山本 一心（取締役 就任予定） 

監査役     勝本 泰仁 

 

(注１) 新任取締役候補者 山本 一心氏は、会社法第２条第15項に定める社外取締役であり

ます。 

(注２) 新任監査役候補者 山田 実氏及び川崎 全司氏は、会社法第２条第16項に定める社

外監査役であります。 
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