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第一部 【企業情報】 

第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 
  

(注) １ 売上高には、消費税等は含まれていない。 

２ 第79期より、１株当たり純資産額、１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益について、「１株当

たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準第２号)及び「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」

(企業会計基準適用指針第４号)によっている。 

３ 第81期の１株当たり配当額１４円は、創立５５周年記念配当２円を含んでいる。 

４ 第82期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため、記載をしていない。 

回次 第78期 第79期 第80期 第81期 第82期 
決算年月 平成14年３月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月

(1) 連結経営指標等     

売上高 (百万円) 355,580 372,269 400,256 438,000 464,310

経常利益 (百万円) 18,266 23,005 29,322 41,355 47,718

当期純利益 (百万円) 9,372 13,373 15,622 24,745 28,099

純資産額 (百万円) 180,895 185,747 204,779 224,142 260,735

総資産額 (百万円) 379,944 370,050 392,512 397,123 453,158

１株当たり純資産額 (円) 505.91 521.77 583.55 645.13 756.96

１株当たり当期純利益 (円) 26.21 37.24 43.99 70.65 80.80

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

(円) 24.84 35.63 42.59 69.33 －

自己資本比率 (％) 47.6 50.2 52.2 56.4 57.5

自己資本利益率 (％) 5.2 7.3 8.0 11.5 11.6

株価収益率 (倍) 32.81 14.96 23.73 16.76 17.46

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) 33,117 40,040 39,773 43,242 47,402

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) △22,706 △27,899 △23,526 △24,791 △35,105

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

(百万円) △19,613 △13,364 △14,270 △25,930 △14,198

現金及び現金同等物 
の期末残高 

(百万円) 31,567 31,051 32,884 25,521 25,044

従業員数 
[外、平均臨時従業員 
数] 

(名) 
6,726 

[955]

6,720

[979]

6,597

[1,052]

6,649 

[1,066]

7,306

[1,169]

(2) 提出会社の経営指標等     

売上高 (百万円) 234,743 243,564 257,337 282,741 293,846

経常利益 (百万円) 16,912 17,778 25,455 35,405 39,717

当期純利益 (百万円) 7,650 9,898 13,940 21,853 24,482

資本金 (百万円) 33,046 33,046 33,046 33,046 33,046

発行済株式総数 (千株) 357,612 357,612 357,612 357,612 357,612

純資産額 (百万円) 165,680 167,538 186,086 201,500 232,181

総資産額 (百万円) 315,365 305,089 332,319 330,713 376,416

１株当たり純資産額 (円) 463.36 470.56 530.28 579.97 674.08

１株当たり配当額 
(内１株当たり 
中間配当額) 

(円) 

(円) 

8.00 

(4.00)

8.00

(4.00)

8.00

(4.00)

14.00 

(6.00)

16.00

(8.00)

１株当たり当期純利益 (円) 21.39 27.51 39.24 62.40 70.40

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

(円) 20.43 26.53 38.05 61.27 －

自己資本比率 (％) 52.5 54.9 56.0 60.9 61.7

自己資本利益率 (％) 4.6 5.9 7.9 11.3 11.3

株価収益率 (倍) 40.21 20.25 26.61 18.97 20.04

配当性向 (％) 37.4 29.1 20.4 22.4 22.7
従業員数 (名) 3,153 3,005 2,943 3,031 3,134



２ 【沿革】 

当社は鐘淵紡績株式会社(現、カネボウ株式会社)の企業再建整備計画の認可に基づき分離独立し、繊維部門以外の

全事業を譲り受け、昭和24年９月１日、資本金２億円をもって設立された。 

当初は、か性ソーダ、搾油、石鹸、食油、酵母、食品類、洋紙、和紙、エナメル電線、化粧品、澱粉等極めて多岐

な事業を営んでいたが、その後、か性ソーダ、食油、酵母以外の事業を順次整理し、一方、塩化ビニール樹脂等の事

業を開発し、合成樹脂を中核として化成品、機能性樹脂、発泡樹脂製品、食品、医薬品、医療機器、電子材料、合成

繊維の各事業を擁する総合化学会社としての態勢を固めてきた。 

主な事業の変遷はつぎのとおりである。 
  

年月 概要

昭和24年９月 会社設立 

25年７月 塩化ビニール樹脂の製造開始 

28年２月 ショートニングの製造開始 

28年４月 塩ビコンパウンドの製造開始 

32年７月 アクリル系合成繊維「カネカロン」の製造開始 

36年12月 高級製菓用油脂の製造開始 

39年６月 ＭＢＳ樹脂の製造開始 

40年７月 発泡スチレン樹脂の製造開始 

42年６月 塩ビ系特殊樹脂の製造開始 

45年４月 押出発泡ポリスチレンボードの製造開始 

45年11月 鹿島工場竣工 

45年12月 海外子会社カネカベルギーN.V.設立 

47年８月 発泡スチレンペーパーの製造開始 

48年10月 ビーズ法発泡ポリオレフィンの製造開始 

48年10月 複合磁性材料の製造開始 

48年12月 ㈱サンスパイス（現・㈱カネカサンスパイス）に資本参加し子会社化、香辛料の製造開始 

49年10月 

49年12月 

子会社栃木カネカ㈱設立  

医薬品バルクの製造開始 

52年10月 医薬品バルク ユビデカレノン（コエンザイムＱ１０）の製造開始 

53年10月 耐候性ＭＭＡ系フィルムの製造開始 

54年１月 海外子会社カネカシンガポールCo.(Pte) Ltd.設立 

54年２月 変成シリコーンポリマーの製造開始 

57年２月 塩ビサッシの製造開始 

57年５月 海外子会社カネカテキサスCorp.設立 

58年４月 医薬品中間体の製造開始 

59年10月 超耐熱性ポリイミドフィルムの製造開始 

61年４月 医療機器の製造開始 

平成５年９月 子会社㈱カネカメディックスを設立 

６年10月 

７年７月 

７年８月 

７年９月 

８年７月 

８年12月 

８年12月 

９年８月 

10年５月 

10年９月 

10年10月 

11年３月 

海外子会社カネカファーマヨーロッパN.V.設立 

液晶関連製品の製造開始 

海外子会社カネカマレーシアSdn.Bhd.設立 

海外子会社カネカエレクテックSdn.Bhd.設立 

海外子会社カネカエペランSdn.Bhd.設立 

日本製紙㈱との共同出資により子会社サンポリマー㈱（現・完全子会社）設立 

旭ホームズ㈱に資本参加し子会社化、住宅建築工事の開始 

海外子会社カネカハイテックマテリアルズInc.設立 

太陽油脂㈱に追加出資し子会社化 

昭和化成工業㈱に追加出資し子会社化 

子会社カネカソーラーテック㈱設立 

海外子会社カネカペーストポリマーSdn.Bhd.設立 



  

  

年月 概要

平成11年10月 

13年４月 

  

15年９月 

15年９月 

16年６月 

16年９月 

電力用太陽電池の製造開始 

日本での機能性食品素材販売開始（厚生労働省通達にてコエンザイムＱ１０が食品に分類された

ことによる） 

海外子会社蘇州愛培朗緩衝塑料有限公司設立 

海外子会社青島海華繊維有限公司設立 

海外子会社カネカニュートリエンツL.P.設立 

「鐘淵化学工業株式会社」から「株式会社カネカ」へ商号変更 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   



３ 【事業の内容】 

当社グループ(当社及びその関係会社)は、化成品、機能性樹脂、発泡樹脂製品、食品、医薬品、医療機器、電子材

料、合成繊維の製造・販売を主な事業としている。 

当社グループにおける各社の当該事業に係る位置付け及び事業の種類別セグメントとの関連は次の通りであり、区

分内容は同一である。 

  

化成品事業 

か性ソーダ、塩化物、塩化ビニール樹脂はいずれも当社が製造し販売している。龍田化学㈱は車両内装、食品包

装用等の樹脂製品を製造・販売している。 

塩ビコンパウンドは当社及び昭和化成工業㈱が製造し、販売は昭和化成工業㈱が行っている。 

塩ビ系特殊樹脂は当社が製造・販売しているほか、カネカペーストポリマーSdn.Bhd.が製造・販売している。 

機能性樹脂事業 

ＭＢＳ樹脂は当社が製造・販売しているほか、カネカベルギーN.V.、カネカテキサスCorp.及びカネカマレーシア

Sdn.Bhd.がそれぞれ製造・販売している。 

変成シリコーンポリマーは当社及びカネカベルギーN.V.が製造・販売しているほか、カネカテキサスCorp.が当社

及びカネカベルギーN.V.より購入し販売している。 

耐候性ＭＭＡ系フィルムは当社が製造・販売している。 

発泡樹脂製品事業 

発泡スチレン樹脂は当社が製造・販売している。北海道カネパール㈱、イビデン樹脂㈱等は、当社より原料樹脂

を購入して成形加工をしている。北海道カネパール㈱等は成形加工のほか、他の子会社等より成型品を購入し販売

している。カネパールサービス㈱、㈱羽根は、当社より原料樹脂、他の子会社等より成型品を購入し販売してい

る。 

ビーズ法発泡ポリオレフィンは当社が製造・販売しているほか、カネカベルギーN.V.、カネカテキサスCorp.、カ

ネカエペランSdn.Bhd.、蘇州愛培朗緩衝塑料有限公司がそれぞれ製造・販売している。三和化成工業㈱は当社より

原料樹脂を購入して成形加工をしている。カネカエペラン販売㈱は、成型品を当社より購入し、販売している。ま

た、㈱イーピーイは当社より成型品を購入して、加工、販売している。 

発泡スチレンペーパーは当社及びサンポリマー㈱が製造し、サンポリマー㈱が販売している。押出発泡ポリスチ

レンボードは当社、北海道カネカ㈱並びに九州カネライト㈱が製造し、販売は当社及びカネカケンテック㈱、カネ

カ東北建材㈱が行っている。塩ビサッシは、北海道カネカ㈱及び栃木カネカ㈱が製造し、販売は当社及び北海道カ

ネカ㈱が行っている。 

食品事業 

マーガリン、ショートニング等の油脂加工製品は当社のほか、㈱カネカフード、㈱東京カネカフード及び太陽油

脂㈱が製造している。また、パン酵母は当社が製造している。これらの製品は当社及び太陽油脂㈱が販売するほ

か、カネカ食品販売㈱など全国６社の販売子会社を通じて販売している。㈱カネカサンスパイスは香辛料等を製

造・販売している。 

ライフサイエンス事業 

医薬品(バルク・中間体)は当社のほか、㈱大阪合成有機化学研究所及びカネカシンガポールCo.(Pte)Ltd.が製

造・販売している。医療機器は当社及び㈱カネカメディックスが製造・販売している。カネカファーマヨーロッパ

N.V.等は医療機器を当社より購入し、販売している。 

機能性食品素材は、当社が製造・販売しているほか、カネカファーマヨーロッパN.V.及びカネカニュートリエン

ツL.P.が当社より購入し、販売している。 



エレクトロニクス事業 

超耐熱性ポリイミドフィルムは当社が製造・販売しているほか、カネカハイテックマテリアルズInc.が製造・販

売している。 

液晶関連製品は当社が製造・販売している。 

複合磁性材料等は栃木カネカ㈱が製造し、当社が販売している。 

巻線は、カネカエレクテックSdn.Bhd.が製造・販売している。 

太陽電池はカネカソーラーテック㈱が製造し、当社が販売している。 

合成繊維、その他事業 

アクリル系合成繊維は当社が製造・販売している。 

カネカエンジニアリング㈱は主として当社のエンジニアリング関連業務、㈱カネカ高砂サービスセンターは主と

して当社に係る構内作業の業務をそれぞれ営んでいる。カネカ保険センター㈱は損保代理の業務を行っている。旭

ホームズ㈱は住宅建築工事を行っている。 

  



以上述べた事項を事業系統図によって示すと、次のとおりである。 
  

 
  



４ 【関係会社の状況】 

名称 住所 

資本金 
又は 
出資金 
(百万円) 

主要な事業
の内容 

議決権の
所有割合
(％) 

関係内容 
役員の兼任等

資金
援助

営業上の取引等 当社
役員

当社
従業員

(連結子会社)       

カネカベルギーN.V. Westerlo
Belgium 

23百万 
ユーロ 

機能性樹脂・
発泡樹脂製品
の製造販売 

90 0 6 無
当社の製造技術を提供して
いる。 

カネカテキサスCorp. Texas 
U.S.A. 

30百万 
米ドル 

機能性樹脂・
発泡樹脂製品
の製造販売 

100 2 2 有
当社の製造技術を提供して
いる。 

カネカマレーシアSdn.Bhd. 
Kuala 
Lumpur 
Malaysia 

94百万 
リンギット
マレーシア 

機能性樹脂の
製造販売 100 1 3 無

当社の製造技術を提供して
いる。 

カネカペーストポリマー 
Sdn.Bhd. 

Kuala 
Lumpur 
Malaysia 

45百万 
リンギット
マレーシア 

特殊塩ビ樹脂
の製造販売 100 0 3 無

当社の製造技術を提供して
いる。 

カネカエペランSdn.Bhd. 
Kuala 
Lumpur 
Malaysia 

16百万 
リンギット
マレーシア 

発泡樹脂製品
の製造販売 100 0 3 無

当社の製造技術を提供して
いる。 

蘇州愛培朗緩衝塑料有限公司 中国 
江蘇 

22百万 
人民元 

発泡樹脂製品
の製造販売 100 0 5 無

当社の製造技術を提供して
いる。 

カネカシンガポール 
Co.(Pte)Ltd. Singapore

16百万 
シンガポ
ールドル 

医薬品中間体
の製造販売 100 1 2 無

当社の製造技術を提供して
いる。 

カネカファーマヨーロッパN.V. Brussel 
Belgium 

2百万 
ユーロ 

機能性食品素
材及び医療機
器の販売 

100 2 3 無
当社の製品の販売を行って
いる。 

カネカハイテックマテリアルズ
Inc. 

Texas 
U.S.A. 

5百万 
米ドル 

電子材料の製
造販売 100 2 0 無

当社の製造技術を提供して
いる。 

カネカエレクテックSdn.Bhd. 
Kuala 
Lumpur 
Malaysia 

30百万 
リンギット
マレーシア 

巻線の製造販
売 100 1 2 無

当社の製造技術を提供して
いる。 

青島海華繊維有限公司 中国 
山東 

113百万 
人民元 

合成繊維の製
造販売 100 1 2 無

当社の製造技術を提供して
いる。 

三和化成工業㈱ 栃木県 
真岡市 50 発泡樹脂製品

の加工 100 0 4 有 当社の委託加工先である。

紋別化成㈱ 北海道 
紋別市 30 発泡樹脂製品

の加工 100 0 4 有
当社の製品の成形加工を行
っている。 

標津化成㈱ 北海道 
標津郡 30 発泡樹脂製品

の加工 100 0 4 有
当社の製品の成形加工を行
っている。 

コートー㈱ 北海道 
茅部郡 30 発泡樹脂製品

の加工 100 0 5 有
当社の製品の成形加工を行
っている。 

ツカサ㈱ 青森県 
上北郡 60 発泡樹脂製品

の加工 100 0 4 有
当社の製品の成形加工を行
っている。 

宮城樹脂㈱ 宮城県 
大崎市 30 発泡樹脂製品

の加工 100 0 5 有
当社の製品の成形加工を行
っている。 

北浦樹脂工業㈱ 埼玉県 
深谷市 60 発泡樹脂製品

の加工 100 0 5 有
当社の製品の成形加工を行
っている。 

コスモ化成㈱ 三重県 
北牟婁郡 60 発泡樹脂製品

の加工 
100

（66.67） 0 3 有
当社の製品の成形加工を行
っている。 

東洋スチロール㈱ 三重県 
四日市市 32 発泡樹脂製品

の加工 
100

（68.75） 0 4 有
当社の製品の成形加工を行
っている。 

㈱ハネパック 佐賀県 
神埼市 20 発泡樹脂製品

の加工 
100

（100） 0 3 有
当社の製品の成形加工を行
っている。 

九州カネライト㈱ 福岡県 
筑後市 100 発泡樹脂製品

の製造 100 0 5 有 当社の委託加工先である。

㈱カネカフード 神戸市 
西区 72 油脂加工製品

の製造 100 0 3 有
当社の委託加工先であり、
土地を貸与している。 

㈱東京カネカフード 埼玉県 
入間郡 70 油脂加工製品

の製造 100 0 4 有 当社の委託加工先である。

カネカソーラーテック㈱ 兵庫県 
豊岡市 600 太陽電池の製

造 100 0 5 有
当社の委託加工先であり、
土地を貸与している。 

栃木カネカ㈱ 栃木県 
真岡市 400 

発 泡 樹 脂 製
品・電子材料
の製造 

100 0 6 有
当社の委託加工先であり、
土地・建物を貸与してい
る。 

カネパールサービス㈱ 大阪市 
西区 60 発泡樹脂製品

の販売 100 0 6 無
当社及び他の子会社等の製
品の販売を行っている。 



  

(注) １ カネカベルギーN.V.、カネカマレーシアSdn.Bhd.は特定子会社である。 

２ 有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社は旭ホームズ㈱である。 

３ 議決権の所有割合の（  ）内は、間接所有割合で内数である。 

  

名称 住所 

資本金 
又は 
出資金 
(百万円) 

主要な事業
の内容 

議決権の
所有割合
(％) 

関係内容 
役員の兼任等

資金
援助

営業上の取引等 当社
役員

当社
従業員

㈱羽根 名古屋市
熱田区 40 発泡樹脂製品

の販売 100 0 5 無
当社及び他の子会社等の製
品の販売を行っている。 

カネカエペラン販売㈱ 大阪市 
西区 20 発泡樹脂製品

の販売 100 0 5 有
当社の製品の販売を行って
いる。 

カネカケンテック㈱ 東京都 
港区 30 建設資材等の

販売 100 0 6 無
当社の製品の販売を行って
いる。 

カネカ東北建材㈱ 仙台市 
太白区 30 建設資材等の

販売 100 0 4 有
当社の製品の販売を行って
いる。 

カネカ食品販売㈱ 大阪府 
摂津市 50 食品の販売 100 0 3 無

当社の製品の販売を行って
いる。 

東京カネカ食品販売㈱ 埼玉県 
新座市 50 食品の販売 100 0 3 無

当社の製品の販売を行って
いる。 

東北カネカ食品販売㈱ 仙台市 
宮城野区 20 食品の販売 100 0 3 無

当社の製品の販売を行って
いる。 

東海カネカ食品販売㈱ 愛知県 
春日井市 50 食品の販売 100 0 3 無

当社の製品の販売を行って
いる。 

中国カネカ食品販売㈱ 広島市 
安佐南区 50 食品の販売 100 0 3 無

当社の製品の販売を行って
いる。 

九州カネカ食品販売㈱ 佐賀県 
鳥栖市 20 食品の販売 100 0 4 無

当社の製品の販売を行って
いる。 

龍田化学㈱ 東京都 
台東区 300 

塩化ビニール
樹脂の成形加
工及び販売 

68.75 0 4 有
当社の製品の加工を行って
いる。 

昭和化成工業㈱ 埼玉県 
羽生市 62 

塩ビコンパウ
ンドの製造販
売 

71.37 1 3 無
当社の製品の加工及び販売
を行っている。 

北海道カネカ㈱ 北海道 
恵庭市 107 発泡樹脂製品

の製造販売 100 0 4 有
当社の製品の委託加工及び
販売を行っており、土地・
建物を貸与している。 

北海道カネパール㈱ 北海道 
札幌市 90 発泡樹脂製品

の製造販売 100 0 4 有
当社製品の成形加工及び他
の子会社等の製品の販売を
行っている。 

関東スチレン㈱ 栃木県 
小山市 90 発泡樹脂製品

の加工販売 61.11 0 3 有
当社製品の成形加工及び販
売を行っている。 

サンポリマー㈱ 東京都 
豊島区 900 発泡樹脂製品

の製造販売 100 0 6 無
当社の製品の加工及び販売
を行っている。 

㈱カネカサンスパイス 大阪市 
淀川区 200 香辛料の製造

販売 100 1 5 有
当社の製品の委託加工及び
販売を行っている。 

太陽油脂㈱ 横浜市 
神奈川区 120 油脂加工製品

の製造販売 59.27 0 5 無 当社の委託加工先である。

㈱カネカメディックス 大阪市 
北区 450 医療機器の製

造販売 100 2 3 無
当社の製造技術を提供して
いる。 

㈱大阪合成有機化学研究所 兵庫県 
西宮市 35 医薬品中間体

の製造販売 100 0 4 有 当社の委託加工先である。

旭ホームズ㈱ 東京都 
新宿区 767 住宅建築工事 89.85 0 5 無

当社の工法等の技術提供及
び資材供給を行っている。 

カネカエンジニアリング㈱ 大阪市 
北区 300 設備工事及び

保全 100 1 7 無
当社の設備工事及び保全を
行っている。 

㈱カネカ高砂サービス 
センター 

兵庫県 
高砂市 10 当社の付帯業

務の受託 100 0 4 無
当社の付帯業務の委託先で
ある。 

(持分法適用関連会社)       

イビデン樹脂㈱ 岐阜県 
揖斐郡 60 発泡樹脂製品

の製造販売 40 1 1 無
当社の製品の成形加工を行
っている。 

㈱イーピーイ 東京都 
荒川区 30 発泡樹脂製品

の加工販売 33.39 0 2 無
当社の製品の加工及び販売
を行っている。 



５ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社の状況 

平成18年３月31日現在 

(注) １ 従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は、[ ]内に年間の平均人員を外数で記載している。 

２ 全社(共通)として記載されている従業員数は、主として当社における経理部、総務部等本社スタッフ部門及び各セグメン

トに直課できない研究部門に所属しているものである。 

  

(2) 提出会社の状況 

平成18年３月31日現在 

(注) １ 従業員数は就業人員である。 

２ 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでいる。 

  

(3) 労働組合の状況 

提出会社の労働組合は、組合員数2,862人であり、労使関係は良好である。当社グループの労使関係について特に

記載すべき事項はない。 

  

事業の種類別セグメントの名称 従業員数(名)

化成品 587[  33] 

機能性樹脂 790[  20] 

発泡樹脂製品 1,491[  271] 

食品 1,287[  387] 

ライフサイエンス 659[ 137] 

エレクトロニクス 700[  55] 

合成繊維、その他 606[ 192] 

全社(共通) 1,186[  74] 

合計 7,306[1,169] 

従業員数(名) 平均年齢(才・月) 平均勤続年数(年・月) 平均年間給与(円) 

3,134 39・9 17・7 7,420,897 



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

当連結会計年度の世界経済は、中国経済が設備投資の伸びを背景に高成長を維持するとともに、米国経済もインフレ

懸念はあるものの堅調を保つなど、総じて順調に推移した。 

わが国経済も、原油高騰に伴う原燃料高の影響はあるものの、海外経済の拡大継続を受け輸出が増加を続けるととも

に、薄型テレビの販売拡大などによりＩＴ・デジタル家電分野の需要が伸長するなど消費に明るさが見える中、景気は

回復基調で推移した。 

このような経済情勢のなか、当社グループは、事業環境の変化に対応しつつ、経営目標の達成に向けて、コスト改善

や価格修正などによる採算改善に取り組んだ。 

当連結会計年度の業績については、売上高464,310百万円（前連結会計年度比6.0%増）、営業利益47,606百万円（前

連結会計年度比10.4%増）、経常利益47,718百万円（前連結会計年度比15.4%増）と増収・増益となった。なお、特別損

失としてＰＣＢ廃棄物の処理に係る環境対策費用2,451百万円を計上したが、当期純利益についても、28,099百万円

（前連結会計年度比13.6%増）となり、３期連続で最高業績を更新した。 

なお、単独の業績についても、 当事業年度の売上高は293,846百万円（前事業年度比3.9%増）、営業利益は36,996百

万円（前事業年度比10.4%増）、経常利益は39,717百万円（前事業年度比12.2%増）、当期純利益は24,482百万円（前事

業年度比12.0%増）とそれぞれ過去最高となった。 

  

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりである。 

  

① 化成品事業 

塩化ビニールについては、輸出が減少するとともに国内も低調な販売となった。一方、か性ソーダは需給が堅

調で採算が改善した。また、塩ビ系特殊樹脂についても海外を中心に引き続き好調に推移した。 

以上の結果、当セグメントの業績は、売上高が87,922百万円と前連結会計年度に比して5,723百万円（＋7.0%）

の増収となったものの、営業利益は5,577百万円と前連結会計年度に比して1,033百万円(△15.6%)の減益となっ

た。 

  

② 機能性樹脂事業 

ＭＢＳ樹脂については、原燃料価格高止まりの影響を受けたが、販売価格の修正、コストダウンなどが寄与

し、採算改善が進捗した。また、変成シリコーンポリマーは、引き続き欧米を中心に販売数量が増加した。 

以上の結果、当セグメントの売上高は73,190百万円と前連結会計年度に比して11,220百万円（＋18.1%）の増収

となり、営業利益も11,987百万円と前連結会計年度に比して3,472百万円（＋40.8%）の大幅な増益となった。 

  



③ 発泡樹脂製品事業 

発泡スチレン樹脂については、売上高の増加に加え合理化・コストダウンなどに注力し採算の改善を図った。

一方、押出発泡ポリスチレンボードについては戸建住宅の低迷により、また発泡ポリオレフィンについては米国

自動車向け販売の不振などにより販売数量が伸び悩み、加えて原燃料価格高止まりの影響などにより採算が悪化

した。 

以上の結果、当セグメントの売上高は68,304百万円と前連結会計年度に比して1,725百万円（＋2.6%）の増収と

なったものの、営業利益は129百万円と前連結会計年度に比して642百万円（△83.2%）の減益となった。 

  

④ 食品事業 

食品については、製パン・製菓業界向け販売が不振であったものの、販売会社の機能を活かして、新規販路の

拡大に努めるとともに、コスト改善など競争力強化の取り組みを行った。また、原料油脂価格が安定的に推移し

たこともあり、当セグメントの売上高は107,567百万円と前連結会計年度に比して2,339百万円（＋2.2%）の増収

となり、営業利益も4,717百万円と前連結会計年度に比して364百万円（+8.4%）の増益となった。 

  

⑤ ライフサイエンス事業 

医薬バルク・中間体は、新規開発品の販売は増加したものの、既存品減少の影響により減収・減益となった

が、機能性食品素材はコエンザイムQ10の販売数量が増加し売上高、利益ともに大きく伸長した。また、医療機器

についても血液浄化システムとカテーテル類の販売が堅調に推移した。 

以上の結果、当セグメントの売上高は49,147百万円と前連結会計年度に比して2,285百万円（＋4.9%）の増収と

なり、営業利益も18,951百万円と前連結会計年度に比して1,410百万円（+8.0%）の増益となった。 

  

⑥  エレクトロニクス事業 

電子材料については、超耐熱性ポリイミドフィルムの出荷が、ＩＴ製品の在庫調整もあり本格回復に至らず、

加えてブラウン管用巻線の販売も大幅減となった。一方、光学用フィルムなどの液晶関連製品の販売が増加する

とともに、太陽電池も欧州向け輸出の伸長と生産性の向上などによるコストダウンも寄与し、事業採算が大幅に

改善された。 

以上の結果、当セグメントの売上高は47,159百万円と前連結会計年度に比して771百万円（＋1.7%）の増収とな

り、営業利益も8,830百万円と前連結会計年度に比して2,131百万円（＋31.8%）の増益となった。 

  

⑦  合成繊維事業、その他事業 

合成繊維については、原料価格高止まりの影響はあったものの、販売数量が増加するとともに、販売価格の修

正にも努めた結果、増収、増益となった。一方、その他事業においては、エンジニアリング受注工事などが減少

した。 

以上の結果、当セグメントの売上高は31,016百万円と前連結会計年度に比して2,243百万円（＋7.8%）の増収と

なる一方、営業利益は2,521百万円と前連結会計年度に比して711百万円（△22.0%）の減益となった。 

  



所在地別セグメントの業績は、次のとおりである。 

  

① 日本 

機能性食品素材コエンザイムＱ１０の販売数量が大きく伸長するとともに、合成繊維、化成品の塩ビ系特殊樹

脂も売上増となった。加えて太陽電池の欧州向け輸出が増加した。 

以上の結果、当セグメントの売上高は389,844百万円と前連結会計年度を15,778百万円（＋4.2%）上回る増収と

なり、営業利益も47,207百万円と前連結会計年度に比して3,968百万円（＋9.2%）の増益となった。 

  

② その他の地域 

海外子会社については、欧米両拠点にてＭＢＳ樹脂の販売価格修正が進捗するとともに、変成シリコーンポリ

マーの売上が伸長した。 

以上の結果、当セグメントの売上高は74,465百万円と前連結会計年度に比して10,530百万円（＋16.5%）の増収

となり、営業利益も5,477百万円と前連結会計年度に比して832百万円（＋17.9%）の増益となった。 

  

  

  

  



(2) キャッシュ・フロー 

当連結会計年度におけるキャッシュ・フローは、換算差額を含め1,591百万円の流出となった。これに連結範囲の

変更による増加額1,115百万円を調整した現金及び現金同等物の当期末残高は25,044百万円となった。区分毎の概況

は以下のとおりである。 

  

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

当連結会計年度における営業活動による資金の増加は、47,402百万円（前連結会計年度比9.6%増）となった。 

主な内容は、税金等調整前当期純利益45,266百万円、減価償却費22,435百万円、法人税等の支払額15,958百万

円などである。 

なお、前連結会計年度に比べ資金の増加額は増加したが、その主な要因は、税金等調整前当期純利益の増加で

ある。 

  

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

当連結会計年度における投資活動による資金の減少は、35,105百万円（前連結会計年度比41.6%増）となった。

その主な要因は、超耐熱性ポリイミドフィルム生産設備能力増強工事、機能性食品素材生産設備能力増強工事

等の有形固定資産の取得による支出30,236百万円である。 

なお、前連結会計年度に比べ資金の減少額は増加したが、その主な要因は、有形固定資産の取得などによる資

金の流出である。 

  

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

当連結会計年度における財務活動による資金の減少は、14,198百万円（前連結会計年度比45.2%減）となった。

その主な内容は、第２回無担保社債の償還による支出5,000百万円のほか、自己株式の取得、配当金の支払い等

によるものである。 

なお、前連結会計年度に比べ資金の減少額は減少したが、これは、前連結会計年度に第８回無担保転換社債の

償還を行なったことが主な要因である。 

  



２ 【生産、受注及び販売の状況】 

(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、次のとおりである。 

(注) １ 生産金額は売価換算値で表示している。 

２ 連結会社間の取引が複雑で、セグメント毎の生産高を正確に把握することが困難なため、概算値で表示している。 

３ 上記の金額には、消費税等は含まれていない。 

  

(2) 受注状況 

主として見込み生産である。 

  

(3) 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、次のとおりである。 

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれていない。 

事業の種類別セグメントの名称 当連結会計年度(百万円) 前年同期比(％) 

化成品 69,085 5.7

機能性樹脂 74,096 17.5

発泡樹脂製品 55,738 9.1

食品 52,929 2.6

ライフサイエンス 46,408 11.7

エレクトロニクス 42,811 △7.6

合成繊維、その他 26,642 10.4

合計 367,713 7.2

事業の種類別セグメントの名称 当連結会計年度(百万円) 前年同期比(％) 

化成品 87,922 7.0

機能性樹脂 73,190 18.1

発泡樹脂製品 68,304 2.6

食品 107,567 2.2

ライフサイエンス 49,147 4.9

エレクトロニクス 47,159 1.7

合成繊維、その他 31,016 7.8

合計 464,310 6.0



３ 【対処すべき課題】 

当社グループは、『人・社会・環境との調和のもとに、優れた技術で暮らしに役立つ製品やサービスを提供し、

世界の人びとに貢献します。』を企業理念とし、差別化力のあるオリジナルな技術を武器として、高い成長性が見込

まれる分野で多角的に事業を展開し、社会的に有用な新しい価値を提供し続けることで、その存在をグローバルに認

知された企業グループになることを目指している。 

  

企業を取り巻く環境が大きく変化している中にあって、この目標を実現して行くためには、変化を先取りしなが

ら自らを変革する「変化への機敏な対応力」がより一層求められている。当社グループは、「変化」・「飛躍」・

「挑戦」をキーワードとし、慎重さと大胆さを併せ持ってグループ全体で自己革新に取り組んでいく所存である。 

  

当社グループは、次の基本方針に沿って企業理念の具現化と企業価値の継続的な向上に取り組んでいる。 

○多角経営を基本に、高成長・高付加価値事業群と安定収益事業群を複合化しながら、高成長・高収益を実現す

る。 

○経営資源を成長分野に重点投入するとともに、継続的なコスト改善活動により利益率の向上に取り組む。 

○経営の推進力を「次の成長分野を睨んだ研究開発」、「海外事業展開の一層の強化」とこれらの共通の土台と

なる「高い目標に積極果敢に挑戦する人材」に置く。 

  

当社グループは、基本方針に沿って中期計画で掲げた諸施策やグループ業績目標を実現していく上で、以下の課題

の解決に取り組んでいく所存である。 

  

①研究開発の成果の実現 

２１世紀の成長分野と目される環境・情報・健康・安全に関する分野で当社グループの技術が活きる分野を絞り

込み、新規事業化の検討を進めていく。また、新規事業開発を加速すべく事業部門と一体となった事業開発体制を構

築、強化する。 

  

②現有事業の競争力強化 

現有事業については、収益力強化に向けた見直しを継続的に実施していく。事業競争力確保に向けては、事業開

発機能をはじめとした研究開発力の強化により現有事業周辺での業容の拡大を図る。併行して、製造会社の基本であ

る生産技術力の向上とトータルコスト競争力の強化を、グループを挙げて強力に進めていく。 

  

③事業領域の拡大 

事業拡大に向けて、その土台となる基盤の整備、当社と関係会社との一体的事業運営の強化やグローバル化の一

層の推進に取り組んでいく。特に、米国市場での事業拡大に向けた体制や運営を見直し、整備する。 

  

なお、モディファイヤー事業に関する米国司法省の調査は、当社や当社の子会社に対する嫌疑が晴れ、今般終了

した。この調査に関連して提起されている民事訴訟についても終息に向かうものと当社は考えている。欧州において

は、2003年の立入調査後、当局から何らの追加調査もないまま３年を経過している。わが国では公正取引委員会にお

ける審判手続きが継続中である。 



４ 【事業等のリスク】 

有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、当社グループの財政状態及び経営成績等

に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には以下のようなものがある。 

なお、ここに記載した事項は、当連結会計年度末現在において、当社グループがリスクとして判断したものである

が、当社グループに関する全てのリスクを網羅したものではない。 

  

①事業のグローバル化に伴うリスク（為替変動、海外事業展開） 

当社グループは、経営戦略のひとつとしてグローバル化の推進を掲げており、当連結会計年度の海外売上高比率は

36.5%に達している。海外における事業活動には、予期できない法律、規制、税制などの変更、テロ・戦争などによる社

会的、政治的混乱などのリスクを伴っており、これらリスクが発生した場合、当社グループの財政状態及び経営成績に

悪影響が生じる可能性がある。また、為替レートの変動が、当社グループの業績に重要な影響をあたえる構造となって

いることから、当社グループとしては、このリスクを最小化することを目的として、輸出入取引については必要な範囲

で為替予約などのヘッジ策を講じている。しかしながら、急激な為替変動により、当社グループの財政状態及び経営成

績にヘッジすることができない影響をこうむる可能性がある。 

  

②原燃料価格の変動に係るリスク   

当社グループは、原燃料の調達にあたっては中長期の契約とスポット市場での購入を組み合わせ最有利な調達を行な

う体制を構築しているが、その多くは国際市況商品であることから、予想を超えて急激に購入価格が変動した場合、価

格上昇分についてコストダウン、価格転嫁などによって吸収することができないリスクがある。特に、塩ビ・ソーダ、

ＭＢＳ樹脂、食品などは石化原料、燃料、原料油脂などの価格動向によっては、経営成績に大きな影響が生じる可能性

がある。 

  

③製造物責任・産業事故・大規模災害に係るリスク   

当社グループは、安全に流通し、安全に使用できる製品の提供に万全の対策を講じている。加えて、万一製品事故が

発生した場合に備えることを目的に当社グループ全体をカバーする賠償責任保険を付保している。しかしながら、予期

せぬ品質問題などによる大規模な製品事故が発生する可能性がある。また、当社グループは安全を最優先に保安防災に

取り組んでいるが、想定外の産業事故や地震などの大規模災害により主要な製造設備が損壊し、財物保険のカバーを超

えて費用が発生するリスクがある。このような状態が発生した場合、当社グループの財政状態及び経営成績に重大な影

響がおよぶ可能性がある。 

  

④知的財産権の保護に係るリスク   

当社グループは、事業の優位性確保のため、新規開発技術の特許保護を重視する戦略を取っている。しかしながら、

グローバル化や情報技術の進展などにより、開発した技術やノウハウなどが外部へ流出するリスクや、当社の知的財産

権の供与および他社の知的財産権の使用などに関して係争が発生するリスクを完全に回避することは困難である。この

ような事態が発生した場合には、当社グループの競争力が低下し財政状態及び経営成績に重大な影響が生じる可能性が

ある。 



⑤環境関連規制の影響   

当社グループは、企業活動が地球環境と生態系に及ぼす影響に注目して、製品の全ライフサイクルにおいて環境負荷

の低減と省資源・省エネルギーに努めている。一方、環境関連規制は年々強化される方向にあり、規制の内容によって

は製品などの製造、保管、処分などに関連する費用が発生し当社グループの財政状態及び経営成績に重大な影響を与え

る可能性がある。 

  

⑥訴訟などに係るリスク   

当社グループは、コンプライアンス経営を重視し、法令および社会的ルールの遵守の徹底を図っている。しかしなが

ら、国内外事業に関連して、訴訟、行政措置などの対象となるリスクがあり、重要な訴訟などが提起された場合、当社

グループの財政状態及び経営成績に重大な影響を与える可能性がある。 

  

⑦その他 

製品市況の変動、法的規制の変更、研究開発テーマの遅延、技術革新などが当社グループの財政状態及び経営成績に

重大な影響を与える可能性がある。 

  

  

５ 【経営上の重要な契約等】 

特記すべき重要な契約はない。 

  



６ 【研究開発活動】 

当社グループは、研究開発が継続的な成長を実現するための最大の原動力と考え、「次の成長分野を睨んだ研究開

発」による新規事業・新製品の創出に取り組んでいる。２１世紀の成長分野と目される環境、情報、健康、安全に関

連した分野で、スペシャリティの高い差別化力ある製品を次々と生み出していくことが最重要課題であり、技術の融

合、複合化の加速によって事業構造の変革と高成長・高収益の実現を目指している。 

中でも、特に、当社の得意技術が活かせる今後の成長分野をエレクトロニクス、機能性樹脂、ライフサイエンスと

し、これらの重点戦略分野に経営資源を重点的に投入している。 

具体的には、次の通りである。 

  

エレクトロニクス 

超耐熱性ポリイミドフィルム、光学用フィルム、プリンター・複写機部材の開発など既存事業分野の拡大を目指

した開発に加え、これらに続く新たな柱の確立を目指し、新規光学機能性材料や電気化学素子材料等の開発を進め

ている。 

太陽電池については、シースルー・大面積設置・独立電源など従来のアモルファスの特徴を活かした製品に加

え、光エネルギーの変換効率１２％の薄膜ハイブリッドシリコン太陽電池をはじめとする競争力ある新製品開発を

強化している。 

  

機能性樹脂 

当社が得意とするリビング重合技術をベースとした反応性オリゴマー、熱可塑性エラストマーの開発について

は、現在それぞれ一部ユーザーへの試作供試を行うと共にターゲット市場向け差別化技術、量産化技術の確立を急

いでいる。また、精密重合技術やナノ分散技術を利用する新たな機能性樹脂の開発、微生物による生分解性樹脂の

開発に取り組んでいる。更に、エポキシ樹脂向け改質剤の技術を完成し、市場開発を進めている。 

  

ライフサイエンス 

医薬バルク・中間体については、合成、バイオを中核技術として、光学活性医薬分野での新製品の継続的なライ

ンアップを図る一方、中長期テーマとして、抗体医薬等のバイオ医薬バルクの生産技術開発を強化している。 

医療機器については、吸着体、インターベンションの新製品開発・上市を加速させると共に、中長期テーマとし

て、再生医療、細胞治療用関連デバイスの研究開発を進めている。 

機能性食品素材については、コエンザイムＱ１０に続くものとして、メタボリック・シンドローム（代謝異常症

候群）を対象とした天然素材抽出物などの新製品群の開発に注力している。 

  

以上、重点戦略分野に関わる研究開発費は、12,452百万円である。 

これらを含め、当連結会計年度における研究開発費は、16,861百万円である。 

  



７ 【財政状態及び経営成績の分析】 

（１）経営成績の分析 

当連結会計年度の売上高は前連結会計年度比26,309百万円、6.0％増加した。この内、海外売上高は、機能性食

品素材が米国で、太陽電池が欧州で、機能性樹脂が米国及び欧州でそれぞれ大きく増加するなど輸出、海外子会

社の売上とも増加し、前連結会計年度に比して18,095百万円（＋12.0%）の大幅増収となった。この結果、海外売

上高比率は、36.5%と前連結会計年度（34.5%）を上回った。その一方、国内売上高は前連結会計年度に比して

2.9％の増加に留まった。 

事業別には、化成品、機能性樹脂における原料価格高騰に対応した販売価格の修正、ライフサイエンスにおけ

る機能性食品素材の売上伸長などが大きな増収要因となった。また、他のいずれの事業セグメントも、販売数量

増などの要因により前連結会計年度に比して増収となった。 

当連結会計年度の営業利益は、原料価格高騰の影響により、化成品、発泡樹脂製品が減益となったが、機能性

樹脂の欧米向けへの販売数量増と販売価格の修正、ライフサイエンスにおける機能性食品素材の日米での好調な

販売、エレクトロニクスにおける欧州向け輸出の増加による太陽電池の採算改善等がそれぞれ寄与し、前連結会

計年度比4,476百万円、10.4％の増益となった。 

  

（２）財政状態の分析 

当連結会計年度末の総資産は、設備投資により有形固定資産が増加するとともに、株価の上昇により投資有価

証券時価が上昇したこともあり、前連結会計年度末に比べて56,035百万円増の453,158百万円となった。一方、Ｒ

ＯＡ（総資産経常利益率）は11.2%となり前連結会計年度（10.5%）を上回った。 

当連結会計年度末の有利子負債残高は、前連結会計年度末に比し2,323百万円減少し45,869百万円となった。ま

た、株主資本は、利益剰余金の増加などによって前連結会計年度末に比し36,592百万円増加し、260,735百万円と

なった。 

この結果、株主資本比率は57.5%（前連結会計年度56.4%）、Ｄ／Ｅレシオ（有利子負債・株主資本比率）は

0.18（前連結会計年度0.22）といずれも改善し、財務の健全性は一層向上した。 

また、現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は、25,044百万円となり前連結会計年度末に比べて476百万

円減少した。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



第３ 【設備の状況】 

１ 【設備投資等の概要】 

当社グループ（当社及び連結子会社）は、中長期的な収益基盤の充実を図るために、国内外への投資を図ってきて

おり、当連結会計年度は全体で34,716百万円（有形固定資産及び無形固定資産受入れベースの数値。金額には消費税

等を含まない。）の設備投資を実施した。 

その主なものは、ライフサインエンス事業における高砂工業所でのコエンザイムＱ１０能力増強、エレクトロニクス

事業における滋賀工場での超耐熱ポリイミドフィルム能力増強などである。 

なお、各セグメント別の設備投資金額は以下の通りである。 

  

 

事業セグメント 設備投資金額（百万円） 

化成品 6,236 

機能性樹脂 4,122 

発泡樹脂製品 3,706 

食品 2,765 

ライフサイエンス 6,574 

エレクトロニクス 8,587 

合成繊維、その他 2,030 

スタッフ部門及びセグメントに直課できない研究部門 693 

  合計 34,716 



２ 【主要な設備の状況】 

(1) 提出会社 

  

  

(2) 国内子会社 

  

  

(3) 在外子会社 

  

(注) １ 帳簿価額のうち「その他」は工具器具備品及び建設仮勘定の合計である。なお、金額には消費税等は含まない。 

２ 提出会社の所有している土地及び建物等を含んでいる。当該資産の帳簿価額は以下のとおりである。 

３ 従業員数の[ ]は、臨時従業員数を外書きしている。 

  

事業所名 
(所在地) 

事業の種類別 
セグメント 
の名称 

設備の 
内容 

帳簿価額(百万円)
従業
員数 
(名) 建物及び

構築物 
機械装置
及び運搬具

土地
(面積千㎡)

その他 合計 

高砂工業所 
(兵庫県高砂市) 

化成品、機能性樹

脂、発泡樹脂製

品、食品、ライフ

サイエンス、合成

繊維、その他 

化成品、機能性樹

脂、発泡樹脂製

品、食品、ライフ

サイエンス、合成

繊維製造設備 

13,474 23,526
3,981
(1,111)

2,406 43,389 1,265
[19]

大阪工場 
(大阪府摂津市) 

化成品、機能性樹

脂、発泡樹脂製

品、ライフサイエ

ンス、合成繊維、

その他 

化成品、機能性樹

脂、発泡樹脂製

品、ライフサイエ

ンス、合成繊維製

造設備 

8,047 4,670
271
(365)

1,123 14,113 564
[10] 

滋賀工場 
(滋賀県大津市) 

エレクトロニクス エレクトロニクス

製造設備 4,873 8,511
1,021
(107)

333 14,739 282
[5] 

鹿島工場 
(茨城県神栖市) 

化成品、機能性樹

脂、発泡樹脂製品 

化成品、機能性樹

脂、発泡樹脂製品

製造設備 
2,763 2,793

2,986
(605)

162 8,706 187
[6] 

会社名 事業所名
(所在地) 

  
事業の種類別 
セグメント 
の名称 

設備の
内容 

帳簿価額(百万円) 従業
員数 
(名) 建物及び

構築物 
機械装置
及び運搬具

土地
(面積千㎡)

その他 合計 

栃木カネカ㈱ (注)２ 
本社工場
(栃木県 
真岡市) 

発 泡 樹 脂 製
品、エレクト
ロニクス 

発泡樹脂製
品、エレク
トロニクス
製造設備 

1,208 1,407
132
(99)

244 2,993 270
[36] 

㈱カネカフード (注)２ 
本社工場
(神戸市 
西区) 

食品 油脂加工製
品製造設備

651 1,112
1,518
(15)

13 3,295 118
[91] 

カネカソーラーテック㈱ (注)２ 
本社工場
(兵庫県 
豊岡市) 

エレクトロニ
クス 

太陽電池
製造設備 1,298 1,226

584
(34)

46 3,155 57
[26] 

会社名 事業所名
(所在地) 

  
事業の種類別 
セグメント 
の名称 

設備の
内容 

帳簿価額(百万円) 従業
員数 
(名) 建物及び

構築物 
機械装置
及び運搬具

土地
(面積千㎡)

その他 合計 

カネカベルギーN.V. 
本社工場
(Westerlo 
Belgium) 

機能性樹脂、
発泡樹脂製品 

機 能 性 樹
脂、発泡樹
脂製品製造
設備 

2,199 2,119
111
(244)

239 4,670 258
[13] 

カネカテキサスCorp. 
本社工場
(Texas 
U.S.A.) 

機能性樹脂、
発泡樹脂製品 

機 能 性 樹
脂、発泡樹
脂製品製造
設備 

1,346 3,227
332
(777)

2,098 7,005 301
[0] 

栃木カネカ㈱ 土地132百万円(99千㎡)、建物及び構築物87百万円 

㈱カネカフード 土地1,418百万円(10千㎡)、建物及び構築物80百万円、機械装置及び運搬

具34百万円、その他1百万円 

カネカソーラーテック㈱ 土地584百万円(34千㎡)、機械装置及び運搬具555百万円 



３ 【設備の新設、除却等の計画】 

当社グループ(当社及び連結子会社)の当連結会計年度末現在における重要な設備の新設、改善等に係る投資予定金

額は下記のとおりであるが、その所要資金については、主として自己資金を充当する予定である。 

  

(新設及び重要な拡充等) 

  

  

(除却等) 

経常的な設備の更新のための除却、売却を除き、重要な設備の除却、売却の計画はない。 

会社名 
事業所名 

所在地 
事業の種類別

セグメント 
の名称 

設備の内容 

投資予定金額
主な資金

調達方法

着手及び 
完了予定 完成後の 

増加能力 総額
(百万円)

既支払額
(百万円)

着手 完了 

㈱カネカ 
(高砂工業所) 

兵庫県 
高砂市 － 

自家発電設備更

新 2,200 143 自己資金
平成17年

10月 
平成19年 
2月 － 

㈱カネカ 
(高砂工業所) 

兵庫県 
高砂市 － 工場用地等 6,400 320 自己資金

平成18年

3月 
平成20年 
12月 面積167千㎡

㈱カネカ 
(滋賀工場) 

滋賀県 
大津市 

エレクトロニク

ス 
電子材料製造設

備拡充 2,100 19 自己資金
平成17年

9月 
平成18年 
6月 － 

カネカ 
ベルギーN.V. 
（本社工場） 

Westerlo 
Belgium 

機能性樹脂 
変成シリコーン

ポリマー製造設

備拡充 
1,000 － 自己資金

平成17年

11月 
平成18年 
11月 

変成シリコーン

ポリマー生産能

力５０％増 

カネカソーラ

ーテック㈱ 
（本社工場） 

兵庫県 
豊岡市 

エレクトロニク

ス 
太陽電池製造設

備拡充 5,000 － 自己資金
平成18年

1月 
平成19年 
3月 

太陽電池 
年間２５メガワ

ット 



第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

  

  

② 【発行済株式】 

  

  

(2) 【新株予約権等の状況】 

該当事項はない。 

  

種類 会社が発行する株式の総数(株) 

普通株式 750,000,000

計 750,000,000

種類 
事業年度末現在 
発行数(株) 

(平成18年３月31日) 

提出日現在
発行数(株) 

(平成18年６月29日)

上場証券取引所名又
は登録証券業協会名 

内容 

普通株式 357,612,418 357,612,418

東京(市場第一部)、 

大阪(市場第一部)、 

名古屋(市場第一部) 

各証券取引所 

― 

計 357,612,418 357,612,418 ― ― 



(3) 【発行済株式総数、資本金等の推移】 

  

(注) １ 転換社債の転換による増加である。 

２ 資本準備金の増加は株式会社羽根との株式交換によるものである。 

３ 平成18年４月１日から平成18年５月31日までに資本金の増減はない。 

  

(4) 【所有者別状況】 

平成18年３月31日現在 

(注) １ 自己株式 13,346,454株は「個人その他」の欄に13,346単元及び、「単元未満株式の状況」の欄に454株含めて記載して

いる。 

２ 「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が2単元含まれている。 

  

年月日 
発行済株式 
総数増減数 
(千株) 

発行済株式
総数残高 
(千株) 

資本金増減額
  

(百万円) 

資本金残高
  

(百万円) 

資本準備金 
増減額 
(百万円) 

資本準備金
残高 
(百万円) 

平成13年４月１日～ 
平成14年３月31日(注)1 

0 357,612 0 33,046 0 34,641

平成14年４月１日～ 
平成15年３月31日 

(注)2 
― 357,612 ― 33,046 179 34,821

平成15年４月１日～ 
平成16年３月31日 

― 357,612 ― 33,046 ― 34,821

平成16年４月１日～ 
平成17年３月31日 

― 357,612 ― 33,046 ― 34,821

平成17年４月１日～ 
平成18年３月31日 

(注)3 
― 357,612 ― 33,046 ― 34,821

区分 

株式の状況(１単元の株式数1,000株)

単元未満
株式の状況
(株) 

政府及び 
地方公共 
団体 

金融機関 証券会社 
その他の
法人 

外国法人等
個人
その他 

計 

個人以外 個人

株主数 
(人) 

― 118 35 242 312 2 12,344 13,053 ―

所有株式数 
(単元) 

― 173,072 4,197 23,033 107,536 4 47,556 355,398 2,214,418

所有株式数 
の割合(％) 

― 48.70 1.18 6.48 30.26 0.00 13.38 100.00 ―



(5) 【大株主の状況】 

平成18年３月31日現在 

(注) １ 上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数が、日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)については24,490
千株、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)については、18,970千株、日本トラスティ・サービス信託銀
行株式会社(信託口4)については、14,820千株ある。 

２ シュローダー投信投資顧問株式会社から平成18年４月14日付けで大量保有報告書の提出があり、平成18年３月31日現在で
以下の株式等を保有している旨の報告を受けているが、当社として当事業年度末における実質保有株式数の確認ができな
いため、平成18年３月31日現在の株主名簿に従い記載している。 

  なお、シュローダー投信投資顧問株式会社の大量保有報告書の内容は以下のとおりである。 

３ マサチューセッツ・ファイナンシャル・サービセズ・カンパニーから平成18年４月10日付けで大量保有報告書の提出があ
り、平成18年３月31日現在で以下の株式等を保有している旨の報告を受けているが、当社として当事業年度末における実
質保有株式数の確認ができないため、平成18年３月31日現在の株主名簿に従い記載している。 
なお、マサチューセッツ・ファイナンシャル・サービセズ・カンパニーの大量保有報告書の内容は以下のとおりである。

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株) 

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％) 

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社(信託口) 

東京都港区浜松町二丁目11番３号 24,490 6.85 

日本トラスティ・サービス信託 
銀行株式会社(信託口) 

東京都中央区晴海一丁目８番11号 18,970 5.30 

日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内一丁目６番６号 16,773 4.69 

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区有楽町一丁目１番２号 15,458 4.32 

日本トラスティ・サービス信託 
銀行株式会社(信託口4) 

東京都中央区晴海一丁目８番11号 14,820 4.14 

株式会社カネカ 大阪府大阪市北区中之島三丁目２番４号 13,346 3.73 

明治安田生命保険相互会社 
（常任代理人 資産管理サービ
ス信託銀行株式会社） 

東京都千代田区丸の内二丁目１番１号
（東京都中央区晴海一丁目８番12号晴海
アイランドトリトンスクエアオフィス
タワーＺ棟） 

13,125 3.67 

三井住友海上火災保険株式会社 東京都中央区新川二丁目27番２号 12,324 3.45 

ザチェースマンハッタンバンク
エヌエイロンドン 
（常任代理人 みずほコーポレ
ート銀行兜町証券決済業務
室） 

WOOLGATE  HOUSE,  COLEMAN  STREET  
LONDON  EC2P  2HD, ENGLAND 
（東京都中央区日本橋兜町６番７号） 

11,666 3.26 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内二丁目７番１号 11,544 3.23 

計 ― 152,518 42.65 

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株) 

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％) 

シュローダー投信投資顧問株式
会社 

東京都千代田区丸の内一丁目11番１号 23,940 6.69 

シュローダー・インベストメン
ト・マネージメント（ホンコ
ン）リミテッド 

香港 セントラル、コンノート・プレイ
ス８ ツー・エクスチェンジ・スクエア
１９Ｆ 

74 0.02 

シュローダー・インベストメン
ト・マネージメント・ノースア
メリカ・リミテッド 

英国 EC2V 7QA ロンドン、グレシャム・
ストリート３１ 

2,517 0.70 

シュローダー・インベストメン
ト・マネージメント・リミテッ
ド 

英国 EC2V 7QA ロンドン、グレシャム・
ストリート３１ 

8,418 2.35 

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株) 

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％) 

マサチューセッツ・ファイナン
シャル・サービセズ・カンパニ
ー 

アメリカ合衆国０２１１６、マサチュー
セッツ州、ボストン、ボイルストン・ス
トリート５００ 

19,022 5.32 

エムエフエス・インベストメン
ト・マネジメント株式会社 

東京都千代田区霞が関一丁目４番２号大
同生命霞が関ビル 

962 0.27 



４ 株式会社りそなホールディングスから平成18年３月10日付けで大量保有報告書の提出があり、平成18年２月28日現在で以
下の株式等を保有している旨の報告を受けているが、当社として当事業年度末における実質保有株式数の確認ができない
ため、平成18年３月31日現在の株主名簿に従い記載している。 

  なお、株式会社りそなホールディングスの大量保有報告書の内容は以下のとおりである。 

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株) 

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％) 

株式会社りそな銀行 
大阪府大阪市中央区備後町二丁目２番１
号 

5,435 1.52 

りそな信託銀行株式会社 東京都千代田区大手町一丁目１番２号 1,811 0.51 

預金保険機構 東京都千代田区有楽町一丁目12番１号 12,526 3.50 



(6) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成18年３月31日現在 

(注) １ 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が2,000株（議決権2個）含まれる。 

２ 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式が454株含まれる。 

  

② 【自己株式等】 

平成18年３月31日現在 

  

(7) 【ストックオプション制度の内容】 

該当事項なし。 

  

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容 

無議決権株式 ― ― ― 

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ― 

議決権制限株式(その他) ― ― ― 

完全議決権株式(自己株式等) 
(自己保有株式) 
普通株式 

13,346,000 
― ― 

完全議決権株式(その他) 
普通株式 

342,052,000 
342,052 ― 

単元未満株式 
普通株式 

2,214,418 
― １単元(1,000株)未満の株式 

発行済株式総数 357,612,418 ― ― 

総株主の議決権 ― 342,052 ― 

所有者の氏名 
又は名称 

所有者の住所 
自己名義
所有株式数 
(株) 

他人名義
所有株式数 
(株) 

所有株式数
の合計 
(株) 

発行済株式総数
に対する所有 
株式数の割合(％)

(自己保有株式) 
株式会社カネカ 

大阪市北区中之島 
三丁目２番４号 

13,346,000 ― 13,346,000 3.73

計 ― 13,346,000 ― 13,346,000 3.73



２ 【自己株式の取得等の状況】 

(1) 【定時総会決議又は取締役会決議による自己株式の買受け等の状況】 

① 【前決議期間における自己株式の取得等の状況】 
  

  
イ 【定時総会決議による買受けの状況】 

該当事項なし 

  

ロ 【子会社からの買受けの状況】 

該当事項なし 

  

ハ 【取締役会決議による買受けの状況】 

平成18年６月29日現在 

  

平成18年６月29日現在 

  

ニ 【取得自己株式の処理状況】 

該当事項なし 

  

  

ホ 【自己株式の保有状況】 

平成18年６月29日現在 

  

② 【当定時株主総会における自己株式取得に係る決議状況】 

該当事項なし 

  

【株式の種類】 普通株式 

区分 株式数(株) 価額の総額(円) 

取締役会での決議状況 
(平成17年7月28日決議) 

2,000,000 2,600,000,000 

前決議期間における取得自己株式 2,000,000 2,566,873,000 

残存授権株式の総数及び価額の総額 ― 33,127,000 

未行使割合(％) ― 1.3 

区分 株式数(株) 価額の総額(円) 

取締役会での決議状況 
(平成18年1月13日決議) 

1,000,000 1,600,000,000 

前決議期間における取得自己株式 858,000 1,250,664,000 

残存授権株式の総数及び価額の総額 142,000 349,336,000 

未行使割合(％) 14.2 21.8 

区分 株式数(株)

保有自己株式数 12,707,000 



３ 【配当政策】 

当社は、企業基盤の強化を図りながら収益力を向上させ、株主の皆様へ利益還元することを経営の最重要課題のひ

とつとして位置づけている。配当については、業績の進展状況に応じて決定することを基本としつつ、中長期の収益

動向、投資計画、財務状況等も勘案し安定的に継続することを重視していく所存である。また、株主還元の一環とし

て自己株式の取得を経済情勢の変化に対応して機動的に行ない、資本効率の向上を図る所存である。 

当期の期末配当金については、１株当たり8円とすることに決定した。なお、中間配当金として、１株につき8円を

支払済であるので、年間配当金は１株当たり16円となった。これは前期配当金に比べ１株当たり2円の増配となってい

る。 

なお、当期における定款授権に基づく取締役会決議による自己株式の取得は2,858千株、3,817百万円である。 

(注) 当期の中間配当に関する取締役会決議日 平成17年10月27日 

  

４ 【株価の推移】 

(1) 【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】 

  

(注) 東京証券取引所市場第一部における株価である。 

  

(2) 【最近６月間の月別最高・最低株価】 

  

(注) 東京証券取引所市場第一部における株価である。 

  

回次 第78期 第79期 第80期 第81期 第82期 

決算年月 平成14年３月 平成15年３月 平成16年３月 平成17年３月 平成18年３月 

最高(円) 1,200 975 1,055 1,231 1,606

最低(円) 695 519 501 922 1,071

月別 
平成17年 
10月 

11月 12月
平成18年
１月 

２月 ３月 

最高(円) 1,480 1,458 1,488 1,606 1,563 1,535

最低(円) 1,375 1,306 1,394 1,434 1,370 1,392



５ 【役員の状況】 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴
所有株式数
(千株) 

代表取締役 
  
会長 

  武 田 正 利 昭和12年１月２日生

昭和34年４月 当社入社

50

昭和60年５月 カネカロン事業部長

昭和62年６月 取 締 役

平成４年６月 常務取締役

平成８年６月 専務取締役

平成11年６月 代表取締役社長

平成17年６月 代表取締役会長

代表取締役 
  
社長 

  大 西 正 躬 昭和18年10月21日生

昭和45年３月 当社入社

47

平成７年３月 精密化学品事業部長

平成８年６月 取 締 役

平成12年６月 常務取締役

平成15年６月 専務取締役

平成17年６月 代表取締役社長

代表取締役 
  

副社長 

液状樹脂事業
部・カネカロ
ン事業部・ソ
ーラーエネル
ギー事業部管
掌兼経営企画
部・法務室担
当 

下 見 宇一郎 昭和17年10月２日生

昭和41年４月 当社入社

30

平成５年６月 経営企画部長

平成７年６月 取 締 役

平成11年６月 常務取締役

平成14年６月 専務取締役

平成17年６月 代表取締役副社長

平成18年５月 同・現職

取締役 
専務執行役員 

米国関係会社
統括担当 山 崎 重 軌 昭和18年12月16日生

昭和41年４月 当社入社

17

平成６年６月 食品事業部長

平成７年６月 取 締 役

平成13年６月 常務取締役

平成17年６月 同・現職

平成17年８月 カネカテキサスCorp.社長 
平成18年６月 カネカハイテックマテリアルズ 

Inc.社長 
平成18年６月 取締役専務執行役員

取締役 
専務執行役員 

経理部・情報シ
ステム部・総務
部・広報室・関
連会社支援部・
ＩＲ担当兼内部
統制推進室長 

島 崎 節 夫 昭和22年３月24日生

昭和44年４月 当社入社

17

平成10年５月 経理部長

平成13年６月 取 締 役

平成15年６月 常務取締役

平成18年４月 同・現職

平成18年６月 取締役専務執行役員

取締役 
常務執行役員 

環境安全・品
質保証担当兼
環境安全・品
質保証統括室
長兼品質保証
部長 

安 井 英 夫 昭和18年８月19日生

昭和42年４月 当社入社

13

平成８年９月 技術部長

平成11年６月 取 締 役

平成14年６月 常務取締役

平成16年５月 同・現職

平成18年６月 取締役常務執行役員

取締役 
常務執行役員 

機能性樹脂事
業部・電材事
業部管掌兼原
料部担当 

菅 原 公 一 昭和22年３月31日生

昭和45年４月 当社入社

10

平成８年１月 カネカテキサスCorp.社長 
平成12年６月 取 締 役

平成15年６月 常務取締役

平成18年５月 同・現職

平成18年６月 取締役常務執行役員

取締役 
常務執行役員 食品事業部管掌 島   洋 一 昭和21年７月26日生

昭和45年４月 当社入社

11

平成９年３月 人事部長

平成11年６月 取 締 役

平成16年６月 常務取締役

平成18年６月 取締役常務執行役員・現職 



  

(注) １．監査役 塚本宏明及び廣川浩二は、会社法第２条第16号に定める社外監査役である。 

２．当社は平成１８年６月２９日より取締役会の改革及び執行役員制度の導入を中心とする経営機構改革を行うこととし

た。 

取締役以外の執行役員は15名であり、このうち上席執行役員は、研究開発本部機能性材料ＲＤセンター長 米沢和弥、研

究開発本部ライフサイエンスＲＤセンター長 谷敍孝、法務室長 生野哲雄、電材事業部長 小山信行、カネカロン事業部

長 原哲郎、住宅資材部長 梶原正寿、また執行役員は、生産技術本部技術部長 中川雅夫、研究開発本部エレクトロニク

スＲＤセンター長 太和田善久、ソーラーエネルギー事業部長 八田幹雄、液状樹脂事業部長 小倉健之亮、食品事業部長

北山正信、機能性樹脂事業部長 池永温、総務部長兼秘書室長 松井英行、研究開発本部研究管理部長 永野広作、人事部

長 亀本茂で構成されている。 

役名 職名 氏名 生年月日 略歴
所有株式数
(千株) 

取締役 
常務執行役員 

研究開発本部長
兼知的財産部担
当 

高 橋 里 美 昭和22年７月13日生

昭和48年４月 当社入社

10

平成13年４月 精密化学品事業部長

平成13年６月 取 締 役

平成16年６月 常務取締役

平成18年４月 同・現職

平成18年６月 取締役常務執行役員

取締役 
常務執行役員 高砂工業所長 芋 生 清 美 昭和22年４月18日生

昭和45年４月 当社入社

10

平成12年６月 資材部長

平成14年６月 取 締 役・現職

平成16年６月 常務取締役

平成18年６月 取締役常務執行役員

取締役 
常務執行役員 

化成事業部・住
宅資材部管掌兼
発泡樹脂・製品
事業本部長兼発
泡樹脂・製品事
業本部PSP部長 

羽 鳥 正 稔 昭和21年７月24日生

昭和44年４月 当社入社

12

平成15年４月 化成事業部長

平成15年６月 取 締 役

平成17年６月 常務取締役

平成17年12月 同・現職

平成18年６月 取締役常務執行役員

取締役 
常務執行役員 生産技術本部長 叶   敏 次 昭和21年３月15日生

昭和46年４月 当社入社

7
平成12年10月 鹿島工場長

平成14年６月 取 締 役

平成18年６月 取締役常務執行役員・現職 

取締役 
常務執行役員 

医療器事業部・
精密化学品事業
部・機能性食品
事業部管掌兼医
療器事業部長 

鈴 木 俊 弘 昭和22年３月10日生

昭和45年４月 当社入社

12
平成12年４月 医療器事業部長

平成15年６月 取 締 役

平成18年６月 取締役常務執行役員・現職 

監査役 
  
常勤 

  乾   佐太郎 昭和15年３月21日生

昭和38年４月 当社入社

13

平成２年５月 経営企画室長

平成４年６月 取 締 役

平成10年６月 常務取締役

平成12年６月 専務取締役

平成16年６月 監査役(常勤)

監査役 
  
常勤 

  井野口 康 男 昭和19年６月17日生

昭和44年４月 当社入社

4平成７年３月 監査室長

平成16年６月 監査役(常勤)

監査役   塚 本 宏 明 昭和19年６月28日生

昭和44年４月 弁護士登録

0
昭和56年１月 石川・塚本・宮崎法律事務所開設

(現 大江橋法律事務所) 
平成10年６月 当社監査役

監査役   廣 川 浩 二 昭和12年３月31日生

昭和42年４月 弁護士登録

-昭和46年１月 網田・廣川法律事務所開設 

平成12年６月 当社監査役

計 265



６ 【コーポレート・ガバナンスの状況】 

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 

当社は、「人・社会・環境との調和のもとに、優れた技術で暮らしに役立つ製品やサービスを提供し、世界の人

びとに貢献します。」という企業理念のもと、企業価値増大を徹底して図っていくための重要な機能がコーポレー

ト・ガバナンスであると考えている。 

  

（１） 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況  

①会社の機関の基本説明  

当社の経営に関る重要事項に関しては、社長・副社長他によって構成される「経営審議会」の審議を経て「取

締役会」において執行を決議している。 

なお、当社は平成１８年６月２９日より取締役会の改革及び執行役員制度の導入を中心とする経営機構改革を

行うこととした。取締役会の改革では ①取締役会の活性化を図り、環境変化に迅速に対応した意思決定を行う

ため、取締役の員数の上限を２１名から１３名に引き下げる ②取締役の経営責任の明確化を図るため、任期を

１年に短縮する ③専務取締役、常務取締役の役付取締役を廃止する 旨の定款変更を平成１８年６月２９日の

株主総会において承認を得た。加えて、事業環境の変化に即応した業務執行体制強化のため、執行役員制度を導

入することとした。 

また、当社は多角的な事業展開を基本戦略として、業種・業態に応じた事業展開を推進しており、組織形態と

しては事業部制を採用している。日常の業務執行に関しては、事業部長に広い権限を与えているが、複数の事業

部を上席の取締役が管掌することで全体的整合を図るとともに、毎月「部門長会」を開催し、各事業部門長から

取締役・監査役に対し職務の執行状況を直接報告させている。また、各部門の業務運営については、社長直属組

織の監査室が独立的監視活動を行っている。 
  

 

  

②会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況 

会社法に規定される内部統制システムに関しその整備の方針を決定するとともに、同方針に沿った内部統制シ

ステムの構築及び金融庁企業会計審議会による財務報告に係わる内部統制の評価及び監査の基準に対応した内部

統制報告体制整備のため、新たに内部統制推進室を設置し、内部統制体制の整備を推進している。 

また、当社の内部統制システムに係わる社内体制については、下記の通りであり、必要に応じて適宜見直し、

充実させている。 



イ．取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

a. 倫理・法令遵守に関しては、コンプライアンス委員会が全社の計画の統括、進捗度の把握、実際の遵守状

況の確認、適切な相談・通報窓口の設営・維持等必要な活動の推進・監査を統括する。 

b. 機能統括部門（*1）は、統括する機能に関する規程類をコンプライアンスの観点からも整備するととも

に、個別研修の企画・実施、自己点検の促進等具体的活動の企画・推進及び遵守状況確認のための査察・

監査を行う。 

*1：機能統括部門とは、人事部、総務部、経理部等、当社及びグループ全体の事業活動において特

定の機能を統括する部門をいう。 

c.  さらに、機能統括部門の枠を超える横断的課題に対しては、地球環境委員会、工場経営会議、中央安全会

議、製品安全審査委員会など、特定の任務を持つ組織を設置し、計画の推進等を統括する。なお、この点

については、ロ項、ハ項においても同様とする。 

ロ．損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

当社の事業及び財務の状態に重大な影響を及ぼすリスクについては、 

a.  個々の事業部門及び当該リスクに係る機能統括部門が適切な予防策を打ち、それらの発現に際しては適切

に対処することを基本とする。 

そのうえで、潜在的リスクへの予防策についてはコンプライアンス委員会が統括し、発現したリスク及び

発現する恐れが具体的に想定されるリスクについては、適宜リスク対策委員会が当該部門と協働して対処

することとする。 

ハ．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

a. 日常の業務執行に関しては、部門長に広い権限を与えて執行の機動性を確保するとともに、複数の事業部

や部門を上席の取締役が管掌あるいは担当して業務の執行を監督する。 

b. 重要事項は、決定基準表に基づく社内提案・決定手続に従って経営審議会における審議を経て、取締役会

で決議し執行する。 

c. 定例の取締役会を毎月１回開催し、重要事項の決定ならびに取締役の業務の執行状況の報告等を行う。 

d. 毎月部門長会を開催し、経営の方針・会社の業績等を伝達・周知するとともに、指定された部門長から事

業計画及びその進捗状況について報告する。 

ニ．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

取締役が行うものに限らず、社内における意思決定や業務執行に関する情報は、ペーパー文書であるか電子

文書であるかを問わず、法令規則・社内関連規程の定めに従って関連資料とともに保存・管理する。 

ホ．当社及び当社の子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制 

イ項からハ項については、当社の子会社にも適用することとし、所管部門、当該機能統括部門及び当該子会

社が協働して、体制（基本方針、規程類、責任組織など）をさらに整備し、実効をあげていく。 

ヘ．取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制、その他の監査役への報告に関する体制 

a. 取締役会、部門長会、経営審議会等重要な会議には監査役が出席する。 

b. 環境安全査察結果、内部監査結果、月次業務、決算概要等重要な業務執行については取締役等から監査役

へ報告する。 

c. 社長決定案件、管掌役員決定案件の提案書・決定通知等重要な決裁書類は監査役に回付する。 



ト．その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

a. 代表取締役と監査役との意見交換会を定期的に実施する。 

b. 監査役は取締役等から業務執行状況について適宜聴取する。 

c. 監査役は内部監査部門から監査の実施状況につき聴取する。 

d. 監査役は会計監査人から定期的に報告を受け、また意見交換会を実施する。 

e. 監査役は、本社・工場等の当社事業場及び主要な子会社において業務執行及び財産管理の状況を適宜調査

する。 

  
なお、現在監査役の職務を補助する使用人は設置していないが、今後、必要に応じて監査役補助使用人を設置

することとし、その選任、処遇等に関する事項については、取締役と監査役が協議の上決定する。 
  

③内部監査及び監査役監査の状況 
当社は監査役制度を採用している。監査役は４名であり、内２名が社外監査役である。社外監査役と会社との人的関

係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係について特記すべき事項はない。 
監査役会は、内部監査の状況について監査室に対して適宜報告を求めるとともに、会計監査人より会計監査に関する

説明を受けるなど、相互に連携して監査を遂行している。 
  
④会計監査の状況 
当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、西尾方宏、井上浩一および山口義敬であり、あずさ監査法人に所属し

ている。また、会計監査業務に係る補助者は、公認会計士9名、会計士補11名、その他2名である。 
  
⑤社外監査役との関係 
当社の社外監査役である塚本宏明、廣川浩二は、監査業務を実施するにあたり、弁護士としての専門性の発揮が期待

されるとともに当社との利害関係に特記すべき事項がないことにより、独立性が確保されているため選任した。 
  
（２）役員報酬等の内容 

当事業年度における役員報酬等の内容は次のとおりである  

 上記支給額の他に、使用人兼務取締役へ支給されている使用人給与相当額が162百万円ある。 

 当社の取締役は全て社内取締役である。 

  

（３）監査報酬の内容 

当社のあずさ監査法人に対する報酬は次のとおりである。 

  
取締役 監査役 計 

支給人員
名 

支給額
百万円 

支給人員
名 

支給額
百万円 

支給人員 
名 

支給額 
百万円 

株主総会決議に基づく報酬 23 426 4 61 27 487

利益処分による役員賞与 21 114 4 6 25 120

株主総会決議に基づく退職慰労金 2 378 － － 2 378

計  － 919 － 67 － 986

区  分 
金  額 
百万円 

公認会計士法（昭和23年法律第103号）第２条第
１項に規定する業務に基づく報酬 

43 

上記以外の報酬 －



第５ 【経理の状況】 

１ 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について 

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号。以

下「連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成している。 

  

(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財

務諸表等規則」という。)に基づいて作成している。 

  

２ 監査証明について 

当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前連結会計年度(平成16年４月１日から平成17年３月31日まで)及

び前事業年度(平成16年４月１日から平成17年３月31日まで)並びに当連結会計年度(平成17年４月１日から平成18年３

月31日まで)及び当事業年度(平成17年４月１日から平成18年３月31日まで)の連結財務諸表及び財務諸表について、あ

ずさ監査法人により監査を受けている。 

  



１ 【連結財務諸表等】 

(1) 【連結財務諸表】 

① 【連結貸借対照表】 

  

  
前連結会計年度
(平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円)
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

(資産の部)     

Ⅰ 流動資産     

   現金及び預金  22,556 23,088  

   受取手形及び売掛金  107,532 110,634  

   有価証券  8,297 4,193  

   たな卸資産  47,814 54,553  

   繰延税金資産  3,826 4,591  

   その他  13,248 9,242  

   貸倒引当金  △411 △340  

   流動資産合計  202,863 51.1 205,964 45.5

Ⅱ 固定資産     

   有形固定資産 ※1,3     

    建物及び構築物  44,265 49,485  

    機械装置及び運搬具  51,800 60,713  

    土地  20,433 22,965  

    建設仮勘定  4,717 6,811  

    その他  3,826 4,168  

   有形固定資産合計  125,044 31.5 144,144 31.8

   無形固定資産  2,610 0.6 2,977 0.7

   投資その他の資産     

    投資有価証券 ※2,3  54,724 82,828  

    出資金 ※２  1,595 385  

    長期貸付金  4,971 9,899  

    長期前払費用  471 1,812  

    繰延税金資産  678 825  

    その他  5,568 5,372  

    貸倒引当金  △884 △528  

    投資損失引当金  △521 △521  

   投資その他の資産合計  66,604 16.8 100,073 22.1

   固定資産合計  194,260 48.9 247,194 54.5

   資産合計  397,123 100.0 453,158 100.0

      



  

  
前連結会計年度
(平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円)
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

(負債の部)     

Ⅰ 流動負債     

   支払手形及び買掛金 ※３  60,181 60,734  

   短期借入金 ※３  12,407 19,532  

   一年内償還社債  5,000 ―  

   未払金  18,152 24,218  

   未払費用  8,124 8,623  

   未払法人税等  8,872 10,967  

   未払消費税等  764 791  

   繰延税金負債  0 0  

   その他  2,315 1,720  

   流動負債合計  115,819 29.2 126,588 27.9

Ⅱ 固定負債     

   社債  15,000 15,000  

   長期借入金 ※３  15,785 11,337  

   繰延税金負債  531 11,143  

   退職給付引当金  18,945 18,642  

   役員退職慰労引当金  1,048 950  

   その他 ※３  606 3,094  

   固定負債合計  51,917 13.1 60,168 13.4

   負債合計  167,737 42.3 186,756 41.2

(少数株主持分)     

  少数株主持分  5,243 1.3 5,667 1.3

(資本の部)     

Ⅰ 資本金 ※５  33,046 8.3 33,046 7.3

Ⅱ 資本剰余金  34,854 8.8 34,856 7.6

Ⅲ 利益剰余金  155,149 39.0 177,758 39.2

Ⅳ その他有価証券評価差額金  14,211 3.6 30,236 6.7

Ⅴ 為替換算調整勘定  △4,721 △1.2 △2,809 △0.6

Ⅵ 自己株式 ※６  △8,398 △2.1 △12,353 △2.7

資本合計  224,142 56.4 260,735 57.5

   負債、少数株主持分 
   及び資本合計 

 397,123 100.0 453,158 100.0

      



② 【連結損益計算書】 

  

  

  
前連結会計年度

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円)
百分比
(％) 

金額(百万円) 
百分比
(％) 

Ⅰ 売上高  438,000 100.0 464,310 100.0

Ⅱ 売上原価  309,197 70.6 328,508 70.8

   売上総利益  128,803 29.4 135,801 29.2

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１  85,673 19.6 88,195 19.0

    営業利益  43,130 9.8 47,606 10.2

Ⅳ 営業外収益     

   受取利息 179 173    

   受取配当金 606 733    

   投資有価証券売却益 483 676    

   為替差益 777 1,416    

   持分法による投資利益 24 22    

   その他 661 2,733 0.6 1,065 4,087 0.9

Ⅴ 営業外費用     

   支払利息 1,218 1,070    

   機械装置等除却損 1,902 1,626    

   その他 1,386 4,507 1.0 1,279 3,976 0.9

    経常利益  41,355 9.4 47,718 10.2

Ⅵ 特別損失     

   環境対策費用 ※２ ― 2,451    

   減損損失 ※３ 3,111 3,111 0.7 ― 2,451 0.5

    税金等調整前 
当期純利益 

 38,244 8.7 45,266 9.7

    法人税、住民税 
    及び事業税 

14,141 17,891    

    法人税等調整額 △1,011 13,129 3.0 △1,153 16,738 3.6

    少数株主利益  369 0.1 427 0.1

    当期純利益  24,745 5.6 28,099 6.0

      



③ 【連結剰余金計算書】 
  

  

  
前連結会計年度

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 金額(百万円) 

(資本剰余金の部)  

Ⅰ 資本剰余金期首残高 34,837 34,854

Ⅱ 資本剰余金増加高  

   自己株式処分差益 17 17 1 1

Ⅲ 資本剰余金期末残高 34,854 34,856

(利益剰余金の部)  

Ⅰ 利益剰余金期首残高 134,021 155,149

Ⅱ 利益剰余金増加高  

   当期純利益 24,745 28,099  

   連結子会社の増加による 
   増加高 

― 24,745 693 28,793

Ⅲ 利益剰余金減少高  

   配当金 3,486 5,543  

   役員賞与 131 139  

   連結子会社の増加による 
   減少高 

― 3,617 500 6,184

Ⅳ 利益剰余金期末残高 155,149 177,758

     



④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】 
  

  

   
前連結会計年度

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記
番号

金額(百万円) 金額(百万円) 

Ⅰ 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  38,244 45,266 

   減価償却費  22,427 22,435 

   退職給付引当金の減少額  △653 △540 

   貸倒引当金の減少額  △245 △462 

   受取利息及び受取配当金  △785 △907 

   支払利息  1,218 1,070 

   固定資産処分損失  1,842 1,121 

   環境対策費用  ― 2,451 

   減損損失  3,111 ― 

   持分法による投資損益  △24 △22 

   売上債権の増加額  △7,914 △2,986 

   たな卸資産の増加額  △4,344 △5,387 

   仕入債務の増加額  5,812 1,795 

   その他  △1,782 △324 

    小計  56,906 63,509 

   利息及び配当金の受取額  806 913 

   利息の支払額  △1,233 △1,062 

   法人税等の支払額  △13,236 △15,958 

   営業活動によるキャッシュ・フロー  43,242 47,402 

Ⅱ 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  △3,622 △1,900 

   有価証券の売却等による収入  4,685 3,870 

   有形固定資産の取得による支出  △25,482 △30,236 

   無形固定資産の取得による支出  △524 △912 

   投資有価証券の取得による支出  △4,699 △2,958 

   投資有価証券の売却等による収入  6,044 3,364 

   連結子会社株式の取得による支出  △17 △52 

   貸付けによる支出  △2,700 △5,704 

   貸付金の回収による収入  529 138 

   その他  996 △715 

   投資活動によるキャッシュ・フロー  △24,791 △35,105 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

   短期借入金の増減額(減少：△)  444 △43 

   長期借入れによる収入  1,500 2,550 

   長期借入金の返済による支出  △2,009 △2,022 

   社債の償還による支出  ― △5,000 

   転換社債の償還による支出  △18,575 ― 

   配当金の支払額  △3,486 △5,543 

   少数株主への配当金の支払額  △236 △185 

   自己株式の取得による支出  △3,608 △3,958 

   自己株式の売却による収入  40 5 

   財務活動によるキャッシュ・フロー  △25,930 △14,198 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  117 309 

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少額  △7,362 △1,591 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  32,884 25,521 

Ⅶ 連結範囲の変更に伴う現金及び現金同等物 
  の影響額 

 ― 1,115 

Ⅷ 現金及び現金同等物の期末残高  25,521 25,044 
     



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16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１ 連結の範囲に関する事項 (イ)連結子会社の数39社 

主要な連結子会社名は、「第１ 

企業の概況 ４関係会社の状況」

に記載しているため省略した。 

  

なお、カネカプラスチックス

Corp.、カネカデラウェアCorp.に

ついては、清算結了により、連結

の範囲から除外している。 

(イ)連結子会社の数50社 

主要な連結子会社名は、「第１ 

企業の概況 ４関係会社の状況」

に記載しているため省略した。 

  

なお、蘇州愛培朗緩衝塑料有限公

司、青島海華繊維有限公司、紋別

化成㈱、標津化成㈱、コートー

㈱、ツカサ㈱、宮城樹脂㈱、関東

スチレン㈱、北浦樹脂工業㈱、コ

スモ化成㈱、東洋スチロール㈱、

㈱ハネパックについては、重要性

が増加したことから、連結の範囲

に含めている。 

また、当連結会計年度において、

カネカ建材㈱は、カネカケンテッ

ク㈱と合併した。 

  (ロ)主要な非連結子会社の名称等 

主要な非連結子会社は、関東スチ

レン㈱、宮城樹脂㈱である。 

非連結子会社は、いずれも小規模

であり、合計の総資産、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。 

(ロ)主要な非連結子会社の名称等 

主要な非連結子会社は、カネカニ

ュートリエンツL.P.である。 

  非連結子会社は、総資産、売上

高、当期純損益及び利益剰余金等

の観点からみて、いずれも重要性

に乏しく、全体としても連結財務

諸表に重要な影響を及ぼしていな

い。 

２ 持分法の適用に関する事

項 

(イ)持分法適用の関連会社数２社 

  主要な会社名 

  イビデン樹脂㈱ 

(イ)持分法適用の関連会社数２社 

  主要な会社名            

同左 

  (ロ)持分法を適用していない非連結子

会社(関東スチレン㈱、宮城樹脂

㈱他)及び関連会社(サンビック㈱

他)は、それぞれ当期純損益(持分

に見合う額)及び利益剰余金(持分

に見合う額)等からみて、持分法

の対象から除いても連結財務諸表

に及ぼす影響が軽微であり、か

つ、全体としても重要性がないた

め、持分法を適用していない。 

(ロ)持分法を適用していない非連結子

会社(カネカニュートリエンツ

L.P.他)及び関連会社(サンビック

㈱他)は、それぞれ当期純損益及

び利益剰余金等に重要な影響を及

ぼしておらず、かつ、全体として

も重要性が乏しいため持分法を適

用していない。     

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、カネカシンガポー

ルCo.(Pte)Ltd.、太陽油脂㈱の決算日

は12月31日であり、連結財務諸表の作

成に当っては、当該連結子会社の決算

日現在の財務諸表を使用している。な

お、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

行っている。 

連結子会社のうち、カネカシンガポー

ルCo.(Pte) Ltd.、蘇州愛培朗緩衝塑

料有限公司、青島海華繊維有限公司、

太陽油脂㈱の決算日は12月31日であ

り、連結財務諸表の作成に当っては、

当該連結子会社の決算日現在の財務諸

表を使用している。なお、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いる。 



  

項目 
前連結会計年度

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３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 

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方

法 

   ・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

資本直入法により処理し、売

却原価は移動平均法により算

定している) 

  時価のないもの 

  ……移動平均法による原価法 

 ・有価証券 

同左 

  

   ・デリバティブ 

  ……時価法 

 ・デリバティブ 

同左 

   ・たな卸資産 

  製品・商品 

  ……主として総平均法(月次)によ

る原価法 

  原材料・仕掛品 

  ……主として移動平均法による原

価法 

 ・たな卸資産 

同左 

  (2) 重要な減価償却資産の減価償却の

方法 

 ・有形固定資産 

  主として定率法を採用している。 

  ただし、平成10年４月１日以降取

得した建物(建物附属設備を除く)

については、定額法によってい

る。 

  なお、耐用年数及び残存価額につ

いては、法人税法に定める方法と

同一の基準によっている。 

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の

方法 

 ・有形固定資産 

同左 

  (3) 重要な引当金の計上基準 

 ・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

上している。 

(3) 重要な引当金の計上基準 

 ・貸倒引当金 

同左 

  ・投資損失引当金 

関係会社への投資に対する損失に

備えるため、投資先の財政状態等

を勘案して、必要額を計上してい

る。 

・投資損失引当金 

同左 



  

項目 
前連結会計年度

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

   ・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

づき計上している。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年数(５年)

による定額法により費用処理して

いる。数理計算上の差異は、各連

結会計年度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

年数(10年)による定額法により按

分した額をそれぞれ発生の翌連結

会計年度から費用処理している。 

 ・退職給付引当金 

同左 

   ・役員退職慰労引当金 

  当社及び一部の連結子会社は、役

員退職慰労金の支給に充てるた

め、内規に基づく当連結会計年度

末要支給額を引当計上している。 

 ・役員退職慰労引当金 

同左 

  (4) 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いる。 

(4) 重要なリース取引の処理方法 

同左 

  (5) 重要なヘッジ会計の方法 

 ・ヘッジ会計の方法 

  繰延ヘッジ処理を採用している。 

  ただし、特例処理の要件を満たす

金利スワップについては特例処理

を、振当処理の要件を満たす通貨

スワップについては振当処理を採

用している。 

(5) 重要なヘッジ会計の方法 

 ・ヘッジ会計の方法 

同左 

   ・ヘッジ手段とヘッジ対象 

  ヘッジ手段 

  デリバティブ取引 

  (金利スワップ及び通貨スワップ) 

  ヘッジ対象 

  相場変動等により損失の可能性が

あり、相場変動等が評価に反映さ

れていないもの及び、キャッシ

ュ・フローが固定されその変動が

回避されるもの 

 ・ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

   ・ヘッジ方針 

  社内規程に基づき、為替変動リス

ク及び金利変動リスクをヘッジし

ている。 

 ・ヘッジ方針 

同左 

   ・有効性評価の方法 

  ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変

動または、キャッシュ・フローの

変動を比較し、相関性を見て有効

性を評価している。 

 ・有効性評価の方法 

同左 



  

  

項目 
前連結会計年度

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

  (6) その他連結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いる。 

(6) その他連結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 

同左 

５ 連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項 

連結子会社の資産及び負債の評価につ

いては全面時価評価法を採用してい

る。 

同左 

６ 連結調整勘定の償却に関

する事項 

連結調整勘定の償却は、５年間の均等

償却を行なっている。ただし重要性が

乏しい場合には発生連結会計年度に全

額償却している。 

同左 

７ 利益処分項目等の取扱い

に関する事項 

連結剰余金計算書は、連結会社の利益

処分について連結会計年度において確

定した利益処分に基づいて作成してい

る。 

同左 

８ 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

もので取得日から３ヶ月以内に満期日

の到来する短期投資からなっている。 

同左 



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 

  

  

表示方法の変更 

  

  

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

固定資産の減損に係る会計基準（「固定資産の減損に

係る会計基準の設定に関する意見書」（企業会計審議

会平成14年8月9日））及び「固定資産の減損に係る会

計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第6号 平

成15年10月31日）が平成16年3月31日に終了する連結会

計年度に係る連結財務諸表から適用できることになっ

たことに伴い、当連結会計年度から同会計基準及び同

適用指針を適用している。これにより税金等調整前当

期純利益は3,111百万円減少している。 

 なお、減損損失累計額については、改正後の連結財務

諸表規則に基づき各資産の金額から直接控除している。 

――― 

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

(連結損益計算書) 

前連結会計年度において、区分掲記していた「貸倒引当

金戻入益」(当連結会計年度23百万円)は、営業外収益の

総額の100分の10以下となったため、当連結会計年度か

ら営業外収益の「その他」に含めて表示することに変更

している。 

――― 



注記事項 

(連結貸借対照表関係) 

  

  
  

№ 
前連結会計年度 
(平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成18年３月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 388,401百万円 有形固定資産の減価償却累計額 412,950百万円

※２ 非連結子会社及び関連会社に係る注記 

各科目のうち非連結子会社及び関連会社に対するも

の 

投資有価証券 
(株式) 

5,203百万円

出資金 1,462百万円

非連結子会社及び関連会社に係る注記 

各科目のうち非連結子会社及び関連会社に対するも

の 

投資有価証券
(株式) 

4,947百万円

出資金 281百万円

※３ 担保資産及び担保付債務 

 担保に供している資産は次のとおりである。 

  

 担保付債務は次のとおりである。 

建物及び構築物 1,684百万円

機械装置及び運搬具 817百万円

土地 857百万円

投資有価証券 1,406百万円

計 4,766百万円

支払手形及び買掛金 753百万円

短期借入金 1,372百万円

長期借入金 638百万円

その他固定負債 157百万円

計 2,921百万円

担保資産及び担保付債務 

 担保に供している資産は次のとおりである。 

  

 担保付債務は次のとおりである。 

建物及び構築物 1,593百万円

機械装置及び運搬具 894百万円

土地 827百万円

投資有価証券 650百万円

計 3,965百万円

支払手形及び買掛金 707百万円

短期借入金 1,324百万円

長期借入金 331百万円

その他固定負債 114百万円

計 2,478百万円

 ４ 偶発債務 

保証債務 

連結会社以外の会社及び連結会社における顧客等

の銀行等よりの借入に対する保証 

青島海華繊維有限公司 791百万円

TGA ペーストリーカンパニー 

Pty.Ltd. 
190百万円

その他１社及び顧客等 252百万円

計 1,234百万円

偶発債務 

保証債務 

連結会社以外の会社及び連結会社における顧客等

の銀行等よりの借入に対する保証 

TGA ペーストリーカンパニー 

Pty.Ltd. 
185百万円

その他１社及び顧客等 236百万円

計 421百万円

  連結会社以外の会社の銀行よりの借入に対する経営

指導念書等 

  青島海華繊維有限公司 422百万円  
  蘇州愛培朗緩衝塑料有限公司 131百万円  
  計 554百万円  

   

受取手形裏書譲渡高 56百万円

受取手形割引高 975百万円

  

  

  

  

  

   

受取手形裏書譲渡高 44百万円

受取手形割引高 1,038百万円

※５ 当社の発行済株式総数は、普通株式357,612千株で

ある。 

当社の発行済株式総数は、普通株式357,612千株で

ある。 

※６ 連結会社が保有する連結財務諸表の提出会社の自己

株式の数は、普通株式10,388千株である。 

連結会社が保有する連結財務諸表の提出会社の自己

株式の数は、普通株式13,346千株である。 



(連結損益計算書関係) 

  

  

№ 
前連結会計年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

※１ 主要な費目及びその金額 

なお、研究開発費の総額は15,744百万円であ

り、当期製造費用には含まれていない。 

荷造運搬費 22,453百万円

給料賃金 14,845百万円

退職給付引当金繰入額 1,335百万円

減価償却費 2,943百万円

研究開発費 15,744百万円

主要な費目及びその金額 

なお、研究開発費の総額は16,861百万円であ

り、当期製造費用には含まれていない。 

荷造運搬費 23,025百万円

給料賃金 15,359百万円

退職給付引当金繰入額 1,348百万円

減価償却費 2,581百万円

研究開発費 16,861百万円

※２   環境対策費用は、「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適

正な処理の推進に関する特別措置法」によって義務

付けられている同廃棄物の処理を行うにあたり、日

本環境安全事業㈱から公表されている処理単価に基

づき算出した処理費用である。 

※３ 当連結会計年度において特別損失として3,111百万

円の減損損失を計上した。その主なものは以下のと

おりである。 

当社グループは、主に当社の事業部単位により資産

をグルーピングしている。また、賃貸用資産及び遊

休資産については、当該資産単独でグルーピングを

している。 

奈良県生駒市他の土地については、研究所用地等と

して取得したが、現在は遊休資産であり、地価が著

しく下落しているため、帳簿価額を回収可能価額ま

で減額し、当該減少額2,580百万円を減損損失とし

て特別損失に計上している。なお、当該土地の回収

可能価額は、主に路線価を基にした正味売却価額に

より評価している。 

賃貸事業用不動産については、継続的な地価の下落

により、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該

減少額377百万円を減損損失として特別損失に計上

している。その内訳は土地277百万円、建物99百万

円である。回収可能価額は使用価値により評価して

いる。 

また、上記のほか、一部の製造設備（機械装置）に

ついて、減損損失153百万円を計上している。 

場所 用途 種類 

奈良県 

生駒市他 
遊休地 土地 

東京都 
小平市他 

賃貸 

不動産他 

土地 

建物 

  



(連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

  

(リース取引関係) 

  

  

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

  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 

(平成17年３月31日現在)

  

現金及び預金勘定  22,556百万円

有価証券勘定  8,297百万円

計  30,853百万円

預入期間が３か月を 
超える定期預金 

 △49百万円

株式及び償還期間が３か月 
を超える債券等 

 △5,282百万円

現金及び現金同等物  25,521百万円

  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 

(平成18年３月31日現在)

  

現金及び預金勘定  23,088百万円

有価証券勘定  4,193百万円

計  27,282百万円

預入期間が３か月を
超える定期預金 

 △100百万円

株式及び償還期間が３か月
を超える債券等 

 △2,137百万円

現金及び現金同等物  25,044百万円

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３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 

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 

  
取得価額 
相当額 
(百万円) 

減価償却累 
計額相当額 
(百万円) 

期末残高
相当額 
(百万円) 

機械装置 
及び運搬具 

1,353 700 653

その他 
（工具器具 
及び備品等） 

2,291 1,244 1,047

合計 3,645 1,944 1,700

取得価額
相当額 
(百万円) 

減価償却累 
計額相当額 
(百万円) 

期末残高 
相当額 
(百万円) 

機械装置
及び運搬具 

1,404 792 611 

その他
（工具器具 
及び備品等）

2,249 1,377 872 

合計 3,653 2,170 1,483 

２ 未経過リース料期末残高相当額 

  (注) 取得価額相当額及び未経過リース料期末残高

相当額の算定は、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っている。 

１年以内 719百万円

１年超 981百万円

計 1,700百万円

２ 未経過リース料期末残高相当額 

  (注)       同左 

１年以内 624百万円

１年超 858百万円

計 1,483百万円

  (減価償却費相当額) 

３ 支払リース料 772百万円

  (減価償却費相当額) 

３ 支払リース料 755百万円

４ 減価償却費相当額の算定方法はリース期間を耐用年

数とし、残存価額を零とする定額法によっている。 

４          同左 

オペレーティング・リース取引 

  未経過リース料 

１年以内 85百万円

１年超 107百万円

計 193百万円

オペレーティング・リース取引 

  未経過リース料 

１年以内 75百万円

１年超 144百万円

計 220百万円



(有価証券関係) 

前連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

有価証券 

１ その他有価証券で時価のあるもの(平成17年３月31日) 
  

  

２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 
  

  

３ 時価評価されていない有価証券の主な内容及び連結貸借対照表計上額(平成17年３月31日) 

  

 その他有価証券 

  

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(平成17年３月31日) 
  

  

  
取得原価
(百万円) 

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 16,610 40,741 24,131

(2) 債券  

  国債・地方債等 1,143 1,145 2

  社債 1,820 1,828 7

  その他 ― ― ―

(3) その他 ― ― ―

  小計 19,574 43,715 24,141
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 313 277 △35

(2) 債券  

  国債・地方債等 600 600 △0

  社債 100 100 △0

  その他 2,241 2,240 △1

(3) その他 ― ― ―

  小計 3,255 3,218 △37

合計 22,830 46,933 24,103

売却額(百万円) 売却益の合計額(百万円) 売却損の合計額(百万円) 

2,232 459 △1 

非上場株式(店頭売買株式を除く) 7,231百万円 

公社債投資信託 3,014百万円 

その他 638百万円 

  １年以内(百万円) １年超５年以内(百万円) 

① 債券   
  国債・地方債等 1,143 602 

  社債 1,928 ― 

  その他 2,210 29 
② その他 ― ― 

合計 5,282 632 



当連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

有価証券 

１ その他有価証券で時価のあるもの(平成18年３月31日) 
  

  

２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 
  

  

３ 時価評価されていない有価証券の主な内容及び連結貸借対照表計上額(平成18年３月31日) 

  

 その他有価証券 

  

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(平成18年３月31日) 
  

  

  
取得原価
(百万円) 

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 18,665 69,836 51,171

(2) 債券  

  国債・地方債等 600 600 0

  社債 200 200 0

  その他 26 27 1

(3) その他 ― ― ―

  小計 19,492 70,666 51,173
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 400 389 △11

(2) 債券  

  国債・地方債等 ― ― ―

  社債 808 808 △0

  その他 500 499 △0

(3) その他 ― ― ―

  小計 1,709 1,697 △12

合計 21,202 72,363 51,161

売却額(百万円) 売却益の合計額(百万円) 売却損の合計額(百万円) 

767 578 △1 

非上場株式 7,142百万円 

公社債投資信託 2,056百万円 

その他 512百万円 

  １年以内(百万円) １年超５年以内(百万円) 

① 債券   
  国債・地方債等 600 ― 

  社債 1,008 ― 

  その他 527 ― 
② その他 ― ― 

合計 2,137 ― 



(デリバティブ取引関係) 

前連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

  

１ 取引の状況に関する事項(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

(1) 取引の内容 

当社グループ(当社及び連結子会社)はデリバティブ取引として為替予約取引、通貨オプション取引、通貨スワッ

プ取引、金利スワップ取引を利用している。なお、当連結会計年度において通貨オプション取引はない。 

(2) 取引に対する取組方針及び利用目的 

当社グループでは、外貨建ての売上債権、買入債務、運用資産、貸付金等の為替変動リスクを回避する目的で為

替予約、通貨オプション、通貨スワップを利用しているが、実需の範囲内で行うこととし、投機目的では一切行わ

ない方針である。 

また、運用資産及び資金調達の際の金利については、調達コストの削減、運用収益の安定化を目的として円金利

スワップ取引を利用しているが、その想定元本は実需に基づく資産及び負債に対応させており、投機目的での取引

は一切行わない方針である。 

なお、ヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針及び有効性評価の方法等については、「連結財務諸表作成のための

基本となる重要な事項」に記載している。 

(3) 取引に係るリスクの内容 

取組方針に則って、実需の範囲内でデリバティブ取引を行っており、全てのデリバティブ取引が貸借対照表上の

資産、負債と対応しているため、為替変動によるリスクは回避されており、かつ市場金利変動によるリスクは重要

なものではない。 

当社グループのデリバティブ取引の契約先は信用度の高い金融機関であるため相手側の契約不履行によるリスク

はほとんど無いと判断している。 

(4) 取引に係るリスク管理体制 

当社グループのデリバティブ取引のリスク管理は社内規程に則って執行されている。当該規程では取組の基本方

針、業務の範囲、執行責任者、決定基準、管理体制に関する事項を定めている。 

デリバティブ取引の執行及び管理は当社グループ各社の経理部門内で行われるが、執行担当と残高等の管理担当

は分離されている。 

デリバティブ取引の取引内容、残高、評価損益は定期的に取締役会に報告される。 

  

２ 取引の時価等に関する事項(平成17年３月31日) 

(1) 通貨関連 

(注) １ 時価の算定方法 先物為替相場によっている。 

２ ヘッジ会計が適用されているものについては、記載対象から除いている。 

  

(2) 金利関連 

該当事項なし。 

(注) ヘッジ会計が適用されているものについては、記載対象から除いている。 

区分 種類 
契約額等
(百万円) 

うち１年超
(百万円) 

時価
(百万円) 

評価損益 
(百万円) 

市場取引以外の 
取引 

為替予約取引  

 売建  

  米ドル 5,372 － 5,433 △61

  ユーロ 442 － 443 △0

合計 5,815 － 5,876 △61



当連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

  

１ 取引の状況に関する事項(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

(1) 取引の内容 

当社グループ(当社及び連結子会社)はデリバティブ取引として為替予約取引、通貨オプション取引、通貨スワッ

プ取引、金利スワップ取引を利用している。なお、当連結会計年度において通貨オプション取引はない。 

(2) 取引に対する取組方針及び利用目的 

当社グループでは、外貨建ての売上債権、買入債務、運用資産、貸付金等の為替変動リスクを回避する目的で為

替予約、通貨オプション、通貨スワップを利用しているが、実需の範囲内で行うこととし、投機目的では一切行わ

ない方針である。 

また、運用資産及び資金調達の際の金利については、調達コストの削減、運用収益の安定化を目的として円金利

スワップ取引を利用しているが、その想定元本は実需に基づく資産及び負債に対応させており、投機目的での取引

は一切行わない方針である。 

なお、ヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針及び有効性評価の方法等については、「連結財務諸表作成のための

基本となる重要な事項」に記載している。 

(3) 取引に係るリスクの内容 

取組方針に則って、実需の範囲内でデリバティブ取引を行っており、全てのデリバティブ取引が貸借対照表上の

資産、負債と対応しているため、為替変動によるリスクは回避されており、かつ市場金利変動によるリスクは重要

なものではない。 

当社グループのデリバティブ取引の契約先は信用度の高い金融機関であるため相手側の契約不履行によるリスク

はほとんど無いと判断している。 

(4) 取引に係るリスク管理体制 

当社グループのデリバティブ取引のリスク管理は社内規程に則って執行されている。当該規程では取組の基本方

針、業務の範囲、執行責任者、決定基準、管理体制に関する事項を定めている。 

デリバティブ取引の執行及び管理は当社グループ各社の経理部門内で行われるが、執行担当と残高等の管理担当

は分離されている。 

デリバティブ取引の取引内容、残高、評価損益は定期的に取締役会に報告される。 

  

２ 取引の時価等に関する事項(平成18年３月31日) 

(1) 通貨関連 

(注) １ 時価の算定方法 先物為替相場によっている。 

２ ヘッジ会計が適用されているものについては、記載対象から除いている。 

  

(2) 金利関連 

該当事項なし。 

(注) ヘッジ会計が適用されているものについては、記載対象から除いている。 

区分 種類 
契約額等
(百万円) 

うち１年超
(百万円) 

時価
(百万円) 

評価損益 
(百万円) 

市場取引以外の 
取引 

為替予約取引  

 売建  

  米ドル 2,342 － 2,318 23

  ユーロ 354 － 355 △1

合計 2,696 － 2,673 22



(退職給付関係) 

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は、確定給付型の制度として、企業年金基金制度、適格退職年金制度及び退職一時金制

度を設けている。なお、一部の海外連結子会社では、確定拠出型の年金制度を設けている。 

 当連結会計年度においては、連結対象子会社が増加したことにより退職一時金制度が9社分、適格退職年金が1社

分増加している。さらに、カネカ建材㈱とカネカケンテック㈱との合併により連結対象子会社が減少したことか

ら、退職一時金制度が1社分減少している。この結果、当連結会計年度末現在、当社及び国内連結子会社全体で退職

一時金制度については32社が有しており、また、企業年金基金は1基金、適格退職年金は12年金を有している。 

  

  

２ 退職給付債務に関する事項 

  

  

  

  
前連結会計年度
(平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成18年３月31日) 

① 退職給付債務（注）(百万円) △67,553 △70,923 

② 年金資産(百万円) 39,164 47,550 

③ 未積立退職給付債務(①＋②)(百万円) △28,389 △23,372 

④ 未認識数理計算上の差異(百万円) 11,128 5,630 

⑤ 未認識過去勤務債務(百万円) △1,684 △900 

⑥ 退職給付引当金(③＋④＋⑤)(百万円) △18,945 △18,642 

前連結会計年度 
(平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成18年３月31日) 

(注) 連結子会社の退職給付債務の算定にあたって

は簡便法を採用している。        

  (注)         同左 



３ 退職給付費用に関する事項 

  

  

  

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

  

  

次へ 

  
前連結会計年度

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

① 勤務費用(注) (百万円) 2,872 3,131 

② 利息費用(百万円) 1,551 1,591 

③ 期待運用収益(百万円) △864 △946 

④ 数理計算上の差異の費用処理額(百万円) 1,560 1,537 

⑤ 過去勤務債務の費用処理額(百万円) △784 △784 

⑥ 退職給付費用(①＋②＋③＋④＋⑤)(百万円) 4,334 4,530 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

(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」に計上している。 

  (注)          同左 

  
前連結会計年度

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

① 退職給付見込額の期間配

分方法 

期間定額基準 同左 

② 割引率 2.5％ 同左 

③ 期待運用収益率 2.5％ 同左 

④ 過去勤務債務の処理年数 ５年(発生時の従業員の平均残存勤務

期間以内の一定年数による定額法によ

る。) 

同左 

⑤ 数理計算上の差異の処理

年数 

10年(発生時の従業員の平均残存勤務

期間以内の一定年数による定額法によ

り、翌連結会計年度から費用処理する

こととしている。) 

同左 



(税効果会計関係) 

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 

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間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となっ

た主な項目別の内訳 

  

  
前連結会計年度 
(平成17年３月31日)

  
当連結会計年度 
(平成18年３月31日)

(繰延税金資産)    

 退職給付引当金 7,141百万円  7,275百万円

 繰越欠損金 2,987百万円  2,315百万円

 投資有価証券評価損 1,809百万円  1,759百万円

 未払費用(賞与) 1,849百万円  1,970百万円

 減損損失 1,233百万円  1,237百万円

 その他有価証券評価差額金 18百万円  7百万円

 その他 6,564百万円  7,928百万円

 小計 21,604百万円  22,495百万円

 評価性引当額 △5,265百万円  △4,908百万円

 繰延税金資産合計 16,339百万円  17,587百万円

(繰延税金負債)    

 その他有価証券評価差額金 △9,806百万円  △20,783百万円

 その他 △2,560百万円  △2,530百万円

 繰延税金負債合計 △12,367百万円  △23,313百万円

 繰延税金資産(負債)の純額 3,971百万円  △5,726百万円

  
前連結会計年度 
(平成17年３月31日)

  
当連結会計年度 
(平成18年３月31日)

法定実効税率 40.64％  40.64％

 繰越欠損金 △1.09％  △0.03％

 外国税額等税額控除 △5.96％  △4.64％

 交際費等一時差異でない項目 0.49％  0.41％

 受取配当金等一時差異でない項目 △0.76％  △0.92％

 受取配当金連結消去 3.09％  2.40％

 その他 △2.08％  △0.88％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 34.33％  36.98％



(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

  

(注) １ 事業区分は製品の種類、用途、製造方法、市場の類似性並びに製造過程における相互関連性、開発の基盤共通性等を総合

的に判断し取り決めた。 

２ 事業別の主要製品等は次のとおりである。 

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、4,527百万円であり、当社における各部門に

直課できない基礎的研究開発費である。 

４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、67,055百万円であり、その主なものは当社における余資運

用資金(現金及び預金、有価証券)、長期投資資金(投資有価証券)及び各部門に直課できない研究部門に係わる資産等であ

る。 

５ 事業区分は、従来「化成品・合成樹脂」、「食品・医薬品」、「電材・合成繊維、その他」の３区分で表示していたが、

当連結会計年度より「化成品」、「機能性樹脂」、「発泡樹脂製品」、「食品」、「ライフサイエンス」、「エレクトロ

ニクス」、「合成繊維、その他」の７区分に変更した。 

これは、「機能性樹脂」、「ライフサイエンス」、「エレクトロニクス」の事業拡大に伴い、事業内容の実態をより明確

に反映させるために事業区分の見直しを行い、セグメント情報の一層の充実を図ったものである。 

  
化成品 
(百万円) 

機能性 
樹脂 

(百万円) 

発泡樹脂 
製品 

(百万円) 

食品

(百万円) 

ライフ

サイエンス

(百万円) 

エレクトロ

ニクス 
(百万円) 

合成繊維、

その他 
(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 82,199 61,970 66,579 105,228 46,861 46,387 28,773 438,000 ― 438,000

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 1,857 252 1,595 9 ― ― 4,334 8,049 (8,049) ―

計 84,057 62,222 68,175 105,238 46,861 46,387 33,107 446,050 (8,049) 438,000

   営業費用 77,446 53,706 67,403 100,885 29,320 39,688 29,873 398,325 (3,454) 394,870

    営業利益 6,610 8,515 772 4,352 17,541 6,698 3,233 47,725 (4,595) 43,130

Ⅱ 資産、減価償却費、 
  減損損失 
  及び資本的支出 

         

   資産 67,743 44,373 57,666 59,279 43,601 41,007 16,686 330,359 66,764 397,123

   減価償却費 4,052 3,056 3,582 2,120 2,908 4,280 1,363 21,363 832 22,196

   減損損失 ― ― 153 140 ― ― 291 585 2,525 3,111

   資本的支出 2,931 3,108 2,820 2,755 5,041 4,484 866 22,008 1,141 23,150

事業区分 主要製品等

化成品 塩化ビニール樹脂、塩ビコンパウンド、か性ソーダ、塩化物、塩ビ系特殊樹脂 

機能性樹脂 ＭＢＳ樹脂、変成シリコーンポリマー、耐候性ＭＭＡ系フィルム 

発泡樹脂製品 
押出発泡ポリスチレンボード、発泡スチレン樹脂、ビーズ法発泡ポリオレフィ
ン、発泡スチレンペーパー、塩ビサッシ 

食品 マーガリン、ショートニング、高級製菓用油脂、パン酵母、香辛料 

ライフサイエンス 医薬品(バルク・中間体)、機能性食品素材、医療機器

エレクトロニクス 超耐熱性ポリイミドフィルム、光学用フィルム、複合磁性材料、巻線、太陽電池 

合成繊維、その他 アクリル系合成繊維(カネカロン)、エンジニアリング業務、住宅建築工事 



当連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

  

(注) １ 事業区分は製品の種類、用途、製造方法、市場の類似性並びに製造過程における相互関連性、開発の基盤共通性等を総合

的に判断し取り決めた。 

２ 事業別の主要製品等は次のとおりである。 

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、4,983百万円であり、当社における各部門に

直課できない基礎的研究開発費である。 

４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、81,708百万円であり、その主なものは当社における余資運

用資金(現金及び預金、有価証券)、長期投資資金(投資有価証券)及び各部門に直課できない研究部門に係わる資産等であ

る。 

  

  
化成品 
(百万円) 

機能性 
樹脂 

(百万円) 

発泡樹脂 
製品 

(百万円) 

食品

(百万円) 

ライフ

サイエンス

(百万円) 

エレクトロ

ニクス 
(百万円) 

合成繊維、

その他 
(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 87,922 73,190 68,304 107,567 49,147 47,159 31,016 464,310 ― 464,310

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高 2,282 301 1,384 9 ― ― 6,879 10,856 (10,856) ―

計 90,205 73,492 69,689 107,576 49,147 47,159 37,895 475,167 (10,856) 464,310

   営業費用 84,628 61,504 69,559 102,859 30,196 38,329 35,374 422,452 (5,748) 416,703

    営業利益 5,577 11,987 129 4,717 18,951 8,830 2,521 52,715 (5,108) 47,606

Ⅱ 資産、減価償却費、 
  減損損失 
  及び資本的支出 

         

   資産 72,981 49,145 59,628 61,800 60,796 49,660 17,921 371,934 81,224 453,158

   減価償却費 3,868 3,060 3,707 2,258 3,287 3,941 1,302 21,427 837 22,265

   資本的支出 6,236 4,122 3,706 2,765 6,574 8,587 2,030 34,022 693 34,716

事業区分 主要製品等

化成品 塩化ビニール樹脂、塩ビコンパウンド、か性ソーダ、塩化物、塩ビ系特殊樹脂 

機能性樹脂 ＭＢＳ樹脂、変成シリコーンポリマー、耐候性ＭＭＡ系フィルム 

発泡樹脂製品 
押出発泡ポリスチレンボード、発泡スチレン樹脂、ビーズ法発泡ポリオレフィ
ン、発泡スチレンペーパー、塩ビサッシ 

食品 マーガリン、ショートニング、高級製菓用油脂、パン酵母、香辛料 

ライフサイエンス 医薬品(バルク・中間体)、機能性食品素材、医療機器

エレクトロニクス 超耐熱性ポリイミドフィルム、液晶関連製品、複合磁性材料、巻線、太陽電池 

合成繊維、その他 アクリル系合成繊維(カネカロン)、エンジニアリング業務、住宅建築工事 



【所在地別セグメント情報】 

前連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

  

(注) １ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域について「北米」「欧州」「アジア」に区分しているが、全セグメントの売上高

の合計及び全セグメントの資産の金額の合計に占めるそれぞれの地域の割合が10％未満であるため「その他の地域」とし

て一括して記載している。 

  (1) 国又は地域の区分の方法……地理的近接度による 

  (2) 各区分に属する主な国又は地域 

    その他の地域  北米………米国 

            欧州………ベルギー 

            アジア……マレーシア、シンガポール 

２ 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、4,527百万円であり、当社における各部門に

直課できない基礎的研究開発費である。 

３ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、67,055百万円であり、その主なものは当社における余資運

用資金(現金及び預金、有価証券)、長期投資資金(投資有価証券)及び各部門に直課できない研究部門に係わる資産等であ

る。 

  

  
日本 
(百万円) 

その他の地域
(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 374,066 63,934 438,000 ― 438,000

 (2) セグメント間の内部 
   売上高 

11,645 3,654 15,299 (15,299) ―

計 385,711 67,589 453,300 (15,299) 438,000

   営業費用 342,472 62,943 405,416 (10,545) 394,870

    営業利益 43,238 4,645 47,884 (4,754) 43,130

Ⅱ 資産 294,053 42,067 336,120 61,003 397,123



当連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

  

(注) １ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域について「北米」「欧州」「アジア」に区分しているが、全セグメントの売上高

の合計及び全セグメントの資産の金額の合計に占めるそれぞれの地域の割合が10％未満であるため「その他の地域」とし

て一括して記載している。 

  (1) 国又は地域の区分の方法……地理的近接度による 

  (2) 各区分に属する主な国又は地域 

    その他の地域  北米………米国 

            欧州………ベルギー 

            アジア……マレーシア、シンガポール 

２ 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、4,983百万円であり、当社における各部門に

直課できない基礎的研究開発費である。 

３ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、81,708百万円であり、その主なものは当社における余資運

用資金(現金及び預金、有価証券)、長期投資資金(投資有価証券)及び各部門に直課できない研究部門に係わる資産等であ

る。 

  

  
日本 
(百万円) 

その他の地域
(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 389,844 74,465 464,310 ― 464,310

 (2) セグメント間の内部 
   売上高 

12,204 4,458 16,662 (16,662) ―

計 402,049 78,924 480,973 (16,662) 464,310

   営業費用 354,841 73,446 428,288 (11,584) 416,703

    営業利益 47,207 5,477 52,685 (5,078) 47,606

Ⅱ 資産 326,436 51,722 378,158 75,000 453,158



【海外売上高】 

前連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

  

(注) １ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高である。 

２ 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域 

  (1) 国又は地域の区分の方法……地理的近接度による 

  (2) 各区分に属する主な国又は地域 

      アジア……中国、韓国、台湾 

      北米………米国、メキシコ 

      欧州………ベルギー、英国 

      その他の地域……オーストラリア、トーゴ 

  

当連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

  

(注) １ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高である。 

２ 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域 

  (1) 国又は地域の区分の方法……地理的近接度による 

  (2) 各区分に属する主な国又は地域 

      アジア……中国、韓国、台湾 

      北米………米国、メキシコ 

      欧州………ベルギー、英国 

      その他の地域……オーストラリア、トーゴ 

  

  アジア 北米 欧州 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高(百万円) 63,618 35,011 45,421 7,135 151,187

Ⅱ 連結売上高(百万円)     438,000

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％) 

14.5 8.0 10.4 1.6 34.5

  アジア 北米 欧州 その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高(百万円) 64,493 49,652 45,747 9,389 169,282

Ⅱ 連結売上高(百万円)     464,310

Ⅲ 連結売上高に占める 
  海外売上高の割合(％) 

13.9 10.7 9.9 2.0 36.5



【関連当事者との取引】 

前連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

該当事項なし。 

  

当連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

  

子会社等 

  

(注) 取引条件及び取引条件の決定方針等 

資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定している。 

  

属性 名称 住所 資本金 事業の内容 
議決権の
所有割合 
(％) 

関係内容

取引の内容
取引金額 
(百万円) 科目 期末残高

(百万円)役員の
兼任等 

事業上
の関係 

子会社 
カネカニュ
ートリエン
ツL.P. 

Texas. 
U.S.A. 

  
20百万 
米ドル 

機能性食品
素材の製造 
・販売 

間接 100 兼任１人
当社の製
品の販売

資金の貸付 5,774 長期 
貸付金 7,917

利息の受取 26 未収利息 5



(１株当たり情報) 

  

(注) １株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりである。 

  

  

(重要な後発事象) 

該当事項なし。 

項目 
前連結会計年度

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１株当たり純資産額 645円13銭 756円96銭

１株当たり当期純利益 70円65銭 80円80銭

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

69円33銭
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
在していないため記載していない。 

  
前連結会計年度

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１株当たり当期純利益    

 当期純利益    (百万円) 24,745 28,099

 普通株主に帰属しない金額 
          (百万円) 

139 140

 (うち利益処分による 
 役員賞与金)    (百万円) 

139 140

 普通株式に係る当期純利益 
          (百万円) 

24,606 27,959

 普通株式の期中平均株式数 
   (千株) 

348,275 346,050

   

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

 

 当期純利益調整額 (百万円) 99 ―

 (うち支払利息(税額相当額 
 控除後))     (百万円) 

99 ―

 普通株式増加額   (千株) 8,076 ―

 (うち転換社債)   (千株) 8,076 ―

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
利益の算定に含めなかった潜在
株式の概要 

― ― 



⑤ 【連結附属明細表】 

【社債明細表】 

  

(注) １ 連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額は次のとおりである。 

  

  

  

【借入金等明細表】 

  

(注) １ 「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載している。 

２ 長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりである。 

  

  

(2) 【その他】 

該当事項なし。 

  

会社名 銘柄 発行年月日 
前期末残高
(百万円) 

当期末残高
(百万円) 

利率
(％) 

担保 償還期限 

当社 
第１回無担保 
社債 

平成 
10年９月９日 

5,000 5,000
年
2.66 

なし
平成     
20年９月９日 

〃 
第２回無担保 
社債 

10年９月９日 5,000 ― 2.20 〃 17年９月９日 

〃 
第３回無担保 
社債 

11年７月27日 5,000 5,000 2.45 〃 23年７月27日 

〃 
第４回無担保 
社債 

11年７月27日 5,000 5,000 2.09 〃 21年７月27日 

合計 ― ―   20,000   15,000 ― ― ― 

１年以内 
(百万円) 

１年超２年以内 
(百万円) 

２年超３年以内
(百万円) 

３年超４年以内
(百万円) 

４年超５年以内 
(百万円) 

― ― 5,000 5,000 ―

区分 
前期末残高 
(百万円) 

当期末残高
(百万円) 

平均利率
(％) 

返済期限 

短期借入金 10,511 11,772 2.85 ― 

１年以内に返済予定の長期借入金 1,895 7,759 2.12 ― 

長期借入金(１年以内に返済予定
のものを除く) 

15,785 11,337 1.46
平成19年８月30日～
 平成31年７月25日 

その他の有利子負債 ― ― ― ― 

合計 28,192 30,869 ― ― 

区分 
１年超２年以内 
(百万円) 

２年超３年以内
(百万円) 

３年超４年以内
(百万円) 

４年超５年以内 
(百万円) 

長期借入金 956 537 294 1,081



２ 【財務諸表等】 

(1) 【財務諸表】 

① 【貸借対照表】 
  

  
前事業年度

(平成17年３月31日) 
当事業年度 

(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円)
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

(資産の部)      

Ⅰ 流動資産     

   現金及び預金  16,190 15,648  

   受取手形 ※５  5,153 3,757  

   売掛金 ※５  75,638 78,174  

   有価証券  6,222 1,536  

   製品・商品  15,919 17,721  

   原材料  4,874 5,913  

   仕掛品  5,239 5,315  

   貯蔵品  2,405 2,935  

   前払費用  618 750  

   関係会社短期貸付金  9,235 9,770  

   未収入金  4,935 5,315  

   繰延税金資産  2,691 2,632  

   その他  2,864 2,418  

   貸倒引当金  △167 △92  

   流動資産合計  151,823 45.9 151,797 40.3

Ⅱ 固定資産     

   有形固定資産 ※１     

    建物  24,076 26,869  

    構築物  5,765 5,618  

    機械及び装置  36,952 41,154  

    車両運搬具  86 124  

    工具器具及び備品  2,585 2,909  

    土地  15,454 17,404  

    建設仮勘定  3,670 5,336  

   有形固定資産合計  88,591 26.8 99,417 26.4

   無形固定資産     

    特許権  41 74  

    商標権  2 2  

    ソフトウェア  1,031 915  

    その他  10 54  

   無形固定資産合計  1,085 0.3 1,046 0.3



  

  
前事業年度

(平成17年３月31日) 
当事業年度 

(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円)
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

   投資その他の資産      

    投資有価証券 ※２  47,335 75,816  

    関係会社株式  29,454 29,632  

    出資金  74 95  

    関係会社出資金  1,462 2,015  

    長期貸付金  1,032 1,014  

    従業員長期貸付金  407 347  

    関係会社長期貸付金  7,146 10,802  

    長期前払費用  397 1,645  

    繰延税金資産  397 ―  

    差入保証金  3,353 3,231  

    その他  776 677  

    貸倒引当金  △1,695 △191  

    投資損失引当金  △931 △931  

   投資その他の資産合計  89,211 27.0 124,154 33.0

   固定資産合計  178,889 54.1 224,618 59.7

   資産合計  330,713 100.0 376,416 100.0

      

(負債の部)     

Ⅰ 流動負債     

   支払手形 ※５  987 674  

   買掛金 ※５  36,965 38,224  

   短期借入金 ※５  10,755 12,274  

   一年内償還社債  5,000 ―  

   一年内返済長期借入金 ※２  1,137 6,537  

   未払金  15,040 19,550  

   未払費用  4,399 4,506  

   未払法人税等  7,314 8,697  

   未払消費税等  437 414  

   預り金  349 420  

   債務保証損失引当金  682 ―  

   その他  275 122  

   流動負債合計  83,346 25.2 91,422 24.3



  

  
前事業年度

(平成17年３月31日) 
当事業年度 

(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円)
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

Ⅱ 固定負債      

   社債  15,000 15,000  

   長期借入金 ※２  13,450 9,459  

   退職給付引当金  16,357 15,724  

   役員退職慰労引当金  878 704  

   繰延税金負債  ― 9,292  

   その他  180 2,630  

   固定負債合計  45,866 13.9 52,811 14.0

   負債合計  129,212 39.1 144,234 38.3

(資本の部)     

Ⅰ 資本金 ※３  33,046 10.0 33,046 8.8

Ⅱ 資本剰余金     

 資本準備金 34,821 34,821    

   その他資本剰余金     

 自己株式処分差益 18 19    

資本剰余金合計  34,839 10.5 34,841 9.3

Ⅲ 利益剰余金     

 利益準備金 5,863 5,863    

 任意積立金     

    特別償却準備金 527 701    

    配当準備積立金 1,995 1,995    

    退職給与積立金 525 525    

    技術振興基金 500 500    

    従業員福祉基金 300 300    

    買換資産積立金 598 598    

    買換資産 
    圧縮記帳積立金 

789 753    

    別途積立金 83,427 100,427    

 当期未処分利益 33,624 35,305    

利益剰余金合計  128,151 38.7 146,970 39.0

Ⅳ その他有価証券評価差額金  13,861 4.2 29,676 7.9

Ⅴ 自己株式 ※４  △8,398 △2.5 △12,353 △3.3

資本合計  201,500 60.9 232,181 61.7

   負債・資本合計  330,713 100.0 376,416 100.0

      



② 【損益計算書】 

  

  
前事業年度

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円)
百分比
(％) 

金額(百万円) 
百分比
(％) 

Ⅰ 売上高     

   売上高 ※１  282,741 100.0 293,846 100.0

Ⅱ 売上原価     

   製品・商品期首棚卸高 14,726 15,919    

   当期製品製造原価 129,612 136,807    

   当期商品仕入高 66,109 67,262    

計 210,448 219,988    

   製品・商品期末棚卸高 15,919 194,529 68.8 17,721 202,267 68.8

   売上総利益  88,212 31.2 91,579 31.2

Ⅲ 販売費及び一般管理費     

   荷造運搬費 13,172 13,446    

   旅費通信費 1,889 1,838    

   広告宣伝費 1,049 896    

   貸倒引当金繰入額 6 2    

   給料賃金 6,779 6,598    

   賞与 2,433 2,471    

   退職給付引当金繰入額 1,185 1,145    

   業務委託料 2,317 2,399    

   減価償却費 1,936 1,599    

   賃借料 1,846 1,873    

   研究開発費 ※２ 14,987 16,048    

   その他 7,096 54,701 19.3 6,262 54,582 18.6

    営業利益  33,510 11.9 36,996 12.6

Ⅳ 営業外収益     

   受取利息 144 167    

   有価証券利息 11 4    

   受取配当金 ※１ 3,482 3,372    

   為替差益 866 1,391    

   投資有価証券売却益 440 663    

   その他 261 5,205 1.8 528 6,126 2.1

Ⅴ 営業外費用     

   支払利息及び割引料 319 320    

   社債利息 633 404    

   機械装置等除却損 1,226 1,277    

   その他 1,131 3,310 1.2 1,402 3,405 1.2

    経常利益  35,405 12.5 39,717 13.5



  

  

  
前事業年度

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円)
百分比
(％) 

金額(百万円) 
百分比
(％) 

Ⅵ 特別損失     

   環境対策費用 ※３ ― 2,403    

   減損損失 ※４ 2,525 2,525 0.9 ― 2,403 0.8

    税引前当期純利益  32,880 11.6 37,314 12.7

    法人税、住民税 
    及び事業税 

11,100 13,910    

    法人税等調整額 △73 11,026 3.9 △1,077 12,832 4.4

    当期純利益  21,853 7.7 24,482 8.3

    前期繰越利益  13,855 13,589  

    中間配当額  2,083 2,765  

    当期未処分利益  33,624 35,305  

      



製造原価明細書 

  

(注) １ 原価計算の方法 

  実際原価にもとづき単純総合原価計算及び工程別総合原価計算を採用しており、月次においては管理を主目的として直接

原価計算を行い、期末に事業年度を通算し、全部原価計算を実施する制度を採用している。 

２ ※１ 経費のうち主なものは、つぎのとおりである。 

  ※２ 他勘定振替高は研究部門の試作費用等への振替高及び販売部門の見本等払出高である。 

  

  
前事業年度

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円)
構成比
(％) 

金額(百万円) 
構成比
(％) 

Ⅰ 材料費 82,945 62.0 87,017   62.3

Ⅱ 労務費 13,527 10.1 13,743   9.8

Ⅲ 経費 ※１ 37,301 27.9 38,925   27.9

当期総製造費用  133,774 100.0 139,685 100.0

期首仕掛品棚卸高  3,954 5,239  

合計  137,729 144,925  

期末仕掛品棚卸高  5,239 5,315  

他勘定振替高 ※２  2,877 2,802  

当期製品製造原価  129,612 136,807  

  前事業年度 当事業年度

減価償却費 11,567百万円 11,865百万円

電力費 9,392百万円 10,053百万円

外注加工費 6,915百万円 6,731百万円



③ 【利益処分計算書】 

  

  

  
前事業年度

株主総会承認年月日 
(平成17年６月29日) 

当事業年度 
株主総会承認年月日 
(平成18年６月29日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 金額(百万円) 

Ⅰ 当期未処分利益 33,624 35,305

Ⅱ 任意積立金取崩額  

   特別償却準備金取崩額 132 207  

   買換資産圧縮記帳積立金 
   取崩額 

36 168 47 254

合計 33,792 35,559

Ⅲ 利益処分額  

   配当金 2,777 2,754  

役員賞与金 
120

(うち監査役分6)
120

(うち監査役分6)
 

   特別償却準備金 306 276  

   別途積立金 17,000 20,203 18,000 21,150

Ⅳ 次期繰越利益 13,589 14,409



重要な会計方針 

  

項目 
前事業年度

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１ 有価証券の評価基準及び

評価方法 

子会社株式及び関連会社株式 

 …移動平均法による原価法 

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(評価差額は全部資本

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い

る) 

 時価のないもの 

  …移動平均法による原価法 

同左 

２ デリバティブ取引等の評

価基準及び評価方法 

時価法 同左 

３ たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

製品・商品は総平均法(月次)による原

価法により評価している。 

原材料、仕掛品及び貯蔵品のうち燃料

は、移動平均法による原価法により評

価している。 

その他の貯蔵品は最終仕入原価法によ

り評価している。 

同左 

４ 固定資産の減価償却の方

法 

(1) 有形固定資産 

  主として定率法を採用している。 

  ただし、平成10年４月１日以降取

得した建物(建物附属設備は除く)

については、定額法によってい

る。 

  なお、耐用年数及び残存価額につ

いては、法人税法に定める方法と

同一の基準によっている。 

(1) 有形固定資産 

同左 

  (2) 無形固定資産 

  定額法によっている。 

  なお、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

っている。 

(2) 無形固定資産 

同左 

５ 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

上している。 

(1) 貸倒引当金 

同左 

  (2) 投資損失引当金 

  関係会社への投資に対する損失に

備えるため、投資先の財政状態等

を勘案して、必要額を計上してい

る。 

(2) 投資損失引当金 

同左 



  

項目 
前事業年度

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

  (3) 債務保証損失引当金 

  関係会社に対する債務保証の履行

による損失負担見込額を計上して

いる。 

(3) 債務保証損失引当金 

――― 

  (4) 退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備えるため、

当事業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、計上している。 

  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

り費用処理している。 

  数理計算上の差異は、各事業年度

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年数(10年)

による定額法により按分した額を

それぞれ発生の翌事業年度から費

用処理している。 

(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充てる

ため、内規に基づく当期末要支給

額を引当計上している。 

(5) 役員退職慰労引当金 

同左 

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

によっている。 

同左 

７ ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法 

  繰延ヘッジ処理を採用している。 

  ただし、特例処理の要件を満たす

金利スワップについては特例処理

を、振当処理の要件を満たす通貨

スワップについては振当処理を採

用している。 

(1) ヘッジ会計の方法 

同左 

  (2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

 (イ)ヘッジ手段 

   デリバティブ取引 

    (金利スワップ及び通貨スワ

ップ) 

 (ロ)ヘッジ対象 

    相場変動等により損失の可能

性があり、相場変動等が評価

に反映されていないもの及

び、キャッシュ・フローが固

定されその変動が回避される

もの 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

  (3) ヘッジ方針 

  社内規程に基づき、為替変動リス

ク及び金利変動リスクをヘッジし

ている。 

(3) ヘッジ方針 

同左 

  (4) 有効性評価の方法 

  ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変

動または、キャッシュ・フローの

変動を比較し、相関性を見て有効

性を評価している。 

(4) 有効性評価の方法 

同左 

８ その他財務諸表作成のた

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

税抜方式によっている。 

消費税等の会計処理 

同左 



財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

  

  

表示方法の変更 

  

  

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

固定資産の減損に係る会計基準（「固定資産の減損に

係る会計基準の設定に関する意見書」（企業会計審議

会平成14年8月9日））及び「固定資産の減損に係る会

計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第6号 平

成15年10月31日）が平成16年3月31日に終了する事業年

度に係る財務諸表から適用できることになったことに

伴い、当事業年度から同会計基準及び同適用指針を適

用している。これにより税引前当期純利益は2,525百万

円減少している。 

 なお、減損損失累計額については、改正後の財務諸表

等規則に基づき各資産の金額から直接控除している。 

――― 

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

(損益計算書) 

前事業年度において、区分掲記していた「投資有価証券

評価損」(当事業年度17百万円)は、営業外費用の総額の

100分の10以下であるため、当事業年度から営業外費用

の「その他」に含めて表示することに変更している。 

――― 



注記事項 

(貸借対照表関係) 

  

  

No. 
前事業年度 

(平成17年３月31日) 
当事業年度

(平成18年３月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 292,783百万円 有形固定資産の減価償却累計額 300,715百万円

※２ 投資有価証券の内1,406百万円は、長期借入金206百

万円(内一年内返済長期借入金76百万円)の担保に供

している。 

投資有価証券の内650百万円は、長期借入金130百万

円(内一年内返済長期借入金76百万円)の担保に供し

ている。 

※３ 授権株式数    普通株式 750,000,000株

発行済株式総数  普通株式 357,612,418株

授権株式数    普通株式 750,000,000株

発行済株式総数  普通株式 357,612,418株

※４ 当社が保有する自己株式の数は、普通株式

10,388,602株である。 

当社が保有する自己株式の数は、普通株式

13,346,454株である。 

※５ 関係会社に係る注記 

区分掲記されたもの以外で各項目に含まれている

関係会社に対するものは次のとおりである。 

受取手形及び売掛金 26,683百万円

支払手形及び買掛金 3,992百万円

短期借入金 9,255百万円

関係会社に係る注記 

区分掲記されたもの以外で各項目に含まれている

関係会社に対するものは次のとおりである。 

受取手形及び売掛金 30,339百万円

支払手形及び買掛金 4,128百万円

短期借入金 10,874百万円

 ６ 偶発債務 

 保証債務 

 関係会社の銀行借入に対する保証 

 関係会社の銀行よりの借入に対する経営指導念書

等 

カ ネ カ ペ ー ス ト ポ リ マ ー

Sdn.Bhd. 
 1,525百万円

青島海華繊維有限公司 791百万円

サンポリマー㈱ 523百万円

カネカソーラーテック㈱ 467百万円

TGA ペーストリーカンパニー 

Pty.Ltd. 
190百万円

カネカエレクテックSdn.Bhd. 54百万円

計 3,552百万円

青島海華繊維有限公司 422百万円

蘇州愛培朗緩衝塑料有限公司 131百万円

計 554百万円

偶発債務 

 保証債務 

 関係会社の銀行借入に対する保証 

  

関係会社の銀行よりの借入に対する経営指導念書

等 

カネカソーラーテック㈱ 880百万円

青島海華繊維有限公司 864百万円

サンポリマー㈱ 717百万円

TGA ペーストリーカンパニー 

Pty.Ltd. 
185百万円

カネカエレクテックSdn.Bhd. 29百万円

計 2,676百万円

青島海華繊維有限公司 931百万円

蘇州愛培朗緩衝塑料有限公司 242百万円

計 1,173百万円

 ７ 配当制限 

 商法施行規則第124条第３号に規定する資産に時

価を付したことにより増加した純資産額は13,861

百万円である。 

配当制限 

 商法施行規則第124条第３号に規定する資産に時

価を付したことにより増加した純資産額は29,676

百万円である。 



(損益計算書関係) 

  

No. 
前事業年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

※１ 各科目に含まれている関係会社に対するものは、次

のとおりである。 

売上高 87,877百万円

受取配当金 2,995百万円

各科目に含まれている関係会社に対するものは、次

のとおりである。 

売上高 99,063百万円

受取配当金 2,750百万円

※２ 研究開発費の総額は14,987百万円であり、当期製造

費用には含まれていない。 

研究開発費の総額は16,048百万円であり、当期製造

費用には含まれていない。 

※３   

 「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進

に関する特別措置法」によって義務付けられている

同廃棄物の処理を行うにあたり、日本環境安全事業

㈱から公表されている処理単価に基づき算出した処

理費用である。 

環境対策費用 2,403百万円 

※４ 

当事業年度において、以下の資産グループについて

減損損失を計上した。 

当社は、主に事業部単位を基本単位として資産をグ

ルーピングしている。また、遊休資産については、

当該資産単独でグルーピングをしている。 

奈良県生駒市他に所有する土地については、研究所

用地等として取得したが、現在は遊休資産であり、

地価が著しく下落しているため、帳簿価額を回収可

能価額まで減額し、当該減少額2,525百万円を減損

損失として特別損失に計上している。 

尚、当該土地の回収可能価額は、主に路線価を基に

した正味売却価格により評価している。 

減損損失  2,525百万円

場所 用途 種類 

奈良県 

生駒市他 
遊休地 土地 

  



(リース取引関係) 

  

  

前事業年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３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 

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

取得価額相当額 1,680百万円

減価償却累計額相当額 931百万円

期末残高相当額 748百万円
  

工具器具及び備品

取得価額相当額 1,644百万円

減価償却累計額相当額 994百万円

期末残高相当額 649百万円
 

２ 未経過リース料期末残高相当額 

   (注) 取得価額相当額及び未経過リース料期末残

高相当額の算定は、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ってい

る。 

１年以内 364百万円

１年超 384百万円

計 748百万円

２ 未経過リース料期末残高相当額 

   (注)       同左 

１年以内 315百万円

１年超 333百万円

計 649百万円

  (減価償却費相当額) 

３ 支払リース料 381百万円

  (減価償却費相当額) 

３ 支払リース料 372百万円

４ 減価償却費相当額の算定方法はリース期間を耐用年

数とし、残存価額を零とする定額法によっている。 

４           同左 

  



(有価証券関係) 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの 

  

  

(税効果会計関係) 

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 

  

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要な項目別の内訳 

  

区分 
前事業年度

(平成17年３月31日) 
当事業年度 

(平成18年３月31日) 

  
貸借対照表 
計上額 
(百万円) 

時価
(百万円) 

差額
(百万円) 

貸借対照表
計上額 
(百万円) 

時価 
(百万円) 

差額 
(百万円) 

子会社株式 1,820 3,200 1,379 1,820 3,955 2,134

関連会社株式 ― ― ― ― ― ―

合計 1,820 3,200 1,379 1,820 3,955 2,134

  
前事業年度 

(平成17年３月31日)
  

当事業年度 
(平成18年３月31日)

(繰延税金資産)     
退職給付引当金 6,347百万円   6,390百万円
役員退職慰労引当金 421百万円   344百万円
債務保証損失引当金 277百万円   ―
貸倒引当金 574百万円   47百万円
投資損失引当金 378百万円   378百万円
未払費用(賞与) 1,304百万円   1,334百万円
未払事業税 624百万円   743百万円
関係会社株式評価損 111百万円   1,060百万円
投資有価証券評価損 1,809百万円   1,759百万円
減損損失 1,003百万円   1,003百万円
減価償却費 415百万円   340百万円
その他 735百万円   1,682百万円

繰延税金資産合計 14,003百万円   15,085百万円

(繰延税金負債)     
その他有価証券評価差額金 △9,506百万円   △20,323百万円
固定資産圧縮積立金 △926百万円   △893百万円
その他 △480百万円   △528百万円

繰延税金負債合計 △10,913百万円   △21,745百万円

繰延税金資産(負債)の純額 3,089百万円   △6,660百万円

  
前事業年度 

(平成17年３月31日)
  

当事業年度 
(平成18年３月31日)

法定実効税率 40.64％   40.64％
外国税額等控除 △6.61％   △5.41％
交際費等一時差異でない項目 0.38％   0.32％
受取配当金等一時差異でない項目 △0.87％   △1.10％
その他 △0.00％   △0.06％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 33.54％   34.39％



(１株当たり情報) 

  

(注) １株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりである。 

  

  

(重要な後発事象) 

該当事項なし。 

項目 
前事業年度

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１株当たり純資産額 579円97銭 674円08銭

１株当たり当期純利益 62円40銭 70円40銭

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

61円27銭
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
在していないため記載していない。 

  
前事業年度

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１株当たり当期純利益    

 当期純利益    (百万円) 21,853 24,482

 普通株主に帰属しない金額 
          (百万円) 

120 120

 (うち利益処分による 
 役員賞与金)    (百万円) 

120 120

 普通株式に係る当期純利益 
          (百万円) 

21,733 24,362

 普通株式の期中平均株式数 
   (千株) 

348,275 346,050

   

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

 

 当期純利益調整額 (百万円) 99 ―

 (うち支払利息(税額相当額 
 控除後))     (百万円) 

99 ―

 普通株式増加額   (千株) 8,076 ―

 (うち転換社債)   (千株) 8,076 ―

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
利益の算定に含めなかった潜在
株式の概要 

― ― 



④ 【附属明細表】 

【有価証券明細表】 

【株式】 

銘柄 株式数(株)
貸借対照表計上額 
(百万円) 

投資有価証券 その他有価証券 

㈱三井住友フィナンシャル
グループ 

11,831 15,380

㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル
・グループ 

4,486 8,074

イビデン㈱ 1,000,000 5,950

Sakura preferred Capital
(Cayman)Limited 

3,750 3,750

日東電工㈱ 300,000 2,997

㈱日本触媒 2,000,000 2,798

三井住友海上火災保険㈱ 1,573,300 2,518

㈱クボタ 1,952,966 2,480

㈱みずほフィナンシャル
グループ 

2,000 1,963

㈱りそなホールディングス 4,374 1,771

三井物産㈱ 1,031,093 1,754

盟和産業㈱ 2,854,833 1,744

大和ハウス工業㈱ 767,000 1,564

三菱レイヨン㈱ 1,506,000 1,451

三菱商事㈱ 519,251 1,391

住友信託銀行㈱ 1,000,244 1,362

セメダイン㈱ 2,928,000 1,159

オーナンバ㈱ 829,212 975

三井化学㈱ 1,032,000 893

朝日インテック㈱ 240,000 840

日清食品㈱ 227,074 826

テルモ㈱ 210,875 816

大阪有機化学工業㈱ 700,000 672

三井トラスト・ホールディン
グス㈱ 

376,313 647

野村ホールディングス㈱ 200,000 525

森永製菓㈱ 1,582,528 506

前澤化成工業㈱ 213,600 500

MTH Preferred Capital 
(Cayman) 2 Limited 

500 500

岡谷鋼機㈱ 263,000 497

江崎グリコ㈱ 368,161 403

㈱ミレアホ－ルディングス 147 342



  

  

【債券】 

  

  

【その他】 

  

  

銘柄 株式数(株)
貸借対照表計上額 
(百万円) 

投資有価証券 その他有価証券 
富双合成㈱ 600,000 337

その他125銘柄 13,569,495 7,908

計 37,872,033 75,304

銘柄 券面総額(百万円)
貸借対照表計上額 
(百万円) 

有価証券 その他有価証券 

商工債券（１年）第９回 500 499 

Sumitomo Corporation 
Capital Asia Pte.Ltd. 
ユーロ円債 

500 499 

その他 ３  銘柄 532 537 

計 1,532 1,536 

種類及び銘柄 投資口数等(口)
貸借対照表計上額 
(百万円) 

投資有価証券 その他有価証券 出資証券(７銘柄) 122 512

計 122 512



【有形固定資産等明細表】 

  

(注)１ 長期前払費用のうち、非償却性資産（前払保険料）1,229百万円は本表から除いている。 

   ２ 当期増加額のうち主なものは、次のとおりである。 

建物      滋賀工場  超耐熱性ポリイミドフィルム製造設備拡充  1,642百万円 

 機械及び装置  高砂工業所 機能性食品素材製造設備拡充         3,385百万円 

                       食品マーガリン工場リニューアル       1,187百万円 

         滋賀工場  超耐熱性ポリイミドフィルム製造設備拡充   2,982百万円 

 建設仮勘定   滋賀工場  超耐熱性ポリイミドフィルム製造設備拡充  3,989百万円 

高砂工業所 機能性食品素材製造設備拡充            2,757百万円 

       食品マーガリン工場リニューアル      1,074百万円 

３ 当期減少額は、高砂工業所他における装置配管等の除却である。 

  

資産の種類 
前期末残高
(百万円) 

当期増加額 
(百万円) 

当期減少額
(百万円) 

当期末残高
(百万円) 

当期末減価
償却累計額 
又は償却 
累計額 
(百万円) 

当期償却額 
(百万円) 

差引当期末
残高 
(百万円) 

有形固定資産       

 建物 
(注２) 

59,240 4,827 706 63,361 36,492 1,857 26,869

 構築物 18,645 479 198 18,926 13,307 588 5,618

 機械及び装置 
(注２，３) 

266,016 16,048 5,633 276,431 235,276 11,334 41,154

 車両運搬具 587 90 66 611 487 44 124

 工具器具及び備品 17,760 1,478 1,177 18,061 15,151 1,077 2,909

 土地 15,454 1,950 ― 17,404 ― ― 17,404

 建設仮勘定 
(注２) 

3,670 26,540 24,874 5,336 ― ― 5,336

有形固定資産計 381,375 51,414 32,656 400,133 300,715 14,902 99,417

無形固定資産       

 特許権 67 45 ― 112 37 11 74

 商標権 2 ― ― 2 0 0 2

 ソフトウェア 2,042 305 263  2,083 1,168 418 915

 その他 34 51 4 81 27 7 54

無形固定資産計 2,146 402 267 2,281 1,235 438 1,046

長期前払費用(注１) 785 140 100 825 408 106 416

繰延資産       

― ― ― ― ― ― ― ―

繰延資産計 ― ― ― ― ― ― ―



【資本金等明細表】 

  

(注) １ 当期末における自己株式は13,346,454株である。 

 ２ 当期増加額は、単元未満株式の買増請求による売却によるものである。 

 ３ 当期増減額は、前期決算の利益処分によるものである。 

  

  

  

区分 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 

資本金(百万円)   33,046 ― ― 33,046

資本金のうち 
既発行株式 

普通株式 
（注１） 

(株) (357,612,418)    （―） （―） (357,612,418)

普通株式 (百万円) 33,046 ― ― 33,046

計 (株) (357,612,418) （―） （―） (357,612,418)

計 (百万円) 33,046 ― ― 33,046

資本準備金及び 
その他 
資本剰余金 

(資本準備金)     

株式払込剰余金 (百万円) 34,821 ― ― 34,821

(その他資本剰余金)     

自己株式処分差益 
（注２） 

(百万円) 18 1 ― 19

計 (百万円) 34,839 1 ― 34,841

利益準備金及び 
任意積立金 

(利益準備金) (百万円) 5,863 ― ― 5,863

(任意積立金)     

 特別償却準備金 
（注３） 

(百万円) 527 306 132 701

 配当準備積立金 (百万円) 1,995 ― ― 1,995

 退職給与積立金 (百万円) 525 ― ― 525

 技術振興基金 (百万円) 500 ― ― 500

 従業員福祉基金 (百万円) 300 ― ― 300

 買換資産積立金 (百万円) 598 ― ― 598

 買換資産 
 圧縮記帳積立金 
（注３） 

(百万円) 789 ― 36 753

 別途積立金 
（注３） 

(百万円) 83,427 17,000 ― 100,427

計 (百万円) 94,527 17,306 168 111,665



【引当金明細表】 

  

(注)１ 貸倒引当金の当期減少額その他は、関係会社に対する要設定額の減少に伴う取崩額（損益計算書上は関係会社株式評価損

と相殺）及び一般債権・貸倒懸念債権等に係る戻入れ額である。 

   ２ 債務保証損失引当金の当期減少額は、関係会社に対する要設定額の減少に伴う取崩額であり、損益計算書上、関係会社株

式評価損と相殺している。 

  

  

区分 
前期末残高 
(百万円) 

当期増加額
(百万円) 

当期減少額
(目的使用) 
(百万円) 

当期減少額
(その他) 
(百万円) 

当期末残高 
(百万円) 

貸倒引当金 1,862 11 237 1,353 283

投資損失引当金 931 ― ― ― 931

債務保証損失引当金 682 ― ― 682 ―

役員退職慰労引当金 878 204 378 ― 704



(2) 【主な資産及び負債の内容】 

① 資産の部 

ａ 流動資産 

イ 現金及び預金 

  

  

ロ 受取手形 

(イ)相手先別内訳 

  

  

(ロ)期日別内訳 

  

  

区分 金額(百万円)

現金 1

当座預金 9,399

普通預金 6,247

   

合計 15,648

相手先 金額(百万円)

大西化成㈱ 485

盟和産業㈱ 360

伊藤忠建材㈱ 324

東武化学工業㈱ 219

山中産業㈱ 216

その他 2,150

合計 3,757

期日 金額(百万円)

平成18年４月 1,195

    ５月 1,065

    ６月 825

    ７月 484

    ８月 115

    ９月以降 70

合計 3,757



ハ 売掛金 

(イ)相手先別内訳 
  

  

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況 
  

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しているが、上記金額には消費税等が含まれている。 

  

ニ たな卸資産 

(イ)製品・商品 
  

  

相手先 金額(百万円)

三井物産㈱ 7,213

日東電工㈱ 4,570

三菱商事㈱ 4,377

㈱カネカメディックス 3,233

カネカニュートリエンツL.P. 3,167

その他 55,611

合計 78,174

期首残高 

(百万円) 

(A) 

当期発生高 

(百万円) 

(B) 

当期回収高 

(百万円) 

(C) 

期末残高 

(百万円) 

(D) 

回収率(％) 

(C)
×100

(A)＋(B)

滞留期間(日) 

期中平均売掛金残高 

÷当期月平均発生高×30 

75,638 316,048 313,511 78,174 80.0 87.6

事業の種類 金額(百万円)

ライフサイエンス 3,902

食品 3,785

化成品 3,111

機能性樹脂 2,995

その他 3,926

合計 17,721



(ロ)原材料 
  

  

(ハ)仕掛品 

  

  

(ニ)貯蔵品 

  

  

事業の種類 金額(百万円)

化成品 1,615

ライフサイエンス 1,306

機能性樹脂 929

発泡樹脂製品 736

エレクトロニクス 692

その他 632

合計 5,913

事業の種類 金額(百万円)

ライフサイエンス 2,179

エレクトロニクス 1,592

食品 1,102

その他 441

合計 5,315

事業の種類 金額(百万円)

ライフサイエンス 1,019

化成品 521

エレクトロニクス 389

その他 1,005

合計 2,935



ｂ 固定資産 

イ 関係会社株式 

  

  

区分 金額(百万円)

カネカテキサスCorp. 5,041

カネカマレーシアSdn.Bhd. 3,919

カネカベルギーN.V. 3,171

カネカニューヨークホールディングカンパニーInc. 2,285

旭ホームズ㈱ 1,820

その他 13,392

合計 29,632



② 負債の部 

ａ 流動負債 

イ 支払手形 

(イ)相手先別内訳 
  

  

(ロ)期日別内訳 

  

  

ロ 買掛金 

  

  

相手先 金額(百万円)

日東化成㈱ 106

㈱日生化学工業所 98

大西化成㈱ 72

チッソ㈱ 59

㈱セミテック 57

その他 279

合計 674

期日 金額(百万円)

平成18年４月 310

    ５月 174

    ６月 111

    ７月 77

合計 674

相手先 金額(百万円)

三井物産㈱ 7,085

三菱商事㈱ 2,480

日本オキシラン㈱ 1,287

日東電工㈱ 1,116

三菱化学㈱ 995

その他 25,259

合計 38,224



ハ 未払金 

  

  

(3) 【その他】 

該当事項なし。 

相手先 金額(百万円)

建設関係資材代 9,182

運賃保管料 1,925

売上割戻金 1,112

その他 7,330

合計 19,550



第６ 【提出会社の株式事務の概要】 

（注）平成18年6月29日開催の定時株主総会において定款の一部変更が行われ、以下の変更をしている。 

「電子公告制度の導入のための商法等の一部を改正する法律」（平成16年法律第87号）に基づき、公告方法を電子公告とした。ただ

し、やむを得ない事由により電子公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載することとした。 

決算期 ３月31日

定時株主総会 ６月中 

基準日 ３月31日

株券の種類 1,000株券、10,000株券、1,000株未満の株式についてはその株数を表示した株券 

中間配当基準日 ９月30日

１単元の株式数 1,000株

株式の名義書換え   

  取扱場所 
大阪市中央区伏見町三丁目６番３号
 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 大阪証券代行部 

  株主名簿管理人 
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号
 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 

  取次所 
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 全国本支店
野村證券株式会社 全国本支店 

  名義書換手数料 無料 

  新券交付手数料 無料 

  株式喪失登録に伴う 
  手数料 

１．喪失登録   １件につき10,000円
２．喪失登録株券 １件につき   500円 

  上記の場合を除き無料 

単元未満株式の買取り・
買増し 

  

  取扱場所 
大阪市中央区伏見町三丁目６番３号
 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 大阪証券代行部 

  株主名簿管理人 
東京都千代田区丸の内一丁目４番５号
 三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 

  取次所 
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 全国本支店
野村證券株式会社 全国本支店 

  買取・買増手数料 無料 

公告掲載方法 日本経済新聞 

株主に対する特典 該当事項なし 



第７ 【提出会社の参考情報】 

１ 【提出会社の親会社等の情報】 

当社は、親会社等はない。 

  

２ 【その他の参考情報】 

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出している。 

  

  

  

(1) 
  

有価証券報告書 
及びその添付書類 

事業年度 
(第81期) 

自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日 

  
平成17年６月29日 
関東財務局長に提出。 

(2) 自己株券買付状況報告書     平成17年４月１日 
平成17年５月２日 
平成17年６月１日 
平成17年７月１日 
平成17年８月１日 
平成17年９月１日 
平成17年10月３日 
平成17年11月１日 
平成17年12月１日 
平成18年１月４日 
平成18年２月１日 
平成18年３月１日 
平成18年４月３日 
平成18年５月２日 
平成18年６月１日 
関東財務局長に提出。 

(3) 半期報告書 (第82期中) 
自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日

  
平成17年12月20日 
関東財務局長に提出。 



第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項なし。 

  

  



独立監査人の監査報告書 

  

平成17年６月29日 

株式会社カネカ 

取 締 役 会 御 中 

  

  

当監査法人は、証券取引法第193条の2の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社カネカの平成16年4月1日から平成17年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結

損益計算書、連結剰余金計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行った。この連結

財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することに

ある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当

監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を

基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全

体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理

的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株

式会社カネカ及び連結子会社の平成17年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及

びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

追記情報 

(1) 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ているとおり、会社は当連結会計年度より固

定資産の減損に係る会計基準を適用している。 

(2) （セグメント情報）「事業の種類別セグメント情報」（注）5に記載のとおり、会社は当連結会計年度より事業

区分を変更している。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 
  

あずさ監査法人 

  

指定社員 
業務執行社員 

公認会計士  松  本     稔  ㊞ 

  

指定社員 
業務執行社員 

公認会計士  西  尾  方  宏  ㊞ 

  

指定社員 
業務執行社員 

公認会計士  山  口  義  敬  ㊞ 

  
※ 上記は、当社(有価証券報告書提出会社)が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有

価証券報告書提出会社)が別途保管している。 



独立監査人の監査報告書 

  

平成18年６月29日 

株式会社カネカ 

取 締 役 会 御 中 

  

  

当監査法人は、証券取引法第193条の2の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社カネカの平成17年4月1日から平成18年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結

損益計算書、連結剰余金計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結附属明細表について監査を行った。この連結

財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することに

ある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当

監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を

基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全

体としての連結財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理

的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株

式会社カネカ及び連結子会社の平成18年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及

びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

以 上 
  

あずさ監査法人 

  

指定社員 
業務執行社員 

公認会計士  西  尾  方  宏  ㊞ 

  

指定社員 
業務執行社員 

公認会計士  井   上  浩  一  ㊞ 

  

指定社員 
業務執行社員 

公認会計士  山  口  義  敬  ㊞ 

  
※ 上記は、当社(有価証券報告書提出会社)が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有

価証券報告書提出会社)が別途保管している。 



独立監査人の監査報告書 

  

平成17年６月29日 

株式会社カネカ 

取 締 役 会 御 中 

  

  

当監査法人は、証券取引法第193条の2の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社カネカの平成16年4月1日から平成17年3月31日までの第81期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算

書、利益処分計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責

任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当

監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎

として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と

しての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎

を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会

社カネカの平成17年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において

適正に表示しているものと認める。 

追記情報 

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ているとおり、会社は当事業年度より固定資産の減損

に係る会計基準を適用している。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上 

  

  

あずさ監査法人 

  

指定社員 
業務執行社員 

公認会計士  松  本     稔  ㊞ 

  

指定社員 
業務執行社員 

公認会計士  西  尾  方  宏  ㊞ 

  

指定社員 
業務執行社員 

公認会計士  山  口  義  敬  ㊞ 

  
※ 上記は、当社(有価証券報告書提出会社)が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有

価証券報告書提出会社)が別途保管している。 



独立監査人の監査報告書 

  

平成18年６月29日 

株式会社カネカ 

取 締 役 会 御 中 

  

  

当監査法人は、証券取引法第193条の2の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会

社カネカの平成17年4月1日から平成18年3月31日までの第82期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算

書、利益処分計算書及び附属明細表について監査を行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責

任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当

監査法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎

として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と

しての財務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎

を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会

社カネカの平成18年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において

適正に表示しているものと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以 上 

  

  

あずさ監査法人 

  

指定社員 
業務執行社員 

公認会計士  西  尾  方  宏  ㊞ 

  

指定社員 
業務執行社員 

公認会計士  井   上  浩  一  ㊞ 

  

指定社員 
業務執行社員 

公認会計士  山  口  義  敬  ㊞ 

  
※ 上記は、当社(有価証券報告書提出会社)が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有

価証券報告書提出会社)が別途保管している。 
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