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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第3四半期 223,635 ― 13,942 ― 13,209 ― 3,968 ―

20年3月期第3四半期 223,668 6.4 18,939 △11.5 17,876 △16.2 10,079 △17.7

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益

円 銭 円 銭

21年3月期第3四半期 16.81 16.80
20年3月期第3四半期 42.34 42.32

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

21年3月期第3四半期 349,548 106,024 29.3 433.71
20年3月期 335,730 110,880 31.9 453.54

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  102,381百万円 20年3月期  107,063百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  有  

平成21年３月期末の配当金につきましては未定であります。  

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 6.00 ― 6.00 12.00
21年3月期 ― 6.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― ― ―

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期純

利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 270,000 △10.9 4,000 △84.2 5,000 △75.8 1,000 △89.0 4.24

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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他 をご覧ください。  

(3) 四半期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（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他 をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
（1）平成21年３月期末の配当予想につきましては未定であります。詳細につきましては、本日公表いたしました「業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ」をご参
照ください。 
（2）上記の業績予想につきましては、平成20年11月13日に公表いたしました内容より修正しております。詳細につきましては、本日公表いたしました「業績予想及び配当
予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。また、本資料中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。 
（3）当連結会計年度より「四半期連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第１２号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用
指針第１４号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第3四半期  242,075,556株 20年3月期  242,075,556株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  6,013,152株 20年3月期  6,014,022株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第3四半期  236,062,762株 20年3月期第3四半期  238,046,401株
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定性的情報・財務諸表等 

１．連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期連結累計期間（平成20年４月１日～平成20年12年31日）における連結経営成績は以下のとおりであり

ます。なお、前年同期の金額および前年同期増減率につきましては参考として記載しております。 

  

 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、期首においては米国の景気後退懸念や原油価格の動向等から景

気は足踏み状態にありましたが、秋以降、世界的な景気後退が急速に進みました。 

 石油化学業界におきましては、原油、ナフサ等の原料価格は期首から夏にかけて高騰し収益を圧迫しましたが、秋

までは需要業界の好調に支えられました。その後原料価格は急速に下落しましたが、世界的な需要の減少から設備、

在庫の過剰感が広がりました。 

 当社グループはこのような環境のもとで、エラストマー素材事業部門では価格改定に取り組み、秋までは堅調に推

移しましたが、当第３四半期に入り、急激な需要減となり売上高が急減しました。これに対し、在庫の抑制と引き続

き「ＺΣ運動」によるコスト削減・低減に努めました。 

 この結果、当第３四半期連結累計期間の経営成績は、売上高2,236億35百万円（前年同期比33百万円減）、営業利

益139億42百万円（前年同期比26.4％減）、経常利益132億9百万円（前年同期比26.1％減）、四半期純利益39億68百

万円（前年同期比60.6％減）となりました。 

  

事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。 

 

（エラストマー素材事業部門） 

 合成ゴムの販売は、国内では、主要用途であるタイヤおよび自動車関連の需要が秋まで好調に推移したため前年同

期を上回りましたが、輸出は、一部製品の出荷調整を実施したため前年同期を下回りました。一方、春先からの原料

価格の高騰を受け、販売価格の改定、採算性を重視した販売政策を実施いたしましたが、秋以降は原料価格下落に伴

う対応に追われました。この結果、合成ゴム全体では販売数量は前年同期を下回りましたが、売上高は前年同期を上

回りました。 

 米国子会社は、米国経済の低迷により販売数量は前年同期を下回りましたが、現地通貨での売上高は原料高騰に伴

う価格改定により前年同期を上回りました。 

 英国子会社は、販売数量は前年同期並みでしたが、ポンド安の影響により現地通貨での売上高は前年同期を上回り

ました。 

 合成ラテックスの販売は、国内では紙用途、樹脂改質用途向けの販売が減少し、前年同期と比べ、販売数量、売上

高とも減少しましたが、輸出につきましては、手袋用途の伸びにより、販売数量、売上高とも前年同期を上回りまし

た。この結果、合成ラテックス全体では、販売数量、売上高とも前年同期を上回りました。 

 化成品の販売は、国内および輸出とも販売数量は前年同期を下回りましたが、販売価格の改定により売上高は前年

同期を上回りました。タイの石油樹脂子会社は、販売数量は前年同期を下回りましたが、現地通貨での売上高は販売

価格の改定により前年同期を上回りました。 

 以上の結果、エラストマー素材事業部門全体の売上高は、1,507億1百万円（前年同期比5.4％増）、営業利益は149

億44百万円（前年同期比24.0％増）となりました。 

  

（高機能材料事業部門） 

 高機能樹脂（シクロオレフィンポリマー）関連では、光学レンズ用途、医療用途向け樹脂（ゼオネックス）は、秋

からの急激な景気後退の影響により、販売数量、売上高とも前年同期を下回りました。光学部材用樹脂（ゼオノア）

および光学部材は、昨年度下期からの液晶パネル用途の不調が継続し、さらに全体として秋からの景気後退の影響を

受け、販売数量、売上高とも前年同期を下回りました。この結果、高機能樹脂全体では販売数量、売上高とも前年同

期を下回りました。 

 情報材料関連では、エッチング用ガスおよびレジストの売上高が減少しましたが、電池材料、トナーが売上高を伸

ばしました。この結果、情報材料全体では売上高は前年同期を上回りました。 

 化学品関連では、合成香料は販売数量、売上高ともに前年同期を下回りました。特殊化学品は販売数量、売上高と

もに前年同期を上回りました。この結果、化学品全体では販売数量、売上高ともに前年同期を下回りました。 

 以上の結果、高機能材料事業部門全体の売上高は、309億17百万円（前年同期比15.0％減）となりましたが、営業

損益は13億60百万円の損失（前年同期の営業利益62億26百万円）となりました。 
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（その他の事業部門） 

 子会社の商事部門の売上高は第３四半期に入り急激に落ち込みました。他の部門も低調に推移しました。 

 以上の結果、高機能材料事業部門全体の売上高は、453億85百万円（前年同期比1.4％減）、営業利益は4億67百万

円（前年同期比38.0％減）となりました。 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

 当第3四半期連結会計期間末の総資産は、3,495億48百万円（前連結会計年度末比138億19百万円増）となりました。

これは主として、投資有価証券が減少した一方で、商品及び製品、有形固定資産等が増加したことによるものであり

ます。 

 負債は、2,435億24百万円（同186億74百万円増）となりました。これは主として、短期借入金、その他流動負債

（主として設備関係未払金の増加）がそれぞれ増加したことによるものであります。 

 純資産は、1,060億24百万円（同48億56百万円減）となりました。これは主として、四半期純利益39億68百万円、

配当金支払に伴う利益剰余金の減少28億33百万円、その他有価証券評価差額金の減少32億42百万円、為替換算調整勘

定の減少26億92百万円等によるものであります。 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 米国金融危機に端を発した世界規模での経済情勢の混乱と景気の急減速にともない、当社を取り巻く経営環境は第

３四半期以降、急激に悪化してまいりました。特に当社グループにおいては、主要関連業界である自動車、同部品業

界や電子、光学、液晶関連業界において販売不振に伴う急激な生産調整、在庫調整が想定を超える規模とスピードで

行われたため、販売量の減少が顕著になり、加えて急速な円高の影響を受け、業績が急速に悪化することが予想され

ます。 

 以上のような状況を踏まえ、平成20年11月13日に公表いたしました通期業績予想の見直しをいたしました。 

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） 

 該当事項はありません。 

  

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

① 簡便な会計処理  

棚卸資産の評価方法  

 棚卸資産の簿価切下げに関して収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、簿価切下げ

を行う方法により算定しております。  

原価差異の配賦方法  

 原価差異の棚卸資産と売上原価への配賦を年度決算と比較して簡便的に実施しております。  

繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しましては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の

発生状況について、著しい変化がないと認められる場合は、前連結会計年度決算において使用した将来の業績予

測やタックス・プランニングを利用する方法により、また、著しい変化が認められた場合は、前連結会計年度決

算において使用した将来の業績予測やタックス・プランニングに当該著しい変化の影響を加味したものを利用す

る方法によっております。 

② 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理  

税金費用の計算 

 税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計

適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。 

 なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。  
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原価差異の繰延処理  

 季節的に変動する操業度等により発生した原価差異は、原価計算期間末までにほぼ解消が見込まれるため、当

該原価差異を流動資産（その他）および流動負債（その他）として繰り延べております。  

  

（３）四半期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 

 ① 四半期財務諸表に関する会計基準の適用 

 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関

する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表

規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

 ② 重要な資産の評価基準及び評価方法の変更 

 たな卸資産 

 当社及び国内連結子会社は、通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として総平均法によ

る原価法によっておりましたが、第１四半期連結会計期間より「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）が適用されたことに伴い、主として総平均法による原価法（貸借対照表価額に

ついて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。 

 また、従来営業外費用に計上していた「たな卸資産処分損」（当第３四半期連結累計期間959百万円）につき

ましては、第１四半期連結会計期間より売上原価に計上しております。 

 これにより、当第３四半期連結累計期間の営業利益は、2,267百万円、経常利益及び税金等調整前四半期純利

益は、それぞれ1,308百万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。 

③ 「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」の適用 

 第１四半期連結会計期間より、「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。 

 これによる当第３四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。 

④ リース取引に関する会計基準の適用 

 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、「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））が平成20年４

月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができることになったことに伴

い、第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっておりま

す。また、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の減価償却の方法については、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、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・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を引き続き適用しております。 

 また、当第３四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。 

＜追加情報＞  

⑤ 有形固定資産の耐用年数の変更 

  当社及び一部の国内連結子会社は、平成20年度の法人税法改正に伴う法定耐用年数の変更を契機として見直し

を行い、一部の機械装置について、第１四半期連結会計期間より、耐用年数の変更を行っております。 

 この結果、従来の方法に比べ、当第３四半期連結累計期間の営業利益は1,164百万円減少し、経常利益及び税

金等調整前四半期純利益は1,170百万円減少しております。 

 なお、セグメント情報に与える影響については、当該箇所に記載しております。  
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,413 6,509

受取手形及び売掛金 77,117 76,816

商品及び製品 51,378 42,711

仕掛品 4,839 4,558

原材料及び貯蔵品 9,889 8,752

未収入金 31,255 28,876

繰延税金資産 2,980 3,101

その他 5,387 1,940

貸倒引当金 △64 △88

流動資産合計 189,194 173,174

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 32,272 32,571

機械装置及び運搬具（純額） 45,425 50,424

土地 13,861 13,970

建設仮勘定 26,647 15,557

その他（純額） 3,456 3,741

有形固定資産合計 121,662 116,263

無形固定資産   

のれん 1,687 2,311

その他 3,623 3,587

無形固定資産合計 5,309 5,898

投資その他の資産   

投資有価証券 27,448 35,881

繰延税金資産 1,729 469

その他 4,670 4,506

貸倒引当金 △465 △462

投資その他の資産合計 33,382 40,393

固定資産合計 160,354 162,554

繰延資産 0 2

資産合計 349,548 335,730
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 80,612 79,712

短期借入金 41,304 25,351

コマーシャル・ペーパー 18,988 19,984

未払法人税等 2,811 3,021

賞与引当金 226 1,769

修繕引当金 3,962 1,048

その他の引当金 24 36

その他 29,690 25,621

流動負債合計 177,616 156,542

固定負債   

社債 20,000 20,000

長期借入金 31,507 32,177

繰延税金負債 484 1,383

退職給付引当金 11,083 11,675

環境対策引当金 517 517

その他の引当金 447 622

負ののれん 109 175

その他 1,762 1,759

固定負債合計 65,909 68,309

負債合計 243,524 224,850

純資産の部   

株主資本   

資本金 24,211 24,211

資本剰余金 18,374 18,378

利益剰余金 68,112 67,000

自己株式 △5,429 △5,433

株主資本合計 105,268 104,156

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,814 5,056

繰延ヘッジ損益 △5 2

為替換算調整勘定 △3,248 △556

年金負債調整額 △1,448 △1,595

評価・換算差額等合計 △2,887 2,907

新株予約権 191 151

少数株主持分 3,452 3,666

純資産合計 106,024 110,880

負債純資産合計 349,548 335,730
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 223,635

売上原価 174,889

売上総利益 48,746

販売費及び一般管理費 34,804

営業利益 13,942

営業外収益  

受取利息 148

受取配当金 887

負ののれん償却額 106

持分法による投資利益 24

雑収入 748

営業外収益合計 1,912

営業外費用  

支払利息 1,206

為替差損 1,169

雑損失 270

営業外費用合計 2,645

経常利益 13,209

特別利益  

固定資産売却益 32

貸倒引当金戻入額 31

その他 17

特別利益合計 81

特別損失  

固定資産処分損 496

投資有価証券評価損 1,261

その他 211

特別損失合計 1,968

税金等調整前四半期純利益 11,322

法人税等 7,182

少数株主利益 171

四半期純利益 3,968
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純利益 11,322

減価償却費 16,606

賞与引当金の増減額（△は減少） △1,518

修繕引当金の増減額（△は減少） 2,914

受取利息及び受取配当金 △1,034

支払利息 1,206

投資有価証券評価損益（△は益） 1,261

売上債権の増減額（△は増加） △2,435

たな卸資産の増減額（△は増加） △11,418

仕入債務の増減額（△は減少） 2,751

その他 △6,019

小計 13,635

利息及び配当金の受取額 1,092

利息の支払額 △1,302

訴訟関連損失の支払額 △879

法人税等の支払額 △6,966

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,579

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 △17,194

無形固定資産の取得による支出 △938

投資有価証券の取得による支出 △553

投資有価証券の売却及び償還による収入 2,003

貸付けによる支出 △656

その他 △4

投資活動によるキャッシュ・フロー △17,342

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） 11,071

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） △996

長期借入れによる収入 10,500

長期借入金の返済による支出 △5,527

配当金の支払額 △2,816

少数株主への配当金の支払額 △76

その他 △12

財務活動によるキャッシュ・フロー 12,144

現金及び現金同等物に係る換算差額 △711

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △329

現金及び現金同等物の期首残高 6,126

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

266

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,062
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 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

（４）継続企業の前提に関する注記 

 該当事項はありません。 

（５）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

 当第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日） 

（注）１．事業区分の方法及び各区分に属する主要製品 

(1）事業区分の方法 

  経営管理上採用している区分によっております。 

(2)各事業区分の主要製品 

   ２．会計処理の方法の変更 

   （棚卸資産の評価に関する会計基準） 

 「４．その他 （３）四半期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」に記載のとお

り、第１四半期連結会計期間より「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。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当第３四半期連結累計期間の営

業利益が、エラストマー素材事業で248百万円、高機能材料事業で1,834百万円、その他の事業で184百万円それぞ

れ減少しております。 

３．追加情報  

 「４．その他 （３）四半期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」に記載のとお

り、当社及び一部の国内連結子会社は、平成20年度の法人税法改正に伴う法定耐用年数の変更を契機として見直

しを行い、一部の機械装置について、第１四半期連結会計期間より、耐用年数の変更を行っております。この変

更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当第３四半期連結累計期間の営業利益が、エラストマー素材事業

で198百万円、高機能材料事業で959百万円、その他の事業で7百万円それぞれ減少しております。 

 
エラストマ
ー素材事業 
（百万円） 

高機能材
料事業 
（百万円）

その他の
事業 
（百万円）

計 
（百万円）

消去又は
全社 
（百万円）

連結 
（百万円） 

売上高            

(1)外部顧客に対する売上高 149,372 30,917 43,346 223,635 － 223,635 

(2)セグメント間の内部売上

高又は振替高 
1,329 － 2,039 3,368 (3,368) － 

計 150,701 30,917 45,385 227,003 (3,368) 223,635 

営業利益（△営業損失） 14,944 △1,360 467 14,051 (109) 13,942 

事業区分 主要製品 

エラストマー素材

事業 

合成ゴム、合成ラテックス、化成品（Ｃ５石油樹脂、熱可塑性エラストマー

等） 

高機能材料事業 

化学品（合成香料、有機合成薬品等）、情報材料（電子材料、トナー関連製

品等）、高機能樹脂（シクロオレフィンポリマー樹脂、シクロオレフィンポ

リマー成型品） 

その他の事業 
ＲＩＭ配合液、ＲＩＭ成形品、医療器材、ブタジエン抽出技術等、塩ビコン

パウンド、包装物流資材、住宅資材、その他 
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〔所在地別セグメント情報〕 

当第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日） 

 （注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっています。 

２．各区分に属する主な国又は地域 

(1）北米……………アメリカ 

(2)ヨーロッパ……イギリス、ドイツ、イタリア 

 (3)アジア…………タイ、シンガポール、韓国、中国 

    ３．会計処理の方法の変更 

    （棚卸資産の評価に関する会計基準） 

 「４．その他 （３）四半期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」に記載のと

おり、第１四半期連結会計期間より「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。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当第３四半期連結累計期

間の営業利益が、日本で2,267百万円減少しております。 

４．追加情報 

 「４．その他 （３）四半期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」に記載のと

おり、当社及び一部の国内連結子会社は、平成20年度の法人税法改正に伴う法定耐用年数の変更を契機として見

直しを行い、一部の機械装置について、第１四半期連結会計期間より、耐用年数の変更を行っております。この

変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当第３四半期連結累計期間の営業利益が、日本で1,164百万円

減少しております。  

〔海外売上高〕 

当第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日） 

 （注）１．国又は地域の区分は、地理的近接度によっています。 

２．各区分に属する主な国又は地域 

(1）北米………………アメリカ、カナダ、メキシコ 

(2）ヨーロッパ………イギリス、ドイツ、イタリア 

(3）アジア……………中国、韓国、タイ、マレーシア、台湾 

(4）その他の地域……ブラジル、オーストラリア 

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。 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 該当事項はありません。 

 
日本 

（百万円） 
北米 

（百万円） 
ヨーロッパ 
（百万円） 

アジア 
（百万円） 

計 
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高              

(1)外部顧客に対する売上高 173,002 17,258 16,802 16,573 223,635 － 223,635 

(2)セグメント間の内部売上高又

は振替高 
24,607 7,656 609 1,527 34,400 (34,400) － 

計 197,609 24,914 17,412 18,100 258,035 (34,400) 223,635 

営業利益（△営業損失） 10,143 2,772 608 539 14,062 (120) 13,942 

  北米 ヨーロッパ アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 21,920 25,421 48,450 1,900 97,690 

Ⅱ 連結売上高（百万円）         223,635 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
9.8 11.4 21.7 0.8 43.7 
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（７）重要な後発事象 

 共通支配下の取引等 

 当社は、平成20年９月24日開催の取締役会における決議に基づき、当社の100％子会社である株式会社オプテス

を平成21年１月１日付で吸収合併いたしました。 

１．対象となった事業の名称及びその事業の内容、企業結合の法的形式、結合後企業の名称並びに取引の目的を

含む取引の概要 

（1）対象となった事業の名称及びその事業の内容 

事業の名称  精密加工事業 

事業の内容  光学機器用部品の製造、組立て及び販売 他 

（2）企業結合の法的形式 

当社を吸収合併存続会社、株式会社オプテスを吸収合併消滅会社とする吸収合併 

（3）結合後企業の名称 

日本ゼオン株式会社 

（4）取引の目的を含む取引の概要 

株式会社オプテスは、光学フィルムや拡散板等の液晶ディスプレイ用部材を中心に製造販売を担う当社の10

0％子会社であり、これまで顧客の信頼を得ながら業容を拡大してまいりました。 

 しかしながら、市場環境の大きな変化によって精密加工事業の収益が悪化しております。 

 この度当社は、精密加工事業を当社の事業とすることにより、財務基盤を強化するとともに樹脂開発から成形

加工まで一貫した製品開発体制を構築し、優れた品質と高いコスト競争力を確保する目的で、株式会社オプテス

を吸収合併いたしました。 

２．実施した会計処理の概要 

 「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議会 平成15年10月31日）及び「企業結合会計基準及び事業分離等

会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 終改正平成19年11月15日）に基づき、共通支配

下の取引として処理いたしました。 
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「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

（２）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

前年同四半期（自平成19年４月１日 至平成19年12月31日） 

                                          (単位：百万円) 

科目 

前年同四半期 
（平成20年３月期 
第３四半期） 

金額（百万円） 

Ⅰ 売上高 223,668 

Ⅱ 売上原価 168,251 

売上総利益 55,417 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 36,478 

営業利益 18,939 

Ⅳ 営業外収益 1,959 

 受取利息・配当金 1,088 

 その他 871 

Ⅴ 営業外費用 3,022 

 支払利息 1,056 

 その他 1,966 

経常利益 17,876 

Ⅵ 特別利益 40 

Ⅶ 特別損失 1,019 

税金等調整前四半期純利益 16,897 

税金費用 6,487 

少数株主利益 332 

四半期純利益 10,079 

 
エラストマー 
素材事業 

高機能材料事業 その他の事業 計 消去又は全社 連結 

売上高 143,015 36,360 46,008 225,383 (1,715) 223,668 

営業費用 130,968 30,133 45,254 206,356 (1,627) 204,729 

営業利益 12,047 6,226 754 19,027 (87) 18,939 
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