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（百万円未満切捨て） 
１．19年3月期の連結業績（平成18年4月1日～平成19年3月31日） 
(1)連結経営成績                                （％表示は対前期増減率） 
 売 上 高     営業利益 経常利益 当期純利益 

 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％ 

19年 3月期 
18年 3月期 

 24,033 27.5 
 18,851 0.9 

 848 △32.3 
 1,253 △20.4 

 1,239 △26.4 
 1,682 △5.3 

 923 △18.5 
 1,133 65.2 

 

 
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 

 83.87 
 97.35 

 83.49 
 96.80 

 9.2 
 13.6 

 5.5 
 8.3 

 3.5 
 6.7 

(参考) 持分法投資損益 19年3月期 △6百万円 18年3月期 2百万円 
 
(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 

 百万円 百万円 ％ 円  銭 

19年 3月期 
18年 3月期 

24,492 
20,523 

10,235 
10,089 

41.0 
49.2 

951.60 
891.06 

(参考) 自己資本 19年3月期 10,032百万円 18年3月期 －百万円 
 
(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          

 

 
百万円 百万円 百万円 百万円 

19年 3月期 
18年 3月期 

817 
1,664 

△1,607 
△538 

928 
△1,136 

816 
677 

 
 
２．配当の状況 

 １株当たり配当金 

（基準日） 中間期末 期末 年間 

配当金総額 
(年間) 

配当性向 
（連結） 

純資産 
配当率 

（連結） 
  円 銭  円 銭  円 銭 百万円 ％ ％ 

18年 3月期 
19年 3月期 

10   00 
10   00 

 

10   00 
10   00 

 

20   00 
20   00 

 

225 
215 

20.5 
23.8 

2.4 
2.2 

20年 3月期 
（予想） 

10   00 10   00 20   00  30.1  

 
 
３．20年3月期の連結業績予想（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 

 13,000 4.5 
 25,000 4.0 

 400 △40.0 
 630 △25.8 
 

 600 △30.9 
 1,000 △19.3 

 400 △39.3 
 700 △24.2 

 37.94 
 66.40 

 



 
４．その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） 無 
 
(2) 連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本と

なる重要な事項の変更に記載されるもの） 
① 会計基準等の改正に伴う変更  有 
② ①以外の変更   無 
(注)詳細は、22ページ「4.連結財務諸表等 (7) 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」をご覧ください。 
 
(3) 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 12,613,037株 18年3月期 12,613,037株 
②期末自己株式数  19年3月期 2,070,322株 18年3月期 1,330,361株 
 (注) 1株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、33ページ「4.連結財務諸表等

(9) 注記事項 １株当たり情報」をご覧ください。 
 
 
(参考)個別業績の概要 
 

１.19年3月期の個別業績（平成18年4月1日～平成19年3月31日） 
(1)個別経営成績                             （％表示は対前期増減率） 
 売 上 高     営業利益 経常利益 当期純利益 

 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円   ％ 

19年3月期 
18年3月期 

 661 150.3 
 264 △98.0 

 345 － 
 △7 － 

 331 － 
 △9 － 

 362 － 
 △38 － 

 
 １株当たり 

当期純利益 

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益        

 円 銭 円 銭 

19年3月期 
18年3月期 

 32.94 
 △4.14 

 32.79 
 － 

 
(2)個別財政状態 

 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 

9,391 
9,219 

7,971 
8,385 

84.6 
91.0 

 753.22 
 742.50 

(参考) 自己資本 19年3月期 7,940百万円 18年3月期 －百万円  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

※ 業績予想の適切な利用に関して 

前頁に記載した業績予想は当社が本資料の発表日現在において合理的であると判断する一定の前提
に基づいており、実際の業績は予想と大きく異なることがありえます。 
なお、予想数値に関する事項は、4ページ「1.経営成績 (1)経営成績に関する分析」をご覧ください。 
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１．経 営 成 績 

(1) 経営成績に関する分析 

当連結会計年度における我が国経済は、円安に伴う輸出の活況や好調な景気見通しを受けた設備投資の増加に

より、幅広い業種において成長基調となりました。それに伴って、個人消費の弱さはあるものの、雇用情勢も好

転し、景気は戦後 長の拡大期に入りました。その一方で、ナフサを始めとする石化原材料価格は高騰を続け、

一時的には下落をしたものの、再び高騰する気配を示すなど、当社グループを取り巻く環境は年々非常に厳しい

ものとなってきております。 

このような外部環境のもとで、当社グループにおいては、製品価格への転嫁値上げに加え原材料価格上昇を睨

んだ各種生産合理化によるコストダウンに努めるとともに、製品歩留り率の向上を図ることで原材料価格上昇の

影響をミニマイズし、収益基盤の安定に努めたほか、高付加価値製品の製造販売会社を立ち上げるなど、強靭な

経営基盤を構築することに努めました。 

インテリア部門 

壁紙 終製品は、当連結会計年度からヤマト化学工業(株)を新たに連結子会社として当部門に区分したことも

あり、壁紙中間製品の好調と合わせ、当部門の売上高は99億34百万円(前年同期比97.7%増)となりました。 

包材部門 

PPシートについては採算性の悪い小ロット受注を整理した結果、収益性は向上したものの前年度売上実績に未

達となりました。その一方で、PSシートの受注が順調に推移したほか、前連結会計年度に設備増設を実施した弁

当容器等の真空圧空成型製品の生産数量が大きく伸張し、連結業績に寄与しました。また、菓子メーカーの大型

キャンペーンにより開封テープの受注が好調であったことから、当部門の売上高は33億73百万円(前年同期比

15.7%増)となりました。 

機能品部門 

自動車用光輝テープは、国内市場向けがデザイントレンド等の影響から引き続き縮小したものの、海外市場向

けが好調に推移しました。しかし、光輝シートは、前連結会計年度まではスポットで受注のあったアミューズメ

ント機器向けが低調であったことに加えて、従来から注力している自動車部品向け分野が引き続き開発途上にあ

ることから売上は減少しました。一方、メディカル資材は薬価の引き下げの影響等を受けましたが、一層のコス

ト削減努力の成果もあり堅調に推移しました。その結果、当部門の売上高は9億70百万円(前年同期比6.5%減)と

なりました。 

汎用品部門 

建設仮設及び産業資材については、市場ニーズの高い商材の拡販を行ったものの、廉価な輸入品の影響を一部

受けたほか、シート・フィルム分野が目標未達に終わったことに加え、当連結会計年度より販売力強化を目的と

して農業用途製品を中心とした被覆分野を編織部門に移管したこともあり、当部門の売上高は39億48百万円(前

年同期比5.6%減)となりました。 

編織部門 

生活資材は販売価格の低下や春先からの天候不順の影響があったものの、家庭用園芸資材等が好調に推移しま

した。農工資材では無・減農薬の害虫対策用として防虫ネットが堅調に推移したものの、天候不順により遮光網

が低迷しました。被覆分野が当部門に移管されたこともあり、当部門の売上高は57億98百万円(前年同期比2.3%

増)となりました。 

 

以上の結果、当連結会計年度は売上高240億33百万円(前年同期比27.5%増)、経常利益12億39百万円(前年同期

比26.4%減)、当期純利益9億23百万円(前年同期比18.5%減)となりました。 

当連結会計年度よりヤマト化学工業(株)をグループ化し売上高は増加しましたが、経常利益は大幅に減少して

おります。その要因は、前連結会計年度から続く原材料価格の上昇分を製品売価へ十分に転嫁できなかったこと、
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ストックオプション及び役員賞与の会計処理の変更による影響等によるものです。当連結会計年度より連結納税

制度を採用し納税費用を削減できたため、当期純利益の減少は小幅にとどまっております。 

 

今後の当社グループを取り巻く経営環境について概観いたしますと、景気の回復は続く一方で、原材料価格が

さらに高騰する可能性もあり、極めて不透明な状況です。 

こうしたなか、次期(平成20年3月期)は、以下の方針に基づき事業運営いたします。 

インテリア部門においては、製品安原材料高の市場環境に対応して、生産技術を駆使してコストダウンを図っ

てまいります。また、ヤマト化学工業(株)の独自性を生かしつつ、日本ウェーブロック(株)とのシナジー効果に

よって技術力の向上、製品企画開発力の充実を目指します。 

包材部門においては、原材料価格の値上がりに対応して製品売価への転嫁値上げを実施するのみならず、選択

と集中に基づき体質を強化するため、採算性の良い製品の一層の受注を図ります。また、開封テープでは、新商

品の販路拡大による業績向上を目指します。 

機能品部門においては、引き続き光輝シート分野の事業立ち上げを 重要課題として取り組みます。光輝テー

プ分野に関しては、国内における新たな応用分野の掘り起こしと、販売好調の海外市場の更なる販売拡大に取り

組みます。メディカル資材分野に関しては、一層のコスト削減努力とともに、既存製品で築いた不織布への印刷

技術をベースに新たな応用分野の開拓に取り組みます。 

汎用品部門においては、新製品の上市・拡販に注力するとともに、既存製品の改良に努めてまいります。また、

省人省力化投資を行うことによって作業の軽減、原価改善を図りコスト競争力をつけてまいります。 

編織部門においては、新規分野であるべたがけ資材を積極的販売し閑散期の業績に寄与させるとともに、生産

性の向上・資材調達の見直し等による全般的なコスト削減を進めることで、競争力を強化いたします。 

これらのほか、平成18年4月24日付で設立いたしました(株)シャインテクノにおいては、機能性樹脂製品の製

造販売という高付加価値事業を展開し、当社グループの将来的な核となるべく発展を目指します。既に生産ライ

ンを設置し、試作も順調に進めており、今夏からの本格的販売開始を計画しております。 

通期の連結業績予想は売上高250億円(前年同期比4.0%増)、本年春先より再び始まったナフサ価格等の高騰に

よる原材料価格上昇の影響と、将来の高付加価値事業展開を見据えた積極的設備投資と次期より適用される減価

償却制度の改正による減価償却費の増加等から、営業利益6億30百万円円(前年同期比25.8%減)、経常利益10億円

(前年同期比19.3%減)、当期純利益7億円(前年同期比24.2%減)と見込んでおります。 

 

上記の業績見通しの各数値は決算短信発表日現在当社の経営陣が入手している情報に基づいて行った判断･評

価･事実認識･方針の策定等に基づいて算定しています。また、過去に確定し正確に認識された事実以外に、将来

の予想を行うために不可欠となる一定の前提(仮定)を用いて算定したものです。将来の予想に本質的に内在する

不確定性、不確実性及び今後の事業運営や内外の経済、証券市場その他の状況変化等による変更可能性等に照ら

し、現実の数値は上記の予想数値と異なる結果となる可能性があります。 

(2) 財政状態に関する分析 

当連結会計年度における連結ベースでの現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、投資活動による支出

16億7百万円があったものの、営業活動による収入8億17百万円及び財務活動による収入9億28百万円があったこ

とにより、前連結会計年度末と比較して1億38百万円増加し、8億16百万円となりました。 

営業活動によって得られた資金は8億17百万円(前年同期比50.9%減)となりました。これは主に役員退職慰労引

当金の減少額3億42百万円やたな卸資産の増加額4億59百万円、法人税等の支払額7億15百万円等の支出要因があ

ったものの、税金等調整前当期純利益12億70百万円や減価償却費8億55百万円、仕入債務の増加額3億84百万円等

の収入要因があったことによるものです。 

投資活動によって使用した資金は16億7百万円(前年同期比198.5%増)となりました。これは主に有形固定資産
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の取得による支出13億81百万円や無形固定資産の取得による支出1億93百万円等の支出要因があったことによる

ものです。 

財務活動によって得られた資金は9億28百万円(前連結会計年度は11億36百万円の使用)となりました。これは

主に短期借入金の返済による支出125億82百万円や長期借入金の返済による支出26億6百万円、自己株式の取得に

よる支出5億75百万円等の支出要因があったものの、短期借入れによる収入128億88百万円や長期借入れによる収

入42億33百万円等の収入要因があったことによるものです。 

当社グループは現在74億37百万円の有利子負債がありますが、今後も引き続き資本回転率を高めるべく、売上

債権の流動化等資産の圧縮を進め、財務体質の強化に取り組んでまいります。当社グループの信用能力や担保余

力に基づいて可能な借入れや資本調達能力を考慮いたしますと、当社グループの営業キャッシュ・フローが予測

範囲にて推移した場合、現状の想定需要を充分賄える範囲であると考えております。 

 

なお、キャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりです。 

 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(%) 32.6 49.2 41.0 

時価ベースの自己資本比率(%) 47.4 78.1 30.6 

インタレスト･カバレッジ･レシオ(倍) 31.9 30.7 10.2 

(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 

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 

 ※各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 

 ※株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数(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、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。 

 ※利払いは連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 

(3) 利益配分に関する基本方針および当期・次期の配当 

当社は配当政策を経営の重要課題の一つと認識し、業績動向並びに配当性向を総合的に勘案して、長期的な視

野に立った配当の充実と安定的な配当の継続を重視しております。上記方針に基づき、当期(平成19年3月期)の

配当につきましては、1株につき10円の中間配当を実施し、平成19年5月10日開催の当社取締役会において期末配

当も10円と決定し、年間20円といたしました。また、次期(平成20年3月期)につきましても、1株につき年間20円

(うち中間配当10円)の配当を実施すべく努力してまいる所存です。なお、四半期配当などの配当回数の変更は、

当面予定しておりません。 

内部留保資金につきましては経営基盤の一層の強化に向け、研究開発活動及び事業拡大のための投資等の原資

として有効に活用してまいります。 

(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、必ずしもリスク要因に該当しない事項についても、投資者の投資判断上、重要である

と考えられる事項については、投資者に対する積極的な情報開示の観点から開示しております。これらのリスク

については、その発生可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努める方針であります。ま

た、一部将来に関するリスクについては、決算短信発表日現在において判断したものであります。 
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(1)会社がとっている経営方針に係る事項 

①原材料等の仕入について 

当社グループはコスト削減のため、原材料品種の統合と特定仕入先への集中による有利な条件での調達を行

うことを基本方針としておりますが、何らかの事情により、希望する納期、数量の原材料調達が不可能な場合

には、代替原材料の使用によるコスト上昇のリスクが存在します。また、即時に代替品の調達が難しい場合、

長期間製品販売が不可能となるリスクがあります。 

 

②生産設備について 

当社グループの一部製品の生産においては、当面の需要予測及び経済性に鑑み、専用生産設備が1台しかな

いものがあります。かかる設備を含め全ての生産設備について、適宜必要なメンテナンスを行っておりますが、

何らかの事情により当該生産設備の長期停止を余儀なくされた場合、当該製品の供給が一時的にできなくなる

可能性があります。 

編織部門の生産工場や外注加工工場は東海・東南海地震の震源地に想定されている静岡県西部に集中してお

ります。主要設備の建屋に関しては、耐震構造を有しておりますが、震災の被害を完全に防止できない可能性

があります。同地区での震災発生により、編織部門工場が甚大な被害を被った場合、製品生産能力が低下する

リスクがあります。 

また、インテリア部門と汎用品部門の生産設備の一部は岩手県にありますが、大雪等の被害による輸送路断

絶が発生した場合、一部製品の出荷が不可能となるリスクがあります。 

 

③在庫等の状況について 

当社グループのうち、編織部門は計画生産を行っており、実際の販売が計画から乖離した場合、一時的に製

商品在庫が増加する可能性があります。なお、同部門の製商品はその特性上在庫期間の長期化による品質の劣

化や流行による価値の低下のリスクはなく、継続して販売可能です。他部門は受注生産を行っており、製品在

庫リスクは基本的にありませんが、生産ロットや歩留りの兼ね合いで受注数量以上に製品が製造された場合は、

過剰生産分に関して一般条件と異なる条件での販売による損失計上や破棄等の処分による在庫処分損計上等

のリスクがあります。 

 

④特定の人員への依存について 

当社グループは少人数による高効率オペレーションを基本方針に据え事業を運営しておりますが、その経営

方針の特性上、一部の業務に関して特定の人員に依存している傾向にあります。計画的な採用及び教育による

補充人員の育成や情報・技術の共有化等の対策を図っておりますが、突発的な事象により業務引継ぎが充分に

行えない場合、業績に影響を与える可能性があります。 

 

 

(2)財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に係る事項 

①財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況について 

当社グループは比較的潤沢なキャッシュ・フローを背景に、現金決済を行うことを基本方針としております。

また、資産効率の向上を目的に受取手形等の売却を行っております。 

当社グループは、退職給付会計において退職給付引当金の割引率を2.0%(但し、日本ウェーブロック(株)を

除く当社の連結子会社はいずれも簡便法によっております)としておりますが、今後の景気変動により割引率

の低下を余儀なくされた場合、想定外の数理計算上の差異を計上する可能性があります。なお、当社グループ

はこの差異を含めた数理計算上の差異を翌会計年度で一括処理することとしております。 

当社グループは前連結会計年度において減損会計を適用し、52百万円の減損損失を計上いたしました。現時
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点で減損の兆候を認識している資産はありませんが、将来事業収益が低下した場合には認識を必要とする事態

が発生する可能性があります。 

 

②原材料費の変動について 

当社グループの主原料は石化原料であり、原材料費はナフサ価格の変動、為替の変動により、影響を受けま

す。 

 

③季節性について 

編織部門の取扱製商品は、夏物の比重が高いため季節変動が大きく、夏季にわたる期間が繁忙期となります。

そのため、販売動向が天候に左右されやすく、その影響により業績が変動する可能性があります。他の部門に

おいては特筆すべき季節性はありません。 

 

④為替レートの変動について 

編織部門において、輸入商品の為替変動リスクを回避するため、1年を超える為替予約を行っておりますが、

この為替予約はデリバティブに該当し、時価評価の対象となっております。今後の為替変動によっては、為替

評価損を認識する可能性があります。包材部門で輸入販売する商品については円建決済を行っており、為替変

動リスクは基本的にありません。インテリア部門の一部商品の輸入及び機能品部門の一部製品の輸出に関して

は、スポットレートでの決済を行っており、為替変動により収益が変動いたします。 

 

⑤特定の取引先、製品等への依存について 

当社グループは800社を超える販売先を有しておりますが、売上高の45.1%を上位10社に依存しております。

これら依存度の高い取引先とは現在良好な関係を維持しておりますが、長期売買契約等は締結しておらず、何

らかの事情によりこれら販売先との商権を逸失した場合は、業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

(3)法的規制、規則、取引慣行等に係る事項 

①石化原料に関する規制及びその他の一般的法規制等について 

当社グループの事業は、石化原料を主たる材料としている関係から「特定化学物質の環境への排出量の把握

等及び管理の改善の促進に関する法律」の適用を受けており、一部の製品に関しては「建築基準法」、「食品衛

生法」等様々な政府規制の適用を受けております。また、通商、独占禁止、特許、消費者、租税、為替管制、

環境・リサイクル関連の法規制の適用も受けております。これらの規制を遵守できなかった場合、当社グルー

プの活動が制限される可能性、及び製造方法の変更等によりコストに影響を与える可能性があります。 

 

②製品の欠陥に伴う損害賠償等について 

当社グループは厳格な品質管理のもとに製品製造を行っており、製品の品質検査についても一般的に妥当と

される基準に則り実施しておりますが、製品の性格上、全数検査は極めて困難であり抜き取り検査によってお

ります。したがって、全ての製品について欠陥が無く、クレームが発生しないという保証はありません。また、

製造物責任賠償について保険に加入しておりますが、この保険が 終的に負担する賠償額を充分にカバーでき

る保証もありません。重大な欠陥によるクレームが発生し、保険によるカバーを超えた損害賠償を請求された

場合、賠償金支払いにより業績に影響を与える可能性があります。また、このような欠陥が発生した場合、材

料・製造方法の転換や、これに伴う設備投資が発生する可能性もあります。加えて、これら改善策の実行に時

間が掛かる場合、当該製品の売上を喪失するリスクも想定されます。 

 

③特許権等について 

機能品部門取扱いの光輝シートは、樹脂メッキに替わり金属光沢の意匠性を実現するシートとして各方面か

ら高い評価をいただいておりますが、当該製品の売上の大幅な成長には時間が掛かる可能性があります。また、



ウェーブロックホールディングス㈱ （7940） 平成19年3月期決算短信 

 

8 

その製造方法については現在特許出願中のものと審査請求中のものがありますが、特許が成立しない場合、子

会社日本ウェーブロック(株)の技術を模倣した競合他社による新規参入の可能性があります。また、同社特許

権に抵触しない新技術による新規参入の懸念もあります。 

当社グループは研究者等に対する充分な社内報奨制度を採用していると考えておりますが、今後研究者等か

ら訴えられ、当該裁判の結果、発明対価を支払うこととなった場合、業績に影響を及ぼす可能性があります。 
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２．企業集団の状況 

当社の企業グループ(当社及び当社の関係会社)は、当社、子会社8社及び関連会社1社で構成されております。当社

は持株会社として、事業会社である各子会社の事業活動を管理・統括すること、及びそれに附帯する事業を行うこと

を主たる業務としております。事業会社は各種プラスチックと繊維、紙等を原材料とした複合素材の製造及び販売を

主たる業務としております。 

当社は事業の種類別セグメント情報を記載していないため、事業部門別によって記載しますと、インテリア部門で

は壁紙中間製品及び 終製品、包材部門ではPP(ポリプロピレン)シートやPS(ポリスチレン)シートとその成型品、包

装材料開封テープとその関連機器、機能品部門では自動車用光輝テープ、光輝シートやメディカル用シート等、汎用

品部門では建築工事用シート、フレコン用シートや合羽等の産業資材、工場用防塵・防虫間仕切りシート及び各種プ

ラスチックフィルム、編織部門では各種合成繊維製網製品等を取り扱っており、かつこれらに附帯する事業活動を展

開しております。各部門に属さない副資材等はその他部門としております。 

当社企業グループのうち主な企業の事業に係る位置づけは次のとおりであります。 

インテリア部門………子会社日本ウェーブロック(株)及び子会社ヤマト化学工業(株)が製造・販売しております。 

包材部門………………子会社日本ウェーブロック(株)が製造・輸入・販売しております。 

機能品部門……………子会社日本ウェーブロック(株)が製造・販売しております。 

汎用品部門……………子会社日本ウェーブロック(株)が製造・販売しているほか、子会社ダイオ化成(株)の製商

品を同社経由販売しております。 

編織部門………………子会社ダイオ化成(株)が製造・販売しているほか、子会社日本ウェーブロック(株)の製商

品を同社経由販売しております。 

 

以上述べた事項の事業系統図は次のとおりであります。 
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３．経営方針 

(1) 経営の基本方針 

当社グループは長年に亘って蓄積した「プラスチックとファイバー」をはじめとする樹脂素材の複合加工技術と

新技術の融合により顧客の信頼に応え、広く社会に貢献するよう努めてまいりました。この共通の生産加工技術を

基盤に、異なる成長段階にある事業を複数組み合わせることで、グループ全体としては、安定的且つ継続的な成長

を実現し、全てのステークホルダーにとって真に価値ある企業となることを目指しております。 

(2) 目標とする経営指標 

当社グループは中期目標として、連結売上高200億円、経常利益20億円、株主資本利益率10%以上の達成を目指し

ておりました。残念ながら平成19年3月期については原材料価格高騰等の影響により目標達成には至りませんでし

た。平成20年3月期についても厳しい状況が続くものと見込まれます。現在、当社グループを取巻く市場環境や原

材料事情は大幅に変動しており、事業計画の基礎データの見直しが必要な状況にあります。これに対応して、当社

グループは新たな中期計画の策定作業を継続しており、当該計画のなかで新たに目標とする経営指標を決定したい

と考えております。 

(3) 中期的な会社の経営戦略 

当社は、安定的且つ継続的な成長を長期的目標とし、中長期的視野に立った事業ポートフォリオの構築を重視し、

既存事業の強化と新規事業の確立を車の両輪と捉え、バランスの取れた資源配分・事業展開を目指しております。

このため、以下の戦略に沿って事業運営を行っております。 

①成熟期を迎えた既存コア事業の強化(インテリア部門、汎用品部門、編織部門、包材部門等) 

製品改良、生産方法の改善、販売戦略の見直し、Ｍ＆Ａ等を通じ、新たな付加価値の創造、生産性のアップ、

コストダウン、利益の確保、統合シナジーの獲得を図り、事業の安定化、収益維持を目指します。 

②高成長、高付加価値な新規分野への展開(機能品部門、(株)シャインテクノ等) 

内部成長、外部成長(Ｍ＆Ａ、アライアンス等)を通じ、既存事業の周辺分野での事業展開を図り、事業体と

しての将来性を確保し、活力ある企業作りを目指します。 

また、特定の原材料、市場、顧客に過剰に依存しないバランスの取れた事業ポートフォリオの構築に取り組みた

いと考えております。 

上記の観点から、平成18年4月にはヤマト化学工業(株)の子会社化及び(株)シャインテクノの新設を実施しまし

た。今後も、安定的・継続的成長のための事業基盤の整備に努めていく所存です。 

(4) 会社の対処すべき課題 

原材料価格の先行きが不透明であることから、製品及び原材料の品種統合、物流費の削減等による低コスト体質

の実現を目指すほか、当社製品の転嫁値上げによる短期的な原価比率上昇回避策を実施するとともに、中長期的に

は新製品開発のスピードを早め、高機能・高付加価値製品へのシフトを進めることで、原材料価格の変動に影響を

受けにくい堅固な収益基盤の確立に努めます。 

現在展開する事業分野のうち、 も成長潜在力を持つ機能品部門の事業拡大に向けて持てるリソースを傾注する

とともに、機能性樹脂製品を中心とした新たな高付加価値製品事業や成長事業の発掘、育成に努めます。 

また、子会社ダイオ化成(株)は国内3,000店舗を超えるホームセンターに防虫網や園芸資材等の製商品を供給し

ており、その主要取引先には直接販売しています。これに加えて、平成18年4月に子会社化したヤマト化学工業(株)

は大手量販店に直接インテリア雑貨等の商品を供給しております。これら流通ルートの基盤を当社グループの武器

として活用すべく、製商品の開発等を進めてまいります。 
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４．連結財務諸表等

 (1) 連結貸借対照表

構成比 構成比

％ ％

Ⅰ 流動資産

1 現金及び預金 677,144      816,040      

2 受取手形及び売掛金 4,062,599    4,782,225    

3 有価証券 72,213       62,137       

4 たな卸資産 2,849,995    3,667,458    

5 繰延税金資産 230,752      191,127      

6 その他 439,771      630,712      

7 貸倒引当金 △97,551     △120,170    

流動資産合計 8,234,925    40.1    10,029,531   40.9    

Ⅱ 固定資産

1 有形固定資産

(1) 建物及び構築物 7,569,650    7,867,100    

減価償却累計額 4,115,950    3,453,700    4,268,965    3,598,135    

(2) 機械装置及び運搬具 6,975,534    7,838,041    

減価償却累計額 5,472,874    1,502,659    5,697,818    2,140,222    

(3) 土地 5,282,145    6,134,695    

(4) 建設仮勘定 30,970       307,519      

(5) その他 923,984      1,028,476    

減価償却累計額 752,722      171,261      784,862      243,614      

有形固定資産合計 10,440,737   50.9    12,424,187   50.7    

2 無形固定資産 167,856      0.8     334,501      1.4     

3 投資その他の資産

(1) 投資有価証券 1,307,098    1,148,979    

(2) 長期貸付金 60,745       62,438       

(3) 長期前払費用 8,371        11,517       

(4) 繰延税金資産 11,671       166,679      

(5) その他 306,499      316,408      

(6) 貸倒引当金 △14,517     △1,447      

投資その他の資産合計 1,679,868    8.2     1,704,575    7.0     

固定資産合計 12,288,462   59.9    14,463,264   59.1    

資産合計 20,523,388   100.0   24,492,796   100.0   

(資産の部)

金額（千円）

当連結会計年度

(平成19年３月31日)

　　　　　　　　　　  　　　期　 別

  科　 目 金額（千円）

(平成18年３月31日)

前連結会計年度

11
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構成比 構成比金額（千円）

当連結会計年度

(平成19年３月31日)

　　　　　　　　　　  　　　期　 別

  科　 目 金額（千円）

(平成18年３月31日)

前連結会計年度

Ⅰ 流動負債

1 支払手形及び買掛金 1,672,198    2,957,452    

2 短期借入金 1,940,427    3,690,170    

3 一年以内に償還予定の社債 200,000      200,000      

4 未払金 -            912,308      

5 未払法人税等 516,610      113,553      

6 未払消費税等 209,517      65,693       

7 賞与引当金 178,052      230,285      

8 その他 555,667      250,607      

流動負債合計 5,272,473    25.7    8,420,070    34.4    

Ⅱ 固定負債

1 社債 200,000      -            

2 長期借入金 2,353,024    3,535,669    

3 退職給付引当金 998,469      1,370,443    

4 役員退職慰労引当金 448,472      -            

5 長期未払金 -            89,002       

6 連結調整勘定 1,145,858    -            

7 負ののれん -            797,163      

8 その他 15,569       44,936       

固定負債合計 5,161,394    25.1    5,837,216    23.8    

負債合計 10,433,868   50.8    14,257,286   58.2    

Ⅰ 資本金 2,143,700    10.5    -            -       

Ⅱ 資本剰余金 4,846,837    23.6    -            -       

Ⅲ 利益剰余金 4,050,441    19.7    -            -       

Ⅳ その他有価証券評価差額金 338,326      1.7     -            -       

Ⅴ 自己株式 △1,289,785  △6.3   -            -       

資本合計 10,089,520   49.2    -            -       

負債資本合計 20,523,388   100.0   -            -       

Ⅰ 株主資本

1 資本金 -            -       2,143,700    8.7     

2 資本剰余金 -            -       4,843,758    19.8    

3 利益剰余金 -            -       4,715,653    19.3    

4 自己株式 -            -       △1,862,595  △7.6   

株主資本合計 -            -       9,840,516    40.2    

Ⅱ 評価･換算差額等

1 その他有価証券評価差額金 -            -       191,929      0.8     

Ⅲ 新株予約権 -            -       30,416       0.1     

Ⅳ 少数株主持分 -            -       172,646      0.7     

純資産合計 -            -       10,235,509   41.8    

負債純資産合計 -            -       24,492,796   100.0   

(負債の部)

(資本の部)

(純資産の部)
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 (2) 連結損益計算書

金額（千円） 百分比 金額（千円） 百分比

％ ％

Ⅰ 売上高 18,851,578  100.0 24,033,330  100.0  

Ⅱ 売上原価 14,115,354  74.9  18,711,010  77.9   

売上総利益 4,736,224   25.1  5,322,320   22.1   

Ⅲ 販売費及び一般管理費 3,482,367   18.4  4,473,369   18.6   

営業利益 1,253,857   6.7   848,951     3.5    

Ⅳ 営業外収益

1 受取利息 4,897       6,364       

2 仕入割引 33,874      41,374      

3 連結調整勘定償却額 313,719     -           

4 負ののれん償却額 -           338,079     

5 持分法による投資利益 2,818       -           

6 為替差益 86,818      34,016      

7 その他 77,082      519,210     2.7   110,241     530,076     2.2    

Ⅴ 営業外費用

1 支払利息 52,533      79,804      

2 売上割引 7,416       8,221       

3 手形売却損 13,958      26,909      

4 賃借費用 9,633       9,900       

5 持分法による投資損失 -           6,370       

6 その他 6,593       90,135      0.5   8,644       139,850     0.5    

経常利益 1,682,933   8.9   1,239,178   5.2    

Ⅵ 特別利益

1 固定資産売却益 -           4,356       

2 投資有価証券売却益 84,897      4,690       

3 貸倒引当金戻入額 19,710      104,607     0.6   40,466      49,512      0.2    

Ⅶ 特別損失

1 たな卸資産評価損 -           5,389       

2 固定資産売却損 5,294       264         

3 固定資産除却損 3,650       12,503      

4 減損損失 52,710      -           

5 投資有価証券売却損 -           62          

6 出資金売却損 2,661       64,318      0.4   -           18,219      0.1    

税金等調整前当期純利益 1,723,223   9.1   1,270,471   5.3    

法人税､住民税及び事業税 592,507     277,962     

法人税等調整額 △2,350     590,157     3.1   △14,817    263,144     1.1    

少数株主利益 -           -     84,303      0.4    

当期純利益 1,133,065   6.0   923,023     3.8    

当連結会計年度

（自 平成18年４月１日

    至 平成19年３月31日）

                          　期   別

 
 科   目

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）
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(3) 連結剰余金計算書

金額（千円）

(資本剰余金の部)

Ⅰ 資本剰余金期首残高 2,512,600    

Ⅱ 資本剰余金増加高

株式交換に伴う新株式の発行 2,330,438    

自己株式処分差益 3,799        2,334,237    

Ⅲ 資本剰余金期末残高 4,846,837    

(利益剰余金の部)

Ⅰ 利益剰余金期首残高 3,140,394    

Ⅱ 利益剰余金増加高

当期純利益 1,133,065    1,133,065    

Ⅲ 利益剰余金減少高

配当金 188,018      

役員賞与 35,000       223,018      

Ⅳ 利益剰余金期末残高 4,050,441    

                          期   別

 
 科   目

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）
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(4) 連結株主資本等変動計算書

当連結会計年度（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）

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当 △222,954    △222,954    

役員賞与 △36,000     △36,000     

当期純利益 923,023      923,023      

自己株式の取得 △575,891    △575,891    

自己株式の処分 △3,078      3,081        3            

持分法適用会社の減少に伴う
剰余金増加高

1,143        1,143        

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額（純額）

連結会計年度中の変動額合計

（千円）

平成19年３月31日残高

（千円）

評価・換算差額等

その他有価証券
評価差額金

平成18年３月31日残高

（千円）

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当 △222,954    

役員賞与 △36,000     

当期純利益 923,023      

自己株式の取得 △575,891    

自己株式の処分 3            

持分法適用会社の減少に伴う
剰余金増加高

1,143        

株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額（純額）

△146,397    30,416       172,646      56,666       

連結会計年度中の変動額合計

（千円）

平成19年３月31日残高

（千円）
191,929      30,416       172,646      10,235,509   

△146,397    30,416       172,646      145,989      

338,326      -            -            10,089,520   

9,840,516    △1,862,595  4,715,653    4,843,758    

9,751,193    

-            △3,078      665,212      △572,810    89,323       

新株予約権 少数株主持分 純資産合計

2,143,700    4,846,837    4,050,441    △1,289,785  

2,143,700    
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(5) 連結キャッシュ・フロー計算書

前連結会計年度 当連結会計年度

（自 平成17年４月１日 （自 平成18年４月１日

    至 平成18年３月31日）     至 平成19年３月31日）

金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益 1,723,223                 1,270,471                 

減価償却費 740,238                   855,276                   

株式報酬費用 -                         30,416                    

減損損失 52,710                    -                         

連結調整勘定償却額 △313,719                 -                         

負ののれん償却額 -                         △338,079                 

持分法による投資利益 △2,818                   -                         

持分法による投資損失 -                         6,370                     

貸倒引当金の増減額（減少：△） △19,710                  △41,260                  

賞与引当金の増減額（減少：△） 5,740                     11,696                    

退職給付引当金の増減額（減少：△） 12,995                    75,004                    

役員退職慰労引当金の増減額（減少：△） -                         △342,800                 

受取利息及び受取配当金 △21,182                  △24,372                  

支払利息 52,533                    79,804                    

投資有価証券売却益 △84,897                  △4,690                   

出資金売却損 2,661                     -                         

固定資産売却損 5,294                     264                       

固定資産売却益 -                         △4,356                   

固定資産除却損 3,650                     12,503                    

売上債権の増減額（増加：△） △48,810                  16,127                    

たな卸資産の増減額（増加：△） △192,997                 △459,186                 

仕入債務の増減額（減少：△） 186,462                   384,271                   

未払消費税等の増減額（減少：△） 176,016                   △169,528                 

役員賞与支払額 △35,000                  △36,000                  

その他の増減額 △87,492                  267,583                   

小計 2,154,901                 1,589,516                 

利息及び配当金の受取額 21,127                    24,312                    

利息の支払額 △54,163                  △80,288                  

法人税等の支払額 △457,437                 △715,769                 

営業活動によるキャッシュ･フロー 1,664,427                 817,770                   

                          期   別

 
 科   目
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前連結会計年度 当連結会計年度

（自 平成17年４月１日 （自 平成18年４月１日

    至 平成18年３月31日）     至 平成19年３月31日）

金額（千円） 金額（千円）

                          期   別

 
 科   目

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の売却による収入 16,285                    16,495                    

有形固定資産の取得による支出 △655,438                 △1,381,587               

有形固定資産の売却による収入 28,892                    15,640                    

無形固定資産の取得による支出 △43,371                  △193,930                 

投資有価証券の取得による支出 △1,843                   △74,586                  

投資有価証券の売却による収入 105,858                   8,005                     

新規連結子会社取得による収入 -                         4,384                     

株式交換による支出 △28,987                  -                         

貸付けによる支出 △3,500                   △54,300                  

貸付金の回収による収入 42,866                    52,804                    

その他の増減額 591                       △767                     

投資活動によるキャッシュ･フロー △538,648                 △1,607,841               

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 5,415,000                 12,888,000                

短期借入金の返済による支出 △5,526,600               △12,582,000              

長期借入れによる収入 2,552,000                 4,233,000                 

長期借入金の返済による支出 △3,175,110               △2,606,612               

社債の償還による支出 △200,000                 △200,000                 

自己株式の取得による支出 △1,187                   △575,891                 

自己株式の売却による収入 13,087                    3                         

配当金の支払額 △188,018                 △222,954                 

少数株主への配当金の支払額 △20,106                  -                         

その他の増減額 △5,780                   △4,578                   

財務活動によるキャッシュ･フロー △1,136,715               928,966                   

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額（減少：△） △10,936                  138,895                   

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 688,080                   677,144                   

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 677,144                   816,040                   
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(6) 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 

前連結会計年度 

(自 平成17年4月 1日 

至 平成18年3月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成18年4月 1日 

至 平成19年3月31日) 

 1 連結の範囲に関する事

項 

イ 連結子会社の数     5社 

当該連結子会社は、日本ウェーブ

ロック(株)、ダイオ化成(株)、ボン

ガード工業(株)、サクラポリマー

(株)、デスタック工業(株)でありま

す。 

なお、日本ウェーブロック(株)は、

平成17年4月1日付で会社分割を行っ

たことにより当社の子会社となった

ため、当連結会計年度より連結の範

囲に含めることといたしました。 

イ 連結子会社の数     8社 

主要な連結子会社は、日本ウェー

ブロック(株)、ダイオ化成(株)、ヤ

マト化学工業(株)であります。 

なお、(株)シャインテクノ(平成18

年4月24日付)、掛川ソーイング

(株)(平成18年11月1日付)及びダイ

オテック(株)(平成18年12月1日付)

は新たに設立されたことにより、ま

たヤマト化学工業(株)は、平成18年4

月27日付で当社子会社の日本ウェー

ブロック(株)が新たに株式の60％を

取得したことにより、当社の子会社

となったため、当連結会計年度より

連結の範囲に含めることといたしま

した。 

また、前連結会計年度において連

結子会社であったボンガード工業

(株)は、平成18年12月1日付にて子会

社日本ウェーブロック(株)に吸収合

併されたため、当連結会計年度より

連結の範囲から除外しております。 

 ロ 主要な非連結子会社の名称等 

  主要な非連結子会社 

   中央プラスチック工業協同組合 

ロ 主要な非連結子会社の名称等 

同 左 

   (連結の範囲から除いた理由) 

非連結子会社は小規模であり、総

資産、当期純損益(持分に見合う額)

及び利益剰余金(持分に見合う額)等

は、いずれも連結財務諸表に重要な

影響を及ぼしていないためでありま

す。 

  (連結の範囲から除いた理由) 

同 左 

 2 持分法の適用に関する

事項 

イ 持分法適用の関連会社数 1社 

当該持分法適用の関連会社は、ス

リーエイ化学(株)であります。 

イ 持分法適用の関連会社数 1社 

当該持分法適用の関連会社は、 

(株)エスウェルであります。 

なお、前連結会計年度において持

分法を適用しておりましたスリーエ

イ化学(株)については、同社に対す

る影響力の低下により、関連会社に

該当しなくなったため、当連結会計

年度より持分法を適用しておりませ

ん。 
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項目 

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) 

当連結会計年度 

(自 平成18年4月 1日 

至 平成19年3月31日) 

 ロ 持分法を適用していない非連結子会

社中央プラスチック工業協同組合の当

期純損益及び利益剰余金等は、それぞ

れ連結純損益及び利益剰余金等に関し

て連結財務諸表に重要な影響を及ぼし

ていないため、持分法を適用しており

ません。 

ロ       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。 

同 左 

 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 

イ 有価証券 

  満期保有目的の債券 

償却原価法(定額法)によっており

ます。 

イ 有価証券 

  満期保有目的の債券 

同 左 

   その他有価証券 

   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)。 

  その他有価証券 

   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)。 

    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。 

   時価のないもの 

同 左 

 ロ デリバティブ 

時価法によっております。 

ロ デリバティブ 

同 左 

 ハ たな卸資産 

総平均法による原価法によってお

ります。ただし、連結子会社ダイオ

化成(株)については、商品・原材料

に関しては月別総平均法による原価

法、貯蔵品に関しては最終仕入原価

法によっております。 

ハ たな卸資産 

総平均法による原価法によってお

ります。ただし、連結子会社ダイオ

化成(株)については、商品・原材料

に関しては月別総平均法による原価

法、貯蔵品に関しては最終仕入原価

法によっております。また、連結子

会社ヤマト化学工業(株)について

は、原材料・貯蔵品に関しては移動

平均法による原価法によっておりま

す。 

(2) 重要な減価償却資産

の減価償却の方法 

イ 有形固定資産 

定率法(ただし、平成10年4月1日以

降に取得した建物(付属設備を除

く。)は定額法)によっております。 

なお、主な耐用年数は次のとおり

であります。 

建物及び構築物    3～50年 

機械装置及び運搬具  2～10年 

イ 有形固定資産 

定率法(ただし、平成10年4月1日以

降に取得した建物(付属設備を除

く。)は定額法)によっております。 

なお、主な耐用年数は次のとおり

であります。 

建物及び構築物    2～50年 

機械装置及び運搬具  2～10年 
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項目 

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) 

当連結会計年度 

(自 平成18年4月 1日 

至 平成19年3月31日) 

 ロ 無形固定資産 

  自社利用のソフトウェア 

社内における利用可能期間(5年

間)に基づく定額法によっており

ます。 

ロ 無形固定資産 

  自社利用のソフトウェア 

同 左 

   商標権 

5年～10年にわたり毎年度均等償

却しております。 

  商標権 

同 左 

 ハ 長期前払費用 

定額法によっております。 

ハ 長期前払費用 

同 左 

(3) 重要な引当金の計上

基準 

イ 貸倒引当金 

売上債権、貸付金等の貸倒れによ

る損失に備えるため、一般債権につ

いては貸倒実績率等により、貸倒懸

念債権等特定の債権については個別

に回収可能性を勘案し、回収懸念額

を計上しております。 

イ 貸倒引当金 

同 左 

 ロ 賞与引当金 

従業員の賞与の支給に備えるた

め、支給見込額を計上しております。 

ロ 賞与引当金 

同 左 

 ハ 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、

当連結会計年度末における退職給付

債務及び年金資産の見込額に基づき

計上しております。 

数理計算上の差異は、翌連結会計

年度に一括処理することとしており

ます。 

ハ 退職給付引当金 

同 左 

 ニ 役員退職慰労引当金 

平成17年3月末をもって当社及び

連結子会社において役員退職慰労金

制度を廃止しております。 

なお、廃止までの要支給額を役員

退職慰労引当金として計上しており

ます。 

二 役員退職慰労引当金 

――――――― 

(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。 

同 左 

(5) その他連結財務諸表

作成のための重要な

事項 

イ 消費税等の会計処理 

消費税等の会計処理は税抜方式に

よっております。 

イ 消費税等の会計処理 

同 左 

 ロ 連結納税制度の適用 

――――――― 

ロ 連結納税制度の適用 

当連結会計年度から連結納税制度

を適用しております。 

 



ウェーブロックホールディングス㈱ （7940） 平成19年3月期決算短信 
 

21 

 

項目 

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) 

当連結会計年度 

(自 平成18年4月 1日 

至 平成19年3月31日) 

 5 連結子会社の資産及び

負債の評価に関する事

項 

連結子会社の資産及び負債の評価につ

いては、全面時価評価法を採用しており

ます。 

同 左 

 6 連結調整勘定の償却に

関する事項 

連結調整勘定の償却については、発生

日以降5年～8年間で均等償却しておりま

す。 

――――――― 

 7 のれん及び負ののれん

の償却に関する事項 

――――――― のれん及び負ののれんは、発生日以降5

年～8年間で均等償却しております。 

 8 利益処分項目等の取扱

いに関する事項 

連結剰余金計算書は、連結会社の利益

処分について連結会計年度中に確定した

利益処分に基づいて作成しております。 

――――――― 

 9 連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の

範囲 

連結キャッシュ・フロー計算書におけ

る資金(現金及び現金同等物)は、手許現

金、随時引出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 
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(7) 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 

前連結会計年度 

(自 平成17年4月 1日 

至 平成18年3月31日) 

当連結会計年度 

(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。 

これにより営業利益及び経常利益が848千円増加

しております。なお、減損損失52,710千円を計上し

たものの、当該物件を当連結会計年度末までに売却

したため、税金等調整前当期純利益に与える影響は

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等) 

(自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準

等の一部改正) 

当連結会計年度から｢貸借対照表の純資産の部の

表示に関する会計基準｣ (企業会計基準委員会 平

成17年12月9日 企業会計基準第5号)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｣ (企業会計基準委員会 平成17年12月9日 企業

会計基準適用指針第8号)並びに改正後の｢自己株式

及び準備金の額の減少等に関する会計基準｣ (企業

会計基準委員会 最終改正平成18年8月11日 企業

会計基準第1号)及び｢自己株式及び準備金の額の減

少等に関する会計基準の適用指針｣ (企業会計基準

委員会 最終改正平成18年8月11日 企業会計基準

適用指針第2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。 

なお、従来の｢資本の部｣の合計に相当する金額は

10,032,446千円であります。 

連結財務諸表規則の改正により、当連結会計年度

における連結財務諸表は、改正後の連結財務諸表規

則により作成しております。 

――――――― (企業結合に係る会計基準等) 

当連結会計年度から｢企業結合に係る会計基準｣ 

(企業会計審議会 平成15年10月31日)及び｢事業分

離等に関する会計基準｣ (企業会計基準委員会 平

成17年12月27日 企業会計基準第7号)並びに｢企業

結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用

指針｣ (企業会計基準委員会 最終改正平成18年12

月22日 企業会計基準適用指針第10号)を適用して

おります。 
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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) 

当連結会計年度 

(自 平成18年4月 1日 

至 平成19年3月31日) 

――――――― (ストック・オプション等に関する会計基準等) 

当連結会計年度から｢ストック・オプション等に関

する会計基準｣ (企業会計基準委員会 平成17年12

月27日 企業会計基準第8号)及び｢ストック・オプシ

ョン等に関する会計基準の適用指針｣ (企業会計基

準委員会 最終改正平成18年5月31日 企業会計基

準適用指針第11号)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

当期純利益が30,416千円減少しております。 

――――――― (役員賞与に関する会計基準) 

当連結会計年度から｢役員賞与に関する会計基準｣ 

(企業会計基準委員会 平成17年11月29日 企業会

計基準第4号)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

当期純利益が24,500千円減少しております。 

――――――― (役員退職慰労金に関する会計基準) 

当連結会計年度から改正後の｢租税特別措置法上

の準備金及び特別法上の引当金又は準備金並びに役

員退職慰労引当金等に関する監査上の取扱い｣ (企

業会計基準委員会 改正平成19年4月13日 監査・保

証実務委員会報告第42号)を早期適用しております。 

これによる損益に与える影響はありません。 
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(8) 表示方法の変更 

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) 

当連結会計年度 

(自 平成18年4月 1日 

至 平成19年3月31日) 

――――――― (連結貸借対照表) 

｢連結調整勘定｣は、当連結会計年度から｢負ののれ

ん｣として表示しております。 

前連結会計年度まで流動負債「その他」に含めて

表示しておりました「未払金」については、当連結

会計年度において総資産の100分の5を超えることと

なったため、当連結会計年度より区分掲記すること

といたしました。 

なお、前連結会計年度における「未払金」は374,817

千円であります。 

(連結損益計算書) 

営業外費用の「賃借費用」は、営業外費用の総額

の100分の10を超えることとなったため区分掲記す

ることに変更いたしました。 

なお、前連結会計年度における営業外費用の「賃

借費用」は、9,293千円であります。 

(連結損益計算書) 

｢連結調整勘定償却額｣は、当連結会計年度から｢負

ののれん償却額｣として表示しております。 

――――――― (連結キャッシュ・フロー計算書) 

｢連結調整勘定償却額｣は、当連結会計年度から｢負

ののれん償却額｣として表示しております。 
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(9) 注記事項 

(連結貸借対照表関係) 

前連結会計年度 

(平成18年3月31日) 

当連結会計年度 

(平成19年3月31日) 

1 非連結子会社及び関連会社に係る注記 

非連結子会社及び関連会社に対するものは次のと

おりであります。 

投資有価証券(株式) 8,827千円

出資金(「投資その他の資産」の

「その他」) 
5,380 

 

1 非連結子会社及び関連会社に係る注記 

非連結子会社及び関連会社に対するものは次のと

おりであります。 

投資有価証券(株式) 63,581千円

出資金(「投資その他の資産」の

「その他」) 
5,380 

 
2 担保に供している資産並びに担保付債務は次のとお

りであります。 

 (1) 工場財団抵当として担保に供している資産 

建物及び構築物 464,261千円

機械装置及び運搬具 95,753 

土地 322,037 

計 882,052 
 

2 担保に供している資産並びに担保付債務は次のとお

りであります。 

 (1) 工場財団抵当として担保に供している資産 

建物及び構築物 428,579千円

機械装置及び運搬具 90,699 

土地 322,037 

計 841,316 
 

   上記に対応する債務 

短期借入金 500,000千円 

長期借入金 1,400,000 

(1年以内返済予定の長期借入金を含む) 

計 1,900,000 
 

   上記に対応する債務 

短期借入金 1.050,000千円 

長期借入金 850,000 

(1年以内返済予定の長期借入金を含む) 

計 1,900,000 
 

 (2) その他 

建物及び構築物 612,721千円 

土地 1,302,867 

投資有価証券 34,668 

計 1,950,257 
 

 (2) その他 

建物及び構築物 587,785千円

土地 1,302,867 

投資有価証券 27,324 

計 1,917,976 
 

   上記に対応する債務 

短期借入金 440,000千円 

長期借入金 855,403 

(1年以内返済予定の長期借入金を含む) 

計 1,295,403 
 

   上記に対応する債務 

短期借入金 679,054千円 

長期借入金 811,194 

(1年以内返済予定の長期借入金を含む) 

計 1,490,248 
 

3 受取手形割引高及び裏書譲渡高 

割引高 386,398千円

裏書譲渡高 128,598 
 

3 受取手形割引高及び裏書譲渡高 

割引高 405,356千円

裏書譲渡高 190,884 
 

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、当連結会計年度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 88,908千円 
5 当社の発行済株式総数は、普通株式12,613,037株であ

ります。 

5         ――――――― 

6 当社が保有する自己株式の数は、普通株式1,330,361

株であります。 

6         ――――――― 
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(連結損益計算書関係) 

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) 

当連結会計年度 

(自 平成18年4月 1日 

至 平成19年3月31日) 

1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。 

給料手当 853,733千円

賞与引当金繰入額 72,235 

退職給付費用 23,749 

荷造運送費 658,291 

研究開発費 352,802  

1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。 

給料手当 1,049,857千円

賞与引当金繰入額 89,397 

退職給付費用 51,408 

荷造運送費 978,386 

貸倒引当金繰入額 10,138  
2 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

は次のとおりであります。 

 357,253千円 

2 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

は次のとおりであります。 

 466,475千円 
3         ――――――― 3 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。 

土地 1,926千円 

建物及び構築物 1,870 

機械装置及び運搬具 523 

工具器具備品(「有形固定資産」 

の「その他」) 
35 

計 4,356 
 

4 固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。 

建物及び構築物 2,037千円 

土地 3,177 

工具器具備品(「有形固定資産」 

の「その他」) 
79 

計 5,294  

4 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 264千円  

5 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 390千円

機械装置及び運搬具 905 

工具器具備品(「有形固定資産」 

の「その他」) 
2,154 

無形固定資産 200 

計 3,650  

5 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 1,209千円

機械装置及び運搬具 5,333 

工具器具備品(「有形固定資産」 

の「その他」) 
5,490 

長期前払費用 470 

計 12,503  
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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) 

当連結会計年度 

(自 平成18年4月 1日 

至 平成19年3月31日) 

6 減損損失 

当社グループは、以下の資産グループについて減

損損失を計上しました。 

用途 種類 場所 金額 

厚生施設 
建物 

土地 

千葉県 

勝浦市 
26,260千円

資材置場 土地 
茨城県 

古河市 
26,450千円

資産のグルーピングについては、原則として管理

会計上の区分に基づいております。 

上記の資産グループについては、地価の著しい下

落により、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当

該減少額を減損損失として特別損失に計上いたしま

した。 

減損損失の内訳は、建物23,558千円、土地29,152

千円であります。 

なお、回収可能価額は正味売却価額により算定し

ております。また、正味売却価額は不動産鑑定士に

よる鑑定評価を基準として評価しております。 

6         ――――――― 
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(連結株主資本等変動計算書関係) 

当連結会計年度(自 平成18年 4月 1日 至 平成19年 3月31日) 

1.発行済株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式（株） 12,613,037 ― ― 12,613,037 

 

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 当連結会計年度末 

普通株式（株） 1,330,361 743,161 3,200 2,070,322 

(変動事由の概要) 

増加数の内訳は、次のとおりであります。 

市場買付けによる増加 743,000株 

単元未満株式の買取りによる増加 161株 

 

減少数の内訳は、次のとおりであります。 

ストック・オプションの行使による自己株式の交付 3,200株 

 

3.新株予約権等に関する事項 

目的となる株式の数（株） 

会社名 内訳 
目的となる 

株式の種類 前連結 

会計年度末 
増加 減少 

当連結 

会計年度末 

当連結会計年度

末残高(千円) 

提出会社 

平成18年度にストック・ 

オプションとして発行

した新株予約権 

― ― ― ― ― 30,416 

合計 ― ― ― ― 30,416 

 

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) 

一株当たり 

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 112,826 10 平成18年3月31日 平成18年6月21日 

平成18年10月23日 

取締役会 
普通株式 110,127 10 平成18年9月30日 平成18年12月1日 

 

(2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

決議 株式の種類 配当の原資 
配当金の 

総額(千円) 

一株当たり 

配当額(円) 
基準日 効力発生日 

平成19年5月10日 

取締役会 
普通株式 利益剰余金 105,427 10 平成19年3月31日 平成19年6月21日 

 



ウェーブロックホールディングス㈱ （7940） 平成19年3月期決算短信 
 

29 

 

(連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

前連結会計年度 

(自 平成17年4月 1日 

至 平成18年3月31日) 

当連結会計年度 

(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連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係 

(平成18年3月31日現在) 

現金及び預金勘定 677,144千円

現金及び現金同等物 677,144 
 

1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係 

(平成19年3月31日現在) 

現金及び預金勘定 816,040千円

現金及び現金同等物 816,040 
 

2         ――――――― 2 株式の取得により新たに連結子会社となった会社の

資産及び負債の主な内訳 

株式の取得により新たに連結したことに伴う連結

開始時の資産及び負債の内訳並びに株式の取得価額

と取得による収入(純額)との関係は次のとおりであ

ります。 

ヤマト化学工業(株)(平成18年4月3日現在) 

流動資産 1,287,265千円

固定資産 1,233,611 

のれん 10,615 

流動負債 △1,990,602 

固定負債 △305,275 

少数株主持分 △90,000 

ヤマト化学工業(株)株式の 
取得価額 

145,615 

ヤマト化学(株)現金及び 
現金同等物 

△150,000 

差引：ヤマト化学工業(株) 
取得による収入 

4,384 

 

3 重要な非資金取引の内容 

株式交換による資本剰余金 

増加額 
2,330,438千円 

 

3         ――――――― 
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セグメント情報 

１．事業の種類別セグメント情報 

当連結会計年度(自平成18年4月 1日 至平成19年3月31日)及び前連結会計年度(自平成17年4月 1日 

至平成18年3月31日)において、当社及び連結子会社は、その主な事業として「各種合成樹脂と繊維・

紙等の複合素材製品」の製造及び販売を行っております。全セグメントの売上高の合計、営業利益の

金額の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める「各種合成樹脂と繊維・紙等の複合素材

製品」事業の割合がいずれも90％を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略して

おります。 

２．所在地別セグメント情報 

当連結会計年度(自平成18年4月 1日 至平成19年3月31日)及び前連結会計年度(自平成17年4月 1日 

至平成18年3月31日)において、本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び在外支店がないた

め、該当事項はありません。 

３．海外売上高 

当連結会計年度(自平成18年4月 1日 至平成19年3月31日)及び前連結会計年度(自平成17年4月 1日 

至平成18年3月31日)において、海外売上高は連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を

省略しております。 
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生産、受注及び販売の状況 

１．生産実績 
(単位：千円) 

 
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 

当連結会計年度 
自 平成18年4月 1日 
至 平成19年3月31日 

 金  額 金  額 

前年同期比 

   ％ 

インテリア 3,846,411 7,708,302 100.4 

包 材 2,588,665 2,936,911 13.5 

機 能 品 491,600 450,382 △8.4 

汎 用 品 2,990,188 3,167,141 5.9 

編 織 2,338,585 2,458,535 5.1 

合 計 12,255,451 16,721,272 36.4 

(注) １．金額は実際原価によっております。 
２．本表の金額には、消費税等は含まれておりません。 
３．当連結会計年度に新たに連結子会社としたヤマト化学工業(株)の実績はインテリア部門に区分し

ております。 
４．当連結会計年度に新たに設立した(株)シャインテクノは当連結会計年度において生産実績がない

ため該当事項はありません。 

２．受注状況 
(単位：千円) 

 
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 

当連結会計年度 
自 平成18年4月 1日 
至 平成19年3月31日 

前年同期比 

 受注高 受注残高 受注高 受注残高 受注高 受注残高 

     ％ ％ 

インテリア 4,163,272 10,864 8,247,406 33,597 98.1 209.2 

包 材 2,592,241 275,261 3,055,907 363,617 17.9 32.1 

機 能 品 458,503 29,148 435,931 30,796 △4.9 5.7 

汎 用 品 2,958,533 165,707 3,105,677 159,740 5.0 △3.6 

合 計 10,172,550 480,982 14,844,923 587,751 45.9 22.2 

(注) １．金額は標準原価によっております。 
２．本表の金額には、消費税等は含まれておりません。 
３．編織部門は見込み生産を行っているため、該当事項はありません。  
４．当連結会計年度に新たに連結子会社としたヤマト化学工業(株)の実績はインテリア部門に区分し

ております。 
５．当連結会計年度に新たに設立した(株)シャインテクノは当連結会計年度において受注実績がない

ため該当事項はありません。 
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３．販売実績 
(単位：千円) 

 
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 

当連結会計年度 
自 平成18年4月 1日 
至 平成19年3月31日 

 金額 構成比 金額 構成比 

前年同期比 

  ％  ％ ％ 

インテリア 5,024,612 26.6 9,934,933 41.4 97.7 

包 材 2,916,954 15.5 3,373,451 14.0 15.7 

機 能 品 1,037,395 5.5 970,209 4.1 △6.5 

汎 用 品 4,180,306 22.2 3,948,011 16.4 △5.6 

編 織 5,670,109 30.1 5,798,346 24.1 2.3 

そ の 他 22,200 0.1 8,379 0.0 △62.3 

合 計 18,851,578 100.0 24,033,330 100.0 27.5 

(注) １．本表の金額には、消費税等は含まれておりません。 
２．当連結会計年度に新たに連結子会社としたヤマト化学工業(株)の実績はインテリア部門に区分し

ております。 
３．当連結会計年度に新たに設立した(株)シャインテクノは当連結会計年度において販売実績がない

ため該当事項はありません。 
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１株当たり情報 

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) 

当連結会計年度 

(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 891円 6銭 

1株当たり当期純利益 97円35銭 

潜在株式調整後 
1株当たり当期純利益 

96円80銭 
 

1株当たり純資産額 951円60銭 

1株当たり当期純利益 83円87銭 

潜在株式調整後 
1株当たり当期純利益 

83円49銭 
 

(注)算定上の基礎 

1.1株当たり純資産額 

 

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) 

当連結会計年度 

(自 平成18年4月 1日 

至 平成19年3月31日) 

連結貸借対照表の純資産の部の合計額(千円) － 10,235,509 

普通株主に係る純資産額(千円) － 10,032,446 

差額の主な内訳   

新株予約権 － 30,416 

少数株主持分 － 172,646 

普通株式に係る発行済株式数(株) － 12,613,037 

普通株式の自己株式数(株) － 2,070,322 

1株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式

の数(株) 
－ 10,542,715 

 

2.1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 

 

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) 

当連結会計年度 

(自 平成18年4月 1日 

至 平成19年3月31日) 

連結損益計算書上の当期純利益(千円) 1,133,065 923,023 

普通株主に帰属しない金額(千円) 36,000 － 

(うち利益処分による役員賞与金) (36,000) (－) 

普通株式に係る当期純利益(株) 1,097,065 923,023 

期中平均株式数(株) 11,269,377 11,005,455 

潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に用

いられた普通株式増加数の主要な内訳(株) 
  

新株予約権 63,743 50,418 

普通株式増加数(株) 63,743 50,418 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株

当たり当期純利益の算定に含まれなかった潜在

株式の概要 

－ 

潜在株式の種類 

 新株予約権 

潜在株式の数 

 普通株式  450,000株 
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重要な後発事象 

該当事項はございません。 

開示の省略 

リース取引、関連当事者との取引、税効果会計、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、ストック

オプション等に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられ

るため開示を省略します。 
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５．財務諸表等

 (1) 貸借対照表

金額（千円） 構成比 金額（千円） 構成比

％ ％

Ⅰ 流動資産

1 現金及び預金 2,785         17,849        

2 売掛金 8,295         9,555         

3 前払費用 2,509         1,885         

4 繰延税金資産 63,677        -             

5 未収金 -             347,832       

6 その他 23,069        230           

流動資産合計 100,336       1.1      377,353       4.0      

Ⅱ 固定資産

1 無形固定資産 1,486         0.0      1,122         0.0      

2 投資その他の資産

(1) 関係会社株式 8,960,892     8,960,892     

(2) 関係会社出資金 190           190           

(3) 従業員長期貸付金 250           -             

(4) 長期前払費用 1             -             

(5) 繰延税金資産 112,340       9,386         

(6) その他 43,826        42,806        

投資その他の資産合計 9,117,501     98.9     9,013,275     96.0     

固定資産合計 9,118,987     98.9     9,014,397     96.0     

資産合計 9,219,324     100.0    9,391,751     100.0    

前事業年度末

(平成18年３月31日)

当事業年度末

(平成19年３月31日)

　　　　　　　　　　  　期　 別

  科　 目

(資産の部)
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金額（千円） 構成比 金額（千円） 構成比

前事業年度末

(平成18年３月31日)

当事業年度末

(平成19年３月31日)

　　　　　　　　　　  　期　 別

  科　 目

％ ％

Ⅰ 流動負債

1 短期借入金 440,000       1,315,000     

2 未払金 11,038        66,842        

3 未払費用 227           1,988         

4 未払法人税等 5,035         1,210         

5 繰延税金負債 -             2             

6 預り金 1,610         1,106         

7 賞与引当金 1,803         1,100         

8 その他 -             1,803         

流動負債合計 459,715       5.0      1,389,053     14.8     

Ⅱ 固定負債

1 長期未払金 -             18,344        

2 退職給付引当金 13,324        12,943        

3 役員退職慰労引当金 361,144       -             

固定負債合計 374,468       4.0      31,288        0.3      

負債合計 834,184       9.0      1,420,341     15.1     

Ⅰ 資本金 2,143,700     23.3     -             -        

Ⅱ 資本剰余金

1 資本準備金 4,843,038     -             

資本剰余金合計 4,843,038     52.5     -             -        

Ⅲ 利益剰余金

1 利益準備金 149,245       -             

2 任意積立金 1,970,000     -             

3 当期未処分利益 568,944       -             

利益剰余金合計 2,688,189     29.2     -             -        

Ⅳ 自己株式 △1,289,788   △14.0   -             -        

資本合計 8,385,139     91.0     -             -        

負債資本合計 9,219,324     100.0    -             -        

Ⅰ 株主資本

1 資本金 -             -        2,143,700     22.8     

2 資本剰余金

(1) 資本準備金 -             4,843,038     

資本剰余金合計 -             -        4,843,038     51.6     

3 利益剰余金

(1) 利益準備金 -             149,245       

(2) その他利益剰余金

別途積立金 -             1,970,000     

繰越利益剰余金 -             697,607       

利益剰余金合計 -             -        2,816,852     30.0     

4 自己株式 -             -        △1,862,598   △19.8   

株主資本合計 -             -        7,940,992     84.6     

Ⅱ 新株予約権 -             -        30,416        0.3      

純資産合計 -             -        7,971,409     84.9     

負債純資産合計 -             -        9,391,751     100.0    

(負債の部)

(資本の部)

(純資産の部)
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 (2) 損益計算書

金額（千円） 百分比 金額（千円） 百分比

％ ％

Ⅰ 営業収益 264,093       100.0   661,071       100.0   

Ⅱ 営業費用 271,587       102.8   315,324       47.7    

営業利益 -             -       345,747       52.3    

営業損失 7,493         △2.8 -             - 

Ⅲ 営業外収益

1 受取利息 1             14            

2 その他 1,025         1,027         0.4     1,012         1,027         0.1     

Ⅳ 営業外費用

1 支払利息 3,093         12,043        

2 その他 4             3,098         1.2     3,390         15,433        2.3     

経常利益 -             -       331,341       50.1    

経常損失 9,564         △3.6 -             - 

Ⅴ 特別損失

1 固定資産売却損 3,124         -             

2 減損損失 26,260        29,385        11.1    -             -             -       

税引前当期純利益 -             -       331,341       50.1    

税引前当期純損失 38,950        △14.7 -             - 

法人税､住民税及び事業税 2,016         △197,789     

法人税等調整額 △2,046       △30          △0.0   166,633       △31,155      △4.7   

当期純利益 -             -       362,496       54.8    

当期純損失 38,920        △14.7 

前期繰越利益 720,697       

中間配当額 112,832       

当期未処分利益 568,944       

当事業年度

（自 平成18年４月１日

    至 平成19年３月31日）

                          期   別

 
 科   目

前事業年度

（自 平成17年４月１日

    至 平成18年３月31日）
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 (3) 利益処分計算書

金額（千円）

Ⅰ 当期未処分利益 568,944      

Ⅱ 利益処分額

1 配当金 112,826      

2 役員賞与金 7,800        

(うち、監査役賞与金) (1,000) 120,626      

Ⅲ 次期繰越利益 448,317      

（注）日付は、株主総会承認日であります。

（平成18年6月20日）

前事業年度                     　   期   別

 
 科   目
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(4) 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

その他利益剰余金

別途積立金 繰越利益剰余金

平成18年３月31日残高

（千円）

事業年度中の変動額

剰余金の配当 △222,954    

役員賞与 △7,800      

当期純利益 362,496      

自己株式の取得

自己株式の処分 △3,078      

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）

平成19年３月31日残高

（千円）

株主資本

新株予約権 純資産合計

平成18年３月31日残高

（千円）

事業年度中の変動額

剰余金の配当 △222,954    △222,954    

役員賞与 △7,800      △7,800      

当期純利益 362,496      362,496      

自己株式の取得 △575,891    △575,891    △575,891    

自己株式の処分 3,081        3            3            

株主資本以外の項目の事業年度
中の変動額（純額）

30,416       30,416       

事業年度中の変動額合計

（千円）

平成19年３月31日残高

（千円）

利益準備金

2,143,700    

資本準備金資本金

149,245      

-            

568,944      

1,970,000    149,245      4,843,038    

自己株式 株主資本合計

1,970,000    

-            

△1,289,788  8,385,139    -            

697,607      

2,143,700    4,843,038    

-            -            

8,385,139    

128,663      

△413,730    

△1,862,598  7,940,992    30,416       7,971,409    

△572,810    △444,146    30,416       
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(5) 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. 有価証券の評価基準及

び評価方法  

子会社株式及び関連会社株式 

移動平均法による原価法によってお

ります。 

子会社株式及び関連会社株式 

同 左 

2. 固定資産の減価償却の

方法 

(1) 有形固定資産 

定率法(ただし、平成10年4月1日以

降に取得した建物(付属設備を除

く。)は定額法)によっております。 

なお、主な耐用年数は次のとおり

であります。 

建物          47年 

(1) 有形固定資産 

――――――― 

 (2) 無形固定資産 

  自社利用のソフトウェア 

社内における利用可能期間(5年

間)に基づく定額法によっており

ます。 

(2) 無形固定資産 

  自社利用のソフトウェア 

同 左 

 

3. 引当金の計上基準 (1) 賞与引当金 

従業員の賞与の支給に備えるた

め、支給見込額を計上しております。 

(1) 賞与引当金 

同 左 

 (2) 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

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、翌事業年度

に一括処理することとしておりま

す。 

(2) 退職給付引当金 

同 左 

 (3) 役員退職慰労引当金 

平成17年3月末をもって役員退職

慰労金制度を廃止しております。 

なお、廃止までの要支給額を役員

退職慰労引当金として計上しており

ます。 

(3) 役員退職慰労引当金 

――――――― 

4. 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。 

同 左 

5. その他財務諸表作成の

ための基本となる重要

な事項 

(1) 消費税等の会計処理 

消費税等の会計処理は税抜方式によ

っております。 

(1) 消費税等の会計処理 

同 左 

 (2) 連結納税制度の適用 

――――――― 

(2) 連結納税制度の適用 

当事業年度から連結納税制度を適用

しております。 
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(6) 会計方針の変更 

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。 

これにより営業損失及び経常損失が848千円減少

しております。なお、減損損失26,260千円を計上し

たものの、当該物件を当事業年度末までに売却した

ため、税引前当期純損失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等) 

(自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準

等の一部改正) 

当事業年度から｢貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準｣ (企業会計基準委員会 平成17

年12月9日 企業会計基準第5号)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｣ 

(企業会計基準委員会 平成17年12月9日 企業会計

基準適用指針第8号)並びに改正後の｢自己株式及び

準備金の額の減少等に関する会計基準｣ (企業会計

基準委員会 最終改正平成18年8月11日 企業会計

基準第1号)及び｢自己株式及び準備金の額の減少等

に関する会計基準の適用指針｣ (企業会計基準委員

会 最終改正平成18年8月11日 企業会計基準適用

指針第2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。 

なお、従来の｢資本の部｣の合計に相当する金額は

7,940,992千円であります。 

財務諸表等規則の改正により、当事業年度におけ

る財務諸表は、改正後の財務諸表等規則により作成

しております。 

――――――― (企業結合に係る会計基準等) 

当事業年度から｢企業結合に係る会計基準｣ (企業

会計審議会 平成15年10月31日)及び｢事業分離等に

関する会計基準｣ (企業会計基準委員会 平成17年

12月27日 企業会計基準第7号)並びに｢企業結合会

計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針｣ 

(企業会計基準委員会 最終改正平成18年12月22日 

企業会計基準適用指針第10号)を適用しております。 
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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) 

――――――― (ストック・オプション等に関する会計基準等) 

当事業年度から｢ストック・オプション等に関する

会計基準｣ (企業会計基準委員会 平成17年12月27

日 企業会計基準第8号)及び｢ストック・オプション

等に関する会計基準の適用指針｣(企業会計基準委員

会 最終改正平成18年5月31日 企業会計基準適用

指針第11号)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

利益が30,416千円減少しております。 

(役員賞与に関する会計基準) 

当事業年度から｢役員賞与に関する会計基準｣ (企

業会計基準委員会 平成17年11月29日 企業会計基

準第4号)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

利益が3,800千円減少しております。 

 (役員退職慰労金に関する会計基準) 

当事業年度から改正後の｢租税特別措置法上の準

備金及び特別法上の引当金又は準備金ならびに役員

退職慰労引当金等に関する監査上の取扱い｣ (企業

会計基準委員会 改正平成19年4月13日 監査・保証

実務委員会報告第42号)を早期適用しております。 

これによる損益に与える影響はありません。 
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(7) 表示方法の変更 

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) 

(貸借対照表) 

前事業年度までは独立科目で掲記していた未収金

(当期末残高22,849千円)は、総資産の100分の1以下

となったため、流動資産の「その他」に含めて表示

することに変更いたしました。 

(貸借対照表) 

前事業年度まで流動資産「その他」に含めて表示し

ておりました「未収金」については、当事業年度にお

いて総資産の100分の1を超えることとなったため、当

事業年度より区分掲記することといたしました。 

なお、前事業年度における「未収金」は22,849千円

であります。 
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(8) 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 関係会社に係る注記 

各科目に含まれている関係会社に対する主なも

のは次のとおりであります。 

売掛金 8,295千円

未払金 8,451 

短期借入金 440,000 
 

1 関係会社に係る注記 

各科目に含まれている関係会社に対する主なも

のは次のとおりであります。 

未収金 326,962千円

売掛金 9,555 

短期借入金 1,315,000 
 

2 授権株式数及び発行済株式総数 

授権株式数    普通株式 39,000,000株 

発行済株式総数  普通株式 12,613,037株 
 

2         ――――――― 

3 自己株式 

当社が保有する自己株式の数は、普通株式

1,330,361株であります。 

3         ――――――― 
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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  当社は、平成17年4月 1日に当社の全事業を承継す

る完全子会社「日本ウェーブロック株式会社」を物

的新設会社分割により設立するとともに、自らは純

粋持株会社に移行しました。 

これに伴い、売上高に関しては、前事業年度まで

は製品等の売上げが中心でありましたが、当事業年

度からは、従来の売上高に相当するものが、子会社

からの業務受託手数料収入と受取配当金収入のみと

なることから、これらを｢営業収益｣と表示すること

とし、また、営業収益に対応する販売費及び一般管

理費を｢営業費用｣として表示することといたしまし

た。 

1        ――――――― 

2 関係会社との取引は次のとおりであります。 

業務受託手数料 135,600千円

受取配当金収入 128,493 

業務委託手数料 28,800 

支払利息 3,093 
 

2 関係会社との取引は次のとおりであります。 

業務受託手数料 156,000千円

受取配当金収入 505,071 

業務委託手数料 31,200 

支払利息 12,043 
 

3 営業費用のうち主要な費目及び金額は次のとおりで

あります。 

給料手当 156,751千円

賞与引当金繰入額 1,803 

退職給付費用 520 

減価償却費 731 

業務委託手数料 28,800 
 

3 営業費用のうち主要な費目及び金額は次のとおりで

あります。 

給料手当 165,084千円

株式報酬費用 30,416 

賞与引当金繰入額 1,100 

退職給付費用 524 

減価償却費 364 

業務委託手数料 31,200 
 

4 固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。 

建物 2,037千円

土地 1,007 

工具器具備品 79 

計 3,124 
 

4        ――――――― 



ウェーブロックホールディングス㈱ （7940） 平成19年3月期決算短信 

46 

 

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) 

5 減損損失 

当社は以下の資産グループについて減損損失を計

上しました。 

用途 種類 場所 金額 

厚生施設 
建物 

土地 

千葉県 

勝浦市 
26,260千円

資産のグルーピングについては、原則として管理

会計上の区分に基づいております。 

上記の資産グループについては、地価の著しい下

落により、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当

該減少額を減損損失として特別損失に計上いたしま

した。 

減損損失の内訳は、建物23,558千円、土地2,702千

円であります。 

なお、回収可能価額は正味売却価額により算定し

ております。また、正味売却価額は不動産鑑定士に

よる鑑定評価を基準として評価しております。 

5        ――――――― 
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(株主資本変動計算書関係) 

当事業年度(自 平成18年 4月 1日 至 平成19年 3月31日) 

自己株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末 

普通株式（株） 1,330,361 743,161 3,200 2,070,322 

(変動事由の概要) 

増加数の内訳は、次のとおりであります。 

市場買付けによる増加 743,000株 

単元未満株式の買取りによる増加 161株 

 

減少数の内訳は、次のとおりであります。 

ストック・オプションの行使による自己株式の交付 3,200株 
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<ご参考>日本ウェーブロック株式会社 連結貸借対照表および連結損益計算書

1.連結貸借対照表

金　額 構成比 金　額 構成比

％ ％

Ⅰ 流動資産

1 現金及び預金 323,400      651,309      

2 受取手形及び売掛金 2,540,259    3,411,467    

3 たな卸資産 981,763      1,681,858    

4 短期貸付金 441,987      817,208      

5 その他 550,171      760,583      

6 貸倒引当金 △92,245     △113,984    

流動資産合計 4,745,335    42.4    7,208,442    46.4    

Ⅱ 固定資産

1 有形固定資産

(1) 建物及び構築物 1,620,788    1,814,269    

(2) 機械装置及び運搬具 904,458      1,341,232    

(3) 土地 2,488,935    3,341,485    

(4) 建設仮勘定 30,970       240,210      

(5) その他 113,281      164,040      

有形固定資産合計 5,158,434    46.0    6,901,238    44.4    

2 無形固定資産 11,901       0.1     19,481       0.1     

3 投資その他の資産 1,284,756    11.5    1,416,827    9.1     

固定資産合計 6,455,092    57.6    8,337,548    53.6    

資産合計 11,200,428   100.0   15,545,990   100.0   

　　　　　　　　　　  　期　 別

  科　 目

前連結会計年度 当連結会計年度

(平成18年３月31日) (平成19年３月31日)

(資産の部)
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金　額 構成比 金　額 構成比

　　　　　　　　　　  　期　 別

  科　 目

前連結会計年度 当連結会計年度

(平成18年３月31日) (平成19年３月31日)

Ⅰ 流動負債

1 支払手形及び買掛金 1,278,638    2,597,581    

2 短期借入金 1,849,947    3,399,294    

3 賞与引当金 130,335      177,562      

4 その他 709,278      1,063,535    

流動負債合計 3,968,200    35.4    7,237,973    46.5    

Ⅱ 固定負債

1 長期借入金 2,262,584    2,800,270    

2 退職給付引当金 983,948      1,356,303    

3 役員退職慰労引当金 1,093        -            

4 長期未払金 -            1,093        

5 その他 11,435       67,406       

固定負債合計 3,259,061    29.1    4,225,073    27.2    

負債合計 7,227,262    64.5    11,463,047   73.7    

Ⅰ 資本金 1,000,000    8.9     -            -       

Ⅱ 資本剰余金 2,460,000    22.0    -            -       

Ⅲ 利益剰余金 204,091      1.8     -            -       

Ⅳ その他有価証券評価差額金 309,075      2.8     -            -       

資本合計 3,973,166    35.5    -            -       

負債資本合計 11,200,428   100.0   -            -       

Ⅰ 株主資本

1 資本金 -            -       1,000,000    6.4     

2 資本剰余金 -            -       2,460,000    15.8    

3 利益剰余金 -            -       273,443      1.8     

株主資本合計 -            -       3,733,443    24.0    

Ⅱ 評価･換算差額等

1 その他有価証券評価差額金 -            -       176,853      1.2     

Ⅲ 少数株主持分

1 少数株主持分 -            -       172,646      1.1     

純資産合計 -            -       4,082,943    26.3    

負債純資産合計 -            -       15,545,990   100.0   

(負債の部)

(資本の部)

(純資産の部)
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2.連結損益計算書

金額（千円） 百分比 金額（千円） 百分比

％ ％

Ⅰ 売上高 13,192,951   100.0  18,445,226   100.0  

Ⅱ 売上原価 10,715,918   81.2   15,252,787   82.7   

売上総利益 2,477,033    18.8   3,192,439    17.3   

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,932,585    14.7   2,752,825    14.9   

営業利益 544,447      4.1    439,614      2.4    

Ⅳ 営業外収益

1 受取利息 7,898        15,282       

2 受取配当金 10,086       11,862       

3 仕入割引 30,584       38,335       

4 業務受託手数料 28,800       32,305       

5 その他 23,497       100,867      0.8    45,005       142,791      0.8    

Ⅴ 営業外費用

1 支払利息 43,183       65,389       

2 売上割引 2,290        2,312        

3 手形売却損 14,082       24,878       

4 その他 1,094        60,650       0.5    8,544        101,124      0.5    

経常利益 584,664      4.4    481,281      2.6    

Ⅵ 特別利益

1 固定資産売却益 -            4,356        

2 投資有価証券売却益 83,138       4,528        

3 貸倒引当金戻入額 7,340        90,479       0.7    40,466       49,350       0.3    

Ⅶ 特別損失

1 たな卸資産評価損 -            5,389        

2 固定資産売却損 2,170        264          

3 固定資産除却損 803          9,461        

4 減損損失 26,450       -            

5 出資金売却損 2,661        32,084       0.2    -            15,114       0.1    

税金等調整前当期純利益 643,058      4.9    515,517      2.8    

法人税､住民税及び事業税 242,677      250,530      

法人税等調整額 △19,294     223,382      1.7    △197,724    52,805       0.3    

少数株主利益 -            -      84,303       0.4    

当期純利益 419,675      3.2    378,408      2.1    

当連結会計年度

（自 平成18年４月１日

    至 平成19年３月31日）

                          期   別

 
 科   目

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）
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<ご参考>　ダイオ化成株式会社　連結貸借対照表および連結損益計算書

1．連結貸借対照表

金額（千円） 構成比

％

Ⅰ 流動資産

1 現金及び預金 146,882        

2 受取手形 249,447        

3 売掛金 1,213,949      

4 たな卸資産 1,987,012      

5 繰延税金資産 22,726         

6 その他 635,484        

7 貸倒引当金 △6,186        

流動資産合計 4,249,315      42.9    

Ⅱ 固定資産

1 有形固定資産

(1) 建物及び構築物 1,783,866      

(2) 機械装置及び運搬具 798,990        

(3) 土地 2,034,680      

(4) 建設仮勘定 67,308         

(5) その他 79,573         

　計 4,764,419      48.1    

2 無形固定資産 322,389        3.3     

3 投資その他の資産

(1)投資有価証券 402,183        

(2)長期前払費用 25,716         

(3)繰延税金資産 19,795         

(4)その他 121,106        

　計 568,802        5.7     

固定資産合計 5,655,611      57.1    

資産合計 9,904,927      100.0   

当連結会計年度

(平成19年３月31日)

(資産の部)

　　　　　　　　　　  　     期　 別
　

  科　 目
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金額（千円） 構成比

当連結会計年度

(平成19年３月31日)

　　　　　　　　　　  　     期　 別
　

  科　 目

％

Ⅰ 流動負債

1 買掛金 450,213        

2 一年以内に償還予定の社債 200,000        

3 短期借入金 290,876        

4 未払金 522,087        

5 未払法人税等 28,312         

6 未払消費税等 101            

7 賞与引当金 51,621         

8 その他 54,573         

流動負債合計 1,597,785      16.1    

Ⅱ 固定負債

1 長期借入金 735,399        

2 退職給付引当金 1,196          

3 長期未払金 69,565         

4 その他 2,322          

固定負債合計 808,482        8.2     

負債合計 2,406,268      24.3    

Ⅰ 株主資本

1 資本金 1,287,477      13.0    

2 資本剰余金 1,302,327      13.1    

3 利益剰余金 4,879,229      49.3    

株主資本合計 7,469,034      75.4    

Ⅱ 評価・換算差額等

1 その他有価証券評価差額金 29,624         0.3     

純資産合計 7,498,659      75.7    

負債純資産合計 9,904,927      100.0   

※ダイオ化成㈱は当期より連結財務諸表を作成しております。

(負債の部)

(純資産の部)

52



ウェーブロックホールディングス㈱ （7940）　平成19年3月期決算短信

2．連結損益計算書

金額（千円） 百分比

％

Ⅰ 売上高 5,802,949      100.0   

Ⅱ 売上原価 3,680,844      63.4    

売上総利益 2,122,104      36.6    

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,592,329      27.5    

営業利益 529,775        9.1     

Ⅳ 営業外収益

1 受取利息 3,110          

2 受取配当金 6,144          

3 仕入割引 3,039          

4 為替差益 28,575         

5 受取地代家賃 25,106         

6 その他 27,791         93,767         1.6     

営業外収益計

Ⅴ 営業外費用

1 支払利息 14,415         

2 賃貸費用 9,900          

3 売上割引 5,908          

4 手形売却損 2,799          

5 その他 2,300          35,324         0.6     

経常利益 588,217        10.1    

Ⅵ 特別利益

1 投資有価証券売却益 161            0.0     

Ⅶ 特別損失

1 固定資産除却損 3,042          

2 投資有価証券売却損 62             3,104          0.0

税金等調整前当期純利益 585,274        10.1    

法人税、住民税及び事業税 225,221        

法人税等調整額 16,659         241,881        4.2     

当期純利益 343,393        5.9     

当連結会計年度

（自 平成18年４月１日

    至 平成19年３月31日）

                          期   別

 
 科   目
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