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平成 18 年 ３ 月期   決算短信（非連結）         平成18年４月28日 

上 場 会 社 名         ヤスハラケミカル株式会社                  上場取引所  東２ 
コ ー ド 番 号           ４９５７                                  本社所在都道府県 広島県 
（ＵＲＬ  http://www.yschem.co.jp/ ） 
代 表 者 役職名 代表取締役社長 氏名 安 原 禎 ニ 
問合せ責任者 役職名 取締役総務部長 氏名 大 嶋  勉   ＴＥＬ (０８４７)４５－３５３０ 
決算取締役会開催日 平成18年４月 28日          中間配当制度の有無            有 
定時株主総会開催日 平成18年６月 20日          単元株制度採用の有無  有(１単元 100株) 
配当支払開始予定日 平成18年６月 21日 
 
１．18年３月期の業績(平成17年４月１日～平成18年３月31日) 
(1)経営成績                   （百万円未満は切り捨てて表示しております。） 

 売 上 高     営業利益 経常利益 
 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％

18年３月期 
17年３月期 

10,716 （  18.8）
9,023 （  6.3）

1,039 （  16.6）
891 （ △14.7）

1,145（  12.6）
1,017（   1.4）

 
 

当期純利益 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

株 主 資 本 

当期純利益率 

総 資 本 

経常利益率 

売 上 高

経常利益率

 百万円   ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

18年３月期 
17年３月期

671（   4.6） 
641（ 4.4）

61 20 
58 64

－ － 
－ －

4.8 
4.9

6.3 
7.8

10.7 
11.3

(注) ①持分法投資損益 18年３月期  － 百万円       17年３月期  － 百万円 
     ②期中平均株式数 18年３月期 10,646,233株             17年３月期 10,646,983株 
     ③会計処理の方法の変更   有 ･ 無 
     ④売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率 
(2)配当状況                   （百万円未満は切り捨てて表示しております。） 

1株当たり年間配当金 
 

 中 間 期 末 

配当金総額 
(年 間) 

配当性向 
株主資本 
配 当 率     

  円 銭 円 銭  円 銭 百万円 ％ ％

18年３月期 
17年３月期 

12 00  
13 00  

6 00 
5 00 

6 00 
8 00 

127 
138 

19.6 
22.2 

0.9 
1.0 

(注)17年３月期期末配当金は、普通配当 6.00円、合併による記念配当 2.00円であります。 
(3)財政状態                   （百万円未満は切り捨てて表示しております。） 

 総 資 産      株 主 資 本      株主資本比率 １株当たり株主資本

 百万円 百万円 ％ 円  銭

18年３月期 
17年３月期 

18,936 
17,331 

14,471 
13,332 

76.4 
76.9 

1,357 48 
1,250 67 

(注) ①期末発行済株式数   18年３月期 10,645,725株    17年３月期 10,646,681株 
     ②期末自己株式数     18年３月期   193,938株    17年３月期   192,982株 
(4)キャッシュ・フローの状況           （百万円未満は切り捨てて表示しております。） 

 
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

18年３月期 
17年３月期 

1,364 
－ 

△625 
－ 

△209 
－ 

2,781 
－ 

(注)前期まで連結キャッシュ・フロー計算書を作成していたため、平成17年３月期の記載は省略しており
ます。 

２．19年３月期の業績予想(平成18年４月１日～平成19年３月31日) 

１株当たり年間配当金  
売 上 高     経常利益 当期純利益 

中 間 期 末  
 百万円 百万円 百万円 円 銭 円 銭 円 銭

中 間 期 
通   期 

5,437 
11,333 

399 
827 

236 
491 

6 00 
――― 

――― 
6 00 

――― 
12 00

(参考)１株当たり予想当期純利益(通期)  46円20銭 
 
※ 上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績

は経済情勢等様々な不確定要因によりこれらの予想数値と異なる場合があります。 
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（添付資料） 
１． 企 業 集 団 の 状 況 

 

子会社及び関連会社がないため、該当事項はありません。 

 

２． 経  営  方  針 

 

経 営 方 針 

(1)会社の経営の基本方針 

当社は｢自然の恵みと科学技術を融合させる独創企業として、産業と生活の向上につながる活動領域をひろげ

ます。｣という基本理念のもと、テルペン化学で培った創造と挑戦の精神をもって、自然界の無限の可能性を引

き出し、高品質・高付加価値製品の安定供給を通じて、社会の発展、便利な暮らし、心豊かな暮らしに貢献し

ていきたいと考えております。 

 

(2)会社の利益配分に関する基本方針 

当社は、株主に対する利益還元を経営の重要政策として位置付けており、化学品業界における急速な技術革

新に対応した積極的な設備投資・研究開発投資を行い新製品・新技術の開発・量産化に努め会社の競争力を強

化するとともに、安定配当の継続を根幹としております。内部留保資金につきましては、生産設備投資、研究

開発活動の充実など、将来の事業拡大のための資金需要に備え、経営体質の充実強化に有効活用してまいる所

存であります。 

 

(3)投資単位の引下げに関する考え方及び方針等 

当社は、株式の流通の活性化と投資家層の拡大をはかることを目的として、平成14年12月２日付けで１単元の

株式数を1,000株から100株に変更しております。 

 

(4)目標とする経営指標 

当社は、株主利益重視の観点からＲＯＥ（株主資本利益率）及び投下資本の運用効率・収益性を測る指標とし

てＲＯＡ（総資産利益率）を重視しております。いずれも長期的な目標値をＲＯＥは10％、ＲＯＡは５％とし、

事業収益力の向上のため、売上増進、コストダウンに努めてまいります。 

 

(5)中長期的な会社の経営戦略 

当社は粘着・接着業界の発展と共に長い年月を歩んできましたが、近年の世界情勢は大変厳しいものとなり、

輸入品の攻勢等で激しい過当競争が続いております。一方、地球単位で環境問題やリサイクル問題がクローズ

アップされ、21世紀における企業活動はこの問題を避けて通れないものと考えております。 

幸い、当社はテルペンという天然原料を出発とした製品を世の中に供給しております。これらは他の石油系

製品と比べて環境に優しく、リサイクルも容易で、これからの当社の経営戦略上、最重要アイテムであること

は言うまでもありません。環境事業としては塩ビ代替製品としてのラップフィルム、リサイクル事業としては

発泡スチロール、防湿用包装紙等のリサイクルに注力し、地球環境への意識の高揚に伴って、これらの事業を

発展させて行こうと考えております。 

また、更なる研究によりテルペン誘導体の高付加価値化をはかり、電子材料分野、特にフォトレジスト材料

への展開を目指しております。 

これらの事業はいずれも当社にとって新しい市場であり、今後、当社の中核を担うものとして、さらには、

グローバルな環境・リサイクル問題解決の一助と成り得るものとして鋭意努力してまいります。 

 

(6)会社の対処すべき課題 

今後の見通しにつきましては、鉱工業生産、設備投資、個人消費、輸出のいずれもが回復傾向となっている

ことから、日本経済は長らく続いた停滞期を脱却し、回復軌道に乗り戦後最長の｢いざなぎ景気｣を超える長期

拡大となる可能性が高いものと思われます。しかし、原油価格の高騰による影響や海外景気の先行きなど不透

明要素も少なくなく、これらを払拭するまでには至っておりません。また、当社におきましても石油系原料の
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値上げによる影響は避けられず、さらに、本年より福山工場の建設・稼動も検討しており、かかる投資・償却

負担はいうまでもなく増大していくものと考えております。このような状況下において当社は、国内外での新

市場の開拓、積極的な販売活動を推進するとともに高付加価値製品の研究開発に努めるとともに、さらなる生

産効率アップによるコスト低減をはかり、品質保証体制の強化を行う所存であります。さらに、内部統制シス

テム並びに環境に対する体制の構築など、当社の社会的責任は重大なものであると認識し、これらの責任を果

たすと同時に、企業体質の強化・拡大に全社をあげて鋭意努力していく所存でございます。 

 

３．経営成績及び財政状態 

 

(1)経 営 成 績 

当期のわが国経済は、原油高による懸念はありましたものの、鉱工業生産および設備投資は増加傾向を強め、

米国・中国を中心とした海外景気も予想以上に好転したことから、輸出量が増加いたしました。また、好調な

企業収益に支えられ、個人所得は好転、雇用情勢も受給タイト感を強め、これらを背景として個人消費はさら

に上向きに推移いたしました。これらを鑑みますと、さまざまな局面で回復基調を辿り、日本経済は拡大に転

じたことが鮮明となった年でありました。 

しかしながら、当社が関係しております粘着・接着・香料・ラミネート業界におきましては、昨年に引き続

き原油価格の高騰により軒並み石油系原料が値上がりし、依然として厳しい状況が続いております。 

このような経済情勢のなかで、当社は、平成17年４月に当社製品の販売を営む子法人ヒロダイン株式会社を

吸収合併し、同時に営業本部を立ち上げ、精力的に国内外での新市場、新規ユーザーの開拓並びに既存取引先

との関係強化に努めてまいりました。また、生産本部におきましては、生産性の向上、コストの低減並びに品

質保証体制の維持・強化をはかるとともに、事業規模の拡大、工場の複数化によるリスク分散のため本年３月

には福山工場用地（約12,000坪）を買い増しするなど、全社をあげて内外の競争の激化に対処しうる企業体質

の強化に努めてまいりました。 

 

 各部門の状況は次のとおりであります。 

なお、平成17年３月期までは連結ベースでのセグメント情報を作成しておりましたが、連結子会社がなく

なったため当期よりセグメント情報は作成しておりません。したがって営業利益の前年同期比の記載は省略し

ております。 

 

・粘着・接着用樹脂部門 

防湿紙用テルペンフェノール樹脂は低調に推移しましたが、ホットメルト接着剤用変性テルペン樹脂、紙

オムツ用水添テルペン樹脂および絶縁テープ用テルペン樹脂はそれぞれ好調に推移しました。また、本年度

から製品の分類変更によるマスターバッチ等の計上による増収と相俟って、大幅な増収になりました。 

その結果、当部門の売上高は、4,164百万円（前年同期比128.9%）、営業利益は708百万円となりました。 

 

・化成品部門 

合成香料向け原料は活発な市場に支えられ、電材溶剤関係およびＩＴ関連のポリマー原料は新規用途の開

拓も寄与し順調に伸展しました。しかし、半導体封止用エポキシ硬化剤およびワックスは市場低迷等により

低調に推移しました。 

その結果、当部門の売上高は、2,402百万円（前年同期比99.4%）、営業利益は385百万円となりました。 

 

・ホットメルト接着剤部門 

当部門の主力製品であります押し出しコーティング用ホットメルトは輸出を中心として好調に推移しまし

た。しかし、前述の分類変更による減収がありました。 

その結果、当部門の売上高は、2,072百万円（前年同期比95.7%）、営業利益は221百万円となりました。 

 

・ラミネート部門 

主力製品であります「ヒロタックⅡ」は、国内外を問わず製本向け光沢加工用が好調に推移しました。 

その結果、当部門の売上高は、1,472百万円（前年同期比125.3%）、営業利益は207百万円となりました。 
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・その他部門 

ヒロダイン株式会社を吸収合併したことにより、同社が扱っておりました「水処理装置」等の売上高が加

わったことにより、当部門の売上高は、605百万円（前年同期比1,630.5％）、営業利益は56百万円となりま

した。 

 

以上の結果、当期売上高は、10,716百万円（前年同期比118.8％）と増収になり、経常利益は1,145百万円

（前年同期比112.6％）、当期純利益は671百万円（前年同期比104.6％）と増益になりました。 

 

日本経済の今後の見通しにつきましては、鉱工業生産、設備投資、個人消費、輸出のいずれもが回復傾向と

なっていることから、日本経済は長らく続いた停滞期を脱却し、回復軌道にのり戦後最長の｢いざなぎ景気｣を

超える長期拡大となる可能性が高いものと思われます。しかし、原油価格の高騰による影響や海外景気の先行

きなど不透明要素も少なくなく、これらを払拭するに至っておりません。また、当社におきましても石油系原

料の値上げによる影響は避けられず、さらに、本年より福山工場の建設・稼動も検討しておりまして、かかる

投資・償却負担はいうまでもなく増大していくものと考えております。このような状況下において当社は、国

内外での新市場の開拓、積極的な販売活動を推進するとともに高付加価値製品の研究開発に努めるとともに、

さらなる生産効率アップによるコスト低減をはかり、品質保証体制の強化を行う所存であります。さらに、内

部統制システム並びに環境に対する体制の構築など、当社の社会的責任は重大なものであると認識し、これら

の責任を果たすとともに、企業体質の強化・拡大に全社をあげて鋭意努力していく所存でございます。 

 

（注）記載金額に消費税は含まれておりません。 

 

(2)財 政 状 態 

当会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、投資活動により625百万円及び財務活

動により209百万円それぞれ資金が減少となりましたが、営業活動により資金が1,364百万円の増加となりまし

た。また、子会社との合併により資金の受入が211百万円ありましたので、前会計年度末に比べ809百万円の増

加となり、当会計期間末には2,781百万円となりました。 

なお、平成17年３月期までは連結財務諸表を作成しておりましたが、連結子会社がなくなったため当期より

連結財務諸表を作成しておりません。したがって、個別財務諸表におけるキャッシュ・フロー計算書は、当期

より作成しているため、前年同期比の記載は省略しております。 

 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は、税引前当期純利益1,133百万円及び減価償却費552百万円の収入があり

ましたが、法人税等の支払額が427百万円あり、1,364百万円の収入となりました。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は、有形固定資産の取得による支出が854百万円ありましたが、定期預金の

払い戻しによる収入が199百万円あり、625百万円の支出となりました。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は、長期借入金の返済による支出が59百万円及び配当金の支払額が149百万

円あり、209百万円の支出となりました。 
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（指標の推移） 

 平成15年9月期 平成16年3月期 平成16年9月期 平成17年3月期 平成17年9月期 平成18年3月期

自己資本比率（％） 74.1 72.7 75.7 76.9 76.9 76.4

時価ベースの自己資
本比率（％） 

51.2 45.6 48.2 55.8 53.8 60.3

債務償還年数（年） － － － － 2.8 1.5

インタレスト・カバ
レッジ・レシオ 

－ － － － 141.5 136.5

（注）自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

※平成17年３月期まで連結キャッシュ・フロー計算書を作成しておりましたが、連結子会社が

なくなったため当期より連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。したがって、

平成17年３月期以前の債務償還年数及びインタレスト・ガバレッジ・レシオの記載は省略し

ております。 

※各指標は、いずれも個別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。営業キャッシュ・フローは、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。有利子負債は、貸借対照表に計上されている負債のうち

利子を払っている全ての負債を対象としております。 

 

(3)事業等のリスク 

 事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断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ります。 

 

会社がとっている特異な経営方針 

 当社グループの主要原材料であるテルペン類は、その全量を輸入に頼っております。仕入価格は国際市況に

よって影響を受けることがあり、また、その輸入に際して為替変動の影響を受けます。このため、テルペン原

料の備蓄量の拡大を図っております。 
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４．財 務 諸 表 等 

(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（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）   

Ⅰ 流動資産   

１．現金及び預金  2,236,201  2,646,039

２．受取手形 ※４ 1,033,625  924,815

３．売掛金 ※４ 1,714,545  2,451,476

４．有価証券  960,498  1,110,575

５．商品  2,716  63,932

６．製品  1,136,960  1,155,475

７．原材料  2,415,415  2,400,198

８．仕掛品  287,897  299,471

９．貯蔵品  78,691  82,207

10．前渡金  118,819  10,531

11．前払費用  26,579  16,380

12．短期貸付金  －  3,600

12．繰延税金資産  72,982  86,392

13．その他  26,935  4,877

14．貸倒引当金  △2,747  △3,376

流動資産合計  10,109,120 58.3  11,252,596 59.4

Ⅱ 固定資産   

１．有形固定資産   

(1）建物 ※１ 2,367,061 2,391,333 

減価償却累計額  1,349,557 1,017,504 1,435,159 956,173

(2）構築物 ※１ 1,828,060 2,064,649 

減価償却累計額  1,235,384 592,676 1,365,322 699,327

(3）機械及び装置 ※１ 8,869,464 8,765,895 

減価償却累計額  7,774,490 1,094,973 7,781,976 983,919

(4）車両運搬具  59,872 63,926 

減価償却累計額  52,490 7,382 54,368 9,557

(5）工具器具備品  959,669 918,366 

減価償却累計額  765,568 194,101 723,069 195,297
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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（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

(6）土地 ※１ 3,285,703  3,745,037

(7）建設仮勘定  8,855  6,707

有形固定資産合計  6,201,197 35.8  6,596,020 34.8

２．無形固定資産   

(1）工業用水道施設利用
権 

 254  191

(2）電話加入権  1,700  1,700

(3)ソフトウェア  44,066  35,316

(4)下水道施設分担金  －  13,482

無形固定資産合計  46,022 0.3  50,691 0.3

３．投資その他の資産   

(1）投資有価証券  724,009  988,388

(2）関係会社株式  105,284  －

(3）出資金  25,243  5,120

(4）長期貸付金  3,600  －

(5）長期前払費用  10,784  6,755

(6）保険積立金  70,827  5,472

(7）繰延税金資産  3,081  －

(8）その他  53,849  43,928

(9）貸倒引当金  △21,378  △12,857

投資その他の資産合計  975,300 5.6  1,036,807 5.5

固定資産合計  7,222,520 41.7  7,683,519 40.6

資産合計  17,331,640 100.0  18,936,115 100.0

   



－  － 8

  
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（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（負債の部）   

Ⅰ 流動負債   

１．買掛金 ※４ 726,730  917,166

２．短期借入金  2,000,000  2,000,000

３．１年内返済予定の長期
借入金 

※１ 59,320  56,820

４．未払金  357,520  498,548

５．未払法人税等  234,712  319,110

６．未払消費税等  9,619  3,238

７．未払費用  1,584  1,520

８．預り金  19,287  20,627

９．賞与引当金  135,488  142,573

10．その他  2,761  7,125

流動負債合計  3,547,024 20.5  3,966,730 21.0

Ⅱ 固定負債   

１．長期借入金  83,520  26,700

２．退職給付引当金  181,442  177,244

３．役員退職慰労引当金  186,744  221,388

４．その他  －  72,854

固定負債合計  451,706 2.6  498,186 2.6

負債合計  3,998,731 23.1  4,464,917 23.6
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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（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（資本の部）   

Ⅰ 資本金 ※２ 1,789,567 10.3  1,789,567 9.5

Ⅱ 資本剰余金   

１．資本準備金  1,728,997 1,728,997 

２．その他資本剰余金   

自己株式処分差益  2 2 

資本剰余金合計  1,729,000 10.0  1,729,000 9.1

Ⅲ 利益剰余金   

１．利益準備金  130,500 138,000 

２．任意積立金   

(1）特別償却準備金  37,672 41,635 

(2）別途積立金  8,997,000 9,477,000 

３．当期未処分利益  599,748 1,101,120 

利益剰余金合計  9,764,921 56.3  10,757,756 56.8

Ⅳ その他有価証券評価差額
金 

 184,487 1.1  330,903 1.7

Ⅴ 自己株式 ※３ △135,067 △0.8  △136,028 △0.7

資本合計  13,332,909 76.9  14,471,198 76.4

負債・資本合計  17,331,640 100.0  18,936,115 100.0
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(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（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高   

１．製品売上高 ※８ 8,986,634 10,111,805 

２．商品売上高  37,111 9,023,746 100.0 605,096 10,716,902 100.0

Ⅱ 売上原価   

１．製品売上原価   

(1）製品期首たな卸高  1,061,613 1,136,960 

(2）当期製品製造原価 ※４ 6,454,022 7,167,972 

合計  7,515,636 8,304,933 

(3）他勘定払出高 ※１ 7,769 7,988 

(4）製品期末たな卸高  1,136,960 1,155,475 

製品売上原価 ※８ 6,370,907 7,141,469 

２．商品売上原価   

(1）商品期首たな卸高  5,074 2,716 

(2）当期商品仕入高  25,894 494,488 

合計  30,969 497,204 

(3)合併による商品受入高  － 61,161 

(4）他勘定払出高 ※２ 97 1,817 

(5）商品期末たな卸高  2,716 63,932 

商品売上原価 ※８ 28,155 6,399,063 70.9 492,616 7,634,085 71.2

売上総利益  2,624,683 29.1  3,082,816 28.8

Ⅲ 販売費及び一般管理費 
※1,2, 
 3,4 

1,733,062 19.2  2,043,526 19.1

営業利益  891,620 9.9  1,039,290 9.7

Ⅳ 営業外収益   

１．受取利息  815 3,194 

２．受取配当金 ※８ 29,456 10,042 

３．有価証券売却益  1,927 7,677 

４．補助金収入  39,650 10,389 

５．為替差益  3,582 73,030 

６．損害保険金収入  16,917 － 

７．組合投資運用益  21,888 5,121 

８．雑収入 ※８ 33,067 147,305 1.6 23,985 133,442 1.2
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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（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅴ 営業外費用   

１．支払利息  13,684 9,997 

２．手形売却損  4,702 8,832 

３．雑損失  3,419 21,807 0.2 8,200 27,030 0.2

経常利益  1,017,118 11.3  1,145,702 10.7

Ⅵ 特別利益   

１．固定資産売却益 ※５ 411 63 

２．貸倒引当金戻入益  3,046 5,371 

３．投資有価証券売却益  14,410 554 

４．保険金収入  87,417 － 

５．その他 ※６ － 105,285 1.1 300 6,289 0.1

Ⅶ 特別損失   

１．固定資産処分損 ※７ 24,709 18,973 

２．投資有価証券売却損  4,350 29,059 0.3 － 18,973 0.2

税引前当期純利益  1,093,343 12.1  1,133,018 10.6

法人税、住民税及び事
業税 

 326,117 489,885 

法人税等調整額  125,492 451,610 5.0 △28,168 461,717 4.3

当期純利益  641,733 7.1  671,300 6.3

前期繰越利益  11,249  13,212

中間配当額  53,235  63,878

合併による未処分利益
の受入 

 －  480,485

当期未処分利益  599,748  1,101,120
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(3)【キャッシュ・フロー計算書】 

平成17年３月期まで連結財務諸表を作成しておりましたが、連結子会社がなくなったため当期より連結財務諸表を

作成しておりません。したがって、個別財務諸表におけるキャッシュ・フロー計算書は、当期より記載しておりま

す。 

  
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（千円）  

Ⅰ 営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

   

税引前当期純利益  1,133,018  

減価償却費  552,718  

貸倒引当金の減少額  △13,892  

退職給付引当金の減少
額 

 △4,198  

役員退職慰労引当金の
増加額 

 34,643  

賞与引当金の増加額  295  

受取利息及び受取配当
金 

 △13,237  

支払利息  9,997  

有価証券売却益  △7,677  

投資有価証券売却益  △554  

為替差益  △68,326  

有形固定資産売却益  △63  

有形固定資産処分損  18,973  

売上債権の増加額  △218,406  

たな卸資産の増加額  △18,442  

前渡金の減少額  109,354  

その他流動資産の減少
額 

 45,586  

保険積立金の減少額  65,355  

その他投資等の減少額  19,628  

仕入債務の増加額  119,876  

未払消費税等の減少額  △6,380  

その他流動負債の増加
額 

 48,334  
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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（千円）  

役員賞与の支払額  △17,400  

小計  1,789,200  

利息及び配当金の受取
額 

 13,293  

利息の支払額  △10,061  

法人税等の支払額  △427,542  

営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

 1,364,889  

Ⅱ 投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

   

定期預金の純減少額  199,851  

有価証券の取得による
支出 

 △100,279  

有価証券の売却による
収入 

 151,259  

有形固定資産の取得に
よる支出 

 △854,873  

有形固定資産の売却に
よる収入 

 95  

無形固定資産の取得に
よる支出 

 △20,674  

投資有価証券の取得に
よる支出 

 △3,311  

投資有価証券の売却に
よる収入 

 2,190  

投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

 △625,741  

Ⅲ 財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

   

長期借入金の返済によ
る支出 

 △59,320  

自己株式の純増加額  △961  

配当金の支払額  △149,391  

財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

 △209,672  
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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（千円）  

Ⅳ 現金及び現金同等物に係
る換算差額 

 68,326  

Ⅴ 現金及び現金同等物の増
加額 

 597,801  

Ⅵ 現金及び現金同等物の期
首残高 

 1,971,876  

Ⅶ 合併による現金及び現金
同等物の受入高 

 211,968  

Ⅷ 現金及び現金同等物の期
末残高 

 2,781,645  

    

 

(4)【利益処分案】 

  
前事業年度 

株主総会承認日 
（平成17年６月22日） 

当事業年度 
株主総会承認日 

（平成18年６月20日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 当期未処分利益   599,748  1,101,120 

Ⅱ 任意積立金取崩額      

１．特別償却準備金取崩額   10,323  12,844 

合計   610,071  1,113,965 

Ⅲ 利益処分額      

１．配当金  85,173  63,874  

２．役員賞与金  17,400  19,800  

（うち監査役賞与金）  (1,200)  (1,200)  

３．任意積立金      

(1）別途積立金  480,000  1,020,000  

(2）特別償却準備金  14,285 596,858 － 1,103,674 

Ⅳ 次期繰越利益   13,212  10,291 

      

（注） その他資本剰余金につきましては、次期に繰り越しております。 
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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)子会社株式 (1)    ────── １．有価証券の評価基準及び

評価方法  移動平均法による原価法  

 (2）その他有価証券 (2）その他有価証券 

 時価のあるもの 時価のあるもの 

 決算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） 

同左 

 時価のないもの 時価のないもの 

 移動平均法による原価法 同左 

商品・製品・原材料及び仕掛品 同左 ２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法 月次総平均法による原価法  

 貯蔵品 同左 

 最終仕入原価法による原価法  

３．デリバティブ等の評価基

準及び評価方法 

────── (1)デリバティブ 

時価法 

(1)有形固定資産 (1)有形固定資産 ４．固定資産の減価償却の方

法  定率法によっております。 

 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）につい

ては、定額法を採用しております。 

 なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。 

建物         31年、38年

機械及び装置      ７～９年

同左 

 (2）無形固定資産 (2)無形固定資産 

  定額法を採用しております。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

基づいております。 

同左 

５．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。 

同左 

６．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 (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

よる計算額を、貸倒懸念債権等特定の

債権については個別に回収可能性を検

討し、回収不能見込額を計上しており

ます。 

同左 

 (2）賞与引当金 (2)賞与引当金 

  従業員に支給する賞与に充てるた

め、支給見込額に基づき計上しており

ます。 

同左 
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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）退職給付引当金 (3）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

おります。 

 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（10年）による定率法により、

それぞれ発生の翌事業年度から費用処

理することとしております。 

 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

費用処理しております。 

同左 

 (4）役員退職慰労引当金 (4）役員退職慰労引当金 

  役員退職慰労金の支出に備えるた

め、内規に基づく期末要支給額を計上

しております。 

同左 

６．キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲 

────── 手許現金、随時引き出し可能な預金

及び容易に換金可能であり、かつ、価

値の変動について僅少なリスクしか負

わない取得日から３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。 

消費税等の会計処理 消費税等の会計処理 ７．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項  消費税等の会計処理は税抜方式に

よっております。 

同左 

 

会計処理方法の変更 

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） 

 当中間会計期間より、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）を適用しており

ます。 

 これによる損益に与える影響はありません。 
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注記事項 

（貸借対照表関係） 

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．担保に提供している資産及びこれに対応する債務

は次のとおりであります。 

※１．担保に提供している資産及びこれに対応する債務

は次のとおりであります。 

(イ)担保提供資産 (イ)担保提供資産 
 

建物 180,252千円

構築物 224,930千円

機械及び装置 384,862千円

土地 929,653千円

計 1,719,698千円
  

 
建物 166,420千円

構築物 197,594千円

機械及び装置 331,910千円

土地 929,653千円

計 1,625,578千円
  

(ロ)上記のうち工場財団設定分 (ロ)上記のうち工場財団設定分 
 

建物 180,252千円

構築物 224,930千円

機械及び装置 384,862千円

土地 929,653千円

計 1,719,698千円
  

 
建物 166,420千円

構築物 197,594千円

機械及び装置 331,910千円

土地 929,653千円

計 1,625,578千円
  

(ハ)上記の担保提供資産に対応する債務 (ハ)上記の担保提供資産に対応する債務 
 

 － 千円
  

 
 － 千円

  
このうちの工場財団抵当による対応債務の内訳 このうちの工場財団抵当による対応債務の内訳

 
 － 千円

  

 
 － 千円

  
※２．会社が発行する株式の総数 ※２．会社が発行する株式の総数 
 

普通株式 22,000,000株

発行済株式の総数   普通株式 10,839,663株
  

 
普通株式 22,000,000株

発行済株式の総数   普通株式 10,839,663株
  

※３．自己株式 ※３．自己株式 

 当社が保有する自己株式の数は、普通株式 

192,982株であります。 

 当社が保有する自己株式の数は、普通株式 

193,938株であります。 

※４．関係会社に対する主な資産及び負債には、区分掲

記されたもののほか、次のものがあります。 

※４．      ────── 

 
（資産） 

受取手形 500,708千円

売掛金 240,682千円

（負債） 

買掛金 17,824千円
  

 
 

 

 

 

 
  

 ５．配当制限  ５．配当制限 

 有価証券の時価評価により、純資産額が184,487

千円増加しております。 

 なお、当該金額は商法施行規則第124条第３号の

規定により、配当に充当することが制限されており

ます。 

 有価証券の時価評価により、純資産額が

330,903千円増加しております。 

 なお、当該金額は商法施行規則第124条第３号の

規定により、配当に充当することが制限されており

ます。 
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（損益計算書関係） 

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） 

※１．製品他勘定払出高の内訳 ※１．製品他勘定払出高の内訳 
 

販売費及び一般管理費 7,769千円
  

 
販売費及び一般管理費 7,167千円

  
※２．商品他勘定払出高の内訳 ※２．商品他勘定払出高の内訳 
 

販売費及び一般管理費 97千円
  

 
販売費及び一般管理費 1,817千円

  
※３．販売費及び一般管理費 ※３．販売費及び一般管理費 

 販売費に属する費用のおおよその割合は33％であ

り、一般管理費に属する費用のおおよその割合は 

67％であります。主要な費目及び金額は次のとおり

であります。 

 販売費に属する費用のおおよその割合は45％であ

り、一般管理費に属する費用のおおよその割合は 

55％であります。主要な費目及び金額は次のとおり

であります。 
 

荷造運賃 310,872千円

役員報酬 85,150千円

従業員給与手当 279,516千円

賞与引当金繰入額 24,106千円

退職給付費用 8,326千円

役員退職慰労引当金繰入額 31,500千円

役員退職金 69,340千円

福利厚生費 87,122千円

研究開発費 374,152千円

減価償却費 169,491千円
  

 
荷造運賃 459,428千円

役員報酬 86,040千円

従業員給与手当 327,198千円

賞与 90,574千円

賞与引当金繰入額 34,002千円

退職給付費用 23,149千円

役員退職慰労引当金繰入額 34,643千円

法定福利厚生費 66,508千円

研究開発費 344,211千円

減価償却費 139,541千円
  

※４．研究開発費の総額 ※４．研究開発費の総額 

一般管理費及び当期総製造費用に含まれる研究開

発費               376,044千円

一般管理費及び当期総製造費用に含まれる研究開

発費               348,036千円

※５．固定資産売却益は車輌運搬具 411千円でありま

す。 

※５．固定資産売却益は車輌運搬具 63千円でありま

す。 

※６．      ────── ※６．特別利益その他の内容は次のとおりであります。
 

 
  

 
会員権売却益 300千円 

  
※７．固定資産処分損の内容は次のとおりであります。

固定資産除却損 

※７．固定資産処分損の内容は次のとおりであります。

固定資産除却損 
 

建物 7,203千円 

構築物 280千円 

機械及び装置 14,667千円 

車輌運搬具 36千円 

工具器具備品 2,519千円 

計 24,708千円 
  

 
機械及び装置 12,251千円 

車輌運搬具 86千円 

工具器具備品 6,636千円 

計 18,973千円 
  

固定資産売却損  
 

車輌運搬具 １千円 
  

 
  
  

※８．関係会社との主な取引は次のとおりであります。 ※８．      ────── 
 

売上高 2,743,129千円

売上原価 176,925千円

受取配当金 20,295千円

雑収入 9,112千円
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（キャッシュ・フロー計算書関係） 

当事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 

(1）現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記

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 2,646,039千円

有価証券勘定 1,110,575千円

計 3,756,614千円

預入期間が３カ月を超える定期
預金 △874,689千円

株式、債券及びリスクを伴う投
資信託 △100,279千円

現金及び現金同等物 2,781,645千円
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（有価証券関係） 

 前事業年度（自平成16年４月１日 至平成17年３月31日）における子会社株式で時価のあるものはありま

せん。 

 

当事業年度（平成18年３月31日現在） 

 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 種類 取得原価（千円） 
貸借対照表計上額 

（千円） 
差額（千円） 

(1)株式 414,869 970,076 555,206 

(2)債券    

①国債・地方債等 － － － 

②社債 － － － 

③その他 － － － 

(3)その他 － － － 

貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの 

小計 414,869 970,076 555,206 

(1)株式 － － － 

(2)債券    

①国債・地方債等 － － － 

②社債 － － － 

③その他 － － － 

(3)その他 － － － 

貸借対照表計上額が取
得原価を超えないもの 

小計 － － － 

合計 414,869 970,076 555,206 

 （注） 取得原価は減損処理後の帳簿価額であり、当事業年度においては該当する銘柄が無いため、減損処理は

行っておりません。 

 なお、減損処理にあたっては、事業年度末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には

全て減損処理を行い、30～50％程度下落した場合には定量的な回復可能性の判断を行い、必要と認めら

れた額について減損処理を行っております。 

 

２．当事業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） 

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円） 

153,449 8,232 － 
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３．時価評価されない主な有価証券の内容 

 貸借対照表計上額（千円） 

(1）その他有価証券  

非上場株式 7,972 

割引金融債 100,279 

フリーファイナンシャルファンド 768,069 

マネーマネジメントファンド 242,225 

投資事業組合出資金 10,339 

 

４．その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額 

 １年以内（千円) 
１年超５年以内 

（千円) 
５年超10年以内 

（千円） 
10年超（千円) 

１．債券     

(ア)国債・地方債等 － － － － 

(イ)社債 － － － － 

(ウ)その他 100,279 － － － 

２．その他     

投資信託 1,010,295 － － － 

合計 1,110,575 － － － 
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（デリバティブ取引関係） 

１．取引の状況に関する事項 

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)取引の内容 

 当社の利用しているデリバティブ取引は、通貨関連で

は為替予約取引であります。 

 

(2)取引に対する取組方針 

 当社のデリバティブ取引は、将来の為替の変動による

リスク回避を目的としており、投機的な取引は行わない

方針であります。 

 

(3)取引の利用目的 

 当社のデリバティブ取引は、通貨関連では外貨建金銭

債権債務の為替変動リスクを回避し、安定的な利益の確

保を図る目的で利用しております。 

 

(4)取引に係るリスクの内容 

 為替予約取引等は為替相場の変動によるリスクを有し

ております。 

 なお、取引相手先は高格付を有する金融機関に限定し

ているため、信用リスクはほとんどないものと認識して

おります。 

 

(5)取引に係るリスク管理体制 

 デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限

及び取引限度額等を定めた社内ルールに従い、資金担当

部門が決済担当者の承認を得て行っております。 

 

(6)取引の時価等に関する事項についての補足説明 

 取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あ

くまでもデリバティブ取引における名目的な契約額、ま

たは計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバ

ティブ取引のリスクの大きさを示すものではありませ

ん。 

 

２．取引の時価等に関する事項 

(1)通貨関連 

当事業年度（平成18年３月31日現在） 

区分 種類 契約額等 

（千円） 

契約額等のうち

１年超（千円）

時価 

（千円） 

評価損益 

（千円） 

市場取引以 

外の取引 

為替予約取引 

売建 

米ドル 

 

 

357,837

 

 

－

 

 

353,133 

 

 

△4,704

合計 357,837 － 353,133 △4,704

 （注）１．時価の算定方法 

取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。 
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（退職給付関係） 

１．採用している退職給付制度 

 当社は、確定給付型の制度として適格退職年金制度及び退職一時金制度を設けております。また、従業

員の退職等に際して割増退職金を支払う場合があります。 

 当社は、昭和50年８月１日より定年退職者を受給対象者として退職金の90％相当分について適格退職年

金制度を採用しております。また、当社は中小企業退職金共済事業団に加入し、退職一時金制度の退職給

付債務の一助としております。 

 

２．退職給付債務及びその内訳 

 
当事業年度 

（平成18年３月31日） 
 

(1)退職給付債務（千円） △1,421,628  

(2)年金資産（千円） 1,358,226  

(3)未積立退職給付債務（千円）(1)＋(2) △63,401  

(4)未認識数理計算上の差異（千円） 88,883  

(5）未認識過去勤務債務(債務の減額)(千円) 
（注）１． 

△202,725  

(6）貸借対照表計上額純額（千円） 
(3)＋(4)＋(5) 

△177,244  

３．退職給付費用の内訳 

 
当事業年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

 

退職給付費用   

(1)勤務費用（千円）（注）２． 76,221  

(2)利息費用（千円） 30,395  

(3)期待運用収益（減算）（千円） △14,877  

(4）未認識過去勤務債務の処理額（千円）
（注）３. 

△25,646  

(5)数理計算上の差異の処理額（千円） 16,183  

(6）退職給付費用（千円） 
(1)＋(2)＋(3)＋(4)＋(5) 

82,277  

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

 
当事業年度 

（平成18年３月31日） 
 

(1)割引率（％） 2.0  

(2)期待運用収益率（％） 1.2  

(3)退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準  

(4）数理計算上の差異の処理年数（年） 
（注）４． 

10  

(5）過去勤務債務の処理年数（年） 
（注）５． 

5  
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 （注）１．平成13年３月１日付にて、適格退職年金制度の変更（一時金換算率の見直し及び併給部分の減額）を

行ったことに伴い、過去勤務債務（債務の減額）が生じております。 

２．適格退職年金に対する従業員拠出額を控除しております。 

３．上記（注）１．に記載の過去勤務債務に係る当事業年度の処理額であります。 

４．数理計算上の差異の処理年数は、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による定

率法により、それぞれ発生の翌事業年度から処理することとしております。 

５．過去勤務債務の処理年数は、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による定額法

により処理しております。 

 

（税効果会計関係） 

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） 

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 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

繰延税金資産〈流動〉 繰延税金資産〈流動〉 
 

未払事業税 17,920千円

未払社会保険料 5,691千円

賞与引当金 49,045千円

貸倒引当金限度超過額 324千円

 72,982千円
  

 
未払事業税 25,375千円

未払社会保険料 5,919千円

賞与引当金 51,679千円

貸倒引当金限度超過額 270千円

未払不動産取得税 3,146千円

 86,392千円
   

繰延税金資産〈流動〉の純額 72,982千円
  

 
繰延税金資産〈流動〉の純額 86,392千円

  
繰延税金資産〈固定〉 繰延税金資産〈固定〉 

 
退職給付引当金限度超過額 69,381千円

役員退職慰労引当金 75,444千円

会員権評価損 8,080千円

有価証券評価損 3,453千円

 156,359千円
  

 
退職給付引当金限度超過額 71,606千円

役員退職慰労引当金 89,440千円

会員権評価損 6,464千円

有価証券評価損 3,453千円

 170,964千円
   

繰延税金負債〈固定〉 

特別償却準備金 △28,222千円

有価証券評価差額 △125,055千円

 △153,278千円

繰延税金資産〈固定〉の純額 3,081千円
  

 
繰延税金負債〈固定〉 

特別償却準備金 △19,515千円

有価証券評価差額 △224,303千円

 △243,819千円

繰延税金負債〈固定〉の純額 △72,854千円
  

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異がある時の、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳 

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時の、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳 

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間の差異が、法定実効税率の５/100以下である

ため、注記を省略しております。 

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間の差異が、法定実効税率の５/100以下である

ため、注記を省略しております。 
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（持分法損益等） 

 持分法を適用した場合の投資損益につきましたは、平成17年３月期以前は連結財務諸表を作成していたため、

また、当期は関連会社がありませんので記載しておりません。 

 

（関連当事者との取引） 

前事業年度（自平成16年４月１日 至平成17年３月31日） 

(1）役員 

関係内容 

属性 氏名 住所 
資本金又
は出資金 
（千円） 

事業の内容
又は職業 

議決権等
の所有
（被所

有）割合
（％） 

役員の兼
任等 

事業上
の関係 

取引の内
容 

取引金額 
（千円） 

科目 
期末 
残高 

（千円）

役員 安原禎二 － － 

当社代表取
締役 
ワイエス興
産(有)代表
取締役社長

(被所有)
直接 
11.4 

－ － 
関係会社
株式の売
却 

19,778 － －

（注）１．ワイエス興産有限会社は当社の主要株主であります。 

２．株式の売却については第三者による評価額等を基準として決定しております。 

 

当事業年度（自平成17年４月１日 至平成18年３月31日） 

 該当事項はありません。 

 

（１株当たり情報） 

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 1,250.67円

１株当たり当期純利益 58.64円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 －円
  

 
１株当たり純資産額 1,357.48円

１株当たり当期純利益 61.20円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 －円
  

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。 

 （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

ります。 

 
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（千円） 641,733 671,300 

普通株主に帰属しない金額（千円） 17,400 19,800 

（うち利益処分による役員賞与金） （17,400） （19,800）

普通株式に係る当期純利益（千円） 624,333 651,500 

期中平均株式数（株） 10,646,983 10,646,233 
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（重要な後発事象） 

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） 

ヒロダイン株式会社との合併契約 ────── 

 当社と当社の100％出資のヒロダイン株式会社とは、

平成16年11月29日開催の取締役会において合併契約書の

承認を受け、また、ヒロダイン株式会社においては、平

成16年12月17日開催の臨時株主総会において合併契約書

の承認を受け、平成17年４月１日に合併いたしました。

 

(1)合併の目的  

 子会社でありますヒロダイン株式会社は、当社が製造

しておりますホットメルト接着剤及びラミネート品の販

売商社として事業を展開してまいりましたが、会社統括

業務および販売活動業務等の効率化をはかり、内外の競

争の激化に対処しうる経営体質の強化を目的として、合

併することにいたしました。 

 

(2)合併の期日  

 平成17年４月１日  

(3)合併の方法  

 当社を存続会社とする吸収合併方式としヒロダイン株

式会社は解散いたします。被合併会社は100％出資の子

会社であり、合併の手続きは商法第413条の３に規定す

る簡易合併方式によります。合併による新株式の発行及

び資本金の増加並びに合併交付金の支払は行いません。

 

(4)財産の引継  

 合併期日においてヒロダイン株式会社の資産、負債及

び権利義務の一切を引継ぎます。 

 

(5)引継ぐ資産・負債の額      （単位：千円）  
  
資産の部    977,578 

 流動資産   956,466 

  現金預金  211,968 

  売掛金   668,220 

  商品    61,161 

  貸倒引当金 △6,000 

  その他   21,115 

 固定資産   21,112 

 有形固定資産 15,062 

  建物     9,403 

  車輌運搬具   937 

  工具器具備品  387 

  土地     4,334 

 投資等の資産  6,050 

  繰延税金資産 3,352 

  貸倒引当金 △7,500 

  その他   10,198 

負債の部    384,308 

 流動負債   384,308 

  買掛金   329,282 

  未払金   25,641 

  未払法人税等22,054 

  賞与引当金  6,790 

  その他     540 

  

 

（注）表示金額は、千円未満を切り捨てて表示しており

ます。 
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５．生産、受注及び販売の状況 

(1）生産実績 

 当中間会計期間の生産実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

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） 事業部門 

金額（千円） 構成比(%) 金額（千円） 構成比(%) 

粘着・接着用樹脂部門 3,229,552 35.9 4,164,316 41.2 

化成品部門 2,417,538 26.9 2,402,739 23.8 

ホットメルト接着剤部門 2,164,673 24.1 2,072,501 20.5 

ラミネート品部門 1,174,870 13.1 1,472,247 14.5 

合計 8,986,634 100.0 10,111,805 100.0 

 （注）１ 金額は販売価格によっております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

(2)商品仕入実績 

 当事業年度における商品仕入実績は 494,488千円ありましたが、仕入品目が多岐にわたり事業部門別に分

類することが困難であるため記載を省略しております。 

 なお、上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

(3）受注状況 

 当社は主として見込生産によっているため、該当事項はありません。 

(4)販売実績 

 当事業年度の販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

 粘着・接着

用樹脂部門

（千円） 

化成品部門

（千円） 

ホットメル

ト接着剤部

門（千円）

ラミネート

品部門 

（千円） 

その他部門

（千円） 

消去又は全

社（千円） 

合計 

（千円） 

売上高 4,164,316 2,402,739 2,072,501 1,472,247 605,096 （－） 10,716,902

営業費用 3,456,071 2,017,608 1,850,945 1,264,801 548,544 539,641 9,677,611

営業利益 708,245 385,131 221,555 207,446 56,552 （539,641） 1,039,290

 （注） 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

(5)海外売上高 

当事業年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

 東南アジア 欧州 北米 その他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 1,492,309 413,884 150,531 83,957 2,140,681 

Ⅱ 売上高（千円） － － － － 10,716,902 

Ⅲ 海外売上高の売上高に占める
割合（％） 

13.9 3.9 1.4 0.8 20.0 

 （注）１ 地域は地理的近接度により区分しております。 

２ 各区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

(1）東南アジア……台湾、韓国、中国等 

(2）欧州……………ドイツ、イタリア等 

(3）北米……………米国 

(4）その他…………オーストラリア等 

３ 海外売上高は当社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 
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６．役員の異動 

(1)代表者の異動 

 該当事項はありません。 

 

(2)その他の役員の異動 

①役職の異動 

取締役社長付 大嶋 勉 （現 取締役総務部長） 

取締役社長付 竹内 健 （現 取締役生産本部長） 

就任予定日  平成18年５月１日 

 

②新任取締役候補 

取締役生産本部長 山本 正憲 （現 福山工場長） 

就任予定日  平成18年６月20日 

 

③退任予定取締役 

取締役総務部長  大嶋 勉 （常勤監査役 就任予定） 

取締役生産本部長 竹内 健 

退任予定日  平成18年６月20日 

 

④新任監査役候補 

（常 勤）監査役 大嶋 勉 （現 取締役総務部長） 

就任予定日  平成18年６月20日 

 

⑤退任予定監査役 

（常 勤）監査役 溝岡 保浩 

退任予定日  平成18年６月20日 
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（参考資料） 
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） 
 

区分  金額（千円） 
構成比
（％）

  

（資産の部）   

Ⅰ 流動資産   

１．現金及び預金  2,448,169  

２．受取手形及び売掛金  3,157,884  

３．有価証券  960,498  

４．たな卸資産  3,982,842  

５．前渡金  119,885  

６．繰延税金資産  77,882  

７．その他  45,470  

８．貸倒引当金  △13,000  

流動資産合計  10,779,631 60.2  

Ⅱ 固定資産   

１．有形固定資産   

(1）建物及び構築物  4,215,185  

減価償却累計額  2,595,601 1,619,583  

(2）機械装置及び運搬具  8,930,822  

減価償却累計額  7,827,528 1,103,293  

(3）工具器具備品  962,438  

減価償却累計額  767,949 194,488  

(4）土地  3,290,037  

(5）建設仮勘定  8,855  

有形固定資産合計  6,216,259 34.7  

２．無形固定資産  46,022 0.2  

３．投資その他の資産   

(1）投資有価証券  724,009  

(2）長期貸付金  3,600  

(3）保険積立金  70,827  

(4）繰延税金資産  6,433  

(5）その他  100,075  

(6）貸倒引当金  △28,878  

投資その他の資産合計  876,066 4.9  

固定資産合計  7,138,348 39.8  

資産合計  17,917,980 100.0  
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前連結会計年度 

（平成17年３月31日） 
 

区分  金額（千円） 
構成比
（％）

  

（負債の部）   

Ⅰ 流動負債   

１．買掛金  797,289  

２．短期借入金  2,000,000  

３．１年内返済予定の長期
借入金 

 59,320  

４．未払金  359,615  

５．未払法人税等  256,767  

６．未払消費税等  9,619  

７．賞与引当金  143,149  

８．その他  24,173  

流動負債合計  3,649,933 20.4  

Ⅱ 固定負債   

１．長期借入金  83,520  

２．退職給付引当金  181,442  

３．役員退職慰労引当金  186,744  

固定負債合計  451,706 2.5  

負債合計  4,101,640 22.9  

   

（資本の部）   

Ⅰ 資本金  1,789,567 10.0  

Ⅱ 資本剰余金  1,729,000 9.7  

Ⅲ 利益剰余金  10,248,351 57.2  

Ⅳ その他有価証券評価差額
金 

 184,487 1.0  

Ⅴ 自己株式  △135,067 △0.8  

資本合計  13,816,340 77.1  

負債・資本合計  17,917,980 100.0  
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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） 

 

区分  金額（千円） 
百分比
（％）

  

Ⅰ 売上高  9,929,087 100.0  

Ⅱ 売上原価  6,889,386 69.4  

売上総利益  3,039,701 30.6  

Ⅲ 販売費及び一般管理費  2,045,799 20.6  

営業利益  993,902 10.0  

Ⅳ 営業外収益   

１．受取利息  1,653  

２．受取配当金  10,161  

３．有価証券売却益  1,927  

４．補助金収入  39,650  

５．為替差益  4,219  

６．損害保険金収入  16,917  

７．組合投資運用益  21,888  

８．その他  30,924 127,342 1.3  

Ⅴ 営業外費用   

１．支払利息  13,684  

２．手形売却損  5,094  

３．その他  3,419 22,199 0.2  

経常利益  1,099,045 11.1  

Ⅵ 特別利益   

１．固定資産売却益  411  

２．投資有価証券売却益  21,304  

３．貸倒引当金戻入益  2,884  

４．保険金収入  87,417 112,017 1.1  

Ⅶ 特別損失   

１．固定資産処分損  24,709  

２．投資有価証券売却損  4,350 29,059 0.3  

税金等調整前当期純利益  1,182,003 11.9  

法人税、住民税及び事業
税 

 370,180  

法人税等調整額  126,280 496,460 5.0  

当期純利益  685,542 6.9  
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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） 

 

区分  金額（千円）  

（資本剰余金の部）      

Ⅰ 資本剰余金期首残高   1,728,997   

Ⅱ 資本剰余金増加高      

１．自己株式処分差益  2 2   

Ⅲ 資本剰余金期末残高   1,729,000   

      

（利益剰余金の部）      

Ⅰ 利益剰余金期首残高   9,694,330   

Ⅱ 利益剰余金増加高      

１．当期純利益  685,542 685,542   

Ⅲ 利益剰余金減少高      

１．配当金  106,471    

２．役員賞与  25,050    

（うち監査役賞与）  （1,200） 131,521   

Ⅳ 利益剰余金期末残高   10,248,351   
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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） 

 

区分  金額（千円）  

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 

 1,182,003  

減価償却費  623,698  

貸倒引当金の増加額又
は減少額(△) 

 △2,884  

退職給付引当金の増加
額又は減少額(△) 

 △37,474  

役員退職慰労引当金の
増加額又は減少額(△) 

 △260,387  

賞与引当金の増加額  7,867  

受取利息及び受取配当
金 

 △11,814  

支払利息  13,684  

有価証券売却益  △1,927  

投資有価証券売却損  4,350  

投資有価証券売却益  △21,304  

為替差損又は為替差益
（△） 

 △11,366  

有形固定資産売却益  △411  

有形固定資産処分損  24,709  

売上債権の増加額  △26,817  

たな卸資産の増加額  △327,781  

前渡金の増加額（△）
又は減少額 

 81,925  

その他流動資産の増加
額（△）又は減少額 

 △10,835  

保険積立金の増加額
（△）又は減少額 

 249,927  

その他投資等の増加額
（△）又は減少額 

 23,892  

仕入債務の増加額  118,509  

未払消費税等の増加額
（△）又は減少額 

 3,754  

その他流動負債の増加
額 

 16,650  
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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） 

 

区分  金額（千円）  

役員賞与の支払額  △25,050  

小計  1,612,917  

利息及び配当金の受取
額 

 11,891  

利息の支払額  △13,858  

法人税等の支払額  △358,670  

営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

 1,252,279  

Ⅱ 投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

   

定期預金の純減少額  1,843  

有価証券の取得による
支出 

 △100,229  

有価証券の売却による
収入 

 123,810  

有形固定資産の取得に
よる支出 

 △493,716  

有形固定資産の売却に
よる収入 

 2,335  

無形固定資産の取得に
よる支出 

 △5,500  

投資有価証券の取得に
よる支出 

 △3,006  

投資有価証券の売却に
よる収入 

 90,527  

投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

 △383,935  

Ⅲ 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  △550,000  

長期借入金の借入れに
よる収入 

 150,000  

長期借入金の返済によ
る支出 

 △261,360  

自己株式の純増加額  △409  

配当金の支払額  △106,307  

財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

 △768,076  
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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） 

 

区分  金額（千円）  

Ⅳ 現金及び現金同等物に係
る換算差額 

 11,366  

Ⅴ 現金及び現金同等物の増
加額 

 111,634  

Ⅵ 現金及び現金同等物の期
首残高 

 2,072,209  

Ⅶ 現金及び現金同等物の期
末残高 

 2,183,844  

    

 
（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） 

 
テルペン化
学製品事業
（千円） 

接着剤事業
（千円） 

ラミネート
事業 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全
社（千円） 

連結 
（千円） 

Ⅰ．売上高及び営業利益  

売上高  

(1)外部顧客に対する売上高 5,938,662 2,371,137 1,619,287 9,929,087 (－) 9,929,087

(2）セグメント間の内部売上
高又は振替高 

274,206 245,963 － 520,169 (520,169) －

計 6,212,868 2,617,101 1,619,287 10,449,257 (520,169) 9,929,087

営業費用 4,694,434 2,241,496 1,427,768 8,363,696 (△571,486) 8,935,185

営業利益 1,518,434 375,605 191,519 2,085,558 (1,091,656) 993,902

Ⅱ．資産、減価償却費及び資本
的支出 

 

資産 9,061,831 2,425,208 1,414,679 12,901,719 5,016,260 17,917,980

減価償却費 340,802 143,495 37,449 521,746 101,952 623,698

資本的支出 104,095 284,508 1,978 390,581 74,154 464,736

 （注）１．事業区分の方法 

事業は製品の生産形態、使用状態を勘案して区分しております。 
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２．各区分に属する主要な製品 

 事業区分 主要製品 

 テルペン化学製品事業 
粘着・接着用樹脂 
化成品 

 接着剤事業 ホットメルト接着剤 

 ラミネート事業 ラミネート品 

３．配賦不能営業費用の状況 

前連結会計年度における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

1,099,360千円であり、その主なものは、親会社の総務・経理部門等の管理部門に係る費用であります。 

４．前連結会計年度における資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、5,006,641千円

であり、その主なものは、親会社での余資運用資金（現金及び有価証券）、長期投資資金（投資有価

証券）及び管理部門に係る資産等であります。 

 

【所在地別セグメント情報】 

 前連結会計年度については、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないた

め、該当事項はありません。 

 

【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） 

 東南アジア 欧州 北米 その他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 1,455,611 223,741 90,013 79,292 1,848,659 

Ⅱ 連結売上高（千円） － － － － 9,929,087 

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に占
める割合（％） 

14.7 2.3 0.9 0.8 18.6 

 （注）１．地域は地理的近接度により区分しております。 

２．各区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

(1）東南アジア………台湾、韓国、中国等 

(2）欧州………………ドイツ、イタリア等 

(3）北米………………米国 

(4）その他……………オーストラリア等 

３．海外売上高は当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 
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２．生産、受注及び販売の状況 

(1)生産実績 

 前連結会計年度の生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

事業の種類別セグメントの名称 
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） 

前年同期比（％） 

テルペン化学製品事業（千円） 3,615,126 109.4 

接着剤事業（千円） 1,928,935 104.7 

ラミネート事業（千円） 909,961 116.4 

合計（千円） 6,454,022 108.8 

 （注）１．金額は製造原価によっております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

(2)商品仕入実績 

 前連結会計年度の商品仕入実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．金額は仕入価額によっております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

(3）受注状況 

 当社グループは主として見込生産によっているため、該当事項はありません。 

 

(4)販売実績 

 前連結会計年度の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

事業の種類別セグメントの名称 
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） 

前年同期比（％） 

テルペン化学製品事業（千円） 5,938,662 107.9 

接着剤事業（千円） 2,371,137 99.8 

ラミネート事業（千円） 1,619,287 109.1 

合計（千円） 9,929,087 105.7 

 （注） 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

 

 

事業の種類別セグメントの名称 
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） 

前年同期比（％） 

テルペン化学製品事業（千円） 217,729 118.9 

接着剤事業（千円） 11,982 137.6 

ラミネート事業（千円） 294,520 88.6 

合計（千円） 524,233 100.0 


