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1.  21年12月期の連結業績（平成21年1月1日～平成21年12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 ％

21年12月期 101,736 7.7 5,611 11.0 6,008 15.6 3,082 23.8
20年12月期 94,479 5.7 5,057 △5.0 5,197 △9.5 2,488 △10.3

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 ％ ％ ％

21年12月期 153.40 153.03 8.2 9.2 5.5
20年12月期 124.48 123.89 6.8 8.2 5.4
（参考） 持分法投資損益 21年12月期  ―百万円 20年12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

21年12月期 66,461 42,633 57.9 1,911.25
20年12月期 64,470 40,541 56.8 1,825.75
（参考） 自己資本   21年12月期  38,481百万円 20年12月期  36,643百万円

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

21年12月期 2,235 291 △1,412 12,327
20年12月期 1,843 △2,537 △1,590 11,190

2.  配当の状況 

（注） 平成21年12月期 １株当たり配当金の内訳     普通配当 80円00銭     連結売上高1,000億円達成記念配当 5円00銭 

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 ％ ％

20年12月期 ― 0.00 ― 75.00 75.00 1,505 60.3 4.1
21年12月期 ― 0.00 ― 85.00 85.00 1,711 55.4 4.5
22年12月期 

（予想）
― 0.00 ― 85.00 85.00 52.6

3.  22年12月期の連結業績予想（平成22年1月1日～平成22年12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

64,490 5.0 9,408 1.6 9,583 2.4 5,284 △0.3 262.44

通期 105,557 3.8 6,018 7.2 6,433 7.1 3,255 5.6 161.66
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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、30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株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、53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） 21年12月期 20,137,500株 20年12月期 20,073,000株
② 期末自己株式数 21年12月期  3,180株 20年12月期  2,800株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年12月期の個別業績（平成21年1月1日～平成21年12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 ％

21年12月期 81,167 8.6 3,857 16.6 4,532 15.9 2,716 21.2
20年12月期 74,710 5.9 3,309 △7.9 3,911 △6.7 2,242 △7.3

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

21年12月期 135.22 134.89
20年12月期 112.13 111.59

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12月期 53,815 34,125 63.4 1,694.88
20年12月期 52,364 32,733 62.5 1,630.94
（参考） 自己資本 21年12月期  34,125百万円 20年12月期  32,733百万円

2.  22年12月期の個別業績予想（平成22年1月1日～平成22年12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 
 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。業績予想に関する事項については、５ページの「次期の見通し」をご参照ください。 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
累計期間

53,881 5.1 8,177 0.1 8,637 1.5 5,086 △0.5 252.56

通期 83,842 3.3 4,169 8.1 4,877 7.6 2,859 5.3 142.00
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当連結会計年度におけるわが国の経済は、政府の景気対策などにより一部で改善の兆しが見られたも

のの、企業収益の減少や雇用情勢の悪化は依然として続いており、個人消費も低調に推移いたしまし

た。更に物価のゆるやかなデフレ状況などにより景気の下押しが懸念される厳しい状況でありました。 

 このような状況のなか、当社グループは引き続き「価値創造による脱価格競争」をテーマに掲げ、価

値を訴求する提案型営業を強化するとともに、機能性の高い製品や総合的な環境衛生サービスを提供し

てまいりました。当期は特に利益面の回復を重視して、生産の効率化や返品率の改善、経費の効率的運

用などに取り組み、経営効率の向上に努めてまいりました。  

 以上の結果、当連結会計年度における売上高は1,017億36百万円(前期比7.7％増)、営業利益は56億11

百万円(前期比11.0％増)、経常利益は60億08百万円(前期比15.6％増)、当期純利益は30億82百万円(前

期比23.8％増)と増収・増益となりました。  

  

 事業の種類別セグメントの状況は以下のとおりであります。 

  

家庭用品事業におきましては、景気低迷による生活防衛意識や節約志向の高まりなどから個人消費が

冷え込む厳しい状況でありましたが、主力部門である殺虫剤を中心に多くの新製品を発売するととも

に、店頭売場の充実を図る専門スタッフの増強などにより営業力をさらに強化し、また、広告宣伝費や

販売促進費などのマーケティング費用を効果的に投入することで、市場の活性化と売上の拡大に努めま

した。  

 以上の結果、当事業における売上高は855億39百万円(前期比8.9％増)、営業利益は48億44百万円(前

期比11.0％増)となりました。  

  

 
(注) 売上高は外部顧客に対する売上高であります。 

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析

① 当期の経営成績

［家庭用品事業］

(家庭用品事業の業績) (金額単位：百万円)

前連結会計年度 当連結会計年度 増減額 増減率

家庭用医薬品殺虫剤 5,744 5,579 △ 165 △2.9%

家庭用一般殺虫剤 32,789 35,329 2,539 7.7%

殺虫剤部門  計 38,534 40,908 2,374 6.2%

口腔衛生用品 23,321 24,523 1,201 5.2%

入浴剤その他 12,806 16,135 3,328 26.1%

日用品部門  計 36,127 40,658 4,530 12.5%

ペット用品部門 2,735 3,009 274 10.0%

その他製商品部門 1,185 961 △ 223 △18.8%

売 上 高 合 計 78,583 85,539 6,955 8.9%

営 業 利 益 4,366 4,844 478 11.0%
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殺虫剤部門 

殺虫剤部門は、シーズンを通して全般的に天候に恵まれ、殺虫剤全体の市場規模が前年を上回って推

移したことや、得意先企業との取組み強化など積極的な営業活動と多くの新製品が寄与したことにより

順調に推移し、市場でのシェアも拡大することができ、売上高は409億08百万円(前期比6.2％増)となり

ました。  

 家庭用医薬品殺虫剤分野におきましては、加熱蒸散剤「アースレッド」は数年続いた減少傾向に歯止

めをかけることができ増加に転じましたが、樹脂蒸散剤「バポナ」は６月に施行された改正薬事法で第

１類医薬品に指定されたことで取扱店舗が減少した影響などもあり、当分野の売上高は55億79百万円

(前期比2.9％減)となりました。  

 家庭用一般殺虫剤分野におきましては、ハエ・蚊市場が前年を下回って推移したなかで、主力品の液

体蚊取り「アースノーマット」が前期の売上を確保しました。また、近年需要が拡大している設置型虫

よけ剤の「バポナ虫よけネットＷ」及び「アース天然ハーブの虫よけ」の品揃えを強化したことや、コ

バエ捕獲器「コバエがホイホイ」の売上が大幅に伸長したこともあり、当分野の売上高は353億29百万

円(前期比7.7％増)となりました。  

  

日用品部門 

日用品部門は、主力製品の伸長や取扱品目の増加などにより、売上高は406億58百万円(前期比12.5％

増)となりました。  

 口腔衛生用品分野におきましては、高齢人口の増加に伴い需要が拡大している義歯関連製品の「ポリ

デント」などが堅調に推移したことや、積極的に広告宣伝を投入した知覚過敏用歯磨き「シュミテク

ト」及び洗口液「モンダミン」が伸長したことにより、当分野の売上高は245億23百万円(前期比5.2％

増)となりました。  

 入浴剤その他分野におきましては、新しいコマーシャルを投入した入浴剤「バスロマン」が順調に推

移したことや、前期９月より販売を開始した薬用石鹸「ミューズ」が、新型インフルエンザの発生によ

る感染予防ニーズの高まりを受けて計画を大幅に上回ったことにより、当分野の売上高は161億35百万

円(前期比26.0％増)となりました。  

  

ペット用品部門 

ペット用品部門は、新製品が寄与したことや前期に連結子会社となった㈱ターキーの売上が今期より

年間を通じて寄与したことにより、売上高は30億09百万円(前期比10.0％増)となりました。 
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総合環境衛生事業におきましては、食の安全・安心を確保するための品質管理や衛生管理に対する意

識の向上により、工場・事業所における異物混入防止・汚染防止の必要性が高まり需要増が期待できる

状況でありました。反面、昨今の不況に伴い工場閉鎖・生産ラインの縮小による既存取引契約の減少

や、取引先の経費削減から契約内容の見直しを要求されるなど厳しい状況でもありました。  

 このような状況のなか、各取引先企業に対応した独創的な品質保証の仕組みを取り入れたサービスの

充実を図り、主な展開領域である食品・医薬品・化粧品・包装関連工場を中心に積極的な営業活動を行

い、既存取引の継続と新規契約の獲得に努めました。  

 以上の結果、当事業における売上高は161億97百万円(前期比1.9％増)、営業利益は14億45百万円(前

期比2.0％増)となりました。  

  

 
(注) 売上高は外部顧客に対する売上高であります。 

  

 
  

当社グループが属する業界は、長引く景気の低迷により企業収益・雇用環境に改善の兆しが見られな

いなかで、個人消費もさらに冷え込むことが予想され、今後も厳しい事業環境が続くと思われます。  

 このような状況のなか、当社グループは引き続き「価値創造による脱価格競争」をテーマに掲げ、付

加価値の高い製品及び総合的な環境衛生サービスの提供を行ってまいります。また、収益性の向上を目

指して主力の製品・サービスの販売強化を図るとともに、生産の 適化によるコストダウンや販売管理

費の効率的な投入に取り組んでまいります。  

 以上により、通期の業績予想は、売上高1,055億57百万円(当期比3.8％増)、営業利益60億18百万円

(当期比7.2％増)、経常利益64億33百万円(当期比7.1％増)、当期純利益32億55百万円(当期比5.6％増)

としております。  

  

［総合環境衛生事業］

(総合環境衛生事業の業績) (金額単位：百万円)

前連結会計年度 当連結会計年度 増減額 増減率

売 上 高 15,896 16,197 300 1.9%

営業利益 1,417 1,445 28 2.0%

② 次期の見通し

(金額単位：百万円)

当連結会計年度 翌連結会計年度
増  減

(平成21年12月期) (平成22年12月期)

金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 増減率

売上高 101,736 100.0% 105,557 100.0% 3,820 3.8%

営業利益 5,611 5.5% 6,018 5.7% 406 7.2%

経常利益 6,008 5.9% 6,433 6.1% 424 7.1%

当期純利益 3,082 3.0% 3,255 3.1% 173 5.6%
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主な事業の種類別セグメントの業績見通しは次のとおりであります。 

  

家庭用品事業におきましては、所得の伸び悩みによる個人消費の低迷が続く厳しい状況であると思わ

れますが、成長カテゴリーに新製品を発売するとともに、マーケティング費用の選択と集中により既存

ブランドの強化・育成を図り、売上及び市場シェアの拡大に努めてまいります。また、今期は新規分野

である「家庭用園芸 殺菌・殺虫剤」市場へ本格的に進出いたします。これまでの家庭用殺虫剤で培っ

た技術・販売力を活かし、より使いやすく・わかりやすい製品を提供し、生活に根ざした園芸を提案す

ることで、新市場の開拓に取り組んでまいります。  

 さらに、営業部員の提案力の向上を図るとともに、 適な売場作りを提案する専門スタッフを増員

し、店頭売場を活性化することで、多くのお客様に当社製品をご使用いただくことを目指してまいりま

す。  

 以上により、当事業の売上高は887億12百万円(当期比3.7％増)、営業利益は51億95百万円(当期比

7.2％増)としております。  

  

総合環境衛生事業におきましては、長引く景気低迷に伴う工場閉鎖・生産ラインの縮小などにより、

取引先からの契約の解約や契約内容の見直しを要求されるなど厳しい状況が続くと思われますが、多様

化するニーズに応えられるよう、技術開発力や営業力の強化を図り、差別化された品質保証サービスを

提供することで、新規契約の獲得と解約防止及び契約金額の増大を図り、安定した収益が見込める年間

契約の増加を目指してまいります。  

 以上により、当事業の売上高は168億44百万円(当期比4.0％増)、営業利益は14億87百万円(当期比

2.9％増)としております。  

  

［家庭用品事業］

［総合環境衛生事業］
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当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末と比較して19億91百万円増加し、664億61百万円と

なりました。これは、現金及び預金、売上債権、棚卸資産が増加したことなどによります。  

 負債は、前連結会計年度末と比較して１億00百万円減少し238億28百万円となりました。これは、借

入金や未払法人税等が増加しましたが、仕入債務が減少したことなどによります。  

 純資産は、前連結会計年度と比較して20億92百万円増加し426億33百万円となりました。これは、利

益剰余金が増加したことなどによります。  

 以上の結果、自己資本比率は前連結会計年度末より1.1ポイント増加し、57.9％となりました。  

  

 
  

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)の残高は、前連結会計年度末

と比較して11億37百万円増加し、123億27百万円となりました。  

 当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は、次のとおりでありま

す。  

 営業活動の結果、増加した資金は22億35百万円となりました。これは、棚卸資産の増加額が14億18百

万円、法人税等の支払額が23億72百万円ありましたが、税金等調整前当期純利益が59億67百万円あった

ことなどによります。  

 投資活動の結果、増加した資金は２億91百万円となりました。これは、有形固定資産の取得による支

出が13億35百万円、投資有価証券の取得による支出が４億16百万円ありましたが、定期預金の払戻によ

る収入が20億10百万円あったことなどによります。  

 財務活動の結果、減少した資金は14億12百万円となりました。これは主に、配当金の支払額が15億５

百万円あったことなどによります。  

  

(2) 財政状態に関する分析

(連結財政状態) (金額単位：百万円)

前連結会計年度 当連結会計年度 増 減

 総資産 64,470 66,461 1,991

 負債 23,928 23,828 △100

 純資産 40,541 42,633 2,092

 自己資本比率 56.8% 57.9% 1.1ポイント

 １株当たり純資産(円) 1825.75 1911.25 85.50

(連結キャッシュ・フローの状態) (金額単位：百万円)

前連結会計年度 当連結会計年度 増減額

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,843 2,235 392

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,537 291 2,829

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,590 △1,412 178

現金及び現金同等物に係る換算差額 △225 23 248

現金及び現金同等物の増減額 △2,510 1,137 3,647

現金及び現金同等物の期末残高 11,190 12,327 1,137
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(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 
  

 
  

当社は、株主の皆様への利益還元を経営の重要課題と位置付けており、持続的な成長及び健全な経営

体質維持のための内部留保を確保しつつ、安定した配当を継続していくことを基本としております。内

部留保につきましては、製品開発や海外進出への投資、業容拡大を目指したＭ＆Ａ及び業務提携に活用

してまいります。配当につきましては連結ベースで40％以上の配当性向を継続することを目標としてお

ります。これらの方針のもと、平成21年12月期の１株当たり年間配当金は、通期の連結業績が当初予想

を上回ったことや連結売上高が1,000億円を超えたことを記念し、当初予想(平成21年２月13日公表)の

80円に記念配当５円を加え85円とする予定です。また、平成22年12月期の１株当たり年間配当金は85円

を予定しております。  

 なお、当社は季節製品である殺虫剤の売上構成比が高く、下半期は取引先からの返品もあり業績は上

半期と比べ低下する傾向にあるため、通期の経営成績を踏まえた上で期末配当のみを行っております。 

  

当社グループの経営成績、株価及び財政状態等に影響を及ぼす可能性のある主なリスクについては以

下のとおりであります。 

  

家庭用品事業の主力である殺虫剤の需要期は主として毎年４月～８月の約５ヵ月であり、一般に年間

の市場販売額のおよそ８割がこの期間に集中し、当社グループの家庭用品事業の売上高もこの期間に占

める割合が高くなります。殺虫剤は、需要期を控えた３月から製品の出荷が始まり７月頃にはそのピー

クを迎え、８月以降は急速に出荷が終息し、その後12月にかけて取引先からの返品が生じます。このた

め当社の連結及び個別の業績は、上半期(１月～６月)に著しく収益が集中し、下半期(７月～12月)は収

益が大きく低下します。また、殺虫剤という季節性の高い製品のため、当該期の天候の影響で市場規模

が収縮した場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

平成17年12月期 平成18年12月期 平成19年12月期 平成20年12月期 平成21年12月期

自己資本比率 55.9 57.5 57.6 56.8 57.9

時価ベースの自己資本比率 110.0 102.2 87.6 82.5 84.4

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率

0.0 0.1 0.1 0.5 0.5

インタレスト・カバレッジ・
レシオ

161.3 237.6 433.4 71.6 92.7

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

(4) 事業等のリスク

① 業績の季節性

アース製薬㈱(4985)平成21年12月期 決算短信

8



殺虫剤は殺虫原体という化学品を主成分とし、当社グループにおける多くの殺虫剤製品もこれを基幹

原料として生産されております。殺虫原体はメーカー及びユーザーがともに限定されているため毎年の

需要と供給並びに市場価格は安定して推移しております。当社グループの製品に用いる殺虫原体の多く

は住友化学㈱が有し、大半を同社から仕入れているため、同社との取引がこれまでのように継続できな

くなった場合や、当該製造元の生産拠点において天変地異等の事由により殺虫原体の生産・供給に重大

な支障が生じた場合、または同社からの仕入価格に大きな変動が起こった場合には、当社グループの業

績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

当社は、口腔衛生用品のうち義歯関連商品及び歯磨き関連商品を、グラクソ・スミスクライン㈱と締

結した日本における独占的流通・販売代理店契約に基づいて仕入販売しております。この売上高は当社

の連結及び単体の売上高において相応のシェアを占めております。また、グラクソ・スミスクライン㈱

との契約では、年間の販売目標について当社がこれを達成した場合には、一定の算定方式に基づく報奨

金を当社が受け取ることができる規定のほか、当社の販売実績が販売目標に及ばなかった場合には、同

社にこの契約を解約する権利が生ずる旨の定めがあります。グラクソ・スミスクライン㈱との関係は現

在安定かつ円満な状況にあり、当社は、今後も同社との契約及び安定的な取引関係の維持・継続に努め

ていく方針であります。しかしながら、今後同社との契約の延長・更新ができない場合や契約上の規定

に基づき本契約が解約された場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

家庭用品事業では、医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器に該当する製品を取り扱っており薬事

法の規制を受けております。事業を行うにあたっては、当該品目に関わる製造販売業許可、各工場での

製造業許可、各支店での医薬品卸売一般販売業許可を取得しております。また、製品毎に製造販売承認

を受けております。  

 総合環境衛生事業では、防虫・防鼠施工業務や建築物清掃業務などについては建築物における衛生的

環境の確保に関する法律の適用を、また医薬品や劇物等の取扱いについては薬事法及び毒物及び劇物取

締法などの適用を受けます。こうした法規制により各支店において建築物ねずみ昆虫等防除業、建築物

清掃業及び毒物劇物一般販売業などの許可を取得して事業を行っております。  

 これらの法的規制については、現在のところ問題なく対応しておりますが、今後改正や規制強化が行

われた場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。また、特に家庭用品事業にお

いて許可の取消しや業務停止等の処分を受けた場合は、当社グループの事業展開に支障をきたすととも

に業績に重大な影響を及ぼす可能性があります。  

  

② 原材料の代替性及び特定の仕入先への依存

③ グラクソ・スミスクライン㈱との取引

④ 事業に関する法的規制
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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７社(うち連結子会社６社)により構成さ

れ、家庭用品事業と総合環境衛生事業を展開しております。また、当社のその他の関係会社として、持

株会社である大塚ホールディングス㈱があり、同企業グループは医療関連事業、消費者関連事業及び倉

庫・運送事業等を行っております。  

 当社グループの事業の内容と、当社と主な関係会社との事業上の位置付けは、次のとおりでありま

す。  

 なお、これらは事業の種類別セグメントと同一の区分であります。  

  

当社は殺虫剤、並びに口腔衛生用品・入浴剤をはじめとする日用品の製造販売を行っております。ま

た、日用品のうち義歯洗浄剤・安定剤や歯ブラシ、歯磨き、食洗機用洗剤、薬用石鹸の仕入販売を行っ

ております。連結子会社のアースケミカル(タイランド)社、天津阿斯化学有限公司、及び安速日用化学

(蘇州)有限公司はそれぞれ殺虫剤及び日用品の製造販売を行っております。アース・バイオケミカル㈱

はペット用品及び防疫剤の製造販売を行っております。 

  

2. 企業集団の状況

［家庭用品事業］

分 類 主な製商品

殺虫剤

 家庭用医薬品殺虫剤  くん煙剤、殺虫プレート等

アースレッド、ダニアースレッド、ゴキアースレッド

アースレッドノンスモーク霧タイプ、バポナ殺虫プレート

医薬品ゴキジェットプロ

 家庭用一般殺虫剤

 ハエ・蚊用殺虫剤
アースノーマット、電池でノーマット、おすだけノーマット

アース渦巻香、アースジェット

 ゴキブリ用殺虫剤
ごきぶりホイホイ、ゴキジェットプロ

ブラックキャップ、ゴキブリホウ酸ダンゴ

 ダニ・不快害虫用殺虫剤

ダニアース、アリの巣コロリ、アリアースＷ

虫コロリアース、ハチアブマグナムジェット

クモの巣消滅ジェット、コバエがホイホイ

ハエとり棒、あみ戸に虫こない

アースガーデンケムシがコロリ、ナメクジいらっしゃ～い

 虫よけ用品、虫よけ剤
おそとでノーマット、サラテクト

バポナ虫よけネットＷ、天然ハーブの虫よけゲル

日用品

 口腔衛生用品

 洗口液 モンダミン、薬用モンダミン

 義歯洗浄剤・安定剤 ポリデント、ポリグリップ、ポリデント入歯安定剤

 歯ブラシ、歯磨き剤
アクアフレッシュエクストリームクリーン

アクアフレッシュ、シュミテクト

 入浴剤その他

 入浴剤
バスロマン、薬泉バスロマン、バスロマンbihada

バスロマン薬用ミルク仕立て、露天湯めぐり、温素

 トイレ洗浄剤・消臭芳香剤 セボン、消臭たまご、花咲きポット、便座ノズルスプレー

 繊維製品防虫剤 ピレパラアース、ハーブで消臭防虫、防虫力

 米びつ用防虫剤 お米の虫のみはり番

 消臭・除菌剤
アースエアコン洗浄スプレー、香る車内のニオイとり

フルーツ除菌アルコールスプレー

 ネズミ駆除剤 ネズミホイホイ、強力デスモア、デスモアプロ

 花粉対策クリーム 花粉をキャッチ鼻にぬってト～ル

 高機能マスク ウィルガードバイラマスク

 食洗機用洗剤 フィニッシュ

 薬用石鹸 ミューズ

 ペット用品  ペット用アース渦巻、愛犬用アースノーマット、首輪、胴輪、引きひも

 その他製商品  防疫・農林畜産薬剤、海外向け原材料など
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アース環境サービス㈱は食品・医薬品関連工場、病院、レストラン、オフィスビル等の防虫・防鼠、

清掃、消毒及び産業廃棄物処理等の環境衛生管理サービスの施工、品質保証システムの設計・開発、並

びにこれらの総合コンサルティングサービスを行っております。  

  ― 提供するサービスの内容 ―  

    １．工場・病院・各種大規模建造物等の総合環境衛生管理  

    ２．微生物の培養検定業務  

    ３．混入異物の検査・同定業務  

    ４．殺菌施工・防黴施工、及び防除管理業務  

    ５．ゴキブリ・鼠族等害虫害獣駆除、及び防除管理業務  

    ６．空調機・給排水系、及び建物内外の特殊清掃  

    ７．ビルメンテナンス業務、警備業  

    ８．産業廃棄物処理業務  

    ９．ＨＡＣＣＰ、ＧＭＰ導入に関するコンサルタント業務  

    10．ＩＳＯ9001認証取得に関するサポート業務  

    11．オーガニック認定に関するサポート業務  

    12．各種工事、関連コンサルティング業務  

    13．労働者派遣業  

    14．建設業務  

  

  

 

［総合環境衛生事業］
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連結子会社 

 
(注) １ 「主要な事業の内容」の欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。 

   ２ 議決権所有(被所有)割合の( )内は間接所有割合で、内数であります。 

   ３ 特定子会社であります。 

   ４ アース環境サービス㈱については、売上高(連結会社相互間の内部売上を除く)の連結売上高に占める 

     割合が10％を超えております。 

主要な損益情報等 ① 売上高     16,355百万円 

         ② 経常利益     1,470百万円 

         ③ 当期純利益     850百万円 

         ④ 純資産      8,076百万円 

         ⑤ 総資産     10,212百万円 

  

その他の関係会社 

 
(注) １ 有価証券報告書の提出会社であります。 

   ２ 議決権の所有(被所有)割合の( )内は間接所有割合で、内数であります。 

関係会社の状況

名称 住所
資本金

又は出資金
主要な事業
の内容(注)１

議決権の
所有(被所有)割合

関係内容
所有割合
(％)

被所有割合 
(％)

アース・バイオケミカル㈱ 東京都千代田区
百万円

40 家庭用品 75.0 ―
委託生産、受託生産。
役員の兼任１名

㈱ターキー 大阪府守口市 百万円
30

家庭用品
100.0
(100.0)
(注)２

―
連結子会社(アース・バ
イオケミカル㈱)の完全
子会社

アースケミカル(タイランド)社
           (注)３

タイ国 
バンコク市

千バーツ
170,000

家庭用品 100.0 ―
委託生産。 
役員の兼任３名

天津阿斯化学有限公司 
           (注)３

中華人民共和国 
天津市

千米ドル
5,800

家庭用品 100.0 ―
委託生産。 
役員の兼任１名

安速日用化学(蘇州)有限公司 
           (注)３

中華人民共和国 
江蘇省蘇州市

千米ドル
10,000

家庭用品 100.0 ―
委託生産 
役員の兼任３名

アース環境サービス㈱ (注)４ 東京都千代田区
百万円

296 総合環境衛生 52.3 ―
サービスの受入れと製品
の販売。 
役員の兼任１名

名称 住所
資本金

又は出資金
事業の内容

議決権の
所有(被所有)割合

関係内容
所有割合 

(％)
被所有割合

(％)

大塚ホールディングス㈱ 
           (注)１

東京都千代田区

百万円

42,946 持株会社 ―
26.6
(26.6)
(注)２

―
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当社グループは「ベストクオリティで世界と共生」の基本理念のもと、生活空間のソリューションカ

ンパニーとして、独創的で高品質な製品を提供することで、お客様の生活空間の質の向上を目指してお

ります。現状の生活空間に満足されているお客様にも、より上質な生活空間に気づき感動していただく

こと、そして満足していただくことを念頭に、「価値創造による脱価格競争」をテーマとして製品及び

サービスの開発と価値の訴求に取り組んでおります。  

 さらに、消費者・株主・取引先・地域社会・社員などの全てのステークホルダーから「価値ある企

業」として信頼を得るために、迅速な経営の意思決定、業務執行の監視・監督、コンプライアンスの徹

底、そして、適時・適切な情報開示体制の構築など、コーポレートガバナンス体制を強化し、継続的に

企業価値の向上に努めてまいります。  

  

当社グループは、新製品の発売による売上の拡大を重要な成長戦略に掲げていることから、家庭用品

事業における新製品の発売初年度の売上高寄与率を10％以上とすることを目標としております。また、

適正な価格水準の維持や効率的な販売管理費の活用、国内外での 適生産体制の確立による製造原価の

低減を図り、売上高営業利益率の改善にも取り組んでまいります。さらに、株主重視の観点から自己資

本当期純利益率(ＲＯＥ)の向上も目指してまいります。  

 以上により、継続的に株主価値及び企業価値の増大に努めてまいります。  

  

当社グループが持続的に発展していくためには、事業規模の拡大及び収益力の向上が必須であると考

えております。  

 家庭用品事業におきましては、お客様の潜在的ニーズを満たす独創的で高品質な製品の開発及び育成

を継続して行い、製品価値の訴求に注力し、店頭での売場を重視したマーケティング活動により、国内

市場シェアと売上の拡大に努めてまいります。また、今期から新規参入する家庭用園芸殺菌・殺虫剤市

場において、売上拡大に寄与するよう早期に販売基盤を構築し積極的な活動を行ってまいります。さら

には、原材料のコストダウン及び生産効率の向上、返品率の改善、マーケティング費用の有効活用など

により収益力の強化に取り組んでまいります。海外展開につきましては、成長性が見込める東南アジ

ア・中国市場に重点をおき長期的視野で堅実に展開していく方針であります。  

 一方、総合環境衛生事業におきましては、技術開発力や人材育成の強化を図り、競合他社との差別化

が可能な品質保証サービスの提供に努めてまいります。  

 さらに、当社グループの成長性を高める手段として業務提携やＭ＆Ａも有効と考えており、シナジー

効果が見込める案件については今後も積極的に取り組んでまいります。  

 以上により、事業規模の拡大及び収益力の向上を図り、継続的に企業価値を高めてまいります。  

  

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

(3) 中長期的な会社の経営戦略
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今後のわが国の経済は、長引く景気の低迷に伴う企業収益の悪化や所得の伸び悩みなどから個人消費

も冷え込み、厳しい経営環境が続くことと予想されます。  

このような状況のなか、当社グループは、引き続き「価値創造による脱価格競争」をテーマに掲げ、高

付加価値製品の開発、製品価値を訴求する営業活動及び差別化された技術力による環境衛生管理サービ

スの提供に努めるとともに、今後も継続して業務提携やＭ＆Ａ等を視野に入れ、以下の施策に取り組み

業容の拡大を図ってまいります。  

  

家庭用品事業においては、ＰＢ（プライベートブランド）商品の台頭などにより低価格化が進み企業

間競争が激しさを増すなか、競争力を高める提案型営業をさらに強化してまいります。営業体制につい

ては、販売店の本部及び店舗との商談を主体に活動する営業部員と店頭売場の活性化を主体に活動する

専門スタッフにより、独自の提案型営業活動を行っております。今後も専門スタッフの増強を図り、営

業部員との連携強化でお客様に製品価値をより一層アピールする営業活動を推進し、既存市場の活性化

と新規市場の開拓により、売上及び市場シェアの拡大に努めてまいります。また、平成22年度から本格

的に参入する家庭用園芸殺菌・殺虫剤市場においても、これまで培った製品づくりや販売ノウハウを活

かし、事業の拡大に向けて取り組んでまいります。 

  

生産コストについては、原材料価格の動向が先行き不透明な状況のなか、新たな仕入先の開拓や原材

料処方の見直しを図り、一層のコスト低減化に傾注してまいります。生産体制は国内５工場・海外３工

場の８工場体制でありますが、今後も国内外各工場の連携強化による 適生産体制をさらに充実させ、

生産効率の向上に努めてまいります。なお、中国の天津阿斯化学有限公司は、生産効率のさらなる向上

を目的として平成21年４月に新工場を建設し稼働を始めております。  

また、高付加価値製品の導入や、収益源である主力製品に注力した効率的な販売と効果的なマーケティ

ング費用の投下及び返品率の改善により売上・利益の拡大を図り、収益基盤の強化に努めてまいりま

す。  

  

製品開発については、これまでお客様の視点に立った独創的な製品の開発と既存製品のたゆまぬ改良

及び育成により、数々のヒット製品やロングセラー製品を生み出してまいりました。  

 今後も衛生・健康・環境面などを重視し、多様化するお客様のニーズに合致した差別化された高付加

価値製品の開発と既存製品のたゆまぬ改良に取り組んでまいります。また、新製品開発のための情報を

収集する社内体制の整備や社外研究機関とのタイアップにより研究開発体制の強化を図ってまいりま

す。  

  

総合環境衛生事業におきましては、長引く景気低迷に伴う工場閉鎖、生産ラインの縮小などにより、

取引先から契約の解約や契約内容の見直しを要求されるなど厳しい状況が今後も続くものと予想されま

す。  

 こうした環境の変化に対応するため、技術開発力のさらなる強化を図り差別化された品質保証サービ

スの開発に取り組んでまいります。また、専門知識を有する人材を確保し、研修会や勉強会を通じて人

材の育成に取り組んでまいります。  

  

(4) 会社の対処すべき課題

① 家庭用品事業の取組課題

［既存市場の活性化と新規市場の開拓]

［収益基盤の強化］

［研究開発体制の強化］

② 総合環境衛生事業の取組課題

［差別化された総合環境衛生管理サービスの提供］
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当社グループは、環境保全への取り組みを社会的責任と認識し、平成19年に「環境保全基本方針」を

制定しました。その基本方針に基づき、環境に関する各種法令順守や廃棄物の削減及びリサイクルの推

進などの全社的な環境保全活動を推進し、ＣＯ2削減に取組んでおります。また、平成20年12月には環境

省認定環境マネジメントシステム「エコアクション21」を本社及び工場を対象に認証取得し、平成22年

度中には全社的な認証取得を目指しております。  

 今後も環境保全に対する活動を積極的に推進するとともに、環境に配慮した製品開発にも取り組んで

まいります。  

③ 全社的な取組課題

［環境保全活動への取り組み］
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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20年12月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 ※２  9,154 ※２  10,497

受取手形及び売掛金 ※３  12,767 ※３  13,997

有価証券 4,413 2,489

たな卸資産 13,960 －

商品及び製品 － 10,876

仕掛品 － 988

原材料及び貯蔵品 － 3,529

繰延税金資産 891 900

その他 1,538 1,401

貸倒引当金 △87 △24

流動資産合計 42,638 44,656

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 ※２  15,694 ※２  16,123

減価償却累計額及び減損損失累計額 △8,041 △8,364

建物及び構築物（純額） 7,653 7,759

機械装置及び運搬具 6,226 6,354

減価償却累計額 △5,178 △5,375

機械装置及び運搬具（純額） 1,047 979

土地 ※２  5,128 ※２  5,130

リース資産 － 7

減価償却累計額 － △0

リース資産（純額） － 6

建設仮勘定 411 172

その他 4,477 4,987

減価償却累計額 △3,151 △3,710

その他（純額） 1,325 1,276

有形固定資産合計 15,567 15,323

無形固定資産   

のれん 160 131

リース資産 － 21

その他 593 598

無形固定資産合計 753 751

投資その他の資産   

投資有価証券 ※１  4,555 ※１  4,708

繰延税金資産 532 642

その他 429 620

貸倒引当金 △7 △242

投資その他の資産合計 5,510 5,729

固定資産合計 21,831 21,804

資産合計 64,470 66,461
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成20年12月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 ※３  12,973 ※３  12,382

短期借入金 ※２  186 ※２  623

1年内返済予定の長期借入金 ※２  153 ※２  219

1年内償還予定の社債 40 40

未払法人税等 1,107 1,415

未払消費税等 223 216

未払金 4,210 4,083

賞与引当金 328 258

役員賞与引当金 33 26

返品調整引当金 271 298

設備関係の支払手形及び未払金 252 －

その他 1,397 1,588

流動負債合計 21,178 21,153

固定負債   

社債 120 80

長期借入金 ※２  326 ※２  41

退職給付引当金 1,315 1,539

役員退職慰労引当金 860 364

その他 127 648

固定負債合計 2,750 2,675

負債合計 23,928 23,828

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,288 3,333

資本剰余金 3,079 3,124

利益剰余金 30,114 31,691

自己株式 △7 △8

株主資本合計 36,475 38,141

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 438 543

為替換算調整勘定 △270 △203

評価・換算差額等合計 167 340

少数株主持分 3,897 4,151

純資産合計 40,541 42,633

負債純資産合計 64,470 66,461
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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１月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 94,479 101,736

売上原価 ※２  57,425 ※１, ※２  63,340

売上総利益 37,054 38,396

販売費及び一般管理費   

運送費及び保管費 2,454 2,613

広告宣伝費 7,913 7,145

販売促進費 3,721 4,057

貸倒引当金繰入額 20 16

給料及び手当 7,807 8,559

賞与引当金繰入額 266 208

役員賞与引当金繰入額 30 26

役員退職慰労引当金繰入額 122 51

旅費及び交通費 1,186 1,203

減価償却費 511 563

地代家賃 544 596

研究開発費 ※２  1,399 ※２  1,410

その他 6,018 6,330

販売費及び一般管理費合計 31,997 32,784

営業利益 5,057 5,611

営業外収益   

受取利息 116 72

受取配当金 54 58

為替差益 － 7

受取ロイヤリティー 15 17

受取家賃 150 147

その他 178 314

営業外収益合計 515 618

営業外費用   

支払利息 25 24

たな卸資産廃棄損 0 －

為替差損 276 －

貸倒引当金繰入額 56 167

その他 15 29

営業外費用合計 375 221

経常利益 5,197 6,008
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成20年１月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

特別利益   

固定資産売却益 ※３  2 ※３  22

投資有価証券売却益 6 0

抱合せ株式消滅差益 135 －

その他 8 1

特別利益合計 152 24

特別損失   

固定資産売却損 ※４  15 ※４  5

固定資産除却損 ※５  33 ※５  47

退職給付算定方法変更損 49 －

退職給付制度終了損 229 －

関係会社整理損 5 －

投資有価証券評価損 29 8

ゴルフ会員権評価損 1 4

その他 4 －

特別損失合計 367 64

税金等調整前当期純利益 4,982 5,967

法人税、住民税及び事業税 2,301 2,671

法人税等調整額 △197 △197

法人税等合計 2,103 2,473

少数株主利益 390 412

当期純利益 2,488 3,082
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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１月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 3,209 3,288

当期変動額   

新株の発行 79 45

当期変動額合計 79 45

当期末残高 3,288 3,333

資本剰余金   

前期末残高 3,000 3,079

当期変動額   

新株の発行 79 45

当期変動額合計 79 45

当期末残高 3,079 3,124

利益剰余金   

前期末残高 29,023 30,114

当期変動額   

剰余金の配当 △1,397 △1,505

当期純利益 2,488 3,082

当期変動額合計 1,091 1,576

当期末残高 30,114 31,691

自己株式   

前期末残高 △6 △7

当期変動額   

自己株式の取得 △1 △1

当期変動額合計 △1 △1

当期末残高 △7 △8

株主資本合計   

前期末残高 35,227 36,475

当期変動額   

新株の発行 158 90

剰余金の配当 △1,397 △1,505

当期純利益 2,488 3,082

自己株式の取得 △1 △1

当期変動額合計 1,248 1,666

当期末残高 36,475 38,141
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成20年１月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12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 742 438

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △304 105

当期変動額合計 △304 105

当期末残高 438 543

為替換算調整勘定   

前期末残高 336 △270

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △606 66

当期変動額合計 △606 66

当期末残高 △270 △203

少数株主持分   

前期末残高 3,662 3,897

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 235 253

当期変動額合計 235 253

当期末残高 3,897 4,151

純資産合計   

前期末残高 39,969 40,541

当期変動額   

新株の発行 158 90

剰余金の配当 △1,397 △1,505

当期純利益 2,488 3,082

自己株式の取得 △1 △1

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △676 425

当期変動額合計 571 2,092

当期末残高 40,541 42,633
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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１月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 4,982 5,967

減価償却費 1,506 1,662

退職給付引当金の増減額（△は減少） △191 224

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 95 △495

貸倒引当金の増減額（△は減少） 66 171

受取利息及び受取配当金 △171 △131

支払利息 25 24

為替差損益（△は益） 100 △1

投資有価証券評価損益（△は益） 29 8

ゴルフ会員権評価損 1 4

抱合せ株式消滅差損益（△は益） △135 －

売上債権の増減額（△は増加） △1,927 △1,215

たな卸資産の増減額（△は増加） △657 △1,418

その他の資産の増減額（△は増加） 240 △76

仕入債務の増減額（△は減少） 358 △606

その他の負債の増減額（△は減少） △317 383

その他 26 10

小計 4,033 4,510

利息及び配当金の受取額 171 121

利息の支払額 △25 △24

法人税等の支払額 △2,335 △2,372

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,843 2,235

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の取得による支出 △247 △211

有価証券の売却による収入 436 520

有形固定資産の取得による支出 △1,580 △1,335

有形固定資産の売却による収入 23 47

投資有価証券の取得による支出 △989 △416

投資有価証券の売却による収入 36 0

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△115 －

貸付けによる支出 △200 －

定期預金の預入による支出 △1,969 △68

定期預金の払戻による収入 2,144 2,010

関係会社の整理による収入 23 －

その他の支出 △123 △328

その他の収入 23 72

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,537 291

アース製薬㈱(4985)平成21年12月期 決算短信

23



(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成20年１月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12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） △64 436

長期借入れによる収入 460 －

長期借入金の返済による支出 △570 △218

社債の償還による支出 △40 △40

株式の発行による収入 158 90

自己株式の取得による支出 △1 △1

配当金の支払額 △1,397 △1,505

少数株主への配当金の支払額 △135 △170

その他 － △3

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,590 △1,412

現金及び現金同等物に係る換算差額 △225 23

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,510 1,137

現金及び現金同等物の期首残高 13,612 11,190

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 ※２  87 －

現金及び現金同等物の期末残高 ※１  11,190 ※１  12,327
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該当事項はありません。 

(5) 継続企業の前提に関する注記
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(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１月１日
至 平成20年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

１ 連結の範囲に関する事項 (イ)連結子会社の数  ６社

  連結子会社の名称

   アース・バイオケミカル㈱

   ARS CHEMICAL(THAILAND)CO., 

   Ltd.

   天津阿斯化学有限公司

   アース環境サービス㈱

   安速日用化学(蘇州)有限公司

   ㈱ターキー

 （注）㈱ターキーは平成20年１月31

日の株式取得に伴い当連結会

計年度より連結子会社となり

ました。

(イ)連結子会社の数  ６社

  連結子会社の名称

   アース・バイオケミカル㈱

   ARS CHEMICAL(THAILAND)CO., 

   Ltd.

   天津阿斯化学有限公司

   アース環境サービス㈱

   安速日用化学(蘇州)有限公司

   ㈱ターキー

 

(ロ)非連結子会社の名称

    北京阿斯環境工程有限公司

 （注）㈱アース環境は平成20年10月

１日付けにて連結子会社であ

るアース環境サービス㈱に吸

収合併されました。

(連結の範囲から除いた理由)

非連結子会社の総資産、売上高、

当期純損益(持分に見合う額)及び

利益剰余金(持分に見合う額)等

は、いずれも連結財務諸表に重要

な影響を及ぼしていないためであ

ります。

(ロ)非連結子会社の名称

    北京阿斯環境工程有限公司

  

  

 

 

(連結の範囲から除いた理由)

同左

２ 持分法の適用に関する事

項

持分法を適用しない非連結子会社及び

関連会社の名称

 ・非連結子会社については下記の通

りであります。

   北京阿斯環境工程有限公司

 (持分法を適用しない理由)

 持分法非適用会社の当期純損益(持

分に見合う額)及び利益剰余金(持分

に見合う額)等は、いずれも連結財

務諸表に重要な影響を及ぼしていな

いためであります。

持分法を適用しない非連結子会社及び

関連会社の名称

 ・非連結子会社については下記の通

りであります。

   北京阿斯環境工程有限公司

 (持分法を適用しない理由)

同左

３ 連結子会社の事業年度等

に関する事項

アース環境サービス㈱と㈱ターキーを

除く連結子会社の決算日と連結決算日

は一致しております。 

アース環境サービス㈱の決算日は３月

31日であり、連結財務諸表の作成にあ

たっては、連結会計年度末日を決算日

として仮決算を行った財務諸表を基礎

としております。 

㈱ターキーの決算日は９月30日であ

り、連結財務諸表の作成にあたっては

同日現在の財務諸表を使用し、連結決

算日との間に生じた重要な取引につい

ては、連結上必要な調整を行っており

ます。

同左
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項目
前連結会計年度

(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

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

(イ)有価証券

 ａ) 満期保有目的の債券

   償却原価法(定額法)によってお

ります。

 ｂ) その他有価証券

  ① 時価のあるもの

     連結会計年度末日の市場価

格等に基づく時価法によっ

ております。(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。)

  ② 時価のないもの

     移動平均法による原価法に

よっております。

(イ)有価証券

 ａ) 満期保有目的の債券

同左

 ｂ) その他有価証券

  ① 時価のあるもの

同左

  ② 時価のないもの

同左

(ロ)たな卸資産

  主として、商品・製品・原材料・

貯蔵品は移動平均法による原価

法、仕掛品は総平均法による原価

法によっております。

(ロ)たな卸資産

   主として、商品・製品・原材料・

貯蔵品は移動平均法による原価

法、仕掛品は総平均法による原価

法によっております。 

(貸借対照表価額は収益性の低下

による簿価切下げの方法)

 (2) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法

(イ)有形固定資産

  提出会社及び国内連結子会社……

主として、定率法によっており

ます。但し、平成10年４月１日

以降に取得した建物(建物附属設

備は除く)については、定額法に

よっております。

  在外連結子会社……

   主として、定額法によっており

ます。

(イ)有形固定資産(リース資産を除く)

  提出会社及び国内連結子会社……
同左 
  
 
  
 

  在外連結子会社……

同左

(ロ)無形固定資産

  提出会社及び国内連結子会社……

   主として、定額法によっており

ます。

   ただし、ソフトウェア(自社利

用分)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。

  在外連結子会社……

   主として、定額法によっており

ます。
─────

(ロ)無形固定資産(リース資産を除く)

  提出会社及び国内連結子会社……

同左

  在外連結子会社……

同左

(ハ)リース資産

  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

価額をゼロとする定額法によって

おります。

 (3) 重要な繰延資産の処理

方法

株式交付費

支出時に全額費用処理しておりま
す。

株式交付費

同左
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項目
前連結会計年度

(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

 (4) 重要な引当金の計上基

準

(イ)貸倒引当金

  主として、売上債権等の貸倒損失

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

権等特定の債権については個別に

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。

(イ)貸倒引当金

同左

(ロ)賞与引当金

  従業員に支給する賞与に充てるた

めに、支給見込額基準により計上

しております。

(ロ)賞与引当金

同左

(ハ)役員賞与引当金

国内連結子会社は、役員に支給す

る賞与に充てるために、支給見込

額に基づき当連結会計年度の負担

額を計上しております。

(ハ)役員賞与引当金

同左

(ニ)返品調整引当金

  提出会社及び国内連結子会社は、

返品による損失に備えるため、過

去の返品実績率及び売上利益率に

基づき将来の返品に伴う損失見込

み額を計上しております。

(ニ)返品調整引当金

同左

  

(ホ)退職給付引当金

  提出会社及び国内連結子会社は、

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、当連結会計年度末において

発生していると認められる額を計

上しております。

  過去勤務債務については、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(10年)による按

分額を費用処理しております。

  数理計算上の差異については、各

連結会計年度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(10年)による按分額を発生の翌

連結会計年度より費用処理してお

ります。

(ホ)退職給付引当金

同左

  

(ヘ)役員退職慰労引当金

提出会社及び国内連結子会社は、

役員の退職慰労金の支給に備える

ため、内規に基づく連結会計年度

末要支給額を役員退職慰労引当金

として計上しております。

(ヘ)役員退職慰労引当金

国内連結子会社は、役員の退職慰

労金の支給に備えるため、内規に

基づく連結会計年度末要支給額を

役員退職慰労引当金として計上し

ております。

 (5) 重要なリース取引の処

理方法

リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナン

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

によっております。

      ──────

 (6) 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

消費税及び地方消費税の会計処理

は、税抜方式によっております。

消費税等の会計処理

同左
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項目
前連結会計年度

(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

５ 連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

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

原則として５年間の均等償却とし、僅

少なものについては発生年度に一括償

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

手許現金、要求払預金及び取得日から

６ヶ月以内に満期日の到来する流動性

の高い、容易に換金可能であり、か

つ、価格の変動について僅少なリスク

しか負わない短期的な投資を含めてお

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１月１日
至 平成20年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

棚卸資産の評価に関する会計

基準の適用

───── 当連結会計年度より平成18年７月５日

公表の「棚卸資産の評価に関する会計

基準」（企業会計基準委員会 企業会計

基準第９号）を適用し、評価基準につ

いては、原価法から原価法（収益性の

低下による簿価切下げの方法）に変更

しております。 

これによる損益に与える影響は軽微で

あります。

「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

───── 当連結会計年度より、平成18年５月17

日公表の「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」（企業会計基準委員会実務対

応報告第18号）を適用し、連結決算上

必要な修正を行っております。 

これによる損益に与える影響はありま

せん。

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、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、リース取引開始日が平成20年12

月31日以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。 

これによるリース資産計上額に与える

影響は軽微であり、また、損益に与え

る影響はありません。
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(表示方法の変更)

前連結会計年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

(連結貸借対照表)

たな卸資産

商品及び製品

仕掛品

原材料及び貯蔵品

───── 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9,974百万円、944百万円、3,041

百万円であります。

(連結貸借対照表)

設備関係の支払手形及び未払金

その他

───── 前連結会計年度において独立掲記して

おりました「設備関係の支払手形及び

未払金」(当連結会計年度169百万円)

は、負債及び純資産の合計額の100分

の５以下であるため、当連結会計年度

においては流動負債の「その他」に含

めて表示しております。
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(追加情報)

前連結会計年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

有形固定資産の減価償却の方法 提出会社及び国内連結子会社は、当連

結会計年度から、法人税法の改正

（（所得税法等の一部を改正する法律

平成19年３月30日 法律第６号）及び

（法人税法施行令の一部を改正する政

令 平成19年３月30日 政令第83

号））に伴い、平成19年３月31日以前

に取得したものについては、償却可能

限度額まで償却が終了した翌年から５

年間で均等償却する方法によっており

ます。

これによる損益に与える影響は軽微で
あります。

─────

有形固定資産の耐用年数の変更 ───── 提出会社及び国内連結子会社の機械装

置について、平成20年度法人税法の改

定による法定耐用年数の変更を契機に

当連結会計年度より耐用年数の見積り

の変更を実施しました。

これによる損益に与える影響は軽微で

あります。

退職給付引当金 

（退職給付債務の算定方法）

国内連結子会社１社は、当連結会計年

度より退職給付債務の算定方法を簡便

法から原則法に変更しております。こ

の結果発生した差異（49百万円）につ

いては全額を、当連結会計年度の特別

損失に「退職給付算定方法変更損」と

して計上しております。

─────

退職給付引当金 

（確定拠出年金制度への移行）

提出会社及び国内連結子会社は、平成

20年４月１日に確定給付年金制度の一

部について確定拠出年金制度へ移行

し、「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）を適用しております。 

本移行に伴い認識された損益は、特別

損失に「退職給付制度終了損」として

229百万円計上しております。

─────
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(8) 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20年12月31日)

当連結会計年度 
(平成21年12月31日)

※１ 非連結子会社及び関連会社に対するものは次の通

りであります。

    投資有価証券(株式) 11百万円

※１ 非連結子会社及び関連会社に対するものは次の通

りであります。

  投資有価証券(株式) 11百万円

※２ 担保資産 

借入金560百万円(短期借入金80百万円、1年内返

済予定の長期借入金153百万円、長期借入金326百

万円)の担保に供しているものは次の通りであり

ます。

定期預金 28百万円

建物 163百万円

土地 173百万円

計 365百万円

※２ 担保資産 

借入金461百万円(短期借入金200百万円、1年内返

済予定の長期借入金219百万円、長期借入金41 

百万円)の担保に供しているものは次の通りであ

ります。

定期預金 28百万円

建物 158百万円

土地 173百万円

計 360百万円

※３ 連結会計年度末日満期手形の会計処理

   満期手形の会計処理は、手形交換日をもって決済

処理しております。

   なお、当連結会計年度末日が金融機関の休日であ

ったため、次の連結会計年度末日満期手形が、連

結会計年度末残高に含まれております。

    受取手形 1,834百万円

    支払手形 46百万円

※３ 連結会計年度末日満期手形の会計処理

   満期手形の会計処理は、手形交換日をもって決済

処理しております。

   なお、当連結会計年度末日が金融機関の休日であ

ったため、次の連結会計年度末日満期手形が、連

結会計年度末残高に含まれております。

  受取手形 2,019百万円

  支払手形 5百万円
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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１月１日
至 平成20年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

          ───── ※１ 通常の販売目的で保有するたな卸資産の収益性の

低下による簿価切下額

売上原価 160百万円

※２ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費は、1,399百万円であります。

※２ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費は、1,410百万円であります。

 

※３ 固定資産売却益の内容は次の通りであります。

機械装置及び運搬具 2百万円

その他 0百万円

計 2百万円

※３ 固定資産売却益の内容は次の通りであります。

建物及び構築物 19百万円

機械装置及び運搬具 3百万円

その他 0百万円

計 22百万円

※４ 固定資産売却損の内容は次の通りであります。

土地 14百万円

その他 0百万円

計 15百万円

※４ 固定資産売却損の内容は次の通りであります。

機械装置 5百万円

その他 0百万円

計 5百万円

※５ 固定資産除却損の内容は次の通りであります。

建物及び構築物 14百万円

機械装置及び運搬具 2百万円

有形固定資産の「その他」 5百万円

解体費等 9百万円

無形固定資産 0百万円

その他 0百万円

計 33百万円

※５ 固定資産除却損の内容は次の通りであります。

建物及び構築物 29百万円

機械装置及び運搬具 3百万円

有形固定資産の「その他」 5百万円

解体費等 7百万円

投資その他の資産の「その他」 1百万円

その他 0百万円

計 47百万円

アース製薬㈱(4985)平成21年12月期 決算短信

34



   

(変動事由の概要)  

 増加数の内訳は、次の通りであります。 

  新株予約権の権利行使による新株の発行による増加  113,000株 

  

   

(変動事由の概要)  

 増加数の内訳は、次の通りであります。 

  単元未満株式の買取請求による増加 680株 

  

   該当事項はありません。 

  

 
  

   

  

(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１月１日 至 平成20年12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(株) 19,960,000 113,000 ─ 20,073,000

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(株) 2,120 680 ─ 2,800

３ 新株予約権等に関する事項

４ 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり配当額
(円)

基準日 効力発生日

平成20年３月27日 
定時株主総会

普通株式 1,397 70.00 平成19年12月31日 平成20年３月28日

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成21年３月25日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 1,505 75.00 平成20年12月31日 平成21年３月26日
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(変動事由の概要)  

 増加数の内訳は、次の通りであります。 

  新株予約権の権利行使による新株の発行による増加 64,500株 

  

   

(変動事由の概要)  

 増加数の内訳は、次の通りであります。 

  単元未満株式の買取請求による増加 380株 

  

   該当事項はありません。 

  

 
  

 
 (注) 平成22年３月25日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を上記のとおり提案しており 

      ます。なお、配当金には連結売上高1,000億円達成記念配当金５円を含んでおります。 

  

当連結会計年度(自 平成21年１月１日 至 平成21年12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(株) 20,073,000 64,500 ─ 20,137,500

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(株) 2,800 380 ─ 3,180

３ 新株予約権等に関する事項

４ 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり配当額
(円)

基準日 効力発生日

平成21年３月25日 
定時株主総会

普通株式 1,505 75.00 平成20年12月31日 平成21年３月26日

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成22年３月25日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 1,711 85.00 平成21年12月31日 平成22年３月26日

アース製薬㈱(4985)平成21年12月期 決算短信

36



  

 
  
  

(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１月１日
至 平成20年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12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

現金及び預金 9,154百万円

有価証券 4,413百万円

   計 13,568百万円

償還期間が６ヶ月を超える債券等 △2,377百万円

現金及び現金同等物 11,190百万円
 

※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

現金及び預金 10,497百万円

有価証券 2,489百万円

  計 12,986百万円

償還期間が６ヶ月を超える債券等 △659百万円

現金及び現金同等物 12,327百万円

 

※２ 当連結会計年度に合併した㈱アース環境より承継し

た資産及び負債の主な内訳は次のとおりである。

合併により承継した資産及び負債

流動資産 227百万円

固定資産 67百万円

資産合計 295百万円

流動負債 150百万円

負債合計 150百万円

 

          ───── 
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(注) １ 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業の主な内容 
 (1) 家庭用品事業   家庭用殺虫剤、日用品(洗口液、義歯関連用品、歯磨き用品、入浴剤、芳香洗浄剤 

等)、ペット用品、防疫・農林畜産薬剤及び海外向け殺虫剤原材料の製造販売及び 
仕入販売 

 (2) 総合環境衛生事業 工場、病院等の衛生管理サービス 
３ 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761百万円であります。 

その主なものは、当社の本社管理部門に係る経費であります。 
４ 資産のうち、「消去又は全社」の項目に含めた金額は7,977百万円であります。 

その主なものは、当社の本社管理部門に係る資産であります。 
５ 減価償却費及び資本的支出には長期前払費用とその償却費が含まれております。 

     

(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１月１日 至 平成20年12月31日)

家庭用品事業 
(百万円)

総合環境衛生
事業 

(百万円)

計
(百万円)

消去 
又は全社 
(百万円)

連結
(百万円)

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

78,583 15,896 94,479 ─ 94,479

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

562 152 715 (715) ─

計 79,146 16,049 95,195 (715) 94,479

  営業費用 74,779 14,631 89,410 11 89,422

  営業利益 4,366 1,417 5,784 (727) 5,057

Ⅱ 資産、減価償却費 
  及び資本的支出

  資産 46,429 10,063 56,492 7,977 64,470

  減価償却費 1,375 130 1,506 ─ 1,506

  資本的支出 1,567 81 1,649 ─ 1,649
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(注) １ 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業の主な内容 
 (1) 家庭用品事業   家庭用殺虫剤、日用品(洗口液、義歯関連用品、歯磨き用品、入浴剤、芳香洗浄剤 

等)、ペット用品、防疫・農林畜産薬剤及び海外向け殺虫剤原材料の製造販売及び 
仕入販売 

 (2) 総合環境衛生事業 工場、病院等の衛生管理サービス 
３ 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736百万円であります。 

その主なものは、当社の本社管理部門に係る経費であります。 
４ 資産のうち、「消去又は全社」の項目に含めた金額は6,753百万円であります。 

その主なものは、当社の本社管理部門に係る資産であります。 
５ 減価償却費及び資本的支出には長期前払費用とその償却費が含まれております。 

  

当連結会計年度(自 平成21年１月１日 至 平成21年12月31日)

家庭用品事業 
(百万円)

総合環境衛生
事業 

(百万円)

計
(百万円)

消去 
又は全社 
(百万円)

連結
(百万円)

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

85,539 16,197 101,736 ─ 101,736

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

516 157 673 (673) ─

計 86,055 16,355 102,410 (673) 101,736

  営業費用 81,210 14,909 96,119 5 96,125

  営業利益 4,844 1,445 6,290 (679) 5,611

Ⅱ 資産、減価償却費 
  及び資本的支出

  資産 49,502 10,205 59,707 6,753 66,461

  減価償却費 1,513 149 1,662 ─ 1,662

  資本的支出 1,299 190 1,490 ─ 1,490
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全セグメントの売上高の合計額及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める「本邦」の割合

がいずれも90％を超えているため記載を省略しております。 

  

全セグメントの売上高の合計額及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める「本邦」の割合

がいずれも90％を超えているため記載を省略しております。 

  
   

２ 所在地別セグメント情報

前連結会計年度(自 平成20年１月１日 至 平成20年12月31日)

当連結会計年度(自 平成21年１月１日 至 平成21年12月31日)
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海外売上高が連結売上高の10％未満のため記載を省略しております。 

  

海外売上高が連結売上高の10％未満のため記載を省略しております。 
  

３ 海外売上高

前連結会計年度(自 平成20年１月１日 至 平成20年12月31日)

当連結会計年度(自 平成21年１月１日 至 平成21年12月31日)
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(リース取引関係)

前連結会計年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引

リース取引開始日が平成20年12月31日以前の所有権移転

外ファイナンス・リース取引

① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

 

有形固定 
資産の 

「その他」 
(工具器具
備品)

無形固定 
資産(ソフ
トウェア)

合計

取得価額 
相当額

237百万円 10百万円 248百万円

減価償却 
累計額相当額

135百万円 3百万円 138百万円

期末残高 
相当額

102百万円 7百万円 109百万円

 (注) 取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が

有形固定資産の期末残高等に占める割合が低い

ため、「支払利子込み法」により算定しており

ます。

 

有形固定
資産の 

「その他」
(工具器具
備品)

無形固定 
資産(ソフ
トウェア)

合計

取得価額
相当額

237百万円 10百万円 247百万円

減価償却
累計額相当額

161百万円 6百万円 167百万円

期末残高
相当額

76百万円 3百万円 80百万円

 (注) 取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が

有形固定資産の期末残高等に占める割合が低い

ため、「支払利子込み法」により算定しており

ます。

 

② 未経過リース料期末残高相当額

１年以内 53百万円

１年超 56百万円

合計 109百万円

 (注) 未経過リース料期末残高相当額は、未経過リー

ス料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占

める割合が低いため、「支払利子込み法」によ

り算定しております。

 

② 未経過リース料期末残高相当額

１年以内 50百万円

１年超 29百万円

合計 80百万円

 (注) 未経過リース料期末残高相当額は、未経過リー

ス料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占

める割合が低いため、「支払利子込み法」によ

り算定しております。

③ 支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 80百万円

減価償却費相当額 80百万円

③ 支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 67百万円

減価償却費相当額 67百万円

④ 減価償却費相当額の算定方法

  リース期間を耐用年数とし残存価額を零とする定額

法によっております。

④ 減価償却費相当額の算定方法

  リース期間を耐用年数とし残存価額を零とする定額

法によっております。
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(関連当事者情報)

前連結会計年度(自 平成20年１月１日 至 平成20年12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１月１日 至 平成21年12月31日)

該当事項はありません。
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(税効果会計関係)

前連結会計年度 
(平成20年12月31日)

当連結会計年度 
(平成21年12月31日)

 

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

  (繰延税金資産)

    退職給付引当金 538百万円

   賞与引当金 131百万円

   役員退職慰労引当金 352百万円

   未払事業税 122百万円

   製品評価損 509百万円

   繰越欠損金 105百万円

   その他 223百万円

   繰延税金資産小計 1,983百万円

   評価性引当金 △185百万円

   繰延税金資産合計 1,798百万円

  (繰延税金負債)

   その他有価証券評価差額金 △322百万円

   その他 △51百万円

   繰延税金負債合計 △373百万円

   繰延税金資産の純額 1,424百万円

 

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

(繰延税金資産)

 退職給付引当金 631百万円

  賞与引当金 103百万円

  役員退職慰労引当金 149百万円

 長期未払金 209百万円

  未払事業税 116百万円

  製品評価損 582百万円

  繰越欠損金 118百万円

  その他 293百万円

  繰延税金資産小計 2,205百万円

  評価性引当金 △214百万円

  繰延税金資産合計 1,990百万円

(繰延税金負債)

  その他有価証券評価差額金 △385百万円

  その他 △61百万円

  繰延税金負債合計 △446百万円

  繰延税金資産の純額 1,543百万円

 

  (注)繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下

の項目に含まれています。

   流動資産―繰延税金資産 891百万円

   固定資産―繰延税金資産 532百万円
 

  (注)繰延税金資産の純額は、連結貸借対照表の以下

の項目に含まれています。

  流動資産―繰延税金資産 900百万円

  固定資産―繰延税金資産 642百万円

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

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負

担率との間の差異が法定実効税率の100分の５以下

であるため、記載を省略しております。

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

同左
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(有価証券関係)

前連結会計年度(自 平成20年１月１日 至 平成20年12月31日)

１ その他有価証券で時価のあるもの

区分
取得原価
(百万円)

連結決算日における
連結貸借対照表計上額 

(百万円)

差額 
(百万円)

連結貸借対照表計上額が取得原価 
を超えるもの

①株式 1,045 2,101 1,055

②債券 ─ ─ ─

③その他 98 98 0

小計 1,143 2,200 1,056

連結貸借対照表計上額が取得原価 
を超えないもの

①株式 1,184 913 △271

②債券 ─ ─ ─

③その他 232 199 △32

小計 1,417 1,112 △304

合計 2,560 3,312 751

２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券

区分
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額

（百万円） （百万円） （百万円）

①株式 15 6 ─

②債券 ─ ─ ─

③ＭＭＦ 20 ─ ─

④その他 ─ ─ ─

計 35 6 ─

３ 時価評価されていない有価証券

区分 連結貸借対照表計上額(百万円)

 (1) 満期保有目的の債券

   ①非上場国内債券 640

   ②非上場外国債券 125

   ③コマーシャルペーパー 3,994

計 4,760

(2) その他有価証券

    ①非上場株式 637

    ②ＭＭＦ 109

    ③その他 136

計 884
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４ その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額

区分 １年以内(百万円)
１年超５年以内

(百万円)
５年超10年以内 

(百万円)
10年超(百万円)

１ 債券

 (1) 国債・地方債等 ─ 271 ─ ─

 (2) 社債 257 237 ─ ─

 (3) コマーシャルペーパー 3,994 ─ ─ ─

 (4) その他 ─ ─ ─ ─

２ その他 52 176 84 ─

合計 4,303 685 84 ─

当連結会計年度(自 平成21年１月１日 至 平成21年12月31日)

１ その他有価証券で時価のあるもの

区分
取得原価
(百万円)

連結決算日における
連結貸借対照表計上額 

(百万円)

差額 
(百万円)

連結貸借対照表計上額が取得原価 
を超えるもの

①株式 1,280 2,521 1,240

②債券 156 164 7

③その他 98 98 0

小計 1,535 2,784 1,249

連結貸借対照表計上額が取得原価 
を超えないもの

①株式 1,132 842 △289

②債券 511 506 △4

③その他 224 199 △24

小計 1,867 1,549 △318

合計 3,403 4,333 930

２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券

区分
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額

（百万円） （百万円） （百万円）

①株式 ─ ─ ─

②債券 ─ ─ ─

③ＭＭＦ 162 ─ ─

④その他 0 0 ─

計 163 0 ─

３ 当連結会計年度中に売却した満期保有目的の債券

区分
売却原価 売却額 売却損益

売却の理由
（百万円） （百万円） （百万円）

 社債 99 100 0
連結子会社において、資金運用
方法を見直したことに伴い、売
却したものであります。

計 99 100 0 ─
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４ 時価評価されていない有価証券

区分 連結貸借対照表計上額(百万円)

(1) 満期保有目的の債券

  コマーシャルペーパー 1,998

計 1,998

(2) その他有価証券

   ①非上場株式 701

   ②ＭＭＦ 83

   ③その他 69

計 854

５ その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額

区分 １年以内(百万円)
１年超５年以内

(百万円)
５年超10年以内 

(百万円)
10年超(百万円)

１ 債券

 (1) 国債・地方債等 271 ─ ─ ─

 (2) 社債 135 263 ─ ─

 (3) コマーシャルペーパー 1,998 ─ ─ ─

 (4) その他 ─ ─ ─ ─

２ その他 ─ 84 164 ─

合計 2,406 348 164 ─
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前連結会計年度(自 平成20年１月１日 至 平成20年12月31日) 

注記の対象となるデリバティブ取引を利用していないため該当事項はありません。 

  

当連結会計年度(自 平成21年１月１日 至 平成21年12月31日) 

注記の対象となるデリバティブ取引を利用していないため該当事項はありません。 

  

(デリバティブ取引関係)
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(退職給付関係)

前連結会計年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

１ 採用している退職給付制度の概要

  当社及び国内連結子会社２社は、基準退職金制度の

100％相当額について確定給付型企業年金制度を採

用しております。 

また、加算退職金制度については平成20年４月１日

に適格年金制度から確定給付型企業年金制度及び確

定拠出型年金制度に移行しております。 

本移行に伴い認識された損益は、特別損失に「退職

給付制度終了損」として229百万円計上しておりま

す。 

一部の連結子会社は、当連結会計期間より退職給付

債務の算定方法を簡便法から原則法に変更しており

ます。 

この結果発生した差異49百万円については、特別損

失に「退職給付算定方法変更損」として計上してお

ります。

１ 採用している退職給付制度の概要

  当社及び国内連結子会社２社の退職給付制度は、基

準退職金制度と加算退職金制度から構成されており

ます。 

基準退職金制度の100％相当額について確定給付型

企業年金制度を採用しており、加算退職金制度の

70％相当額については確定給付型企業年金制度、

30％相当額については確定拠出型年金制度を採用し

ております。

 

２ 退職給付債務に関する事項

①退職給付債務 10,100百万円

  (内訳)

②未認識過去勤務債務 △912 〃

③未認識数理計算上の差異 1,949 〃

④年金資産 7,748 〃

⑤退職給付引当金 1,315百万円

(注) 一部の連結子会社は、退職給付債務の算定にあ

たり、簡便法を採用しております。

 

２ 退職給付債務に関する事項

①退職給付債務 11,317百万円

 (内訳)

②未認識過去勤務債務 △800 〃

③未認識数理計算上の差異 2,354 〃

④年金資産 8,223 〃

⑤退職給付引当金 1,539百万円

(注) 一部の連結子会社は、退職給付債務の算定にあ

たり、簡便法を採用しております。

 

３ 退職給付費用に関する事項

①勤務費用 444百万円

②利息費用 252 〃

③期待運用収益 △237 〃

④過去勤務債務の費用処理額 △101 〃

⑤数理計算上の差異の費用処理額 97 〃

⑥確定拠出年金拠出額 60 〃

⑦臨時に支払った退職金等 6 〃

⑧退職給付費用 522百万円

⑨退職給付制度終了損 229   〃

⑩退職給付算定方法変更損 49   〃

計（⑧＋⑨＋⑩） 800百万円

(注) 簡便法を採用している連結子会社の退職給付費

用は、①勤務費用に計上しております。

 

３ 退職給付費用に関する事項

①勤務費用 434百万円

②利息費用 251 〃

③期待運用収益  △188 〃

④過去勤務債務の費用処理額  △111 〃

⑤数理計算上の差異の費用処理額 325 〃

⑥確定拠出年金拠出額 91 〃

⑦臨時に支払った退職金等 0 〃

⑧退職給付費用 802百万円

(注) 簡便法を採用している連結子会社の退職給付費

用は、①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

①退職給付見込額の期間按分方法 期間定額基準

②割引率 2.5％

③期待運用収益率 2.5％

④過去勤務債務の額の処理年数 10年

 (発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の
  年数による按分額を費用処理する方法)

⑤数理計算上の差異の処理年数 10年

 (各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務
  期間以内一定の年数による按分額をそれぞれ翌連
  結会計年度から費用処理する方法)

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

①退職給付見込額の期間按分方法 期間定額基準

②割引率 主として1.8％

③期待運用収益率 2.5％

④過去勤務債務の額の処理年数 10年

(発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の
年数による按分額を費用処理する方法)

⑤数理計算上の差異の処理年数 10年

(各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務
期間以内一定の年数による按分額をそれぞれ翌連
結会計年度から費用処理する方法)
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 １．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

 
(注) ストック・オプション数は株式数に換算して記載しております。 

  

  ①ストック・オプションの数 

 
  

  ②単価情報 

 
  

(ストック・オプション等関係)

前連結会計年度(自 平成20年１月１日 至 平成20年12月31日)

(1) ストック・オプションの内容

会社名 提出会社

決議年月日 平成16年３月30日

付与対象者の区分及び人数(名)
当社取締役     12

当社社員(役員待遇) 4

株式の種類及び付与数 普通株式  800,000株

付与日 平成16年６月15日

権利確定条件 権利確定条件の定めはありません。

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。

権利行使期間 平成18年４月１日～平成23年３月31日

(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況

会社名 提出会社

権利確定前(株)

前連結会計年度末 ─

付与 ─

失効 ─

権利確定 ─

未確定残 ─

権利確定後(株)

 前連結会計年度末 240,000

 権利確定 ─

 権利行使 113,000

 失効 ─

 未行使残 127,000

会社名 提出会社

決議年月日 平成16年３月30日

権利行使価格(円) 1,400

行使時平均株価(円) 2,750

公正な評価単価(付与日)(円) ─
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 １．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

 
(注) ストック・オプション数は株式数に換算して記載しております。 

  

  ①ストック・オプションの数 

 
  

  ②単価情報 

 
  

当連結会計年度(自 平成21年１月１日 至 平成21年12月31日)

(1) ストック・オプションの内容

会社名 提出会社

決議年月日 平成16年３月30日

付与対象者の区分及び人数(名)
当社取締役     12

当社社員(役員待遇) 4

株式の種類及び付与数 普通株式  800,000株

付与日 平成16年６月15日

権利確定条件 権利確定条件の定めはありません。

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。

権利行使期間 平成18年４月１日～平成23年３月31日

(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況

会社名 提出会社

権利確定前(株)

前連結会計年度末 ─

付与 ─

失効 ─

権利確定 ─

未確定残 ─

権利確定後(株)

 前連結会計年度末 127,000

 権利確定 ─

 権利行使 64,500

 失効 ─

 未行使残 62,500

会社名 提出会社

決議年月日 平成16年３月30日

権利行使価格(円) 1,400

行使時平均株価(円) 2,586

公正な評価単価(付与日)(円) ─
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前連結会計年度(自 平成20年１月１日 至 平成20年12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１月１日 至 平成21年12月31日) 

   該当事項はありません。 

(企業結合等関係)
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(注) １株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りで

あります。 

 
  

  

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

１株当たり純資産額 1,825.75円 １株当たり純資産額 1,911.25円

１株当たり当期純利益 124.48円 １株当たり当期純利益 153.40円

 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益

123.89円
 

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

153.03円

項目
前連結会計年度

(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

連結損益計算書上の当期純利益 (百万円) 2,488 3,082

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利益 (百万円) 2,488 3,082

普通株式の期中平均株式数 (千株) 19,995 20,091

潜在株式調整後１株当たり当期純
利益の算定に用いられた普通株式
増加数

(千株) 95 49

(うち 新株予約権) (千株) (95) (49)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整
後１株当たり当期純利益の算定に含まれな
かった潜在株式の概要

───── ─────
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  該当事項はありません。 

  

  該当事項はありません。 

(重要な後発事象)

  前連結会計年度(自 平成20年１月１日 至 平成20年12月31日)

  当連結会計年度(自 平成21年１月１日 至 平成21年12月31日)
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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20年12月31日) 

当事業年度 
(平成21年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,567 4,317

受取手形 ※１  4,526 ※１  5,114

売掛金 5,454 6,131

有価証券 3,994 1,998

商品 1,731 －

製品 7,123 －

商品及び製品 － 9,616

原材料 2,720 －

仕掛品 908 939

貯蔵品 4 －

原材料及び貯蔵品 － 3,149

前渡金 22 70

前払費用 314 279

立替金 782 856

繰延税金資産 616 705

その他 389 242

貸倒引当金 △78 △12

流動資産合計 32,079 33,409

固定資産   

有形固定資産   

建物 11,733 11,819

減価償却累計額 △5,996 △6,310

建物（純額） 5,737 5,508

構築物 1,345 1,307

減価償却累計額 △1,023 △1,006

構築物（純額） 322 301

機械及び装置 5,419 5,502

減価償却累計額 △4,720 △4,868

機械及び装置（純額） 698 633

車両運搬具 47 46

減価償却累計額 △29 △34

車両運搬具（純額） 18 11

工具、器具及び備品 3,758 4,248

減価償却累計額 △2,605 △3,131

工具、器具及び備品（純額） 1,152 1,117

土地 4,336 4,336

建設仮勘定 86 83

有形固定資産合計 12,352 11,993
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(単位：百万円)

前事業年度 
(平成20年12月31日) 

当事業年度 
(平成21年12月31日) 

無形固定資産   

商標権 49 24

ソフトウエア 220 189

電話加入権 20 20

権利金 0 －

施設利用権 － 0

無形固定資産合計 290 234

投資その他の資産   

投資有価証券 3,867 4,065

関係会社株式 3,072 3,267

出資金 38 38

長期貸付金 － 234

関係会社長期貸付金 195 135

長期前払費用 49 54

保険積立金 － 57

敷金及び保証金 94 105

繰延税金資産 324 454

貸倒引当金 － △235

投資その他の資産合計 7,642 8,177

固定資産合計 20,284 20,405

資産合計 52,364 53,815

負債の部   

流動負債   

支払手形 ※１  905 671

買掛金 10,731 10,457

未払金 3,830 3,740

未払費用 364 426

未払法人税等 839 1,279

未払消費税等 141 159

前受金 4 7

預り金 561 525

賞与引当金 103 105

返品調整引当金 258 287

設備関係の支払手形及び未払金 249 －

設備関係支払手形 － 48

設備関係未払金 － 111

流動負債合計 17,989 17,818

固定負債   

退職給付引当金 1,070 1,293

役員退職慰労引当金 501 －

長期未払金 － 511

その他 69 66

固定負債合計 1,641 1,871

負債合計 19,631 19,690
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(単位：百万円)

前事業年度 
(平成20年12月31日) 

当事業年度 
(平成21年12月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,288 3,333

資本剰余金   

資本準備金 3,079 3,124

資本剰余金合計 3,079 3,124

利益剰余金   

利益準備金 200 200

その他利益剰余金   

別途積立金 23,400 24,200

繰越利益剰余金 2,309 2,720

利益剰余金合計 25,909 27,120

自己株式 △7 △8

株主資本合計 32,269 33,570

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 463 554

評価・換算差額等合計 463 554

純資産合計 32,733 34,125

負債純資産合計 52,364 53,815
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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１月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高   

製品売上高 52,635 54,911

商品売上高 22,075 26,256

売上高合計 74,710 81,167

売上原価   

製品期首たな卸高 6,440 7,123

商品期首たな卸高 2,134 1,731

当期商品仕入高 19,390 23,580

当期製品製造原価 ※３  28,910 ※３  30,962

他勘定振替高 ※４  625 ※４  915

合計 56,249 62,482

製品期末たな卸高 7,123 7,568

商品期末たな卸高 1,731 2,047

売上原価合計 47,394 ※１  52,865

売上総利益 27,316 28,302

返品調整引当金戻入額 209 258

返品調整引当金繰入額 258 287

合計 49 29

差引売上総利益 27,267 28,273

販売費及び一般管理費   

運送費及び保管費 2,161 2,297

広告宣伝費 7,796 7,052

販売促進費 3,239 3,551

貸倒引当金繰入額 13 1

役員報酬 304 359

従業員給料及び手当 4,095 4,536

賞与引当金繰入額 69 73

役員退職慰労引当金繰入額 74 10

法定福利費 550 601

退職給付費用 236 389

福利厚生費 194 206

交際費 214 222

旅費及び交通費 581 610

通信費 157 146

事務用消耗品費 400 394

租税公課 186 157

減価償却費 350 380

消耗品費 300 291

修繕維持費 82 82

地代家賃 183 195

支払手数料 571 631

研究開発費 ※３  1,201 ※３  1,197

その他 992 1,025

販売費及び一般管理費合計 23,957 24,415

営業利益 3,309 3,857
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(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成20年１月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

営業外収益   

受取利息 32 16

有価証券利息 40 23

受取配当金 ※２  238 ※２  263

為替差益 － 14

受取ロイヤリティー 30 35

受取家賃 ※２  221 218

雑収入 153 284

営業外収益合計 717 856

営業外費用   

支払利息 2 5

株式交付費 0 0

たな卸資産廃棄損 3 －

為替差損 49 －

貸倒引当金繰入額 56 167

雑損失 1 7

営業外費用合計 114 181

経常利益 3,911 4,532

特別利益   

投資有価証券売却益 6 －

特別利益合計 6 －

特別損失   

固定資産売却損 ※５  0 －

固定資産除却損 ※６  18 ※６  18

退職給付制度終了損 165 －

関係会社整理損 5 －

投資有価証券評価損 27 3

ゴルフ会員権評価損 1 0

特別損失合計 217 22

税引前当期純利益 3,700 4,510

法人税、住民税及び事業税 1,622 2,076

法人税等調整額 △163 △282

法人税等合計 1,458 1,793

当期純利益 2,242 2,716
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(3)【株主資本等変動計算書】 

(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成20年１月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 3,209 3,288

当期変動額   

新株の発行 79 45

当期変動額合計 79 45

当期末残高 3,288 3,333

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 3,000 3,079

当期変動額   

新株の発行 79 45

当期変動額合計 79 45

当期末残高 3,079 3,124

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 200 200

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 200 200

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 22,400 23,400

当期変動額   

別途積立金の積立 1,000 800

当期変動額合計 1,000 800

当期末残高 23,400 24,200

繰越利益剰余金   

前期末残高 2,464 2,309

当期変動額   

剰余金の配当 △1,397 △1,505

当期純利益 2,242 2,716

別途積立金の積立 △1,000 △800

当期変動額合計 △155 411

当期末残高 2,309 2,720

自己株式   

前期末残高 △6 △7

当期変動額   

自己株式の取得 △1 △1

当期変動額合計 △1 △1

当期末残高 △7 △8
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(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成20年１月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

株主資本合計   

前期末残高 31,268 32,269

当期変動額   

新株の発行 158 90

剰余金の配当 △1,397 △1,505

当期純利益 2,242 2,716

自己株式の取得 △1 △1

当期変動額合計 1,001 1,300

当期末残高 32,269 33,570

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 741 463

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △278 91

当期変動額合計 △278 91

当期末残高 463 554

純資産合計   

前期末残高 32,010 32,733

当期変動額   

新株の発行 158 90

剰余金の配当 △1,397 △1,505

当期純利益 2,242 2,716

自己株式の取得 △1 △1

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △278 91

当期変動額合計 723 1,391

当期末残高 32,733 34,125
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該当事項はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記
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(5) 重要な会計方針

項目
前事業年度

(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

当事業年度
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

１ 有価証券の評価基準及び

評価方法

(1) 満期保有目的の債券

償却原価法(定額法)によってお

ります。

(1) 満期保有目的の債券

同左

(2) 子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法によっ

ております。

(2) 子会社株式及び関連会社株式

同左

(3) その他有価証券

 ① 時価のあるもの 

決算末日の市場価格等に基づく

時価法によっております。(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。)

(3) その他有価証券

 ① 時価のあるもの

同左

 ② 時価のないもの

移動平均法による原価法によっ

ております。

 ② 時価のないもの

同左

２ たな卸資産の評価基準及

び評価方法

商品・製品・原材料・貯蔵品 

   ………移動平均法による原価法 

仕掛品………総平均法による原価法

商品・製品・原材料・貯蔵品 

   ………移動平均法による原価法 

   (貸借対照表価額は収益性の低 

   下による簿価切下げの方法) 

仕掛品………総平均法による原価法 

   (貸借対照表価額は収益性の低 

   下による簿価切下げの方法)

３ 固定資産の減価償却の方

法

(1) 有形固定資産

定率法によっております。但し、

平成10年４月１日以降に取得した

建物(建物附属設備は除く)につい

ては、定額法によっております。

(1) 有形固定資産(リース資産を除く)

同左

 

(2) 無形固定資産

  定額法によっております。

  ただし、ソフトウェア(自社利用

分)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

価額をゼロとする定額法によって

おります。

４ 繰延資産の処理方法 株式交付費

支出時に全額費用処理しておりま

す。

株式交付費

同左
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項目
前事業年度

(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

当事業年度
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

５ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金

  売上債権等の貸倒損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績

率により、貸倒懸念債権等特定の

債権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。

(1) 貸倒引当金

同左

(2) 賞与引当金

  従業員に支給する賞与に充てるた

めに、支給見込額基準により計上

しております。

(2) 賞与引当金

同左

(3) 返品調整引当金

  返品による損失に備えるため、過

去の返品実績率及び売上利益率に

基づき将来の返品に伴う損失見込

額を計上しております。

(3) 返品調整引当金

同左

(4) 退職給付引当金

  従業員の退職給付に備えるため、

当期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、当期

末において発生していると認めら

れる額を計上しております。

過去勤務債務については、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(10年)による按

分額を費用処理しております。

数理計算上の差異については、各

期の発生時における従業員の平均

残存勤務期間以内の一定の年数

(10年)による按分額をそれぞれ発

生の翌期より費用処理しておりま

す。

(4) 退職給付引当金

同左

(5) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備える

ため、内規に基づく期末要支給額

を役員退職慰労引当金として計上

しております。

      ─────

６ リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナン

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

によっております。

─────

７ その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項

消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理

は、税抜方式によっております。

消費税等の会計処理

同左
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(6) 重要な会計方針の変更

(会計処理の変更)

前事業年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

当事業年度
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

棚卸資産の評価に関する会計基

準の適用

───── 当事業年度より平成18年７月５日公表

の「棚卸資産の評価に関する会計基

準」（企業会計基準委員会 企業会計基

準第９号）を適用し、評価基準につい

ては、原価法から原価法（収益性の低

下による簿価切下げの方法）に変更し

ております。 

これによる損益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、通常の賃貸借取

引に係る方法に準じた会計処理によっ

ておりましたが、当事業年度より「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、リース取引開始日が平成20年12

月31日以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。 

これによるリース資産計上額及び損益

に与える影響はありません。
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(表示方法の変更)

前事業年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

当事業年度
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

(貸借対照表)

権利金

施設利用権

───── 前事業年度において、「権利金」とし

て科目表示しておりましたが、ＥＤＩ

ＮＥＴへのＸＢＲＬ導入に伴い、財務

諸表の比較可能性を向上させるため、

当事業年度においては「施設利用権」

として表示しております。

(貸借対照表)

設備関係の支払手形及び未払金

設備関係支払手形

設備関係未払金

───── 前事業年度において、「設備関係の支

払手形及び未払金」として科目表示し

ておりましたが、科目内容をより明確

にするため、当事業年度においては

「設備関係支払手形」と「設備関係未

払金」に区分掲記しております。 

なお、前事業年度の「設備関係の支払

手形及び未払金」に含まれている「設

備関係支払手形」は90百万円、「設備

関係未払金」は159百万円でありま

す。
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(追加情報)

前事業年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

当事業年度
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

有形固定資産の減価償却の方法 当事業年度より、法人税法の改正

（（所得税法等の一部を改正する法律

平成19年３月30日 法律第６号）及び

（法人税法施行令の一部を改正する政

令 平成19年３月30日 政令第83

号））に伴い、平成19年３月31日以前

に取得したものについては、償却可能

限度額まで償却が終了した翌年から５

年間で均等償却する方法によっており

ます。
これによる損益に与える影響は軽微で
あります。

─────

有形固定資産の耐用年数の変更 ───── 機械装置について、平成20年度法人

税法の改定による法定耐用年数の変

更を契機に当事業年度より耐用年数

の見積りの変更を実施しました。

これによる損益に与える影響は軽微

であります。

退職給付引当金 

（確定拠出年金制度への移行）

平成20年４月１日に確定給付年金制度

の一部について確定拠出年金制度へ移

行し、「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）を適用しております。

本移行に伴い認識された損益は、特別

損失に「退職給付制度終了損」として

165百万円計上しております。

─────
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(7) 個別財務諸表に関する注記事項

(貸借対照表関係)

前事業年度 
(平成20年12月31日)

当事業年度 
(平成21年12月31日)

※１ 満期手形の会計処理は、手形交換日をもって決済

処理しております。

   なお、当期末日が金融機関の休日であったため、

次の期末日満期手形が、当期末残高に含まれてお

ります。

 受取手形 1,769百万円

 支払手形 43百万円

※１ 満期手形の会計処理は、手形交換日をもって決済

処理しております。

   なお、当期末日が金融機関の休日であったため、

次の期末日満期手形が、当期末残高に含まれてお

ります。

受取手形 1,948百万円
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(損益計算書関係)

前事業年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

当事業年度
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

────── ※１ 通常の販売目的で保有するたな卸資産の収益性の

低下による簿価切下額

売上原価 140百万円

※２ 関係会社との取引に係るものが次の通り含まれて

おります。

受取家賃 128百万円

受取配当金 189百万円
 

※２ 関係会社との取引に係るものが次の通り含まれて

おります。

受取配当金 205百万円

※３ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費は、1,201 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

費は、1,197 百万円であります。

※４ 他勘定振替高

製品解体による仕掛品等への振替のほか、販売

費及び一般管理費等への振替を含んでおりま

す。

※４ 他勘定振替高

製品解体による仕掛品等への振替のほか、販売

費及び一般管理費等への振替を含んでおりま

す。

※５ 固定資産売却損の内容は次の通りであります。

その他 0百万円

──────

※６ 固定資産除却損の内容は次の通りであります。

建物 3百万円

構築物 1百万円

機械及び装置 1百万円

工具、器具及び備品 1百万円

解体費等 9百万円

その他 1百万円

計 18百万円

※６ 固定資産除却損の内容は次の通りであります。

構築物 1百万円

機械及び装置 3百万円

工具、器具及び備品 3百万円

長期前払費用 1百万円

解体費等 7百万円

その他 1百万円

計 18百万円
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 前事業年度(自 平成20年１月１日 至 平成20年12月31日) 

 
 (変動事由の概要)  

 増加数の内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の買取請求による増加  680株 

  

 当事業年度(自 平成21年１月１日 至 平成21年12月31日) 

 
 (変動事由の概要)  

 増加数の内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の買取請求による増加  380株 

  

(株主資本等変動計算書関係)

 自己株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 2,120 680 ─ 2,800

 自己株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 2,800 380 ─ 3,180
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(リース取引関係)

前事業年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

当事業年度
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引に係る注記

リース取引開始日が平成20年12月31日以前の所有権移転

外ファイナンス・リース取引

①リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額

①リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額

 

工具器具 
及び備品

ソフト 
ウェア

合計

取得価額 
相当額

159百万円 10百万円 169百万円

減価償却 
累計額相当額

88百万円 3百万円 91百万円

期末残高 
相当額

70百万円 7百万円 77百万円

 (注) 取得価額相当額は、有形固定資産の期末残高等

に占める未経過リース料期末残高の割合が低い

ため、財務諸表等規則第８条の６第２項の規定

に基づき、「支払利子込み法」により算定して

います。

 

工具器具
及び備品

ソフト 
ウェア

合計

取得価額
相当額

115百万円 10百万円 126百万円

減価償却
累計額相当額

77百万円 6百万円 83百万円

期末残高
相当額

38百万円 3百万円 42百万円

 (注) 取得価額相当額は、有形固定資産の期末残高等

に占める未経過リース料期末残高の割合が低い

ため、財務諸表等規則第８条の６第２項の規定

に基づき、「支払利子込み法」により算定して

います。

 

②未経過リース料期末残高相当額

１年以内 35百万円

１年超 42百万円

合計 77百万円

 (注) 未経過リース料期末残高相当額は有形固定資産

の期末残高等に占める未経過リース料期末残高

の割合が低いため、財務諸表等規則第８条の６

第２項の規定に基づき、「支払利子込み法」に

より算定しています。

 

②未経過リース料期末残高相当額

１年以内 27百万円

１年超 14百万円

合計 42百万円

 (注) 未経過リース料期末残高相当額は有形固定資産

の期末残高等に占める未経過リース料期末残高

の割合が低いため、財務諸表等規則第８条の６

第２項の規定に基づき、「支払利子込み法」に

より算定しています。

③当会計期間の支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 55百万円

減価償却費相当額 55百万円

③当会計期間の支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 35百万円

減価償却費相当額 35百万円

④減価償却費相当額の算定方法

 リース期間を耐用年数とし残存価額を零とする定額法

によっています。

④減価償却費相当額の算定方法

 リース期間を耐用年数とし残存価額を零とする定額法

によっています。
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前事業年度(自 平成20年１月１日 至 平成20年12月31日)及び当事業年度(自 平成21年１月１日 至 

平成21年12月31日)における子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

  

  

(有価証券関係)
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(税効果会計関係)

前事業年度 
(平成20年12月31日)

当事業年度 
(平成21年12月31日)

 

 

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

  (繰延税金資産)

   退職給付引当金 438百万円

    役員退職慰労引当金 205百万円

     未払事業税 74百万円

     製品評価損 462百万円

     その他 91百万円

      繰延税金資産小計 1,273百万円

      評価性引当金 △10百万円

      繰延税金資産合計 1,262百万円

(繰延税金負債)

      その他有価証券評価差額金 △322百万円

     繰延税金負債合計 △322百万円

     繰延税金資産の純額 940百万円

 

 

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

 (繰延税金資産)

  退職給付引当金 530百万円

 長期未払金 209百万円

   未払事業税 104百万円

   製品評価損 519百万円

  その他 193百万円

     繰延税金資産小計 1,556百万円

     評価性引当金 △10百万円

     繰延税金資産合計 1,545百万円

(繰延税金負債)

     その他有価証券評価差額金 △385百万円

  繰延税金負債合計 △385百万円

  繰延税金資産の純額 1,160百万円

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

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負

担率との間の差異が法定実効税率の100分の５以

下であるため、記載を省略しております。

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

同左
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(注) １株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りで

あります。 

 
  

  

(１株当たり情報)

前事業年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

当事業年度
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

１株当たり純資産額 1,630.94円 １株当たり純資産額 1,694.88円

１株当たり当期純利益 112.13円 １株当たり当期純利益 135.22円

 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益

111.59円
潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

134.89円

項目
前事業年度

(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

当事業年度
(自 平成21年１月１日
至 平成21年12月31日)

損益計算書上の当期純利益 (百万円) 2,242 2,716

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利益 (百万円) 2,242 2,716

普通株式の期中平均株式数 (千株) 19,995 20,091

潜在株式調整後１株当たり当期純
利益の算定に用いられた普通株式
増加数

(千株) 95 49

(うち 新株予約権) (千株) (95) (49)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整
後１株当たり当期純利益の算定に含まれな
かった潜在株式の概要

───── ─────
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  該当事項はありません。 

  

  該当事項はありません。 

  

(重要な後発事象)

  前事業年度(自 平成20年１月１日 至 平成20年12月31日)

  当事業年度(自 平成21年１月１日 至 平成21年12月31日)
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当該記載事項に関しましては、記載が可能となり次第開示をいたします。なお、開示の時期は３月上

旬を予定しております。 

① 生産実績 

当連結会計年度における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりで 

あります。 

 
② 商品仕入実績 

当連結会計年度における商品仕入実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおり 

であります。 

 
③ 受注実績 

当社グループは、見込生産を行っているため、該当事項はありません。 

  

  

6. その他

(1) 役員の異動

(2) 生産、受注及び販売の状況

事業の種類別セグメントの名称 生産高（百万円）

  家庭用品事業 64,659

合計 64,659

（注）１．金額は、販売実績に基づいた価格によっております。

      ２．総合環境衛生事業はサービス事業であるため、生産実績はありません。

      ３．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

事業の種類別セグメントの名称 仕入高（百万円）

  家庭用品事業 24,498

  総合環境衛生事業 812

合計 25,310

（注）１．セグメント間取引については、相殺消去しております。

      ２．金額は、仕入実績に基づいた価格によっております。

      ３．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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④ 販売実績 

当連結会計年度における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりで 

あります。 

 
２．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 

 
３．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

事業の種類別セグメントの名称 販売高（百万円）

 家庭用品事業 85,539

 総合環境衛生事業 16,197

合計 101,736

（注）１．セグメント間取引については、相殺消去しております。

相手先

前連結会計年度 当連結会計年度

金額（百万円） 割合（％） 金額（百万円） 割合（％）

株式会社Paltac 21,991 23.3 25,830 25.4

株式会社あらた 9,382 9.9 11,180 11.0
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