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平成 19 年 ３ 月期  決算短信（非連結） 
平成19年４月26日 

上 場 会 社 名         ヤスハラケミカル株式会社                上場取引所  東証二部 
コ ー ド 番 号           ４９５７                               （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) 経 理 部 長 (氏名) 唐 川 宣 幸     ＴＥＬ (0847)45-3530 
定時株主総会開催予定日  平成19年６月 19日       配当支払開始予定日 平成19年６月 20日 
有価証券報告書提出予定日 平成19年６月 20日 
               (百万円未満切捨て) 
１．平成19年３月期の業績(平成18年４月１日～平成19年３月31日) 
(1)経営成績         (％表示は対前期増減率) 

 売 上 高     営業利益 経常利益 当期純利益 

 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％

19年３月期 

18年３月期 

11,357  (  6.0) 

10,716  ( 18.8) 

996  (△ 4.1)

1,039  ( 16.6)

1,057  (△ 7.7) 

1,145  ( 12.6) 

682  (  1.6)

671  (  4.6)

 
 １ 株 当 た り 

当 期 純 利 益 
潜 在 株 式 調 整 後
１株当たり当期純利益

自 己 資 本
当 期 純 利 益 率

総 資 産 
経 常 利 益 率 

売 上 高
営 業 利 益 率

 円  銭 円  銭 ％ ％ ％

19年３月期 

18年３月期 

64 07  

61 20  

－ － 

－ － 

4.6 

4.8 

5.4 

6.3 

8.8 

9.7 

(参考) 持分法投資損益   19年３月期  － 百万円    18年３月期  － 百万円 
 
(2)財政状態 

 総 資 産 純 資 産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 百万円 百万円 ％ 円  銭

19年３月期 

18年３月期 

20,241 

18,936 

14,943 

14,471 

73.8 

76.4 

1,403 76 

1,357 48 

(参考) 自己資本  19年３月期  14,943百万円   18年３月期  14,471百万円 
 
(3)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 

 百万円 百万円 百万円 百万円

19年３月期 

18年３月期 

△557 

1,364 

△225 

△625 

428 

△209 

2,442 

2,781 

 
２．配当の状況 

1株当たり配当金 
 

中間期末 期 末 年 間 

配当金総額 
(年 間) 

配当性向 
純資産 
配当率 

  円  銭 円  銭  円  銭 百万円 ％ ％

18年３月期 

19年３月期 

6 00  

6 00  

6 00 

6 00 

12 00 

12 00 

127 

127 

19.6 

18.7 

0.9 

0.9 

20年３月期 
(予想) 

6 00  6 00 12 00 － 42.3 － 

 
３．平成20年３月期の業績予想(平成19年４月１日～平成20年３月31日) 

(％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率) 
 

売 上 高 営業利益 経常利益 当期純利益 
１株当たり 
当期純利益 

 百万円  ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 円  銭

中 間 期 

通   期 

5,350 (△2.4) 

10,850 (△4.5) 

324 (△27.5)

520 (△47.7)

321 (△32.4)

508 (△51.9)

191 (△34.5) 

302 (△55.7) 

17 94 

28 40 
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４．その他 

(1) 会計処理方法の変更 

  ① 会計基準等の改正に伴う変更   有・無 

  ② ①以外の変更          有・無 

  (注) 詳細は、20ページ｢会計処理方法の変更｣をご覧ください。 

 

(2) 発行済株式数(普通株式) 

  ① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 19年３月期 10,839,663株  18年３月期 10,839,663株 

  ② 期末自己株式数          19年３月期   194,102株  18年３月期   193,938株 

  (注) １株当たり当期純利益の算定の基礎となる株式数については、32ページ「１株当たり情報」をご

覧ください。 

 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理

的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により異なる可能性があり

ます。実際の業績等に影響を与える可能性のある要因には、以下の事項があります。なお、業績に影響

を与える要因はこれらに限定されるものではありません。 

① 為替相場の変動 

② 公定歩合の変動 
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１．経営成績 

(1)経営成績に関する分析 

当事業年度におけるわが国経済は、大企業を中心として企業収益、設備投資等が増加し、戦後最長であった

いざなぎ景気を超え、拡大基調が続きましたが、一方、企業は生産性向上を強力に押し進め、コスト抑制に拍

車がかかりました。このことから、企業から個人への所得分配は緩慢となり、個人消費は伸び悩み、景気の中

だるみ傾向が表れてきた年でありました。また、米国経済の先行き不透明感は未だ払拭されず、さらに、２月

末には中国、３月中旬には米国で株式下落が起こり、世界の株式市場に波及したショックは大きく、景気の好

況感は乏しいものでありました。 

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、長引く原油価格の高騰から軒

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、当社といたしましては、精力的に国内外の新規市場ならびに新規顧客の開拓、

既存取引先との関係強化を積極的に推し進めてまいりました。一方、生産効率のアップ、コスト低減ならびに

品質保証体制の維持・強化をはかるとともに、福山工場に生産設備を新設するなど、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。 

 

・粘着・接着用樹脂部門 

ポリオレフィンフィルム改質向けマスターバッチの輸出は低調に推移しましたが、ホットメルト接着剤用

変性テルペン樹脂および絶縁テープ用テルペン樹脂は、それぞれ輸出を中心として好調に推移しました。 

その結果、当部門の売上高は、4,516百万円（前年同期比108.5％）、営業利益は881百万円（前年同期比

124.5％）となりました。 

 

・化成品部門 

電子材料関係の溶剤および新規の機能性ポリマー原料はいずれも新規顧客の獲得などから国内外ともに大

幅に増加し、さらに、合成香料向け原料は活発な市場に支えられ順調に伸展しました。 

その結果、当部門の売上高は、2,673百万円（前年同期比111.3％）となりましたが、原料の値上がりによ

り営業利益は328百万円（前年同期比85.3％）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若干減少しましたが、生活用品およ

びサニタリー用途のホットメルトはそれぞれ大幅に増加しました。 

その結果、当部門の売上高は、2,209百万円（前年同期比106.6％）となりましたが、石油系原料の値上が

りにより営業利益は176百万円（前年同期比79.8％）となりました。 

 

・ラミネート部門 

当部門の主力製品であります製本向け光沢加工紙用の「ヒロタックⅡ」は、国内外ともに伸び悩み、特に

輸出は価格競争の激化により低迷いたしました。 

その結果、当部門の売上高は、1,371百万円（前年同期比93.2％）、営業利益は125百万円（前年同期比

60.6％）となりました。 

 

・その他部門 

水処理機器関連の部品は堅調に推移しましたが、その他医療品用途の商品などが軒並み低迷し、当部門の

売上高は、586百万円（前年同期比96.9％）、営業利益は11百万円（前年同期比19.5％）となりました。 

 

以上の結果、当期売上高は、11,357百万円（前年同期比106.0％）と増収になり、営業利益は996百万円（前

年同期比95.9％）と減益となりましたが、特別利益の投資有価証券売却益等の計上により当期純利益は682百万

円（前年同期比101.6％）と増益になりました。 
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(2)財政状態に関する分析 

① 資産、負債及び純資産の状況 

 当事業年度末の資産につきましては、前事業年度末に比べ1,304百万円増加し20,241百万円となりました。 

 これは主に、流動資産において、現金及び預金が513百万円の減少及び有価証券が448百万円等の減少があり

ましたが、売掛金が422百万円の増加、たな卸資産が678百万円の増加及び前渡金が377百万円の増加等により、

前事業年度末に比べ553百万円の増加となり11,806百万円となりました。固定資産においては、投資その他の資

産が前事業年度末に比べ79百万円の減少となり957百万円となりましたが、有形固定資産が前事業年度末に比べ

839百万円の増加となり7,435百万円となったためであります。 

 負債につきましては、前事業年度末に比べ832百万円増加し5,297百万円となりました。 

 これは主に、流動負債において、買掛金が73百万円の減少及び未払法人税等が94百万円の減少となりました

が、未払金が461百万円の増加及び１年内返済予定の長期借入金が99百万円の増加となり、前事業年度末に比べ

419百万円の増加となり4,385百万円となりました。固定負債においては、長期借入金が456百万円の増加となり、

前事業年度末に比べ413百万円の増加となり911百万円となったためであります。 

 純資産につきましては、前事業年度末に比べ472百万円増加し14,943百万円となりました。 

 これは主に、その他有価証券評価差額金が前事業年度末に比べ61百万円減少し269百万円となりましたが、利

益剰余金が前事業年度末に比べ534百万円増加し11,292百万円となったためであります。 

 

② キャッシュ・フローの状況 

 当事業年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税引前当期純利益1,130百万円(前

年同期比0.2％減)及び減価償却費545百万円(同1.3％減)等の計上がありましたが、たな卸資産の増加及び固定

資産の取得による支出等により、前事業年度末に比べ339百万円減少し、当事業年度末には2,442百万円となり

ました。 

 当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果、使用した資金は557百万円(前期は1,364百万円の収入)となりました。 

税引前当期純利益1,130百万円及び減価償却費545百万円の計上がありましたが、売上債権の増加による

支出396百万円、たな卸資産の増加による支出678百万円、法人税等の支払額558百万円等があり557百万円

の支出となりました。 

（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225百万円(前期は625百万円の支出)となりました。 

定期預金の払戻による収入622百万円及び投資有価証券の売却による収入86百万円がありましたが、有形

固定資産の取得による支出905百万円等があり、225百万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、得られた資金は428百万円(前期は209百万円の支出)となりました。 

配当金の支払額が127百万円ありましたが、長期借入金の借入による収入630百万円があり、428百万円の

収入となりました。 
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（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 平成15年３月期 平成16年３月期 平成17年３月期 平成18年３月期 平成19年３月期 

自己資本比率（％） 60.8 72.7 76.9 76.4 73.8

時価ベースの自己資
本比率（％） 

30.1 45.6 55.8 60.3 52.1

債務償還年数（年） － － － 1.5 －

インタレスト・カバ
レッジ・レシオ 

－ － － 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

平成18年３月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)利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

当社は、株主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。 

 

(4)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

量の拡大をはかっております。 

 

２．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。 
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３．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)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。 

 

(3)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、自動車分野への展開を目

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。 

 

(4)会社の対処すべき課題 

今後の見通しにつきましては、個人消費の伸び悩みなどから、景気の中だるみ傾向が表れておりますが、大

企業を中心とした企業収益の増加や活発な設備投資に支えられ、まだ景気拡大基調が持続するものと考えられ

ます。しかしながら、依然として原油価格の高止まりによる影響や米国経済の減速懸念、利上げの動向など不

透明要素も少なくなく、先行きは楽観できる状況ではありません。また、当社におきましても原料価格の値上

げによる影響、さらに、福山工場への投資および償却負担は今にも増して大きくなる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、引き続き国内外での新市場の開拓、積極的な販売活動を強力に推進する

とともに高付加価値製品の研究開発に努める一方、さらなる生産効率アップによるコスト低減と福山工場の稼

働率アップをはかる所存であります。さらに、企業としての社会的責任を果たすべく、内部統制システム構築

に本格的に着手するなど、今まで以上に企業体質の強化・収益の拡大に全社をあげて鋭意努力いたしていく所

存でございます。 
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４．財務諸表等 

(1)【貸借対照表】 

  
前事業年度 

（平成18年３月31日） 
当事業年度 

（平成19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  2,646,039  2,132,665

２．受取手形 ※４ 924,815  898,961

３．売掛金  2,451,476  2,874,215

４．有価証券  1,110,575  662,105

５．商品  63,932  77,221

６．製品  1,155,475  1,324,176

７．原材料  2,400,198  2,795,135

８．仕掛品  299,471  390,151

９．貯蔵品  82,207  92,810

10．前渡金  10,531  387,887

11．前払費用  16,380  31,010

12．短期貸付金  3,600  －

13．繰延税金資産  86,392  87,566

14．その他  4,877  56,093

15．貸倒引当金  △3,376  △3,772

流動資産合計  11,252,596 59.4  11,806,229 58.3

Ⅱ 固定資産   

１．有形固定資産   

(1）建物 ※１ 2,391,333 2,663,649 

減価償却累計額  1,435,159 956,173 1,504,638 1,159,010

(2）構築物 ※１ 2,064,649 2,197,059 

減価償却累計額  1,365,322 699,327 1,515,701 681,358

(3）機械及び装置 ※１ 8,765,895 9,025,542 

減価償却累計額  7,781,976 983,919 7,981,606 1,043,936

(4）車両運搬具  63,926 68,991 

減価償却累計額  54,368 9,557 47,881 21,110

(5）工具器具備品  918,366 998,224 

減価償却累計額  723,069 195,297 771,535 226,689
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前事業年度 

（平成18年３月31日） 
当事業年度 

（平成19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 3,745,037  3,751,699

(7）建設仮勘定  6,707  551,256

有形固定資産合計  6,596,020 34.8  7,435,062 36.8

２．無形固定資産   

(1）工業用水道施設利用
権 

 191  441

(2）電話加入権  1,700  1,700

(3)ソフトウェア  35,316  22,064

(4)下水道施設分担金  13,482  18,270

無形固定資産合計  50,691 0.3  42,477 0.2

３．投資その他の資産   

(1）投資有価証券  988,388  898,886

(2）出資金  5,120  120

(3）長期前払費用  6,755  25,085

(4）保険積立金  5,472  2,206

(5）その他  43,928  44,811

(6）貸倒引当金  △12,857  △13,816

投資その他の資産合計  1,036,807 5.5  957,293 4.7

固定資産合計  7,683,519 40.6  8,434,834 41.7

資産合計  18,936,115 100.0  20,241,064 100.0
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前事業年度 

（平成18年３月31日） 
当事業年度 

（平成19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  917,166  843,705

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 56,820  155,896

４．未払金  498,548  959,728

５．未払法人税等  319,110  224,416

６．未払消費税等  3,238  －

７．未払費用  1,520  3,418

８．預り金  20,627  31,486

９．賞与引当金  142,573  164,537

10．その他  7,125  2,739

流動負債合計  3,966,730 21.0  4,385,927 21.7

Ⅱ 固定負債   

１．長期借入金 ※１ 26,700  483,371

２．退職給付引当金  177,244  188,869

３．役員退職慰労引当金  221,388  221,456

４．その他  72,854  17,595

固定負債合計  498,186 2.6  911,292 4.5

負債合計  4,464,917 23.6  5,297,220 26.2
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前事業年度 

（平成18年３月31日） 
当事業年度 

（平成19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 9.5  － －

Ⅱ 資本剰余金   

１．資本準備金  1,728,997 － 

２．その他資本剰余金   

自己株式処分差益  2 － 

資本剰余金合計  1,729,000 9.1  － －

Ⅲ 利益剰余金   

１．利益準備金  138,000 － 

２．任意積立金   

(1）特別償却準備金  41,635 － 

(2）別途積立金  9,477,000 － 

３．当期未処分利益  1,101,120 － 

利益剰余金合計  10,757,756 56.8  － －

Ⅳ その他有価証券評価差額
金 

 330,903 1.7  － －

Ⅴ 自己株式 ※３ △136,028 △0.7  － －

資本合計  14,471,198 76.4  － －

負債及び資本合計  18,936,115 100.0  － －

   

（純資産の部）   

Ⅰ 株主資本   

１．資本金  － －  1,789,567 8.8

２．資本剰余金   

(1)資本準備金  － 1,728,997 

(2)その他資本剰余金   

自己株式処分差益  － 2 

資本剰余金合計  － －  1,729,000 8.5

３．利益剰余金   

(1)利益準備金  － 138,000 

(2)その他利益剰余金   

特別償却準備金  － 28,790 

別途積立金  － 10,497,000 

繰越利益剰余金  － 628,475 

利益剰余金合計  － －  11,292,266 55.8
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前事業年度 

（平成18年３月31日） 
当事業年度 

（平成19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
（％）

４．自己株式  － －  △136,186 △0.6

株主資本合計  － －  14,674,647 72.5

Ⅱ 評価・換算差額等   

１．その他有価証券評価差
額金 

 － －  269,197 1.3

評価・換算差額等合計  － －  269,197 1.3

純資産合計  － －  14,943,844 73.8

負債及び純資産合計  － －  20,241,064 100.0
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(2)【損益計算書】 

  
前事業年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19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  10,111,805 10,771,639 

２．商品売上高  605,096 10,716,902 100.0 586,052 11,357,691 100.0

Ⅱ 売上原価   

１．製品売上原価   

(1)製品期首たな卸高  1,136,960 1,155,475 

(2）当期製品製造原価 ※４ 7,167,972 7,891,985 

合計  8,304,933 9,047,460 

(3）他勘定払出高 ※１ 7,988 7,091 

(4）製品期末たな卸高  1,155,475 1,324,176 

製品売上原価  7,141,469 7,716,192 

２．商品売上原価   

(1）商品期首たな卸高  2,716 63,932 

(2）当期商品仕入高  494,488 497,552 

合計  497,204 561,485 

(3)合併による商品受入高  61,161 － 

(4）他勘定払出高 ※２ 1,817 8,142 

(5）商品期末たな卸高  63,932 77,221 

商品売上原価  492,616 7,634,085 71.2 476,120 8,192,312 72.1

売上総利益  3,082,816 28.8  3,165,378 27.9

Ⅲ 販売費及び一般管理費 
※1,2, 
 3,4 

2,043,526 19.1  2,168,910 19.1

営業利益  1,039,290 9.7  996,468 8.8

Ⅳ 営業外収益   

１．受取利息  3,194 5,449 

２．受取配当金  10,042 18,720 

３．有価証券売却益  7,677 － 

４．補助金収入  10,389 － 

５．為替差益  73,030 15,966 

６．組合投資運用益  5,121 740 

７．雑収入  23,985 133,442 1.2 51,130 92,008 0.8
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前事業年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19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  9,997 15,124 

２．手形売却損  8,832 10,971 

３．雑損失  8,200 27,030 0.2 5,003 31,100 0.3

経常利益  1,145,702 10.7  1,057,376 9.3

Ⅵ 特別利益   

１．固定資産売却益 ※５ 63 583 

２．貸倒引当金戻入益  5,371 － 

３．投資有価証券売却益  554 76,067 

４．その他 ※６ 300 6,289 0.1 － 76,650 0.7

Ⅶ 特別損失   

１．固定資産処分損 ※７ 18,973 18,973 0.2 3,030 3,030 0.0

税引前当期純利益  1,133,018 10.6  1,130,996 10.0

法人税、住民税及び事
業税 

 489,885 463,543 

法人税等調整額  △28,168 461,717 4.3 △14,605 448,938 4.0

当期純利益  671,300 6.3  682,058 6.0

前期繰越利益  13,212  －

中間配当額  63,878  －

合併による未処分利益
の受入 

 480,485  －

当期未処分利益  1,101,120  －
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(3)【株主資本等変動計算書】 

当事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他
資本剰
余金 

その他利益剰余金 
 

資本金 
資本準備
金 自己株

式処分
差益 

資本剰余
金合計 

利益準
備金 特別償

却準備
金 

別途積立
金 

繰越利益
剰余金 

利益剰余
金合計 

自己株式
株主資本
合計 

平成18年３月31日 
残高（千円） 

1,789,567 1,728,997 2 1,729,000 138,000 41,635 9,477,000 1,101,120 10,757,756 △136,028 14,140,296

事業年度中の変動
額 

    

特別償却準備金
の取崩し(注) 

   △12,844 12,844 － －

別途積立金の積
立て(注) 

   1,020,000 △1,020,000 － －

剰余金の配当
(注) 

   △127,747 △127,747 △127,747

利益処分による
役員賞与(注) 

   △19,800 △19,800 △19,800

当期純利益    682,058 682,058 682,058

自己株式の取得     △158 △158

株主資本以外の
項目の事業年度
中の変動額（純
額） 

    

事業年度中の変動
額合計（千円） 

－ － － － － △12,844 1,020,000 △472,645 534,510 △158 534,351

平成19年３月31日 
残高（千円） 

1,789,567 1,728,997 2 1,729,000 138,000 28,790 10,497,000 628,475 11,292,266 △136,186 14,674,647

     
 

評価・換算差額等 

 
その他有価証券評価
差額金 

評価・換算差額等合
計 

純資産合計 

平成18年３月31日 
残高（千円） 

330,903 330,903 14,471,198

事業年度中の変動
額 

 

特別償却準備金
の取崩し(注) 

 －

別途積立金の積
立て(注) 

 －

剰余金の配当
(注) 

 △127,747

利益処分による
役員賞与(注) 

 △19,800

当期純利益  682,058

自己株式の取得  △158

株主資本以外の
項目の事業年度
中の変動額（純
額） 

△61,705 △61,705 △61,705

事業年度中の変動
額合計（千円） 

△61,705 △61,705 472,645

平成19年３月31日 
残高（千円） 

269,197 269,197 14,943,844

  
（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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(4)【キャッシュ・フロー計算書】 

  
前事業年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 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 1,130,996 

減価償却費  552,718 545,282 

貸倒引当金の増加額又
は減少額(△) 

 △13,892 1,355 

退職給付引当金の増加
額又は減少額(△) 

 △4,198 11,624 

役員退職慰労引当金の
増加額 

 34,643 68 

賞与引当金の増加額  295 21,964 

受取利息及び受取配当
金 

 △13,237 △24,170 

支払利息  9,997 15,124 

有価証券売却益  △7,677 － 

投資有価証券売却益  △554 △76,067 

為替差益  △68,326 △15,966 

有形固定資産売却益  △63 △583 

有形固定資産処分損  18,973 3,030 

売上債権の増加額  △218,406 △396,885 

たな卸資産の増加額  △18,442 △678,211 

前渡金の増加額(△)又
は減少額 

 109,354 △377,356 

その他流動資産の増加
額(△)又は減少額 

 45,586 △65,402 

保険積立金の減少額  65,355 3,265 

その他投資等の増加額
(△)又は減少額 

 19,628 △21,246 

仕入債務の増加額又は
減少額(△) 

 119,876 △73,460 

未払消費税等の減少額  △6,380 △3,238 

その他流動負債の増加
額 

 48,334 9,417 
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前事業年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

役員賞与の支払額  △17,400 △19,800 

小計  1,789,200 △10,259 

利息及び配当金の受取
額 

 13,293 24,780 

利息の支払額  △10,061 △14,280 

法人税等の支払額  △427,542 △558,237 

営業活動によるキャッ
シュ・フロー 

 1,364,889 △557,997 

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  199,851 622,730 

有価証券の取得による
支出 

 △100,279 △100,328 

有価証券の売却による
収入 

 151,259 100,279 

有形固定資産の取得に
よる支出 

 △854,873 △905,725 

有形固定資産の売却に
よる収入 

 95 1,550 

無形固定資産の取得に
よる支出 

 △20,674 △9,432 

投資有価証券の取得に
よる支出 

 △3,311 △24,580 

投資有価証券の売却に
よる収入 

 2,190 86,616 

貸付金の回収による収
入 

 － 3,600 

投資活動によるキャッ
シュ・フロー 

 △625,741 △225,290 

Ⅲ 財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

   

長期借入金の借入によ
る収入 

 － 630,000 

長期借入金の返済によ
る支出 

 △59,320 △74,253 

自己株式の純増加額  △961 △158 

配当金の支払額  △149,391 △127,429 

財務活動によるキャッ
シュ・フロー 

 △209,672 428,159 
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前事業年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係
る換算差額 

 68,326 15,966 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増
加額又は減少額(△) 

 597,801 △339,161 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期
首残高 

 1,971,876 2,781,645 

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 2,442,484 

    

 

(5)【利益処分計算書】 

  
前事業年度 
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）  

Ⅰ 当期未処分利益   1,101,120   

Ⅱ 任意積立金取崩額      

１．特別償却準備金取崩額   12,844   

合計   1,113,965   

Ⅲ 利益処分額      

１．配当金  63,874    

２．役員賞与金  19,800    

（うち監査役賞与金）  (1,200)    

３．任意積立金      

(1）別途積立金  1,020,000 1,103,674   

Ⅳ 次期繰越利益   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17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

(1)その他有価証券 (1)その他有価証券 １．有価証券の評価基準及び

評価方法 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） 

 決算日の市場価格等に基づく

時価法（評価差額は全部純資産

直入法により処理し、売却原価

は移動平均法により算定） 

 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)デリバティブ 

同左 

(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。 

同左 

 
 
建物 31年、38年

機械及び装置 ７～９年
  

 

 (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17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19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 

７．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。 

同左 

(1)消費税等の会計処理 (1)消費税等の会計処理 ８．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 
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会計処理方法の変更 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 当事業年度より、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。 

          ────── 

          ────── （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準） 

 当事業年度より、「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。 

 これによる損益に与える影響はありません。 

 なお、これまでの資本の部の合計に相当する金額は

14,943,844千円であります。 

 当事業年度における貸借対照表の純資産の部について

は、財務諸表等規則の改正に伴い、改正後の財務諸表等

規則により作成しております。 

 

          ────── （役員賞与に関する会計基準） 

 当事業年度より、「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、経常利益及び税引前当期純利益

は、それぞれ17,600千円減少しております。 
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注記事項 

（貸借対照表関係） 

前事業年度 
（平成18年３月31日） 

当事業年度 
（平成19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 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
  

 
建物 153,989千円

構築物 174,272千円

機械及び装置 306,681千円

土地 929,653千円

計 1,564,597千円
  

(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 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
  

 
建物 153,989千円

構築物 174,272千円

機械及び装置 306,681千円

土地 929,653千円

計 1,564,597千円
  

(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
  

 
１年内返済予定の長期借

入金 
119,196千円

長期借入金 470,871千円
  

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
  

   
１年内返済予定の長期借

入金 
119,196千円

長期借入金 470,871千円
  

※２．会社が発行する株式の総数 ※２．       ────── 
 

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．       ────── 

 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．       ────── ※４．期末日満期手形 

  期末日満期手形の会計処理については、手形交

換日をもって決済処理しております。なお、当期

末日が金融機関の休日であったため、次の期末日

満期手形が期末残高に含まれております。 

受取手形 114,628千円
  

 ５．配当制限  ５．       ────── 

 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17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19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 7,988千円
  

 
販売費及び一般管理費 7,091千円

  
※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 1,817千円
  

 
販売費及び一般管理費 8,142千円

  
※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。 

 販売費に属する費用のおおよその割合は44％であ

り、一般管理費に属する費用のおおよその割合は

56％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 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
  

 
荷造運賃 478,256千円

役員報酬 104,583千円

従業員給与手当 333,904千円

賞与 92,693千円

賞与引当金繰入額 36,887千円

退職給付費用 18,527千円

役員退職慰労引当金繰入額 25,868千円

法定福利厚生費 69,745千円

研究開発費 353,126千円

減価償却費 176,332千円

貸倒引当金繰入額 1,355千円
  

※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               348,036千円

一般管理費及び当期総製造費用に含まれる研究開

発費               356,787千円

※５．固定資産売却益は車輌運搬具63千円であります。 ※５．固定資産売却益は車輌運搬具583千円でありま

す。 

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

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 
 

機械及び装置 535千円 

車輌運搬具 85千円 

工具器具備品 2,283千円 

計 2,904千円 
 
固定資産売却損 

 
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 
  

 
車輌運搬具 126千円 
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（株主資本等変動計算書関係） 

当事業年度（自平成18年４月１日 至平成19年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
前事業年度末株式
数（株） 

当事業年度増加株
式数（株） 

当事業年度減少株 
式数（株） 

当事業年度末株式
数（株） 

発行済株式     

普通株式 10,839,663 － － 10,839,663 

合計 10,839,663 － － 10,839,663 

自己株式     

普通株式 193,938 164 － 194,102 

合計 193,938 164 － 194,102 

（注）普通株式の自己株式の増加164株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

 

２．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20日 
定時株主総会 

普通株式 63,874 6.00 平成18年３月31日 平成18年６月20日

平成18年10月27日 
取締役会 

普通株式 63,873 6.00 平成18年９月30日 平成18年12月１日

 

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

 
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

配当の原資
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成19年６月19日 
定時株主総会 

普通株式 63,873 利益剰余金 6.00 平成19年３月31日 平成19年６月19日

 

（キャッシュ・フロー計算書関係） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19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 

(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） （平成19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ヶ月を超える定期
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
  

 
現金及び預金勘定 2,132,665千円

有価証券勘定 662,105千円

計 2,794,771千円

預入期間が３ヶ月を超える定期
預金 △251,958千円

株式、債券及びリスクを伴う投
資信託 △100,328千円

現金及び現金同等物 2,442,484千円
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（有価証券関係） 

前事業年度（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 － 

 

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 
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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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当事業年度（平成19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 386,108 842,737 456,628 

(2)債券    

①国債・地方債等 － － － 

②社債 － － － 

③その他 － － － 

(3)その他 19,588 21,030 1,441 

貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの 

小計 405,697 863,767 458,069 

(1)株式 32,004 25,608 △6,396 

(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 32,004 25,608 △6,396 

合計 437,702 889,375 451,673 

 （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18年４月１日 至 平成19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） 

78,067 76,067 － 

 

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 6,972 

割引金融債 100,328 

フリーファイナンシャルファンド 319,080 

マネーマネジメントファンド 242,696 

投資事業組合出資金 2,539 
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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 100,328 － － － 

２．その他     

投資信託 561,777 － － － 

合計 662,105 － － － 
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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17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19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、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、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 

前事業年度（平成18年３月31日現在） 当事業年度（平成19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）

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）

為替予約取引    

売建    
市場取
引以外
の取引 

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、確定給付企業年金法による規約型企業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。さ

らに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 

 
前事業年度 

（平成18年３月31日） 
当事業年度 

（平成19年３月31日） 

(1）退職給付債務（千円） △1,421,628 △1,467,941 

(2）年金資産（千円） 1,358,226 1,391,319 

(3）未積立退職給付債務（千円）(1)＋(2) △63,401 △76,621 

(4）未認識数理計算上の差異（千円） 88,883 49,933 

(5）未認識過去勤務債務(債務の減額)(千円) △202,725 △162,180 

(6）貸借対照表計上額純額（千円） 
(3)＋(4)＋(5) 

△177,244 △188,869 

 

３．退職給付費用の内訳 

 
前事業年度 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

退職給付費用   

(1）勤務費用（千円）（注）１． 76,221 77,478 

(2）利息費用（千円） 30,395 28,432 

(3）期待運用収益（減算）（千円） △14,877 △15,854 

(4）未認識過去勤務債務の処理額（千円） △25,646 △40,545 

(5）数理計算上の差異の処理額（千円） 16,183 18,309 

(6）退職給付費用（千円） 
(1)＋(2)＋(3)＋(4)＋(5) 

82,277 67,820 
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４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

 
前事業年度 

（平成18年３月31日） 
当事業年度 

（平成19年３月31日） 

(1)割引率（％） 2.0 2.0 

(2)期待運用収益率（％） 1.2 1.2 

(3）退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 期間定額基準 

(4）数理計算上の差異の処理年数（年） 
（注）２． 

10 10 

(5）過去勤務債務の処理年数（年） 
（注）３． 

5 5 

 （注）１．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。 

２．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費用処理することとしております。 

３．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。 

４．退職給付制度のうち適格退職年金制度については、前期に確定給付企業年金法による規約型確定給付

企業年金制度に移行しております。 
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（税効果会計関係） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19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 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
  

 
未払事業税 18,858千円

未払社会保険料 6,592千円

賞与引当金 59,880千円

貸倒引当金限度超過額 480千円

未払不動産取得税 1,754千円

 87,566千円
   

繰延税金資産〈流動〉の純額 86,392千円
  

 
繰延税金資産〈流動〉の純額 87,566千円

  
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 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
  

 
退職給付引当金限度超過額 76,303千円

役員退職慰労引当金 89,468千円

会員権評価損 6,464千円

有価証券評価損 6,037千円

 178,273千円
   

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
  

 
繰延税金負債〈固定〉 

特別償却準備金 △10,809千円

有価証券評価差額 △185,060千円

 △195,869千円

繰延税金負債〈固定〉の純額 △17,595千円
  

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。 

同左 

 

（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ては、前期及び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。 

 

当事業年度（自平成18年４月１日 至平成19年３月31日） 

 該当事項はありません。 
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（１株当たり情報） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

 
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
  

 
１株当たり純資産額 1,403.76円

１株当たり当期純利益 64.07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。 

同左 

 （注） 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17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日） 

１株当たり当期純利益   

当期純利益（千円） 671,300 682,058 

普通株主に帰属しない金額（千円） 19,800 － 

（うち利益処分による役員賞与金） （19,800） （  －）

普通株式に係る当期純利益（千円） 651,500 682,058 

期中平均株式数（株） 10,646,233 10,645,621 

 

（重要な後発事象） 

 該当事項はありません。 
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５．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 

 該当事項はありません。 
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６．生産、受注及び販売の状況 

(1）生産実績 

 当事業年度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。 

事業部門別 金額（千円） 前年同期比（％） 

粘着・接着用樹脂部門 4,940,089 107.0 

化成品部門 2,803,713 114.2 

ホットメルト接着剤部門 2,801,837 104.2 

ラミネート品部門 1,413,982 96.3 

合計 11,959,623 106.5 

 （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497,552千円ありましたが、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、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 

 前事業年度（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

 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

 

 当事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

 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 4,516,421 2,673,717 2,209,933 1,371,566 586,052 （－） 11,357,691

営業費用 3,634,892 2,345,332 2,033,030 1,245,916 575,020 （△527,030） 10,361,223

営業利益 881,528 328,385 176,903 125,650 11,031 （527,030） 996,468

 （注） 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
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(5)海外売上高 

前事業年度（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 

 

当事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19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） 1,358,321 484,402 320,026 55,610 2,218,360 

Ⅱ 売上高（千円） － － － － 11,357,691 

Ⅲ 海外売上高の売上高に占める
割合（％） 

11.9 4.3 2.8 0.5 19.5 

 （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。 

 




