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（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  32,167  △5.6  555  △52.1  1,103  △3.4  △2,598  －

24年３月期  34,062  4.3  1,160  △2.2  1,143  10.4  101  △55.1

（注）包括利益 25年３月期 △1,860百万円 （ ％） －   24年３月期 △48百万円 （ ％） －

  
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  △26.60  －  △7.1  2.3  1.7

24年３月期  1.03  －  0.3  2.2  3.4

（参考）持分法投資損益 25年３月期 26百万円   24年３月期 14百万円 

  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  47,469  35,853  75.0  364.47

24年３月期  49,812  38,041  76.4  389.49

（参考）自己資本 25年３月期 35,595百万円   24年３月期 38,041百万円

  
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  3,007  △759  △377  6,574

24年３月期  145  3,200  △2,125  4,535

  
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 －  3.00 － 3.00 6.00  587 582.5 1.5

25年３月期 －  3.00 － 3.00 6.00  586 △22.6 1.6

26年３月期（予想） －  3.00 － 3.00 6.00   53.3  

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）  17,000  7.3  300  101.0  400  75.7  200  64.1  2.05

通期  35,000  8.8  1,500  170.0  1,500  35.9  1,100  －  11.26



※  注記事項 

新規   社  （社名） 、除外   社  （社名）  

  
（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） 

  
  
（参考）個別業績の概要 

１．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 

  
  

  

  
  
※  監査手続の実施状況に関する表示 

  
※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

  

（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）：  有   

1 Asahi Modi Materials Private Limited － －

（注）詳細は、添付資料P.14「４．連結財務諸表（５）連結財務諸表に関する注記（連結財務諸表作成のための

基本となる重要な事項）」をご覧ください。

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

（注）詳細は、添付資料P.15「４．連結財務諸表（５）連結財務諸表に関する注記（会計上の見積りの変更と区分

することが困難な会計方針の変更）」をご覧ください。

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年３月期 99,002,000株 24年３月期 99,002,000株

②  期末自己株式数 25年３月期 1,339,020株 24年３月期 1,332,943株

③  期中平均株式数 25年３月期 97,665,798株 24年３月期 97,674,750株

（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  24,862  △7.7  △171  －  581  10.0  △2,959  －

24年３月期  26,943  4.1  461  63.3  528  69.7  △224  －

  
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  △30.28  －

24年３月期  △2.29  －

  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  46,027  36,002  78.2  368.33

24年３月期  49,474  39,187  79.2  400.90

（参考）自己資本 25年３月期 36,002百万円   24年３月期 39,187百万円

・この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商品

取引法の基づく財務諸表の監査手続は終了していません。

・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については、添付資料P.３「経営成績に関する分析（次期

の見通し）」をご覧下さい。
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（１）経営成績に関する分析 

 当連結会計年度における当社グループを取り巻く事業環境は、国内は前半において自動車生産台数の回復、震災

復興需要の顕在化等により景気持ち直しの様相を伺わせるものの、世界経済の不透明感を背景とした歴史的な円高

が、企業の設備投資抑制と生産の海外流出を加速させ、閉塞感が高まりました。期後半は、アベノミクス政策への

期待感から円安株高の基調となり一気に回復志向へと転じましたが、景気は総じて低調に推移しました。海外にお

いては、半導体・液晶の不振に加え、欧州債務問題の長期化、新興国の経済成長の鈍化、領土問題の影響等によ

り、先行き不透明な状況が続きました。  

 このような事業環境の中で、当社グループは、主力商品の拡販を図ると同時に新規商品拡販および新規顧客獲得

のために販売体制を整え積極的な営業活動を展開し、更には、生産省力化、サプライチェーン（購買・生産・物

流）効率化を推進し競争力強化に努めました。しかし、国内外での主要市場の需要縮小の影響が大きく、売上高が

伸びずに収益は厳しい状況となりました。 

 以上の結果、当連結会計年度の連結売上高は 百万円（前年同期比 ％）となり、連結経常利益は

百万円（前年同期比 ％）、繰延税金資産を取り崩したため、連結当期純損失は 百万円（前年同期の連結

当期純利益は 百万円）となりました。 

 セグメントの業績は、次のとおりであります。 

① 管材システム事業 

 当事業部門は、塩化ビニル等の合成樹脂製バルブ、パイプ、継手等の配管材料・装置の製造・販売およびエンジ

ニアリング事業として、これらの配管材料を使用した配管工事の設計・施工を行っております。また、環境分野向

け水処理装置、および半導体関連機器の洗浄装置の製造・販売を行っております。 

 当事業部門においては、主力商品である配管材料の売上げが昨年の震災特需の影響もあり、前半において落ち込

み、期半ば以降から徐々に持ち直したもののパイプ・継手類を中心に売上げが伸び悩みました。エンジニアリング

部門においては、民間設備投資が低調に推移したため売上げが減少しました。また、半導体製造装置等に用いられ

るダイマトリックスシリーズにおいても、半導体・液晶市場の世界的な低迷の影響により売上げが大幅に減少しま

した。アメリカの子会社であるアサヒアメリカ,INC.は、北米および中南米の設備投資物件を着実に受注し、昨年

に引き続き過去 高の売上高を更新しました。中国の子会社である旭有機材閥門設備（上海）有限公司ならびに旭

有機材商貿（上海）有限公司の2社については、中国経済成長の減速および領土問題の影響により売上げが伸び悩

みました。 

 利益面においては、組織・体制を強化し、生産省力化・物流効率化・購買費削減を図りましたが、売上高減少に

伴う利益減少を補うまでには至りませんでした。 

 以上の結果、当事業部門の売上高は 百万円（前年同期比 ％）、営業利益は 百万円（前年同期比

％）となりました。 

② 樹脂事業 

 当事業部門はフェノール樹脂応用技術をキーテクノロジーとして、鋳物用樹脂、鋳物用レジンコーテッドサンド

（RCS）、発泡材料用樹脂、一般工業用樹脂、電子材料用樹脂および誘導体ならびに樹脂成形材料等の製造・販売

を行っております。 

 当事業部門においては、自動車・建設機械を主要市場とする鋳物用樹脂およびＲＣＳは、国内自動車生産は昨年

度を上回ったものの円高による自動車海外生産シフトが加速し、また、建設機械生産が海外需要減少により減少し

たこと等から売上げが大幅に減少しました。発泡材料用樹脂は、積極的な営業展開により高性能ノンフロン現場発

泡システム「ゼロフロンER」のブランド浸透が進み、また、発泡成形品や注入発泡システム等の新規開発品が寄与

し、大幅に売上げを伸ばしました。電子材料用樹脂は、半導体・薄型パネルの不振等市況は低迷したものの、不安

定な需給環境下の柔軟な対応に加え、タッチパネル等が好調な韓国、台湾への積極的な営業活動により売上げを伸

ばしました。一般工業用樹脂は、建材用途向けが低調に推移したため、売上げが減少しました。成形材料用樹脂に

おいては、金属代替用途での新規採用を獲得する一方で自動車用途向けが大幅に減少したため、売上げが伸び悩み

ました。中国の子会社である旭有機材樹脂（南通）有限公司は、領土問題に伴う日系自動車の減産の影響により売

上げが伸び悩みました。なお、来期稼働予定の鋳物用樹脂および電子材料用樹脂の生産設備の建設工事は概ね順調

であります。また、インドにおいて、現地資本との合弁会社Asahi Modi Materials Private Limitedを設立し、早

期操業開始に向けて着実に準備を進めております。 

 利益面においては、売上高の減少による減益に加え、愛知工場にて全面リニューアルした固形樹脂生産設備の本

格稼働による減価償却費の増加や原材料高、価格競争の激化が、利益を大きく圧迫しました。 

 以上の結果、当事業部門の売上高は 百万円（前年同期比 ％）、営業損失は328百万円（前年同期の営

業利益は 百万円）となりました。 

１．経営成績・財政状態に関する分析
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③ 次期の見通し 

 今後の当社グループを取り巻く事業環境は、欧州財政危機の再燃や領土問題による経済への影響など不透明感が

漂う中、米国・中国経済の持ち直しに加えインドならびにASEAN諸国の堅調な経済成長に期待感が持てる事から、

世界経済は緩やかに回復していくものと見込まれます。国内経済は、政府のインフレ目標実現にむけ企業活動が活

発になり景気回復が期待されますが、一方で、円安がもたらす原油・原材料価格の高騰、原発問題の長期化による

電力等のエネルギーコストの上昇により、企業収益の悪化が懸念され、依然として予断を許さない状況が続くもの

と思われます。 

 このような事業環境のもと、当社グループは、2013年度より実施する３カ年計画（中期経営計画）の基本方針を

軸に、①既存事業の生産コストの削減及び海外売上高の拡大を軸とした安定収益の確保、②研究開発段階から事業

化段階へ移行した新規戦略事業の基盤構築及び育成 を主体とする事業構造の変革に挑み、事業の拡大と創造に努

めてまいります。 

 以上のような施策を早期に実施することにより、通期の連結業績見通しにつきましては、売上高 百万円

（前年同期比＋ ％）、営業利益 百万円（前年同期比＋ ％）、経常利益 百万円（前年同期比＋

％）、当期純利益 百万円（前年同期の当期純損失は 百万円）を予想しております。  

  

（２）財政状態に関する分析 

 当連結会計年度末の総資産は、 百万円（前年同期比 ％）となりました。  

 流動資産は、主として投資有価証券の償還に伴い現金及び預金が増加したため、 百万円（前年同期比 

＋ ％）となりました。  

 固定資産は、主として投資有価証券の償還や繰延税金資産を取り崩したことによる投資その他の資産の減少など

により、 百万円（前年同期比 ％）となりました。  

 流動負債は、主として支払手形及び買掛金が減少したことなどから、 百万円（前年同期比 %）となり

ました。  

 固定負債は、主として繰延税金資産の取り崩しに伴い控除できない繰延税金負債が増加したため 百万円

（前年同期比＋ ％）となりました。  

 純資産は、当期純損失を計上したことと配当金の支払いによる利益剰余金の減少などから、 百万円（前年

同期比 ％）となりました。 

  

 キャッシュ・フローの状況としましては、当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」とい

う。）は、前連結会計年度末に比べ 百万円増加し、 百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動により獲得した資金は、税金等調整前当期純利益が 百万円、減価償却費が 百万円、売上債権の

減少額が 百万円などの資金増により、 百万円（前年同期は 百万円の資金獲得）となりました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動により使用した資金は、投資有価証券の償還による収入が 百万円などの資金増よりも、有形固定

資産の取得による支出が 百万円などによる資金減が上回ったため、 百万円（前年同期は 百万円の資

金獲得）となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動により使用した資金は、配当金の支払額が 百万円などにより 百万円（前年同期は 百万円の

資金使用）となりました。 

  

 今後の見通しとしましては、事業活動による営業利益の増加に努め、設備投資については厳選して実施し、利益

剰余金等自己資本の蓄積を目指します。 

  

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

35,000

8.8 1,500 170.0 1,500

35.9 1,100 2,598

47,469 △4.7

26,757

2.0

20,712 △12.2

8,382 △8.3

3,234

22.8

35,853

△5.8

2,039 6,574

838 1,451

1,533 3,007 145

1,457

2,118 759 3,200

586 377 2,125

  平成21年３月期平成22年３月期平成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（％） 74.3 76.8 73.1  76.4 75.0

時価ベースの自己資本比率 

（％） 
49.1 43.6 43.2  44.1 42.8

キャッシュ・フロー対有利子

負債比率（年） 
1.6 0.3 0.9  0.3 0.0

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍） 
70.1 188.6 92.6  9.0 1,329.1
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（注） 自己資本比率：（純資産―少数株主持分）／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 

※各指標はいずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

※株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。 

※キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使 

 用しております。 

  

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 当社は、株主の皆様に対する安定的な利益還元を経営の重要政策の一つと位置付けております。  

 また、内部留保資金は、将来における株主の皆様の利益拡大のために有効に活用すべきものと認識し、今後の利

益配分につきましては、業績及び事業計画を考慮しつつ、総合的に判断したいと思います。  

 当期の期末配当金につきましては、１株当たり3円とし、第２四半期末配当金１株当たり3円と合わせ、年間で１

株当たり6円を予定しております。また、次期の配当金につきましては、１株当たり6円（第２四半期末・期末共に

3円）を予定しております。  

  

旭有機材工業㈱(4216)平成25年3月期 決算短信

―　4　―



 当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社（旭有機材工業株式会社）、子会社11社及び関連会社１社及び

その他の関係会社1社で構成されており、管材システム事業と、樹脂事業の２部門にわたって、製品の開発・製造・

販売を行なっております。 

 なお、セグメントと同一の区分であります。 

・管材システム事業 

 当社及びアサヒアメリカ,INC.、旭有機材閥門設備（上海）有限公司が製造・販売するほか、旭有機販売㈱、

旭有機販売西日本㈱、関連会社の旭エー・ブイ産業㈱が代理店として販売を行っており、子会社であるエーオー

シーアセンブル㈱には、製造・加工を委託しております。また、エーオーシーテクノ㈱は、半導体・液晶関連及

び各種クリーン機器の洗浄装置の設計・製作・販売を行なっております。 

  

・樹脂事業 

 当社及び旭有機材樹脂（南通）有限公司が製造・販売を行っております。 

  

 旭化成㈱は「有価証券報告書提出会社が他の会社の関連会社である場合における当該他の会社」であります。 

 当社はインド企業のModi Rubber Limitedと合弁契約を締結しインド共和国にAsahi Modi Materials Private 

Limitedを設立しました。 

 旭有機販売西日本㈱は平成25年４月１日付で旭有機販売㈱と合併し旭有機材商事㈱に社名変更しました。  

  

事業系統図は次のとおりであります。 

  

２．企業集団の状況
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（１）会社の経営の基本方針 

 当社グループは、プラスチックバルブ、フェノール樹脂などの主力製品の技術と品質向上による競争力の強化に

努め、旭有機材グループとしての事業の拡大と収益の確保を図ることにより、グループ各社の社業の発展を通じて

社会の繁栄に貢献していくことを経営の基本方針としており、重点的に下記に取り組んでおります。  

①顧客重視の戦略の強化  

②技術力の強化  

③グローバル化の一層の推進  

④社会環境の重視  

⑤法と社会規範の遵守  

  

（２）目標とする経営指標 

 当社グループでは、2015年度の目標として、使用総資本営業利益率（営業利益ベースのＲＯＡ）５％以上、営業

利益率５％以上を目標としております。 

  

（３）中長期的な会社の経営戦略 

 当社グループは、2013年度（平成25年）より、前中期経営計画「3C-Action 2010」を継承し発展させるために、

次期中期経営計画をスタートさせます。今回スタートする中期経営計画では、①既存事業の生産コストの削減、業

務の効率化及び海外売上高の拡大を軸とした安定収益の確保、②研究開発段階から事業化段階へ移行した新規戦略

事業の基盤構築及び育成を主体とし、長年国内をメインに培ってきた管材、樹脂事業の事業構造の変革に挑み、さ

らには、新規戦略事業の育成に努め、長期的に当社の事業ポートフォリオの転換を図ってまいります。  

  

（４）会社の対処すべき課題 

 管材システム事業については、国内生産拠点においてサプライチェーンを含め徹底した効率化を推進して競争力

強化をはかると共に、アメリカ、及び中国子会社での生産販売体制拡充を行いグローバル市場に対する 適供給体

制を構築してまいります。国内販売においては、本年4月に国内の販売会社を統合し、グループ全体で効率的な営

業展開を実施いたします。また、ＰＰ管材事業、自動制御弁、及び水中プラズマオゾナイザー等の新規戦略製品の

早期事業化を推進してまいります。 

 樹脂事業については、素形材では、縮小する国内市場において差別化製品を投入してシェアを維持、海外におい

ては中国、インドでの生産販売体制確立により早期での拡大と安定収益の確保を志向してまいります。機能樹脂

は、発泡材料用樹脂の更なる事業拡大、電子材料用樹脂の中国新工場での拡販と早期での収益確保に努めてまいり

ます。さらに新規戦略製品については、技術と営業が一体となり用途開拓を進め、早期事業化を推進してまいりま

す。 

３．経営方針
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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 4,535 7,074

受取手形及び売掛金 13,630 12,191

たな卸資産 7,185 7,113

繰延税金資産 550 82

その他 347 319

貸倒引当金 △25 △22

流動資産合計 26,222 26,757

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 8,945 9,422

減価償却累計額 △5,140 △5,404

建物及び構築物（純額） 3,805 4,018

機械装置及び運搬具 20,496 21,701

減価償却累計額 △18,211 △18,598

機械装置及び運搬具（純額） 2,285 3,104

土地 6,032 5,851

建設仮勘定 789 743

その他 8,584 8,279

減価償却累計額 △8,177 △7,934

その他（純額） 407 345

有形固定資産合計 13,318 14,061

無形固定資産   

のれん 8 5

その他 285 241

無形固定資産合計 293 246

投資その他の資産   

投資有価証券 5,310 4,761

繰延税金資産 2,415 6

その他 2,276 1,660

貸倒引当金 △22 △22

投資その他の資産合計 9,978 6,405

固定資産合計 23,590 20,712

資産合計 49,812 47,469
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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   

支払手形及び買掛金 6,898 6,308

短期借入金 38 43

未払法人税等 79 92

その他 2,122 1,938

流動負債合計 9,137 8,382

固定負債   

繰延税金負債 74 586

退職給付引当金 1,327 1,391

役員退職慰労引当金 193 219

負ののれん 1 0

その他 1,039 1,038

固定負債合計 2,634 3,234

負債合計 11,771 11,616

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,000 5,000

資本剰余金 8,479 8,479

利益剰余金 25,740 22,556

自己株式 △557 △558

株主資本合計 38,663 35,477

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △47 319

為替換算調整勘定 △574 △201

その他の包括利益累計額合計 △622 118

少数株主持分 － 258

純資産合計 38,041 35,853

負債純資産合計 49,812 47,469
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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 34,062 32,167

売上原価 23,933 22,737

売上総利益 10,129 9,430

販売費及び一般管理費 8,970 8,875

営業利益 1,160 555

営業外収益   

受取利息 10 14

受取配当金 49 48

持分法による投資利益 14 26

仕入割引 17 15

有価証券償還益 － 124

為替差益 5 147

複合金融商品評価益 1 105

受取補償金 31 －

撤去費用戻入額 29 －

その他 36 116

営業外収益合計 193 594

営業外費用   

支払利息 16 3

有価証券償還損 － 14

支払補償費 166 19

その他 28 10

営業外費用合計 210 46

経常利益 1,143 1,103

特別利益   

固定資産売却益 65 －

投資有価証券売却益 5 －

特別利益合計 70 －

特別損失   

固定資産除却損 183 69

減損損失 － 192

投資有価証券評価損 434 5

災害による損失 14 －

異常操業損失 123 －

特別損失合計 753 265

税金等調整前当期純利益 459 838

法人税、住民税及び事業税 267 290

法人税等調整額 91 3,148

法人税等合計 359 3,438

少数株主損益調整前当期純利益又は少数株主損益調
整前当期純損失（△）

101 △2,600

少数株主損失（△） － △2

当期純利益又は当期純損失（△） 101 △2,598
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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又は少数株主損益調
整前当期純損失（△）

101 △2,600

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △50 362

為替換算調整勘定 △97 373

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 △149 740

包括利益 △48 △1,860

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 △48 △1,858

少数株主に係る包括利益 － △2
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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 5,000 5,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 5,000 5,000

資本剰余金   

当期首残高 8,479 8,479

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 8,479 8,479

利益剰余金   

当期首残高 26,226 25,740

当期変動額   

剰余金の配当 △587 △586

当期純利益又は当期純損失（△） 101 △2,598

当期変動額合計 △486 △3,185

当期末残高 25,740 22,556

自己株式   

当期首残高 △555 △557

当期変動額   

自己株式の取得 △2 △1

当期変動額合計 △2 △1

当期末残高 △557 △558

株主資本合計   

当期首残高 39,151 38,663

当期変動額   

剰余金の配当 △587 △586

当期純利益又は当期純損失（△） 101 △2,598

自己株式の取得 △2 △1

当期変動額合計 △488 △3,186

当期末残高 38,663 35,477
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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 4 △47

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △52 367

当期変動額合計 △52 367

当期末残高 △47 319

為替換算調整勘定   

当期首残高 △477 △574

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △97 373

当期変動額合計 △97 373

当期末残高 △574 △201

少数株主持分   

当期首残高 － －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － 258

当期変動額合計 － 258

当期末残高 － 258

純資産合計   

当期首残高 38,678 38,041

当期変動額   

剰余金の配当 △587 △586

当期純利益又は当期純損失（△） 101 △2,598

自己株式の取得 △2 △1

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △149 998

当期変動額合計 △637 △2,188

当期末残高 38,041 35,853
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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 459 838

減価償却費 1,530 1,451

減損損失 － 192

のれん償却額 3 3

貸倒引当金の増減額（△は減少） △19 △5

受取利息及び受取配当金 △60 △62

支払利息 16 3

為替差損益（△は益） 16 2

持分法による投資損益（△は益） △14 △26

退職給付引当金の増減額（△は減少） 60 64

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △93 26

投資有価証券評価損益（△は益） 434 5

固定資産除売却損益（△は益） 118 69

売上債権の増減額（△は増加） △900 1,533

たな卸資産の増減額（△は増加） △337 240

仕入債務の増減額（△は減少） 10 △676

その他 △763 △405

小計 460 3,252

利息及び配当金の受取額 69 71

利息の支払額 △16 △2

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △368 △314

営業活動によるキャッシュ・フロー 145 3,007

投資活動によるキャッシュ・フロー   

投資有価証券の取得による支出 △35 △78

投資有価証券の売却による収入 507 －

投資有価証券の償還による収入 4,012 1,457

無形固定資産の取得による支出 △110 △27

有形固定資産の取得による支出 △1,341 △2,118

有形固定資産の売却による収入 91 7

その他 75 －

投資活動によるキャッシュ・フロー 3,200 △759

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） △1,462 －

自己株式の取得による支出 △2 △1

配当金の支払額 △587 △586

少数株主からの払込みによる収入 － 260

その他 △75 △50

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,125 △377

現金及び現金同等物に係る換算差額 △45 169

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,175 2,039

現金及び現金同等物の期首残高 3,360 4,535

現金及び現金同等物の期末残高 4,535 6,574
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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  11社 

主要な連結子会社の名称 

旭有機販売㈱、旭有機販売西日本㈱、アサヒアメリカ,INC.、エーオーシーテクノ㈱、エーオーシーアセン

ブル㈱、旭有機材樹脂（南通）有限公司、旭有機材閥門設備（上海）有限公司 

 なお、当連結会計年度より、新たに設立した合弁会社Asahi Modi Materials Private Limitedを連結子会

社としております。  

  

２．持分法の適用に関する事項 

 持分法適用の関連会社の数  １社 

会社名    旭エー・ブイ産業㈱ 

  

３．連結子会社の事業年度等に関する事項 

  連結子会社のうち、次の会社の決算日は12月31日であります。 

会社名 

アサヒアメリカ,INC.、ミッドナイト アクイジションホールディング,INC.、旭有機材商貿（上海）有限公

司、旭有機材樹脂（南通）有限公司、旭有機材閥門設備（上海）有限公司 

 上記会社については、連結子会社の決算日現在の財務諸表を基礎としておりますが、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 

満期保有目的の債券 

  償却原価法（定額法） 

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しております） 

 なお、組込デリバティブの時価を区分して測定できない複合金融商品については、全体を時価評価

し、評価差額を損益に計上しております。  

時価のないもの 

  主として移動平均法による原価法 

 なお、投資事業有限責任組合等への出資については、 近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で

取り込む方法によっております。  

②  デリバティブ取引により生ずる債権及び債務 

 時価法 

③  たな卸資産 

 主として移動平均法による原価法（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 

①  有形固定資産（リース資産を除く） 

  主として定率法。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（附属設備を除く）は定額法。なお、主な

耐用年数は以下のとおりであります。 

（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）

建物及び構築物 ３～65年

機械装置及び運搬具 ２～９年
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②  無形固定資産（リース資産を除く） 

  主として定額法。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づく

定額法。 

③  リース資産 

  リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法。なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引の

うち、リース取引開始日が平成20年３月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準

じた会計処理によっております。 

(3）重要な引当金の計上基準 

①  貸倒引当金 

  売掛金等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勘案し、回収不能見込額を計上しております。 

②  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。また、過去勤務債務は、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（５年）に

よる定額法により費用処理し、数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年

数（５年）による定額法により翌連結会計年度から費用処理することとしております。 

③  役員退職慰労引当金 

  役員の退職慰労金の支出に備えて内規に基づく期末要支給額を計上しております。 

(4）重要な外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 

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

なお、在外子会社等の資産及び負債は決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中平均相場

により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含めております。 

(5）重要なヘッジ会計の方法 

①  ヘッジ会計の方法 

  為替変動リスクのヘッジについて、振当処理の要件を満たしている為替予約は、振当処理によっておりま

す。 

②  ヘッジ手段とヘッジ対象 

  当連結会計年度にヘッジ会計を適用したヘッジ手段とヘッジ対象は以下のとおりであります。 

 ヘッジ手段…為替予約 

 ヘッジ対象…製品輸出による外貨建売上債権、原料輸入による外貨建買入債務 

③  ヘッジ方針 

  デリバティブ取引に関する権限規程及び取引限度額等を定めた内部規程に基づき、ヘッジ対象に係る為替相

場変動リスクを一定の範囲内でヘッジしております。 

④  ヘッジ有効性評価の方法 

  ヘッジ手段及びヘッジ対象に関する重要な条件が同一であり、かつ、ヘッジ開始時及びその後も継続して相

場変動を完全に相殺するものと想定することができるため、ヘッジ有効性の判定は省略しております。 

(6）のれんの償却方法及び償却期間 

 のれんの効果の及ぶ合理的な期間で均等償却を行なっております。 

(7）連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

 連結キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び現金同等物）は、手許現金、随時引出し可能な預金及

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ヶ月以内に償還期

限の到来する短期投資からなっております。 

(8）その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

消費税等の会計処理 

  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。  

  

（減価償却方法の変更） 

 当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に取得し

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。 

 これにより、従来の方法に比べて、当連結会計年度の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ

百万円増加しております。 

  

（会計上の見積りの変更と区分することが困難な会計方針の変更）

65

旭有機材工業㈱(4216)平成25年3月期 決算短信

―　15　―



受取手形裏書譲渡高 

  

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。 

  

その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額 

   

（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） 

受取手形裏書譲渡高 百万円 127 百万円 112

（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） 

製品運送費 百万円 1,672 百万円 1,601

給与・賞与  2,998  2,954

退職給付費用  169  202

役員退職慰労引当金繰入額  39  38

のれん償却費  3  3

不動産賃借料・リース料  840  828

（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 百万円 △73 百万円 587

組替調整額  △5  9

税効果調整前  △77  596

税効果額  27  △234

その他有価証券評価差額金  △50  362

為替換算調整勘定：     

当期発生額  △97  373

税効果調整前  △97  373

為替換算調整勘定  △97  373

持分法適用会社に対する持分相当額：     

当期発生額  △3  8

税効果調整前  △3  8

税効果額  1  △3

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  △149  740
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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 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） 

 主な内訳は、次のとおりであります。 

単元未満株式の買取りによる増加      ６千株 

  

３ 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 

  

（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（千株）  99,002  －  －  99,002

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（千株）  1,333  6  －  1,339

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27日 

定時株主総会 
普通株式  293  3.00 平成24年３月31日 平成24年６月28日

平成24年10月31日 

取締役会 
普通株式  293  3.00 平成24年９月30日 平成24年12月７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  293  3.00 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） 

現金及び預金勘定 4,535百万円 7,074百万円 

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 －  △500  

現金及び現金同等物 4,535  6,574  
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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諸表が入手可能であり、

取締役会が、経営資源の配分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。 

 当社グループは事業部を基礎とした製品・サービス別セグメントから構成されており、「管材システム事

業」及び「樹脂事業」の２つを報告セグメントとしております。 

 「管材システム事業」は塩化ビニル等の合成樹脂製配管材料の製造・販売、配管工事の設計・施工、半導体

関連機器の治具等用洗浄装置の製造・販売を行っております。「樹脂事業」は鋳物用樹脂、鋳物用レジンコー

テッドサンド、一般工業用樹脂、発泡材料用樹脂、電子材料用樹脂及び誘導体、並びに樹脂成形材料等の製

造・販売を行っております。 

  

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 

 報告されている事業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

おける記載と同一であります。報告セグメントの利益は、営業利益の数値であります。 

  

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） 

  

（セグメント情報等）

ａ．セグメント情報

（単位：百万円）

  
報告セグメント 

調整額 
（注）１ 

連結財務諸表
計上額 管材システム

事業 
樹脂事業 計 

売上高  

外部顧客への売上高  21,926  12,136  34,062  －  34,062

セグメント間の内部売上高又は振替高  －  －  －  －  －

計  21,926  12,136  34,062  －  34,062

セグメント利益（営業利益）  1,185  78  1,263  △103  1,160

セグメント資産  21,589  13,461  35,050  14,763  49,812

その他の項目  

減価償却費（注）２  859  434  1,293  237  1,530

のれんの償却額  3  －  3  －  3

持分法適用会社への投資額  315  －  315  －  315

有形固定資産及び無形固定資産の増加

額 
 752  629  1,380  235  1,615
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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） 

（注）１ 調整額は以下の通りです。 

(1）セグメント利益の調整額は、各報告セグメントに配分されない全社費用（主に報告セグメントに帰属しな

い基礎研究開発費及び報告セグメントが負担する一般管理費及び研究開発費の配賦差額）であります。 

(2）セグメント資産の調整額は、各報告セグメントに配分されない全社資産（主に親会社での現金及び預金や

投資有価証券等）であります。 

(3）有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、本社新規開発本部及び一般管理部門の設備投資額で

あります。 

（注）２ 減価償却費には、のれんの償却額を含んでおりません。 

  

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 

 報告セグメントと同一区分のため、記載を省略しております。 
  

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 

  
３ 主要な顧客ごとの情報 

 外部顧客への売上高のうち、特定顧客への売上高であって、連結損益計算書の売上高の10％以上を占

めるものがないため、記載を省略しております。 
  

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 

 報告セグメントと同一区分のため、記載を省略しております。 
  

（単位：百万円）

  
報告セグメント 

調整額 
（注）１ 

連結財務諸表
計上額 管材システム

事業 
樹脂事業 計 

売上高  

外部顧客への売上高  20,515  11,652  32,167  －  32,167

セグメント間の内部売上高又は振替高  －  －  －  －  －

計  20,515  11,652  32,167  －  32,167

セグメント利益又は損失（△） 

（営業利益又は損失（△）） 
 924  △328  596  △41  555

セグメント資産  22,007  11,605  33,612  13,857  47,469

その他の項目  

減価償却費（注）２  696  585  1,281  170  1,451

のれんの償却額  3  －  3  －  3

持分法適用会社への投資額  346  －  346  －  346

有形固定資産及び無形固定資産の増加

額 
 450  2,194  2,644  153  2,797

ｂ．関連情報

（単位：百万円）

日本 北米 その他 合計 

 28,229  2,963  2,871  34,062

（単位：百万円）

日本 米国 中国 合計 

 11,752  582  984  13,318

旭有機材工業㈱(4216)平成25年3月期 決算短信

―　19　―



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 

  
３ 主要な顧客ごとの情報 

 外部顧客への売上高のうち、特定顧客への売上高であって、連結損益計算書の売上高の10％以上を占

めるものがないため、記載を省略しております。 
  

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） 

 該当事項はありません。 

  

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） 

  

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） 

  

 該当事項はありません。 

（単位：百万円）

日本 北米 その他 合計 

 25,913  3,253  3,001  32,167

（単位：百万円）

日本 中国 その他 合計 

 11,860  1,541  660  14,061

ｃ．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

（単位：百万円）

  管材システム事業部 樹脂事業部 全社 合計 

  減損損失  －  －  192  192

ｄ．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

（単位：百万円）

  
報告セグメント 

調整額 
連結財務諸表計
上額 管材システム事業 樹脂事業 計 

（のれん）   

当期償却額  3  －  3  －  3

当期末残高  8  －  8  －  8

（負ののれん）   

当期償却額  1  －  1  －  1

当期末残高  1  －  1  －  1

（単位：百万円）

  
報告セグメント 

調整額 
連結財務諸表計
上額 管材システム事業 樹脂事業 計 

（のれん）   

当期償却額  3  －  3  －  3

当期末残高  5  －  5  －  5

（負ののれん）   

当期償却額  1  －  1  －  1

当期末残高  0  －  0  －  0

ｅ．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

旭有機材工業㈱(4216)平成25年3月期 決算短信
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（注）１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益の金額については、潜在株式がないため記載しておりません。 

２．１株当たり当期純利益の金額の算定上の基礎は、以下のとおりです。 

  

３．１株当たり純資産額の金額の算定上の基礎は、以下のとおりです。 

  

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 円389.49

１株当たり当期純利益 円1.03

１株当たり純資産額 円364.47

１株当たり当期純損失（△）  円△26.60

  
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） 

当期純利益及び当期純損失（△）（百万円）  101  △2,598

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又は当期純損失（△） 

（百万円） 
 101  △2,598

普通株式の期中平均株式数（千株）  97,675  97,666

  
前連結会計年度末 
平成24年３月31日 

当連結会計年度末 
平成25年３月31日 

純資産の部の合計額（百万円）  38,041  35,853

普通株式に係る純資産額（百万円）  38,041  35,595

差額の主な内訳（百万円） 

少数株主持分  －  258

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（千株） 
 97,669  97,663

（重要な後発事象）
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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24年３月31日) 

当事業年度 
(平成25年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,084 4,895

受取手形 6,220 5,518

売掛金 5,460 5,008

たな卸資産 5,450 5,128

短期貸付金 1,234 811

前払費用 103 102

繰延税金資産 469 －

その他 220 203

流動資産合計 22,240 21,664

固定資産   

有形固定資産   

建物 7,199 7,567

減価償却累計額 △4,156 △4,335

建物（純額） 3,043 3,232

構築物 823 826

減価償却累計額 △670 △686

構築物（純額） 154 140

機械及び装置 19,032 19,928

減価償却累計額 △17,398 △17,581

機械及び装置（純額） 1,634 2,348

車両運搬具 64 68

減価償却累計額 △61 △63

車両運搬具（純額） 3 5

工具、器具及び備品 7,802 7,486

減価償却累計額 △7,572 △7,309

工具、器具及び備品（純額） 230 177

土地 5,934 5,743

リース資産 295 213

減価償却累計額 △230 △165

リース資産（純額） 66 48

建設仮勘定 633 103

有形固定資産合計 11,696 11,795

無形固定資産   

ソフトウエア 183 138

リース資産 0 －

その他 30 30

無形固定資産合計 213 168

投資その他の資産   

投資有価証券 4,985 4,405

関係会社株式 3,298 3,569

関係会社出資金 1,694 1,872

関係会社長期貸付金 813 1,119

長期前払費用 1,396 1,204

長期預金 500 －

繰延税金資産 2,409 －

その他 244 244

貸倒引当金 △14 △14

投資その他の資産合計 15,324 12,399
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（単位：百万円）

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当事業年度 
(平成25年３月31日) 

固定資産合計 27,233 24,362

資産合計 49,474 46,027

負債の部   

流動負債   

支払手形 1,093 1,036

買掛金 4,867 4,251

リース債務 35 22

未払金 249 113

未払費用 1,353 1,265

未払法人税等 41 43

預り金 28 41

設備関係支払手形 78 133

その他 47 34

流動負債合計 7,790 6,936

固定負債   

リース債務 35 29

長期預り保証金 973 988

繰延税金負債 － 496

退職給付引当金 1,296 1,356

役員退職慰労引当金 193 219

固定負債合計 2,496 3,088

負債合計 10,287 10,025

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,000 5,000

資本剰余金   

資本準備金 8,479 8,479

その他資本剰余金 0 0

資本剰余金合計 8,479 8,479

利益剰余金   

利益準備金 1,250 1,250

その他利益剰余金   

土地圧縮積立金 401 401

繰越利益剰余金 24,643 21,098

利益剰余金合計 26,294 22,748

自己株式 △534 △535

株主資本合計 39,240 35,693

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △53 309

評価・換算差額等合計 △53 309

純資産合計 39,187 36,002

負債純資産合計 49,474 46,027
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（２）損益計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

売上高 26,943 24,862

売上原価   

製品期首たな卸高 2,334 2,669

当期製品製造原価 17,730 16,139

当期製品仕入高 2,505 2,174

合計 22,569 20,982

他勘定振替高 230 110

製品期末たな卸高 2,669 2,488

売上原価合計 19,670 18,383

売上総利益 7,273 6,479

販売費及び一般管理費   

発送運賃 1,492 1,418

販売手数料 32 34

給料 1,446 1,404

賞与 356 334

退職給付費用 164 198

役員退職慰労引当金繰入額 39 38

福利厚生費 270 267

賃借料 590 581

減価償却費 163 128

通信費 73 74

旅費及び交通費 330 320

消耗品費 26 22

研究開発費 654 631

雑費 1,176 1,201

販売費及び一般管理費合計 6,812 6,650

営業利益又は営業損失（△） 461 △171

営業外収益   

受取利息 32 38

有価証券利息 9 13

受取配当金 113 266

仕入割引 15 13

為替差益 － 121

有価証券償還益 0 124

複合金融商品評価益 1 105

受取補償金 31 －

撤去費用戻入額 29 －

その他 40 121

営業外収益合計 270 800

営業外費用   

支払利息 10 0

為替差損 9 －

支払補償費 166 17

その他 18 31

営業外費用合計 203 48

経常利益 528 581
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

特別利益   

固定資産売却益 62 －

投資有価証券売却益 5 －

子会社清算益 62 －

特別利益合計 129 －

特別損失   

固定資産除却損 183 69

関係会社株式評価損 － 104

投資有価証券評価損 434 5

減損損失 － 192

災害による損失 14 －

異常操業損失 123 －

特別損失合計 753 370

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △96 212

法人税、住民税及び事業税 34 31

法人税等調整額 94 3,140

法人税等合計 128 3,171

当期純損失（△） △224 △2,959
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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23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(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 5,000 5,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 5,000 5,000

資本剰余金   

資本準備金   

当期首残高 8,479 8,479

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 8,479 8,479

その他資本剰余金   

当期首残高 0 0

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 0 0

利益剰余金   

利益準備金   

当期首残高 1,250 1,250

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,250 1,250

その他利益剰余金   

土地圧縮積立金   

当期首残高 366 401

当期変動額   

土地圧縮積立金の積立 35 －

当期変動額合計 35 －

当期末残高 401 401

繰越利益剰余金   

当期首残高 25,489 24,643

当期変動額   

剰余金の配当 △587 △586

当期純損失（△） △224 △2,959

土地圧縮積立金の積立 △35 －

当期変動額合計 △845 △3,546

当期末残高 24,643 21,098

利益剰余金合計   

当期首残高 27,105 26,294

当期変動額   

剰余金の配当 △587 △586

当期純損失（△） △224 △2,959

土地圧縮積立金の積立 － －

当期変動額合計 △811 △3,546

当期末残高 26,294 22,748

自己株式   

当期首残高 △531 △534

当期変動額   

自己株式の取得 △2 △1
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（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

当期変動額合計 △2 △1

当期末残高 △534 △535

株主資本合計   

当期首残高 40,053 39,240

当期変動額   

剰余金の配当 △587 △586

当期純損失（△） △224 △2,959

自己株式の取得 △2 △1

当期変動額合計 △813 △3,547

当期末残高 39,240 35,693

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 △1 △53

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △52 362

当期変動額合計 △52 362

当期末残高 △53 309

純資産合計   

当期首残高 40,052 39,187

当期変動額   

剰余金の配当 △587 △586

当期純損失（△） △224 △2,959

自己株式の取得 △2 △1

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △52 362

当期変動額合計 △865 △3,185

当期末残高 39,187 36,002
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 該当事項はありません。   

  

（役員の異動） 

  

（1）新任取締役候補者（平成25年６月27日の株主総会に付議）   

                                          ふじわら  こうじ 

代表取締役社長執行役員   藤 原 孝 二    （現 旭化成株式会社 取締役） 

  

（2）退任予定取締役（平成25年６月27日付） 

                                            さじ    よういち 

代表取締役会長       佐 次 洋 一    （相談役就任予定） 

  

                                          きしもと  やすし 

取締役           岸 本 泰 志    （顧問就任予定） 

  

（3）役付変更予定（平成25年６月27日付） 

    （新）                       （現） 

                                          かめい  けいじ  

代表取締役会長       亀 井 啓 次    代表取締役社長執行役員 

  

（４）個別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）

６．その他
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