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代  表  者 役  職  名  代表取締役社長  氏 名  荻 野  富 弘 

問い合わせ先 責任者役職名  管理部長     氏 名  池 端  敏 廣  TEL(03)3508-1836(代) 

決算取締役会開催日  平成18年11月24日 

親会社等の名称 三菱瓦斯化学株式会社(ｺｰﾄﾞ番号:4182)他１社  親会社等における当社の議決権所有比率45.8% 

米国会計基準採用の有無   有 ・ ○無 

１．１８年９月中間期の連結業績（平成18年４月１日～平成18年９月30日） 

(1) 連結経営成績                         （記載金額は百万円未満切り捨て表示） 

 売  上  高 営 業 利 益 経 常 利 益 
 
１８年９月中間期 
１７年９月中間期 

百万円  ％
         6,560    （ 11.9）
         5,862    （  5.5）

百万円  ％
           196   （  75.9）
           111   （△29.3）

百万円  ％
          173    （  61.7）
          107    （△29.6）

１８年３月期         12,378            358           328 
 

 中間(当期)純利益 
１株当たり中間 
（当期）純利益 

潜在株式調整後１株当 
たり中間(当期)純利益 

 
１８年９月中間期 
１７年９月中間期 

百万円  ％
            97    （  86.3）
            52    （△38.7）

円   銭
           17.65 
            9.47 

円   銭
－ 
－ 

１８年３月期            202            35.20 － 

(注)①持分法投資損益 １８年９月中間期 △１百万円 １７年９月中間期 ５百万円 １８年３月期 ８百万円 

②期中平均株式数(連結) １８年９月中間期 5,499,038株 １７年９月中間期 5,500,000株 

                       １８年３月期 5,499,679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、中間（当期）純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率 

(2) 連結財政状態 

 総  資  産 純  資  産 自己資本比率 １株当たり純資産
 
１８年９月中間期 
１７年９月中間期 

百万円
        12,196 
        10,976 

百万円
         6,175 
         5,961 

％ 
       50.6 
       54.3 

円   銭
     1,121.22 
     1,083.95 

１８年３月期         11,459          6,119        53.4      1,111.37 

(注)期末発行済株式数(連結) １８年９月中間期 5,499,038株 １７年９月中間期 5,500,000株  

                            １８年３月期 5,499,038株 

(3) 連結キャッシュ･フローの状況 

 
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

 
１８年９月中間期 
１７年９月中間期 

百万円
        219 
         73 

百万円
        △32 
          24 

百万円 
      △119 
      △180 

百万円
       2,105 
       1,856 

１８年３月期         462         △75       △288        2,037 

(4) 連結範囲及び持分法の適用に関する事項 

連結子会社数   １社   持分法適用非連結子会社数   －社   持分法適用関連会社数   １社 

(5) 連結範囲及び持分法の適用の異動状況 

連結  (新規) －社  (除外) －社   持分法  (新規) －社  (除外) －社 

２．１９年３月期の連結業績予想（平成18年４月１日～平成19年３月31日） 

 売  上  高 経 常 利 益 当 期 純 利 益 
 

通    期 
百万円

          13,100 
百万円

              400 
百万円

            230 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） 41円83銭 

 

－1－ 

※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ます。実際の業績

は、今後様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。 

 なお、上記予想に関する事項は添付資料５ページの「経営成績及び財政状態」を参照してください。 



添 付 資 料 

 

１ 企業集団の状況 

 

当社グループは、当社、連結子会社１社（日本プレミックス㈱）、非連結子会社１社（㈲ユピカサービス）、関

連会社１社（マクロボード㈱）及びその他の関係会社２社（三菱瓦斯化学㈱、東洋紡績㈱）で構成され、汎用樹脂

及び高機能性樹脂の製造、販売の事業活動を展開しております。 

当社グループの事業に係わる位置づけ及び事業部門との関連は、次のとおりであります。 

① 汎用樹脂部門 

当社が製造・販売しております。三菱瓦斯化学㈱及び東洋紡績㈱より原材料を購入し、三菱瓦斯化学㈱及び東

洋紡績㈱へ製品を販売しております。成形材料につきましては、日本プレミックス㈱が製造し、当社において販

売しております。㈲ユピカサービスに対しては、研究開発の一部を委託しております。 

② 高機能性樹脂部門 

当社が製造・販売しております。三菱瓦斯化学㈱より原材料を購入し、三菱瓦斯化学㈱及びマクロボード㈱へ

製品を販売しております。㈲ユピカサービスに対しては、研究開発の一部を委託しております。 

 

  

事業の系統図

三菱瓦斯化学㈱ 日本プレミックス㈱

　原材料の購入　製品の販売 　生産委託

委託研究 ㈲ユピカサービス

　原材料の購入　製品の販売 　製品の販売

東洋紡績㈱ マクロボード㈱

※１　連結子会社

※２　持分法適用会社

※３　その他の関係会社

※４　非連結子会社で持分法非適用会社

顧客 日本ユピカ㈱

※１

※２※３

※４

※３
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２ 経営方針 

 

(1) 経営の基本方針 
 

当社グループは、素材メーカーとして技術開発と用途開発を積極的にすすめ、優れた製品・技術・サービスを

顧客に提供することで豊かな社会づくりに貢献し、株主・取引先・従業員にとって魅力ある企業グループになる

ことを目指しております。 

現在、当社は「既存事業の基盤強化と変革への挑戦」を経営の基本方針としております。短期的には現状の売

上規模においても利益の出せる経営体制を構築すべく、構造改革・人員削減も含めた合理化を推進し、同時に変

革に挑戦する社内全体の意識改革をすすめることを内容とするものです。これにより更に質の高いサービスの提

供、独自技術に基づく新規商品の早期開発を実現し、お客様に 高のご満足をいただき、共に一層の発展・繁栄

を目指すものであります。 

 

(2) 利益配分に関する基本方針 
 

当社は、株主の皆様に対して、安定的な利益の還元を行うことを基本としておりますが、財務体質の強化及び

将来の事業展開に備えるための内部留保の充実などを勘案して、総合的に決定する方針をとっております。 

当期の利益配当金につきましては、上記の方針に基づき、期末配当金として１株につき７円を予定しておりま

す。 

 

(3) 投資単位の引き下げに関する考え方及び方針等 
 

当社は、当社株式の流動性の向上及び株主数の増加を資本政策上の重要な課題と認識しております。そのため、

投資家の皆様にとってより投資しやすい環境を整えるための株式投資単位の引き下げにつきましては、慎重に検

討し対処していく所存であります。 

 

(4) 中長期的な会社の経営戦略 
 

当社グループは、原点である不飽和ポリエステル樹脂事業をコア事業と位置付け、これを維持・強化するとと

もに、今後大幅な需要の伸びが期待されるメタクリル酸エステル類、環境上の要因から将来性が期待される粉体

塗料用樹脂及び機能性材料関連新製品の企業化に重点的に取り組むことにより事業の多角化を図り、景気変動に

左右されない企業構造を構築し、安定的な成長確保と収益基盤の充実を目指してまいります。 

 

(5) 会社の対処すべき課題 
 

当社グループの対処すべき課題は、以下のとおりであります。 

① 既存事業の維持・拡大 

既存事業の一層の充実を目指し、環境関連、土木用途等の未開拓な有望分野への積極展開を図るとともに、

顧客対応、研究開発、技術サービス活動の一層の充実・スピードアップ、品質向上・生産技術改善・原価低減

を推進してまいります。 

また、売上拡大を追及しにくい市場環境においても、安定的に利益を出せる経営体質の改善に取り組み、競

争力の一層の強化を図ります。 

② 環境保全型企業への進化 

顧客企業の環境ニーズに対応した営業活動を展開するとともに、回収ＰＥＴボトルを原料として使ったＳＭ

Ｃ用樹脂等自社開発の環境型商品を積極展開してまいります。また、ＩＳＯ１４００１につきましては、２０

０１年１０月に美祢工場において認証取得を完了し、環境保全活動を推進中です。 

③ 新しい技術領域の創出・拡大 

成長が期待される電子、情報、光学関連分野、ＭＸ（メタキシレン）誘導体の開発、技術開発を推進してま

いります。 
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(6) 親会社等に関する事項 

① 親会社等の商号等 

親会社等 属  性 
親会社等の議決権 

所有割合(％) 

親会社等が発行する株券が 

上場されている証券取引所等 

三菱瓦斯化学株式会社 上場会社が他の会社の

関連会社である場合に

おける当該他の会社 

45.76 

( 7.76) 

㈱東京証券取引所市場第１部 

㈱大阪証券取引所市場第１部 

㈱名古屋証券取引所市場第１部 

東洋紡績株式会社 上場会社が他の会社の

関連会社である場合に

おける当該他の会社 

30.89 

㈱東京証券取引所市場第１部 

㈱大阪証券取引所市場第１部 

 

(注) 親会社等の議決権所有割合欄の( )内は、間接被所有割合で内数であります。 

② 親会社等のうちＪＡＳＤＡＱ上場会社に与える影響が も大きいと認められる会社の商号又は名称及びそ

  の理由 

名  称 理  由 

三菱瓦斯化学株式会社 当社に対する議決権比率が高く、また営業取引の金額が多い。 

③ 親会社等の企業グループにおけるＪＡＳＤＡＱ上場会社の位置付けその他のＪＡＳＤＡＱ上場会社と親会

  社等との関係 

親会社等と当社との関係は「１ 企業集団の状況」に記載のように原材料を購入、製品を販売しております。

また、当社の社外取締役、社外監査役が兼任しております。 

④ 親会社等との取引に関する事項 

関係内容 

属性 
会社等 
の名称 

住所 
資本金又 
は出資金 
(百万円) 

事業の内容
又は職業

議決権等
の被所有割合

(％) 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 
中間期末
残高 

(千円)

製 品 の 販
売 

1,864,146 売掛金 1,045,218その他
の関係
会社 

三菱瓦
斯化学
㈱ 

東京都
千代田
区 

41,970 
化学品の製
造及び販売

直接38.00
間接 7.76

兼任３名
転籍１名

製品の販
売・原材
料の仕入 原 材 料 等

の仕入 
731,021 買掛金 243,517

製 品 の 販
売 

48,293 売掛金 41,047その他
の関係
会社 

東洋紡
績㈱ 

大阪府
大阪市 

43,341 
化学品の製
造及び販売

直接30.89
兼任２名
転籍１名

製品の販
売・原材
料の仕入 原 材 料 等

の仕入 
9,127 買掛金 8,014

 

(7) 内部管理体制の整備・運用状況 

当社の内部管理体制の整備・運用状況の詳細につきましては、別途開示しておりますコーポレート・ガバナン

スに関する報告書の「内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況」に記載しておりますので、

ご参照ください。 
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３ 経営成績及び財政状態 

 

 ａ.経営成績 

 

(1) 18年９月期の業績の概況 

① 業績全般の概況 

当中間連結会計期間における我が国経済は、原燃料価格が依然として高い水準で推移するなど景気減速の要因

を抱えながらも、民間企業の収益の拡大を背景に設備投資が増加したほか、個人消費も堅調に推移するなど総じ

て順調な景気回復の様相を呈しました。 

当社グループの関連する樹脂業界におきましては、自動車業界の好調により自動車部品用途の出荷量が伸びた

ものの、住宅関連業界の低迷と公共投資の抑制により浴槽・浴室ならびに工業用タンク・パイプなどの出荷が低

調に推移した結果、業界全体の出荷量は前年同期を下回りました。 

このような状況下にあって、当社グループは不飽和ポリエステル事業におきましては住宅関連用途が低迷した

ものの、自動車部品用途、建築資材用途および工業用タンク・容器用途が好調に推移いたしました。加えて、メ

タクリル酸エステル類では高耐候性塗料用の改質剤用途ならびに無機充填剤用途が引き続き好調なほか、電子材

料用途も堅調に推移いたしました。 

この結果、当中間連結会計期間の業績は、売上高６５億６０百万円（前年同期比 ６億９８百万円増）、経常利

益１億７３百万円（前年同期比 ６６百万円増）、中間純利益９７百万円（前年同期比 ４４百万円増）となりま

した。 
 

② 事業部門別の状況 

〔汎用樹脂部門〕 

汎用樹脂部門は、粉体塗料が堅調に推移いたしましたが主用途である浴槽・浴室ならびに浄化槽用途が低迷し

た結果、出荷量は前年同期を下回りました。然しながら、原燃料価格の値上がりに対して販売価格への転嫁の結

果、汎用樹脂部門の業績は、売上高２４億３６百万円（前年同期比 ５４百万円増）となりました。 

〔高機能性樹脂部門〕 

高機能性樹脂部門は、自動車部品用途、建築資材用途および工業用タンク・容器用途、高耐候性塗料用の改質

材用途ならびに無機充填剤用途が引き続き好調に推移したことおよび原燃料価格の値上がりに対して販売価格へ

の転嫁の結果、高機能性樹脂部門の業績は、売上高４１億２４百万円（前年同期比 ６億４３百万円増）となりま

した。 

 

(2) 19年３月期の業績見通し 
 

今後の見通しにつきましては、自動車ならびにＩＴ（情報技術）業界を中心とした設備投資の好調と個人消費

の堅調から景気回復の基調は続くものと思われます。然しながら、原燃料価格ならびに為替動向の先行きが懸念

されるなど、依然として予断を許さない状況が続くものと予想されます。 

このような状況の下、当社グループでは、生産部門におきましては更なる自動化による省力化を推進し、一層

の原価低減に取り組んでまいります。また、グローバル展開を目的として、中国での生産拠点の早期稼動に注力

してまいります。営業部門におきましては、開発製品の事業化を行う一方、米国、中国を中心とした市場開拓を

精力的に展開し、既存事業の拡大を図ってまいります。研究開発部門におきましては、電子材料等、技術優位製

品の研究開発に取り組んでまいります。 

上記の状況をふまえ、現時点における当期の連結業績及び単独業績の見通しにつきましては、以下の通りであ

ります。 

        [連結業績の見通し]                 [単独業績の見通し] 

  売  上  高 13,100百万円(前年同期比  5.8%増)  売  上  高 13,100百万円(前年同期比  5.8%増) 

  経 常 利 益    400百万円(前年同期比  21.7%増)  経 常 利 益    400百万円(前年同期比  28.6%増) 

  当 期 純 利 益    230百万円(前年同期比  13.8%増)  当 期 純 利 益    230百万円(前年同期比  21.0%増) 

 

当期の配当金につきましては、期末配当金７円、年間配当金では７円とする予定であります。 

 

※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ます。実際の業績

は、今後様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。 
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 ｂ.財政状態 

当中間連結会計期間における総資産は、売上債権の増加等により前連結会計年度末に比べ7億37百万円の増加と

なりました。負債は、仕入債務の増加等により前連結会計年度末に比べ6億91百万円の増加となりました。純資産

は、少数株主持分を差引いた金額61億65百万円と前連結会計年度末の株主資本を比較すると45百万円の増加とな

りました。 

当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ、67百万円増加（前中間連結会計期

間は83百万円の減少）し、21億5百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当中間連結会計期間において、営業活動による資金の増加は、219百万円（前中間連結会計期間は73百万円の

増加）となりました。これは、税金等調整前中間純利益を１億60百万円計上し、減価償却費を1億9百万円負担

した事、売上債権の増加が7億59百万円、仕入債務の増加が7億12百万円、たな卸資産の減少が95百万円あった

事などが主な要因であります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当中間連結会計期間において、投資活動による資金の減少は、32百万円（前中間連結会計期間は24百万円の

増加）となりました。これは、有形固定資産の取得による支出31百万円などが主な要因であります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当中間連結会計期間における財務活動による資金の減少は、1億19百万円（前中間連結会計期間は1億80百万

円の減少）となりました。これは、長期借入金返済による支出81百万円が主な要因であります。 

 

  キャッシュ・フローの指標 

 第２７期 

H16/3期 

第28中間 

H16/9期 

第２８期 

H17/3期 

第29中間 

H17/9期 

第２９期 

H18/3期 

第30中間 

H18/9期 

自己資本比率(％) 52.1 54.5 52.8 54.3 53.4 50.6 

時価ベースの自己資本比率(％) 16.3 18.4 28.1 27.7 32.4 26.2 

債務償還年数(年) 1.8 － 1.0 － 0.8 － 

ｲﾝﾀﾚｽﾄ･ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ･ﾚｼｵ 35.6 － 54.5 － 65.5 － 

  (注) 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･ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ･ﾚｼｵ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

    １．各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

    ２．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数により算出しております。 

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

      しております。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負

      債を対象としております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使

      用しております。 

 

４ 事業等のリスク 

当社グループの経営成績、株価及び財務状況等に影響を及ぼす可能性のあるリスクには以下のようなものがあり

ます。 

なお、文中における将来に関する事項は、当中間連結会計期間末現在において当社グループが判断したものであ

ります。 

(1) 業界動向による影響について 

当社グループの経営成績は、主な需要先であります住宅関連業界、輸送機器業界、塗料業界の動向による影響

を多分に受ける可能性があります。 

(2) 原油・ナフサ価格の変動について 

当社グループで製造している製品の原材料の購入価格は、原油・ナフサ価格の変動の影響を受け、当社グルー

プの損益に影響をおよぼす可能性があります。 
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(3) 新規事業について 

当社グループでは、既存事業の充実に加え新規分野の開発も積極的に行っていきます。そのための研究開発、

設備投資等の費用が先行して発生することがあります。 

 

５ 生産､受注及び販売の状況 

 

(1) 生産実績 

（単位：千円）  

事業部門 前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 増   減 

汎用樹脂部門 1,935,307 1,984,774 49,466

高機能性樹脂部門 3,204,359 4,043,693 839,334

合計 5,139,666 6,028,467 888,800

 

(2) 商品仕入実績 

（単位：千円）  

事業部門 前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 増   減 

汎用樹脂部門 333,901 357,184 23,282

高機能性樹脂部門 126,235 134,361 8,126

合計 460,137 491,546 31,408

 

(3) 販売実績 

（単位：千円）  

事業部門 前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 増   減 

汎用樹脂部門 2,381,962 2,436,287 54,325

高機能性樹脂部門 3,480,163 4,124,031 643,867

合計 5,862,126 6,560,318 698,192

 

(注) １ 生産実績金額は、生産数量に平均販売単価を乗じて算出しております。 

   ２ 商品仕入実績金額は、仕入価格によっております。 

   ３ 当社グループは受注生産は行っておりません。 

   ４ 上記金額には、消費税及び地方消費税は含まれておりません。 

   ５ 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。 
 

期別 
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

相手先 金額(千円) 割合(％) 金額(千円) 割合(％) 

三菱瓦斯化学㈱ 1,445,023 24.7 1,864,146 28.4
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６ 中間連結財務諸表等 

(1) 中間連結財務諸表 

① 中間連結貸借対照表 

 
 

  
前中間連結会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(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
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産    

１ 現金及び預金   1,356,099 1,605,254  1,537,923

２ キャッシュマネジメント 
  システム預託金 

  500,000 500,000  500,000

３ 受取手形及び売掛金 ※２  3,986,236 4,962,150  4,202,786

４ たな卸資産   1,062,377 1,065,099  1,160,428

５ その他   161,076 180,669  127,861

６ 貸倒引当金   △27,656 △14,374  △18,333

流動資産合計   7,038,133 64.1 8,298,799 68.0  7,510,667 65.5

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産    

(1) 建物及び構築物  2,716,825 2,703,799 2,703,259 

減価償却累計額  1,730,781 986,043 1,761,823 941,975 1,738,475 964,783

(2) 機械装置及び運搬具  5,422,035 5,428,539 5,398,956 

減価償却累計額  4,427,545 994,489 4,526,535 902,003 4,459,654 939,302

(3) 土地   1,340,442 1,340,442  1,340,442

(4) 建設仮勘定   160 8,919  160

(5) その他  480,339 512,816 515,993 

減価償却累計額  438,947 41,392 435,694 77,121 433,459 82,534

有形固定資産合計   3,362,528 30.6 3,270,462 26.8  3,327,222 29.1

２ 無形固定資産   17,082 0.2 19,185 0.2  26,255 0.2

３ 投資その他の資産    

(1) 投資有価証券   365,134 379,839  385,974

(2) その他   226,986 257,459  242,722

(3) 貸倒引当金   △32,952 △28,849  △32,952

投資その他の資産合計   559,168 5.1 608,449 5.0  595,744 5.2

固定資産合計   3,938,778 35.9 3,898,098 32.0  3,949,222 34.5

資産合計   10,976,912 100.0 12,196,897 100.0  11,459,890 100.0
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前中間連結会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(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
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債    

１ 支払手形及び買掛金 ※２  3,367,678 4,440,727  3,728,569

２ １年内返済長期借入金   188,800 162,800  162,800

３ 未払法人税等   58,413 89,067  127,514

４ 賞与引当金   68,276 77,393  80,675

５ 役員賞与引当金   ― 4,250  ―

６ その他   299,320 329,937  272,300

流動負債合計   3,982,489 36.3 5,104,176 41.8  4,371,860 38.1

Ⅱ 固定負債    

１ 長期借入金   311,600 148,800  230,200

２ 退職給付引当金   363,364 399,363  376,340

３ 役員退職慰労引当金   16,884 36,744  20,292

４ 再評価に係る繰延税金負債   312,532 312,532  312,532

５ その他   18,684 20,090  19,416

固定負債合計   1,023,065 9.3 917,531 7.5  958,781 8.4

負債合計   5,005,554 45.6 6,021,707 49.4  5,330,641 46.5

    

(少数株主持分)    

少数株主持分   9,634 0.1 ― ―  9,287 0.1

    

(資本の部)    

Ⅰ 資本金   1,100,900 10.0 ― ―  1,100,900 9.6

Ⅱ 資本剰余金   889,640 8.1 ― ―  889,640 7.8

Ⅲ 利益剰余金   3,474,996 31.7 ― ―  3,625,012 31.6

Ⅳ 土地再評価差額金   468,798 4.3 ― ―  468,798 4.1

Ⅴ その他有価証券評価差額金   27,388 0.2 ― ―  36,243 0.3

Ⅵ 自己株式   ― ― ― ―  △634 △0.0

資本合計   5,961,723 54.3 ― ―  6,119,960 53.4

負債、少数株主持分 
及び資本合計 

  10,976,912 100.0 ― ―  11,459,890 100.0
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前中間連結会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(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
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

１ 資本金   ― ― 1,100,900 9.0  ― ―

２ 資本剰余金   ― ― 889,640 7.3  ― ―

３ 利益剰余金   ― ― 3,675,052 30.1  ― ―

４ 自己株式   ― ― △634 △0.0  ― ―

株主資本合計   ― ― 5,664,957 46.4  ― ―

Ⅱ 評価・換算差額等    

１ その他有価証券 
  評価差額金 

  ― ― 31,892 0.3  ― ―

２ 土地再評価差額金   ― ― 468,798 3.8  ― ―

評価・換算差額等合計   ― ― 500,691 4.1  ― ―

Ⅲ 少数株主持分   ― ― 9,540 0.1  ― ―

純資産合計   ― ― 6,175,190 50.6  ― ―

負債純資産合計   ― ― 12,196,897 100.0  ― ―
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② 中間連結損益計算書 

 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

(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
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

Ⅰ 売上高  5,862,126 100.0 6,560,318 100.0  12,378,372 100.0

Ⅱ 売上原価  4,972,100 84.8 5,546,570 84.5  10,442,015 84.4

売上総利益  890,026 15.2 1,013,748 15.5  1,936,356 15.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費   

１ 運搬費 322,692 301,311 636,441 

２ 給料 124,547 134,939 254,919 

３ 賞与引当金繰入額 31,170 40,355 39,453 

４ 退職給付費用 8,825 13,450 18,351 

５ 役員退職慰労引当金繰入額 3,408 16,452 6,816 

６ その他 287,786 778,430 13.3 310,914 817,424 12.5 621,560 1,577,542 12.7

営業利益  111,595 1.9 196,324 3.0  358,814 2.9

Ⅳ 営業外収益   

１ 受取利息 737 1,106 1,480 

２ 受取配当金 2,206 2,855 2,538 

３ 持分法による投資利益 5,202 ― 8,236 

４ その他 4,961 13,107 0.2 6,249 10,211 0.2 5,816 18,071 0.2

Ⅴ 営業外費用   

１ 支払利息 3,807 2,420 6,584 

２ 売上割引 4,244 3,572 8,879 

３ 持分法による投資損失 ― 1,453 ― 

４ たな卸資産廃棄損 2,904 20,497 20,490 

５ その他 6,600 17,557 0.3 5,344 33,289 0.5 12,154 48,108 0.4

経常利益  107,145 1.8 173,245 2.6  328,777 2.7

Ⅵ 特別利益   

１ 貸倒引当金戻入額 6,078 6,078 0.1 8,061 8,061 0.1 15,401 15,401 0.1

Ⅶ 特別損失   

１ 固定資産売却損 ※１ 9,998 ― 9,924 

２ 固定資産除却損 ※２ 4,787 15,705 12,766 

３ 電話加入権評価損 ― 14,785 0.2 5,210 20,915 0.3 ― 22,690 0.2

税金等調整前中間(当期) 
純利益 

 98,437 1.7 160,391 2.4  321,488 2.6

法人税、住民税 
及び事業税 

41,695 70,226 135,997 

法人税等調整額 1,989 43,685 0.8 △7,120 63,105 1.0 △18,931 117,065 1.0

少数株主利益 2,657 0.0 252 0.0 2,310 0.0

中間(当期)純利益 
 

52,094 0.9 97,033 1.5
 

202,111 1.6
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③ 中間連結剰余金計算書 

 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結剰余金計算書 
(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) 金額(千円) 

（資本剰余金の部）  

Ⅰ 資本剰余金期首残高  889,640

 

889,640

Ⅱ 資本剰余金 
  中間期末(期末)残高 

 889,640  889,640

（利益剰余金の部）   

Ⅰ 利益剰余金期首残高  3,458,901  3,458,901

Ⅱ 利益剰余金増加高   

中間(当期)純利益  52,094 52,094 202,111 202,111

Ⅲ 利益剰余金減少高   

１ 配当金  27,500 27,500 

２ 取締役賞与金  8,500 36,000 8,500 36,000

Ⅳ 利益剰余金 
  中間期末(期末)残高 

 3,474,996  3,625,012
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④ 中間連結株主資本等変動計算書 

当中間連結会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

 

株主資本 
 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成18年３月31日残高(千円) 1,100,900 889,640 3,625,012 △634 5,614,918

中間連結会計期間中の変動額   

 剰余金の配当（注）  △38,493  △38,493

 取締役賞与金（注）  △8,500  △8,500

 中間純利益  97,033  97,033

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額(純額) 

  

中間連結会計期間中の変動額合計 

(千円) 
 50,039  50,039

平成18年９月30日残高(千円) 1,100,900 889,640 3,675,052 △634 5,664,957

 
評価・換算差額等 

 その他 
有価証券 
評価差額金 

土地再評価 
差額金 

評価・換算 
差額等合計 

少数株主 
持分 

純資産合計 

平成18年３月31日残高(千円) 36,243 468,798 505,042 9,287 6,129,248

中間連結会計期間中の変動額   

 剰余金の配当（注）   △38,493

 取締役賞与金（注）   △8,500

 中間純利益   97,033

 株主資本以外の項目の中間連結 
 会計期間中の変動額(純額) 

△4,351 △4,351 252 △4,098

中間連結会計期間中の変動額合計 
(千円) 

△4,351 △4,351 252 45,941

平成18年９月30日残高(千円) 31,892 468,798 500,691 9,540 6,175,190

（注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 
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⑤ 中間連結キャッシュ・フロー計算書 

 

  
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度の要約 
連結キャッシュフロー計算書

(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) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動による 
キャッシュ・フロー 

 

１ 税金等調整前中間 
  (当期)純利益 

 98,437 160,391 321,488

２ 減価償却費  101,096 109,644 206,417

３ 貸倒引当金の減少額  △6,078 △3,958 △15,401

４ 受取利息及び受取配当金  △2,943 △3,962 △4,018

５ 持分法による投資損益  △5,202 1,453 △8,236

６ 支払利息  3,807 2,420 6,584

７ 売上債権の増加額(△) 
  又は減少額 

 60,145 △759,363 △156,405

８ たな卸資産の減少額  120,157 95,328 22,207

９ 仕入債務の増加額  
  又は減少額(△) 

 △210,201 712,158 150,689

10 未払消費税等の増加額 
又は減少額(△) 

 △8,344 2,274 △6,408

11 退職給付引当金の増加額  15,168 23,022 28,144

12 役員退職慰労引当金の 
増加額 

 3,408 16,452 6,816

13 その他  △33,407 △24,312 5,663

小計  136,044 331,550 557,539

14 利息及び配当金の受取額  2,943 3,962 4,018

15 利息の支払額  △4,104 △2,521 △7,066

16 法人税等の支払額  △61,678 △113,347 △91,919

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

 73,204 219,644 462,573

Ⅱ 投資活動による 
キャッシュ・フロー 

 

１ 有形固定資産 
の取得による支出 

 △39,970 △31,812 △151,809

２ 有形固定資産 
  の売却による収入 

 23,520 ― 38,520

３ その他  40,749 △627 38,092

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

 24,299 △32,439 △75,197

Ⅲ 財務活動による 
キャッシュ・フロー 

 

１ 長期借入金の 
返済による支出 

 △153,400 △81,400 △260,800

２ 自己株式の取得による支出  ― ― △634

３ 配当金の支払額  △27,405 △38,474 △27,419

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

 △180,805 △119,874 △288,853

Ⅳ 現金及び現金同等物 
の増加額又は減少額(△) 

 △83,301 67,330 98,522

Ⅴ 現金及び現金同等物 
の期首残高 

 1,939,401 2,037,923 1,939,401

Ⅵ 現金及び現金同等物 
の中間期末(期末)残高 

 1,856,099 2,105,254 2,037,923
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(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 

(1) 連結子会社の数及び名称 

１社 日本プレミックス㈱ 

１ 連結の範囲に関する事項 

(1) 連結子会社の数及び名称 

同左 

１ 連結の範囲に関する事項 

(1) 連結子会社の数及び名称 

同左 

(2) 非連結子会社の名称 

㈲ユピカサービス 

(2) 非連結子会社の名称 

同左 

(2) 非連結子会社の名称 

同左 

(3) 非連結子会社について連結の

範囲から除いた理由 

非連結子会社㈲ユピカサービ

スの総資産、売上高、中間純損

益及び利益剰余金(持分に見合

う額)等は小規模であり全体と

しても中間連結財務諸表に重要

な影響を及ぼしていないためで

あります。 

(3) 非連結子会社について連結の

範囲から除いた理由 

同左 

(3) 非連結子会社について連結の

範囲から除いた理由 

非連結子会社㈲ユピカサービ

スの総資産、売上高、当期純損

益及び利益剰余金等は小規模で

あり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

ためであります。 

２ 持分法の適用に関する事項 

(1) 持分法を適用した関連会社の

数及び名称 

１社 マクロボード㈱ 

２ 持分法の適用に関する事項 

(1) 持分法を適用した関連会社の

数及び名称 

同左 

２ 持分法の適用に関する事項 

(1) 持分法を適用した関連会社の

数及び名称 

同左 

(2) 持分法を適用しない非連結子

会社又は関連会社の名称 

㈲ユピカサービス 

(2) 持分法を適用しない非連結子

会社又は関連会社の名称 

同左 

(2) 持分法を適用しない非連結子

会社又は関連会社の名称 

同左 

(3) 持分法を適用しない理由 

持分法非適用会社㈲ユピカ

サービスは、中間純損益及び利

益剰余金等に及ぼす影響が軽微

であり、かつ全体としても重要

な影響を及ぼしていないためで

あります。 

(3) 持分法を適用しない理由 

同左 

(3) 持分法を適用しない理由 

持分法非適用会社㈲ユピカ

サービスは、当期純損益及び連

結利益剰余金等に及ぼす影響が

軽微であり、かつ全体としても

重要な影響を及ぼしていないた

めであります。 

３ 連結子会社の中間決算日等に関

する事項 

連結子会社の中間決算日と中間

連結決算日は一致しております。 

３ 連結子会社の中間決算日等に関

する事項 

同左 

３ 連結子会社の事業年度等に関す

る事項 

連結子会社の事業年度末日と連

結決算日は一致しております。 

４ 会計処理基準に関する事項 

(1) 重要な資産の評価基準及び評

価方法 

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 

４ 会計処理基準に関する事項 

(1) 重要な資産の評価基準及び評

価方法 

① 有価証券 

   その他有価証券 

 ａ 時価のあるもの 

中間連結決算日の市場

価格等に基づく時価法

によっております。(評

価差額は全部資本直入

法により処理し、売却

原価は移動平均法によ

り算定しております。) 

  

ｂ 時価のないもの 

移動平均法による原価

法によっております。 

 

① 有価証券 

   その他有価証券 

 ａ 時価のあるもの 

中間連結決算日の市場

価格等に基づく時価法

によっております。(評

価差額は全部純資産直

入法により処理し、売

却原価は移動平均法に

より算定しておりま

す。) 

 ｂ 時価のないもの 

同左 

① 有価証券 

   その他有価証券 

ａ 時価のあるもの 

連結決算日の市場価格

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。) 

 

 

ｂ 時価のないもの 

同左 

② たな卸資産 

総平均法による原価法に

よっております。 

② たな卸資産 

同左 

② たな卸資産 

同左 
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前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

(2) 重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

① 有形固定資産 

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。 

建物及び構築物  15～35年 

機械装置及び運搬具 7～ 8年 

(2) 重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

① 有形固定資産 

同左 

(2) 重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

① 有形固定資産 

同左 

② 無形固定資産 

定額法によっております。 

ただし、ソフトウェア(自

社利用分)については、社内

における利用可能期間(５年)

に基づく定額法によっており

ます。 

② 無形固定資産 

同左 

② 無形固定資産 

同左 

(3) 重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に 

備えるため、回収不能見込

額を計上しております。 

ａ 一般債権 

貸倒実績率法によってお

ります。 

ｂ 貸倒懸念債権及び破産更

生債権 

財務内容評価法によって

おります。 

(3) 重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

同左 

 

 

ａ 一般債権 

同左 

 

ｂ 貸倒懸念債権及び破産更

生債権 

同左 

(3) 重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

同左 

 

 

ａ 一般債権 

同左 

 

ｂ 貸倒懸念債権及び破産更

生債権 

同左 

 
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。 

② 賞与引当金 

同左 

② 賞与引当金 

同左 

――――――――― ③ 役員賞与引当金 

役員賞与の支出に備えて、

当連結会計年度における支給

見込額の当中間連結会計期間

負担額を計上しております。

 

（会計方針の変更） 

  当中間連結会計期間より

「役員賞与に関する会計基

準」（企業会計基準第４号

平成17年11月29日）を適用し

ております。これにより営業

利益、経常利益及び税金等調

整前中間純利益は、それぞれ 

4,250千円減少しておりま

す。 

――――――――― 
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前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

④ 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

ける退職給付債務の見込額に

基づき、当中間連結会計期間

末において発生していると認

められる額を計上しておりま

す。 

④ 退職給付引当金 

同左 

 

④ 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備える

ため、当連結会計年度末にお

ける退職給付債務の見込額に

基づき、計上しております。

⑤ 役員退職慰労引当金 

役員に支給する退職慰労金

に充てるため、役員退職慰労

金内規に基づく中間期末要支

給相当額を計上しておりま

す。 

⑤ 役員退職慰労引当金 

同左 

⑤ 役員退職慰労引当金 

役員に支給する退職慰労金

に充てるため、役員退職慰労

金内規に基づく期末要支給相

当額を計上しております。 

(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

よっております。 

(4) 重要なリース取引の処理方法

同左 

(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 

① ヘッジ会計の方法 

ヘッジ会計の要件を満たす

金利スワップについて、特例

処理を採用しております。 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段 

 金利スワップ取引 

ヘッジ対象 

 金利変動によるリスクの 

 ある借入金の利息。 

③ ヘッジ方針 

長期借入金の期中平均残高

を超えない範囲での金利ス

ワップのみを行うこととして

おります。 

(5) 重要なヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

同左 

 

 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段 

同左 

ヘッジ対象 

同左 

 

③ ヘッジ方針 

同左 

 

(5) 重要なヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

同左 

 

 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段 

同左 

ヘッジ対象 

同左 

 

③ ヘッジ方針 

同左 
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前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

(6) その他中間連結財務諸表作成

のための重要な事項 

消費税等の会計処理 

税抜方式によっておりま

す。 

(6) その他中間連結財務諸表作成

のための重要な事項 

消費税等の会計処理 

同左 

(6) その他連結財務諸表作成のた

めの重要な事項 

消費税等の会計処理 

同左 

５ 中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲 

手許現金、随時引き出し可能な

預金及び容易に換金可能であり、

かつ、価格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ヵ月以内に償還期限の到来する

短期的な投資を計上しておりま

す。 

５ 中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲 
同左 

５ 連結キャッシュ・フロー計算書

における資金の範囲 
同左 

 

中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(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) 

 当中間連結会計期間から「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。 

 

――――――――― 

(固定資産の減損に係る会計基準) 

 当連結会計年度から「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

会計基準委員会 平成15年10月31日

企業会計基準適用指針第6号)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。 

 

――――――――― 

（貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準） 

 当中間連結会計期間より、「貸借

対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準」（企業会計基準第5号 平

成17年12月9日）及び「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基

準等の適用指針」（企業会計基準適

用指針第8号 平成17年12月9日）を

適用しております。 

 これまでの資本の部の合計に相当

する金額は、6,165,649千円であり

ます。 

 なお、当中間連結会計期間におけ

る中間連結貸借対照表の純資産の部

については、中間連結財務諸表規則

の改正に伴い、改正後の中間連結財

務諸表規則により作成しておりま

す。 

 

――――――――― 
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注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 

 

前中間連結会計期間末 

(平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成18年９月30日) 

前連結会計年度 

(平成18年３月31日) 

 １ 当社は、運転資金の効率的な

調達を行うため取引銀行4行と

貸出コミットメント契約を締結

しております。 

   当中間連結会計期間末におけ

る貸出コミットメントに係る借

入未実行残高等はつぎのとおり

であります。 

 

貸出コミット
メントの金額 

1,000,000千円

借入実行残高 ―千円

差引額 1,000,000千円

  

 １ 当社は、運転資金の効率的な

調達を行うため取引銀行4行と

貸出コミットメント契約を締結

しております。 

   当中間連結会計期間末におけ

る貸出コミットメントに係る借

入未実行残高等はつぎのとおり

であります。 

 

貸出コミット
メントの金額

1,000,000千円

借入実行残高 ―千円

差引額 1,000,000千円
 

 １ 当社は、運転資金の効率的な

調達を行うため取引銀行4行と

貸出コミットメント契約を締結

しております。 

   当連結会計年度末における貸

出コミットメントに係る借入未

実行残高等はつぎのとおりであ

ります。 

 

貸出コミット
メントの金額 

1,000,000千円

借入実行残高 ―千円

差引額 1,000,000千円
 

※２  ――――――――― ※２ 中間連結会計期間末日満期手

形の会計処理につきましては、

手形交換日をもって決済処理を

しております。 

   なお、当中間連結会計期間の

末日は金融機関の休日であった

ため、次の満期手形が中間連結

会計期間末日残高に含まれてお

ります。 

   受取手形  82,183千円 

   支払手形 238,568千円 

  

※２  ――――――――― 

 

(中間連結損益計算書関係) 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

※１ 固定資産売却損の内訳は次の

とおりであります。 

機械装置及び 
運搬具売却損 

9,998千円 

  

※１  ――――――――― ※１ 固定資産売却損の内訳は次の

とおりであります。 

機械装置及び 
運搬具売却損 

9,924千円

 

※２ 固定資産除却損の内訳は次の

とおりであります。 

建物及び 
構築物除却損 

597千円 

機械装置及び 
運搬具除却損 

4,101千円 

その他除却損 88千円 

合計 4,787千円 

  

※２ 固定資産除却損の内訳は次の

とおりであります。 

機械装置及び 
運搬具除却損 

15,700千円

その他除却損 5千円

合計 15,705千円

 

※２ 固定資産除却損の内訳は次の

とおりであります。 

建物及び 
構築物除却損 

1,695千円

機械装置及び 
運搬具除却損 

10,492千円

その他除却損 578千円

合計 12,766千円
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(中間連結株主資本等変動計算書関係) 

当中間連結会計期間（自 平成 18 年４月１日 至 平成 18 年９月 30 日） 
１ 発行済株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(千株) 5,500 ― ― 5,500  
 

２ 自己株式に関する事項 
株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式(株) 962 ― ― 962  
 

３ 新株予約権等に関する事項 
該当事項はありません。 

 
４ 配当に関する事項 
 (1) 配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 

平成 18 年６月 28 日 
定時株主総会 

普通株式 38,493 7 平成 18 年３月 31 日 平成 18 年６月 29 日

 
 (2) 基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌中間連結会計期間後とな

るもの 
該当事項はありません。 

 

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(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中間期末残

高と中間連結貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係は次のと

おりであります。 

現金及び預金 1,356,099千円 

キャッシュマネジ
メントシステム 
預託金 

500,000千円 

現金及び現金 
同等物 

1,856,099千円 

  

現金及び現金同等物の中間期末残

高と中間連結貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係は次のと

おりであります。 

現金及び預金 1,605,254千円

キャッシュマネジ
メントシステム 
預託金 

500,000千円

現金及び現金 
同等物 

2,105,254千円
 

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

目の金額との関係は次のとおりであ

ります。 

現金及び預金 1,537,923千円

キャッシュマネジ
メントシステム 
預託金 

500,000千円

現金及び現金 
同等物 

2,037,923千円
 

 
 
 

(リース取引関係) 

ＥＤＩＮＥＴによる有価証券報告書の開示をおこなうため、記載を省略しております。 
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(有価証券関係) 

前中間連結会計期間末(平成17年９月30日) 

① 時価のある有価証券 

種類 取得原価(千円) 
中間連結貸借対照表計上額 

(千円) 
差額(千円) 

株式 30,726 76,373 45,646 

合計 30,726 76,373 45,646 

（注）減損処理を行う基準は、時価が取得価格に対して50%以上下落した場合は、著しく下落したものとして行ってお

り、下落率が30～50%の場合には回復可能性を検討した上で行っております。 

   なお、当中間連結会計期間において、減損処理を行う対象はありません。 

 

② 時価評価されていない有価証券 

区分 中間連結貸借対照表計上額(千円) 

その他有価証券  

 非上場株式 32,200 

合計 32,200 

 
 

当中間連結会計期間末(平成18年９月30日) 

 

① 時価のある有価証券 

種類 取得原価(千円) 
中間連結貸借対照表計上額 

(千円) 
差額(千円) 

株式 34,010 87,165 53,154 

合計 34,010 87,165 53,154 

（注）減損処理を行う基準は、時価が取得価格に対して50%以上下落した場合は、著しく下落したものとして行ってお

り、下落率が30～50%の場合には回復可能性を検討した上で行っております。 

   なお、当中間連結会計期間において、減損処理を行う対象はありません。 

 

② 時価評価されていない有価証券 

区分 中間連結貸借対照表計上額(千円) 

その他有価証券  

 非上場株式 32,200 

合計 32,200 
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前連結会計年度末(平成18年３月31日) 

 

① 時価のある有価証券 

 種類 取得原価(千円) 
連結貸借対照表計上額 

(千円) 
差額(千円) 

連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えるもの 

株式 33,383 93,790 60,406 

合計  33,383 93,790 60,406 

 

② 時価評価されていない主な有価証券 

区分 連結貸借対照表計上額(千円) 

その他有価証券  

 非上場株式 32,200 

合計 32,200 

 
 

(デリバティブ取引関係) 

ＥＤＩＮＥＴによる有価証券報告書の開示をおこなうため、記載を省略しております。 

 
 

(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度において、当連結グループは同一セグ

メントに属する樹脂及びその関連商品の製造、販売を行っており、当該事業以外に事業の種類がないた

め該当事項はありません。 

 
【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度において、本邦以外の国又は地域に所

在する連結子会社及び在外支店がないため、記載しておりません。 

 
【海外売上高】 

前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度において、いずれも連結売上高の10％

未満のため、記載を省略しております。 
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(１株当たり情報) 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(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 1,083.95円
 

１株当たり純資産額 1,121.22円
 

１株当たり純資産額 1,111.37円
 

１株当たり中間純利益 9.47円
 

１株当たり中間純利益 17.65円
 

１株当たり当期純利益 35.20円
 

なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額については、潜在株

式がないため記載しておりません。 

なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額については、潜在株

式がないため記載しておりません。

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

式がないため記載しておりません。

(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

 前中間連結
会計期間 

当中間連結
会計期間 

前連結会
計年度 

純資産の部合計額（千円）           ：① ― 6,175,190 ― 

純資産の部合計額から控除する金額（千円）   ：② 
  （うち少数株主持分） 

― 
(―)

9,540 
(9,540) 

― 
(―)

普通株式に係る中間期末(期末)の純資産額（千円）：①－② ― 6,165,649 ― 

１株当り純資産額の算定に用いられた 
中間期末(期末)の普通株式の数（株） 

― 5,499,038 ― 

２ １株当たり中間(当期)純利益 

 前中間連結
会計期間 

当中間連結
会計期間 

前連結会
計年度 

中間(当期)純利益（千円）           ：① 52,094 97,033 202,111 

普通株主に帰属しない金額（千円）       ：② 
  （うち利益処分による役員賞与金） 

― 
(―)

― 
(―) 

8,500 
(8,500)

普通株式に係る中間(当期)純利益（千円）      ：①－② 52,094 97,033 193,611 

普通株式の期中平均株式数（株） 5,500,000 5,499,038 5,499,679 
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