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1.  平成25年3月期の連結業績（平成24年4月1日～平成25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 ％

25年3月期 27,284 0.9 2,390 81.1 2,715 69.3 1,601 155.8
24年3月期 27,038 1.8 1,320 12.9 1,604 38.1 626 △12.3

（注）包括利益 25年3月期 2,539百万円 （199.2％） 24年3月期 848百万円 （152.1％）

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 ％ ％ ％

25年3月期 161.39 ― 4.2 5.8 8.8
24年3月期 61.52 ― 1.7 3.5 4.9

（参考） 持分法投資損益 25年3月期  85百万円 24年3月期  57百万円

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

25年3月期 46,960 38,232 80.9 4,144.25
24年3月期 46,140 38,054 82.1 3,722.12

（参考） 自己資本   25年3月期  38,005百万円 24年3月期  37,881百万円

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

25年3月期 2,804 1,244 △2,361 18,098
24年3月期 1,289 △3,203 △619 15,639

2.  配当の状況 

 

年間配当金 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 ％ ％

24年3月期 ― 0.00 ― 50.00 50.00 508 81.3 1.3
25年3月期 ― 0.00 ― 60.00 60.00 550 37.2 1.5
26年3月期(予想) ― 0.00 ― 70.00 70.00 33.9

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26年 3月31日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期(累計) 14,750 7.4 1,400 42.3 1,570 107.3 1,010 115.1 101.76
通期 30,000 10.0 2,900 21.3 3,200 17.8 2,050 28.0 206.53



※  注記事項 
(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) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更  ： 有
② ①以外の会計方針の変更  ： 無
③ 会計上の見積りの変更  ： 有
④ 修正再表示  ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期 11,281,629 株 24年3月期 11,281,629 株
② 期末自己株式数 25年3月期 2,110,958 株 24年3月期 1,104,233 株
③ 期中平均株式数 25年3月期 9,925,700 株 24年3月期 10,178,102 株

（参考）個別業績の概要 

平成25年3月期の個別業績（平成24年4月1日～平成25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 ％

25年3月期 26,807 0.4 2,271 75.0 2,522 63.4 1,470 150.8
24年3月期 26,700 1.9 1,297 14.5 1,543 38.1 586 △15.9

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

25年3月期 148.10 ―
24年3月期 57.59 ―

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

25年3月期 46,187 37,541 81.3 4,093.64
24年3月期 45,583 37,550 82.4 3,689.56

（参考） 自己資本 25年3月期  37,541百万円 24年3月期  37,550百万円

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続きの対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手続き
は終了しておりません。 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際
の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資
料2ページ「経営成績に関する分析」をご覧ください。  
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・当期の経営成績 

当連結会計年度における我が国の経済は、政権交代を機に為替や株価に好転の兆しが見られ、明るさ

を取り戻しつつありますが、反面エネルギーコストの上昇や原材料価格の高騰が国内産業を圧迫し始め

ており、依然として先行きが不透明な状況であります。また、欧州の信用不安、景気停滞懸念や中東情

勢の緊迫化が、内需拡大を続けていた中国をはじめとする新興国にもその影響を及ぼし、世界経済は緩

やかな減速が見受けられました。 

当社グループの重要な販売分野である国内繊維産業におきましては、海外移転が更に拡大しており、

その影響を受け国内生産の縮小傾向は続いております。一方海外向けでは、深刻化する欧州の債務問題

の影響で中国の景気が減退し、アジア地域やその他の地域にも影響が波及しており、販売数量の拡大が

見込めなくなりました。 

非繊維分野におきましては、国内の自動車生産は震災後順調に回復し、堅調に推移していましたが、

中国での自動車生産の落ち込みにより、中国向けの部品生産は停滞しております。住宅関連は着工件数

の低迷の中でも補修用材料の販売が好調に推移しております。また海外向けは、中国の景気減速を受

け、主に自動車向けの商品の販売数量の伸びが見られませんでした。 

このような状況下、当社グループでは、販売・利益を確保するため、競争力のある高品質・低価格商

品の開発を行うとともに、市場ニーズに合致した商品の早期開発に注力してまいりました。国内では生

産の海外移行、海外では大幅な円高の影響を受け収益面での苦戦を余儀なくされていましたが、昨年末

の総選挙での政権交代以降、急激な円安により、輸出部門を中心に収益が大きく改善され、販売金額は

前年並みを確保しましたが、販売数量は前年を下回りました。 

以上の結果、当連結会計年度における当社グループの業績は、売上高27,284百万円(前年同期比0.9％

増)、営業利益2,390百万円(前年同期比81.1％増)、経常利益2,715百万円(前年同期比69.3％増)、当期

純利益1,601百万円(前年同期比155.8％増)となりました。 

  

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

① 日本 

日本における当連結会計年度の外部顧客に対する売上高は26,619百万円（前年同期比0.7％増）、セ

グメント利益は2,271百万円（前年同期比75.0％増）となりました。 

陰イオン界面活性剤の分野におきましては、国内合繊メーカー各社が縮小傾向の中、安定した販売実

績となりました。海外向けの販売におきましては、主として中国合繊メーカー各社への拡販により年度

前半の低迷から販売数量が回復し、外部顧客に対する売上高は2,886百万円（前年同期比0.0％増）とな

りました。 

非イオン界面活性剤の分野におきましては、国内では、消費低迷と繊維製品の低価格化によりテキス

タイル分野の加工量が減少しました。炭素繊維は欧州を中心に回復が遅れております。化学工業分野で

は洗浄剤原料の販売が増加しました。海外では欧米向け需要が低迷する中、一部の工業用繊維分野は低

調ではありましたが、衣料用繊維分野、弾性繊維用分野、高機能繊維分野ともに販売数量が伸びまし

た。その結果、外部顧客に対する売上高は15,610百万円（前年同期比0.8％増）となりました。 

  

１．経営成績・財政状態に関する分析

（１）経営成績に関する分析
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陽・両性イオン界面活性剤の分野におきましては、繊維関連加工剤の販売は加工量が減少し、低調な

結果となりました。化学工業分野では原料価格値上げに伴う製品価格の是正に努めるとともに、新規洗

浄剤原料の販売増加もあり、外部顧客に対する売上高は988百万円（前年同期比2.9％増）となりまし

た。 

高分子・無機製品等の分野におきましては、繊維関連では、織布向け製織用糊剤の販売が在庫過多に

よる生産調整で減少しました。非繊維関連では、液晶分野設備の投資低迷により、設備投資関連資材の

販売が減少しました。化粧品原料は堅調に推移しております。一方、建材関係では住宅着工件数の低迷

の中でも補修用材料の販売が堅調であり、また自動車分野向けの有機高分子製品の販売も好調に推移し

ました。その結果、外部顧客に対する売上高は7,134百万円（前年同期比0.2％増）となりました。 

  

② インドネシア 

インドネシアにおける当連結会計年度の外部顧客に対する売上高は665百万円（前年同期比12.4％

増）、セグメント利益は62百万円（前年同期比33.6％増）となりました。  

陰イオン界面活性剤の分野におきましては、特殊用途の小口の新規顧客獲得がありましたが、全体的

には波及効果は見られず、外部顧客に対する売上高は4百万円（前年同期比9.6％増）となりました。 

非イオン界面活性剤の分野におきましては、スパン用、フィラメント用平滑剤は既存ユーザーの使用

量低下で販売数量が若干減少しましたが、合繊の紡糸、紡績、コーニングオイル油剤や精錬剤は堅調に

推移し、外部顧客に対する売上高は296百万円（前年同期比9.6％増）となりました。 

陽・両性イオン界面活性剤の分野におきましては、販売数量、販売金額ともに大きな進展は見られ

ず、外部顧客に対する売上高は4百万円（前年同期比9.6％増）となりました。 

高分子・無機製品等の分野におきましては、オートローン規制による頭金の下限制度の影響によりオ

ートバイの販売台数が減少し、更に米国向け自動車タイヤの輸出減少も加わり、タイヤ離型剤の販売数

量が減少しました。また、フィラメント織物全体の加工量が減少したうえに撚糸織物の比率が高まり、

サイジング織物が減少し糊剤の需要が減少しました。一方、インドネシア国内は、新規ユーザーの開拓

と新商品の拡販により販売数量は増加しました。その結果、外部顧客に対する売上高は360百万円（前

年同期比14.8％増）となりました。 

  

・次期の見通し 

国内の経済は、政権交代による期待感から、やや回復の兆しをみせてはおりますが、原発停止による

エネルギーコストの上昇や、円高修正による原材料価格の高騰の影響もあり、依然として先行きは不透

明な状況であります。また世界経済の減退も懸念されることから、引き続き厳しい経営環境が続いてお

ります。 

このような状況下ではありますが、当社グループといたしましては、より競争力のある新商品の開

発、販路の拡大及び社内の合理化をこれまで以上に進めることにより全社一丸となり業績の拡充と収益

率の向上に努め、平成26年３月期においては、連結売上高30,000百万円（当期比10.0％増）、連結営業

利益2,900百万円（当期比21.3％増）、連結経常利益3,200百万円（当期比17.8％増）、連結当期純利益

2,050百万円（当期比28.0％増）を見込んでおります。 
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①資産、負債及び純資産の状況 

（資産） 

流動資産は、前連結会計年度末に比べて1.7％増加し、33,256百万円となりました。これは、有価

証券が1,263百万円、繰延税金資産168百万円それぞれ減少したものの、現金及び預金が1,933百万円

増加したことなどによります。 

固定資産は、前連結会計年度末に比べて2.1％増加し、13,703百万円となりました。これは、繰延

税金資産が231百万円、長期貸付金が172百万円それぞれ減少したものの、投資有価証券が913百万円

増加したことなどによります。 

この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて1.8％増加し、46,960百万円となりました。 

（負債） 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて6.5％増加し、8,140百万円となりました。これは、買掛金

が226百万円減少したものの、未払法人税等が550百万円増加したことなどによります。 

固定負債は、前連結会計年度末に比べて34.0％増加し、587百万円となりました。これは、繰延税

金負債が103百万円増加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7.9％増加し、8,727百万円となりました。 

（純資産） 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて0.5％増加し、38,232百万円となりました。これは、自

己株式が1,852百万円、利益剰余金が1,093百万円、その他有価証券評価差額金が881百万円それぞれ

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は、前連結会計年度末に比べ、2,458百万円増加し、

当連結会計年度末には、18,098百万円となりました。 

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要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動によるキャッシュ・フローは2,804百万円の現金及び現金同等物の増加（前連結会計年度

は1,289百万円の増加）となりました。 

収入の主な内訳は、税金等調整前当期純利益2,531百万円、減価償却費705百万円であり、支出の主

な内訳は、法人税等の支払額471百万円、仕入債務の減少額230百万円であります。 

（投資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・フローは1,244百万円の現金及び現金同等物の増加（前連結会計年度

は3,203百万円の減少）となりました。 

収入の主な内訳は、定期預金の払戻による収入10,240百万円、有価証券の償還による収入282百万

円であり、支出の主な内訳は、定期預金の預入による支出9,040百万円、有形固定資産の取得による

支出392百万円であります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動によるキャッシュ・フローは2,361百万円の現金及び現金同等物の減少（前連結会計年度

は619百万円の減少）となりました。 

支出の主な内訳は、自己株式の取得による支出1,852百万円、配当金の支払い509百万円でありま

す。 

  

（２）財政状態に関する分析
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(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  

 
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います。 

(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います。 

(注３) キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しています。 

(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い

ます。また、利払いにつきましては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しています。 

  

  

当社は、業績の伸びに応じ株主利益の増大を図るということを利益配分の基本方針といたしておりま

す。当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年２回を基本的な方針としております。配当の決

定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。平成３年の株式公開以来、当初１株

12円でありました配当金も、業績が順調に推移したため、継続的に増配をしてまいりました。 

このような基本方針に基づき、当事業年度の期末配当金につきましては、前事業年度に比べ、１株に

つき10円増配の１株当たり60円とさせていただきます。この結果、当事業年度の配当性向は37.2％とな

ります。 

なお次期の配当は、年間70円を予定しております。（予定配当性向33.9％） 

また、内部留保資金につきましては、企業体質の強化と将来の事業展開に備えます。 

  

  

当社グループの経営成績及び財務状況等に重要な影響を及ぼす可能性のあるリスクは、為替変動によ

る影響を受けることであります。当社グループの海外向け売上比率は、平成25年３月期48.1％であり、

今後も増加が予想されます。また、外貨建資産も期末時の為替レートによる評価替により影響を受けま

す。当社グループでは、これらリスクの存在を認識した上で、当該リスクの発生に伴う影響を極力回避

するための努力を継続してまいります。 

  

  

平成23年３月期 平成24年３月期 平成25年３月期

自己資本比率 80.7 82.1 80.9

時価ベースの自己資本比率 42.6 40.1 38.5

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率

44.5 54.3 25.0

インタレスト・カバレッジ・
レシオ

245.1 167.3 465.6

（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
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近の有価証券報告書（平成24年６月28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いたします。 

  

以上４項目につきましては、平成23年３月期決算短信（平成23年５月13日開示）により開示を行った内

容から重要な変更がないため開示を省略します。  

当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます. 

（当社ホームページ） 

http://www.mtmtys.co.jp/ 

（大阪証券取引所ホームページ） 

http://www.ose.or.jp/listed_company_info 

  

  

２．企業集団の状況

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

（４）会社の対処すべき課題
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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24年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 17,447 19,381

受取手形及び売掛金 ※4  7,836 ※4  7,845

有価証券 2,494 1,231

商品及び製品 1,760 1,886

仕掛品 442 414

原材料及び貯蔵品 1,115 1,062

繰延税金資産 512 344

その他 1,108 1,092

貸倒引当金 △4 △2

流動資産合計 32,713 33,256

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 6,319 6,428

減価償却累計額 △3,941 △4,167

建物及び構築物（純額） 2,378 2,261

機械装置及び運搬具 ※3  9,855 ※3  10,100

減価償却累計額 △8,209 △8,569

機械装置及び運搬具（純額） 1,645 1,530

土地 529 530

建設仮勘定 79 68

その他 1,491 1,502

減価償却累計額 △1,363 △1,373

その他（純額） 128 128

有形固定資産合計 4,761 4,519

無形固定資産   

その他 12 17

無形固定資産合計 12 17

投資その他の資産   

投資有価証券 ※1  7,679 ※1  8,592

長期貸付金 173 1

繰延税金資産 236 4

その他 568 574

貸倒引当金 △5 △4

投資その他の資産合計 8,652 9,167

固定資産合計 13,426 13,703

資産合計 46,140 46,960
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 5,545 5,319

短期借入金 700 700

未払法人税等 267 817

賞与引当金 268 273

その他 866 1,030

流動負債合計 7,647 8,140

固定負債   

退職給付引当金 251 292

資産除去債務 94 96

繰延税金負債 － 103

その他 91 94

固定負債合計 438 587

負債合計 8,085 8,727

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,090 6,090

資本剰余金 6,517 6,517

利益剰余金 27,684 28,777

自己株式 △1,746 △3,598

株主資本合計 38,546 37,786

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △447 434

為替換算調整勘定 △217 △215

その他の包括利益累計額合計 △664 218

少数株主持分 173 227

純資産合計 38,054 38,232

負債純資産合計 46,140 46,960
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
 連結損益計算書 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

売上高 27,038 27,284

売上原価 ※1  21,902 ※1  21,061

売上総利益 5,136 6,222

販売費及び一般管理費 ※2, ※3  3,815 ※2, ※3  3,831

営業利益 1,320 2,390

営業外収益   

受取利息 96 49

受取配当金 65 69

為替差益 111 311

持分法による投資利益 57 85

受取賃貸料 40 44

その他 97 113

営業外収益合計 468 673

営業外費用   

支払利息 8 5

投資事業組合運用損 163 315

貸倒引当金繰入額 3 1

その他 9 26

営業外費用合計 184 348

経常利益 1,604 2,715

特別利益   

固定資産売却益 － 2

投資有価証券償還益 17 －

関係会社株式売却益 － 12

補助金収入 － 22

特別利益合計 17 36

特別損失   

固定資産除却損 ※4  2 ※4  8

投資有価証券売却損 35 －

投資有価証券評価損 296 211

投資有価証券償還損 133 －

ゴルフ会員権評価損 10 0

特別損失合計 479 220

税金等調整前当期純利益 1,142 2,531

法人税、住民税及び事業税 416 1,019

法人税等調整額 92 △137

法人税等合計 509 881

少数株主損益調整前当期純利益 633 1,649

少数株主利益 6 47

当期純利益 626 1,601
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 連結包括利益計算書 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 633 1,649

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 237 882

為替換算調整勘定 △20 12

持分法適用会社に対する持分相当額 △2 △5

その他の包括利益合計 ※  215 ※  889

包括利益 848 2,539

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 851 2,485

少数株主に係る包括利益 △3 54
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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23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 6,090 6,090

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 6,090 6,090

資本剰余金   

当期首残高 6,517 6,517

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 6,517 6,517

利益剰余金   

当期首残高 27,567 27,684

当期変動額   

剰余金の配当 △508 △508

当期純利益 626 1,601

当期変動額合計 117 1,093

当期末残高 27,684 28,777

自己株式   

当期首残高 △1,744 △1,746

当期変動額   

自己株式の取得 △1 △1,852

当期変動額合計 △1 △1,852

当期末残高 △1,746 △3,598

株主資本合計   

当期首残高 38,430 38,546

当期変動額   

剰余金の配当 △508 △508

当期純利益 626 1,601

自己株式の取得 △1 △1,852

当期変動額合計 115 △759

当期末残高 38,546 37,786
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 △685 △447

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 237 881

当期変動額合計 237 881

当期末残高 △447 434

為替換算調整勘定   

当期首残高 △204 △217

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △12 1

当期変動額合計 △12 1

当期末残高 △217 △215

その他の包括利益累計額合計   

当期首残高 △890 △664

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 225 883

当期変動額合計 225 883

当期末残高 △664 218

少数株主持分   

当期首残高 185 173

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △12 54

当期変動額合計 △12 54

当期末残高 173 227

純資産合計   

当期首残高 37,725 38,054

当期変動額   

剰余金の配当 △508 △508

当期純利益 626 1,601

自己株式の取得 △1 △1,852

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 213 937

当期変動額合計 328 178

当期末残高 38,054 38,232
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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23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25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 1,142 2,531

減価償却費 790 705

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3 △1

受取利息及び受取配当金 △161 △119

支払利息 8 5

為替差損益（△は益） 11 △224

持分法による投資損益（△は益） △57 △101

売上債権の増減額（△は増加） △250 △4

たな卸資産の増減額（△は増加） △24 △37

仕入債務の増減額（△は減少） △905 △230

投資有価証券売却損益（△は益） 35 －

賞与引当金の増減額（△は減少） △2 5

退職給付引当金の増減額（△は減少） 13 39

投資有価証券評価損益（△は益） 296 211

投資有価証券償還損益（△は益） 116 －

関係会社株式売却損益（△は益） － △12

固定資産除売却損益（△は益） 2 6

ゴルフ会員権評価損 10 0

その他の営業外損益（△は益） 168 286

未払消費税等の増減額（△は減少） 54 3

その他の流動資産の増減額（△は増加） △9 △7

その他の流動負債の増減額（△は減少） 74 90

小計 1,315 3,148

利息及び配当金の受取額 166 134

利息の支払額 △7 △6

法人税等の支払額 △199 △471

法人税等の還付額 14 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,289 2,804
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

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 △303 △392

有形固定資産の売却による収入 － 6

投資有価証券の取得による支出 △17 △72

投資有価証券の売却による収入 291 5

有価証券の償還による収入 640 282

無形固定資産の取得による支出 － △8

定期預金の預入による支出 △3,810 △9,040

定期預金の払戻による収入 － 10,240

関係会社株式の売却による収入 － 13

短期貸付金の回収による収入 － 12

長期貸付けによる支出 △0 △0

長期貸付金の回収による収入 15 175

保険積立金の積立による支出 △34 △161

保険積立金の解約による収入 10 44

保険積立金の払戻による収入 0 129

その他 3 11

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,203 1,244

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 － 100

短期借入金の返済による支出 △100 △100

自己株式の取得による支出 △1 △1,852

配当金の支払額 △508 △509

少数株主への配当金の支払額 △9 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △619 △2,361

現金及び現金同等物に係る換算差額 △27 771

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,560 2,458

現金及び現金同等物の期首残高 18,200 15,639

現金及び現金同等物の期末残高 ※  15,639 ※  18,098
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該当事項はありません。 

  

  

１．連結の範囲に関する事項 

    連結子会社の数 

１社 

    連結子会社の名称 

株式会社マツモトユシ・インドネシア 

  

２．持分法の適用に関する事項 

(1) 持分法を適用した関連会社数 

２社 

会社等の名称 

日本クエーカー・ケミカル株式会社 

立松化工股份有限公司 

なお、前連結会計年度まで非連結子会社でありました立松化工股份有限公司は、当社が所有する株

式の一部を売却したため、当連結会計年度より持分法適用関連会社となっております。 

  

(2) 持分法を適用しない関連会社のうち主要な会社等の名称 

該当事項はありません。 

  

(3) 持分法の適用の手続きについて特に記載する必要があると認められる事項 

持分法を適用している会社のうち、決算日が異なる会社については、当該会社の事業年度に係る財

務諸表を使用しております。 

  

３．連結子会社の事業年度等に関する事項 

連結子会社である株式会社マツモトユシ・インドネシアの決算日は、12月31日であります。 

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。 

  

４．会計処理基準に関する事項 

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 

① 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却

原価は、移動平均法により算定） 

（５）連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
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時価のないもの 

総平均法による原価法 

なお、投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資（金融商品取引法第２条第２項に

より有価証券とみなされるもの）については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手

可能な 近の決算書を基礎として、持分相当額を取り込む方法によっております。 

  

② たな卸資産 

通常の販売目的で保有するたな卸資産 

評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっております。 

ａ 商品及び製品・仕掛品 

主として総平均法 

ｂ 原材料 

主として総平均法 

ｃ 貯蔵品・容器（原材料） 

主として 終仕入原価法 

  

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 

① 有形固定資産 

建物（建物附属設備） 

ａ 平成10年３月31日以前に取得したもの 

主として法人税法に定める方法と同一の基準による旧定率法によっております。 

ｂ 平成10年４月１日から平成19年３月31日までに取得したもの 

主として法人税法に定める方法と同一の基準による旧定額法によっております。 

ｃ 平成19年４月１日以後に取得したもの 

主として法人税法に定める方法と同一の基準による定額法によっております。 

建物、機械装置以外 

ｄ 平成19年３月31日以前に取得したもの 

主として法人税法に定める方法と同一の基準による旧定率法によっております。 

ｅ 平成19年４月１日以後に取得したもの 

主として法人税法に定める方法と同一の基準による定率法によっております。 

  

機械装置 

ｆ 平成19年３月31日以前に取得したもの 

主として法人税法に定める方法と同一の基準による旧定額法によっております。 

ｇ 平成19年４月１日以後に取得したもの 

主として法人税法に定める方法と同一の基準による定額法によっております。 

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 

建物及び構築物   10～50年 

機械装置及び運搬具  4～ 8年 
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② 無形固定資産 

法人税法に定める方法と同一の基準による定額法によっております。 

なお、ソフトウエア（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。 

  

(3) 重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特

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。 

② 賞与引当金 

当社は、従業員に対して支給する賞与に充てるため、支給見込額に基づき当連結会計年度に見合う

分を計上しております。なお、連結子会社は計上しておりません。 

③ 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。 

数理計算上の差異については、発生の翌連結会計年度から定額法により５年間で費用処理しており

ます。 

  

(4) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準 

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理

しております。なお、在外子会社等の資産、負債、収益及び費用は、決算日の直物為替相場により円貨

に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定及び少数株主持分に含めております。 

  

(5) 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、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリ

スクしか負わない、取得日から３ケ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。 

  

(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。 

  

  

当社は、法人税法の改正に伴い、当連結会計年度より、平成24年4月1日以降に取得した有形固定資産

については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。 

これによる当連結会計年度の損益に与える影響は軽微であります。 

  

(会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更)
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※１ 非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のとおりであります。 
  

 
  

２ 債務保証 

連結会社以外の会社の金融機関等からの借入金に対して、次のとおり債務保証を行っております。 

  

 
  

※３ 国庫補助金による圧縮記帳額は、機械装置及び運搬具36百万円であり、連結貸借対照表計上額は、こ

の圧縮記帳額を控除しております。 

  

※４  期末日満期手形の会計処理については、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、次の期末日満期手形が、期末残高に含ま

れております。 

  

 
  

  

※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は、次のとおりであります。

 
  

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

  

 
  

(連結貸借対照表関係)

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当連結会計年度 
(平成25年３月31日)

投資有価証券(株式) 501百万円 580百万円

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当連結会計年度 
(平成25年３月31日)

保証先 立松化工股份有限公司 立松化工股份有限公司

保証金額 312百万円 352百万円

債務保証の内容 112,000千台湾ドル 112,000千台湾ドル

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当連結会計年度 
(平成25年３月31日)

受取手形 120百万円 138百万円

(連結損益計算書関係)

前連結会計年度
(自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日)

当連結会計年度
(自  平成24年４月１日
至  平成25年３月31日)

売上原価 77百万円 34百万円

前連結会計年度
(自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日)

当連結会計年度
(自  平成24年４月１日
至  平成25年３月31日)

荷造運搬費 826百万円 827百万円

給料及び賞与 557  〃 576  〃

賞与引当金繰入額 138 〃 144 〃

貸倒引当金繰入額 0 〃 0 〃

退職給付費用 33 〃 40 〃

研究開発費 897 〃 863 〃
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※３ 一般管理費に含まれる研究開発費は、次のとおりであります。なお、当期製造費用に含まれる研究開

発費はありません。 

  

 
  

※４ 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。 

  

 
  

  

※  その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額 

 
  

前連結会計年度
(自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日)

当連結会計年度
(自  平成24年４月１日
至  平成25年３月31日)

一般管理費 897百万円 863百万円

前連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

建物及び構築物 1百万円 0百万円

機械装置及び運搬具 0  〃 8  〃

その他(工具、器具及び備品) 0 〃 0 〃

計 2百万円 8百万円

(連結包括利益計算書関係)

前連結会計年度
(自  平成23年４月１日
至  平成24年３月31日)

当連結会計年度
(自  平成24年４月１日
至  平成25年３月31日)

その他有価証券評価差額金

  当期発生額 △20百万円 1,038百万円

  組替調整額 446 〃  484 〃

    税効果調整前 426百万円 1,523百万円

    税効果額 188 〃 640 〃

    その他有価証券評価差額金 237百万円 882百万円

為替換算調整勘定

  当期発生額 △20百万円 12百万円

 組替調整額 - 〃 - 〃

  税効果調整前 △20百万円 12百万円

    税効果額 - 〃 - 〃

    為替換算調整勘定 △20百万円 12百万円

持分法適用会社に対する持分相当
額

  当期発生額 △2百万円 △18百万円

 組替調整額 - 〃 12百万円

  税効果調整前 △2百万円 △5百万円

  税効果額 - 〃 - 〃

持分法適用会社に対する持分
相当額

△2百万円 △5百万円

その他の包括利益合計 215百万円 889百万円
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前連結会計年度(自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日) 

１．発行済株式に関する事項 

 
  

２．自己株式に関する事項 

 
(変動事由の概要) 

増加数の内訳は、次のとおりであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加 925株 

  

３．新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 

  

４．配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

 
  

(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 

 
  

当連結会計年度(自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日) 

１．発行済株式に関する事項 

 
  

２．自己株式に関する事項 

 
(変動事由の概要) 

増加数の内訳は、次のとおりであります。 

  取締役会決議による自己株式の取得による増加 1,006,500株 

 単元未満株式の買取りによる増加 225株 

  

(連結株主資本等変動計算書関係)

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 11,281,629 ― ― 11,281,629

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 1,103,308 925 ― 1,104,233

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23年６月29日 
定時株主総会

普通株式 508 50 平成23年３月31日 平成23年６月30日

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24年６月28日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 508 50 平成24年３月31日 平成24年６月29日

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 11,281,629 ― ― 11,281,629

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 1,104,233 1,006,725 ― 2,110,958
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３．新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 

  

４．配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

 
  

(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 

 
  

  

 ※ 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は、次のとお

りであります。 

  

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24年６月28日 
定時株主総会

普通株式 508 50 平成24年３月31日 平成24年６月29日

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25年６月27日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 550 60 平成25年３月31日 平成25年６月28日

(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23年４月１日
至  平成24年３月31日)

当連結会計年度
(自  平成24年４月１日
至  平成25年３月31日)

現金及び預金 17,447百万円 19,381百万円

有価証券 1,894 〃 1,231 〃

預け金 1,017 〃 1,005 〃

計 20,359百万円 21,618百万円

預入期間が３ケ月を超える 
定期預金

△4,720  〃 △3,520  〃

現金及び現金同等物 15,639百万円 18,098百万円
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１ 報告セグメントの概要 

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能

であり、取締役会が、経営資源の分配の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象と

なっているものであります。 

当社グループは、主に界面活性剤を生産・販売しており、国内においては当社が、インドネシアに

おいてはマツモトユシ・インドネシアがそれぞれ独立した経営単位として各地域の包括的な戦略を立

案し、事業活動を展開しております。 

したがって、当社グループは、生産・販売体制を基礎とした地域別のセグメントから構成されてお

り、「日本」、「インドネシア」の２つを報告セグメントとしております。各報告セグメントでは、

界面活性剤のほか、その他の製品を生産・販売しております。  

  

２ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 

報告されているセグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事

項」における記載と概ね同一であります。  

報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。セグメント間の内部収益及び振替高

は市場実勢価格に基づいております。  

  

(セグメント情報等)

(セグメント情報)
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３ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 

  

前連結会計年度(自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日) 

 
  

当連結会計年度(自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日) 

 
  

(単位：百万円)

報告セグメント
合計

日本 インドネシア

売上高

  外部顧客への売上高 26,446 592 27,038

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

253 50 304

計 26,700 642 27,342

セグメント利益 1,297 46 1,344

セグメント資産 45,706 481 46,188

セグメント負債 8,032 180 8,213

その他の項目

  減価償却費 780 9 790

  有形固定資産及び 
  無形固定資産の増加額

299 3 303

(単位：百万円)

報告セグメント
合計

日本 インドネシア

売上高

  外部顧客への売上高 26,619 665 27,284

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

188 38 226

計 26,807 703 27,511

セグメント利益 2,271 62 2,333

セグメント資産 46,187 589 46,777

セグメント負債 8,646 182 8,828

その他の項目

  減価償却費 701 3 705

  有形固定資産及び 
  無形固定資産の増加額

470 9 479
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４ 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事

項) 

 

 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

(単位：百万円)

売上高 前連結会計年度 当連結会計年度

報告セグメント計 27,342 27,511

セグメント間取引消去 △304 △226

連結財務諸表の売上高 27,038 27,284

(単位：百万円)

利益 前連結会計年度 当連結会計年度

報告セグメント計 1,344 2,333

セグメント間取引消去 △22 44

棚卸資産の調整額 △1 12

連結財務諸表の営業利益 1,320 2,390

(単位：百万円)

資産 前連結会計年度 当連結会計年度

報告セグメント計 46,188 46,777

セグメント間取引消去 △127 △100

棚卸資産の調整額 △2 △5

その他の調整額 82 289

連結財務諸表の資産合計 46,140 46,960

(単位：百万円)

負債 前連結会計年度 当連結会計年度

報告セグメント計 8,213 8,828

セグメント間取引消去 △127 △100

連結財務諸表の負債合計 8,085 8,727

(単位：百万円)

その他の項目

報告セグメント計 調整額
連結財務諸表

計上額

前連結
会計年度

当連結
会計年度

前連結
会計年度

当連結 
会計年度

前連結 
会計年度

当連結
会計年度

減価償却費 790 705 ― ― 790 705

有形固定資産及び無形固定資産の増加額 303 479 ― ― 303 479
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前連結会計年度(自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日) 

１．製品及びサービスごとの情報 

 
  

２．地域ごとの情報 

(1) 売上高 

 
(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。 

  

(2) 有形固定資産 

本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた

め、記載を省略しております。 

  

３．主要な顧客ごとの情報 

 
  

(関連情報)

(単位：百万円)

界面活性剤 その他 合計

外部顧客への売上高 19,608 7,430 27,038

(単位：百万円)

日本 アジア その他の地域 合計

14,719 11,266 1,052 27,038

(単位：百万円)

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名

日本クエーカー・ケミカル㈱ 4,551 日本

丸紅ケミックス㈱ 3,569 日本
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当連結会計年度(自  平成24年４月１日  至  平成25年３月31日) 

１．製品及びサービスごとの情報 

 
  

２  地域ごとの情報 

(1) 売上高 

 
(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。 

  

(2) 有形固定資産 

本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた

め、記載を省略しております。 

  

３  主要な顧客ごとの情報 

 
  

  

該当事項はありません。 

  

  

該当事項はありません。 

  

  

該当事項はありません。 

(単位：百万円)

界面活性剤 その他 合計

外部顧客への売上高 19,789 7,494 27,284

(単位：百万円)

日本 アジア その他の地域 合計

14,156 11,942 1,185 27,284

(単位：百万円)

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名

日本クエーカー・ケミカル㈱ 4,260 日本

丸紅ケミックス㈱ 3,589 日本

(報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報)

(報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報)

(報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)
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(注) １．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

２．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

 
  

３．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

 
  

  

該当事項はありません。 

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

１株当たり純資産額 3,722.12円 4,144.25円

１株当たり当期純利益金額 61.52円 161.39円

項目
前連結会計年度

(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

１株当たり当期純利益金額

 当期純利益(百万円) 626 1,601

 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) 626 1,601

 普通株式の期中平均株式数(株) 10,178,102 9,925,700

項目
前連結会計年度

(平成24年３月31日)
当連結会計年度

(平成25年３月31日)

純資産の部の合計額(百万円) 38,054 38,232

純資産の部の合計額から控除する金額(百万円)

(うち少数株主持分) (173) (227)

普通株式に係る期末の純資産額(百万円) 37,881 38,005

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式
の数(株)

10,177,396 9,170,671

(重要な後発事象)
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