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（百万円未満切捨て） 
１．19年９月中間期の連結業績（平成19年４月１日～平成19年９月30日） 
（１）連結経営成績                      （％表示は対前年中間期増減率） 
 売 上 高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益
 
19年９月中間期 
18年９月中間期 

百万円 ％
6,533  (△0.4)
6,560   (11.9)

百万円 ％
93  (△52.5)

196    (75.9)

百万円 ％ 
93 (△46.0) 

173   (61.7) 

百万円 ％
△23   ( ― )

97   (86.3)

19年３月期 13,096   ( 5.8) 433    (20.8) 399   (21.4) 238   (17.8)

 
 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 
 
19年９月中間期 
18年９月中間期 

    円 銭 
        △4.34 
         17.65 

円 銭
― 
― 

19年３月期          43.29 ― 

(参考) 持分法投資損益  19年９月中間期 5百万円  18年９月中間期 △1百万円  19年３月期 7百万円         
 
（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 

 
19年９月中間期 
18年９月中間期 

百万円
         12,303 
         12,196 

百万円
         6,235 
         6,175 

％ 
 50.6 
 50.6 

           円 銭 
1,131.96 
1,121.22 

19年３月期          12,707          6,318  49.6 1,147.22 

(参考) 自己資本  19年９月中間期 6,224百万円  18年９月中間期 ―百万円  19年３月期 6,308百万円 
 
（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 

 
19年９月中間期 
18年９月中間期 

百万円
        △187 
         219 

百万円
         △16 
         △32 

百万円 
        △136 
        △119 

百万円
          2,015 
          2,105 

19年３月期           615          △96         △201           2,355 

 
２．配当の状況 
 １株当たり配当金 

(基準日) 第 １ 
四半期末 

中間期末
第 ３ 
四半期末

期 末 年 間 

 
19年３月期 

円 銭 
― 

円 銭
― 

円 銭
― 

円 銭
   10.00 

円 銭
   10.00 

20年３月期 ― ― 

20年３月期（予想）  ―     7.00 
    7.00 

 

 
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） 

（％表示は対前期増減率） 
 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

通  期 13,400  ( 2.3) 300 (△30.8) 290 (△27.3) 100 (△58.0) 18.18 
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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）中間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（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、15ページ「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」（会計方針の変更）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９月中間期 5,500,000株  18年９月中間期 5,500,000株 
                   19年３月期   5,500,000株 

② 期末自己株式数          19年９月中間期 962株 18年９月中間期 962株 19年３月期 962株 

 （注）１株当たり中間（当期）純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、21ページ「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９月中間期の個別業績（平成19年４月１日～平成19年９月30日） 
（１）個別経営成績                        （％表示は対前年中間期増減率） 
 売 上 高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

 
19年９月中間期 
18年９月中間期 

百万円 ％ 
6,533 (△0.4) 
6,560  (11.9) 

百万円 ％
87 (△55.1)

193  (105.4)

百万円 ％
82 (△52.7)

175   (92.4)

百万円 ％
174   (76.3)
99  (132.4)

19年３月期 13,096  ( 5.8) 426   (26.3) 389   (25.3) 230   (21.2)

 
 １株当たり中間 

（当期）純利益 
 
19年９月中間期 
18年９月中間期 

    円 銭 
31.76 
18.02 

19年３月期 41.89 

 
（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

 
19年９月中間期 
18年９月中間期 

百万円 
     12,166 
     11,896 

百万円
         6,206 
         5,958 

％
51.0 
50.1 

           円 銭 
1,128.57 
1,083.52 

19年３月期      12,402          6,091 49.1 1,107.73 

(参考) 自己資本  19年９月中間期 6,206百万円  18年９月中間期 ―百万円  19年３月期 6,091百万円 
 
 
２．20年３月期の個別業績予想（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

通  期 
13,400  (2.3) 300 (△29.7) 280 (△28.2) 310  (34.6) 56.37 

 
  ※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３ページの「経営成績及び財政状態」を参照してください。 
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１．経営成績及び財政状態 
 

 （１）経営成績に関する分析 

 

〔19年９月中間期の業績の概況〕 

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、中国等の成長地域への輸出が伸び続けると共に、企業業績は好調を

維持しており、設備投資等のペースダウンがあったものの回復傾向が続きました。然し、海外で広がった金融不安

の影響で米国経済の失速が懸念される中、個人所得の伸び悩みや地方税負担の増大から個人消費が失速気味となり、

更に原燃料の高騰が続くなど、急速に不透明感が広がる展開となりました。 
   当社グループの関連する樹脂業界におきましては、一部土木、インフラ関係が増加したものの、住宅関連業界の

低迷と公共投資の抑制により、浴槽・浴室、浄化槽、建設資材、工業用タンク・パイプ等の主要用途が低調に推移

いたしました。 
   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樹脂事業におきましては、住宅関連用途、建築

資材用途及び自動車部品用途等で業界動向と同様の厳しい状況下にありましたが、全体の出荷数量は前年並みを確

保することが出来ました。メタクリル酸エステル類は一部グレードで海外競合品の出現により競争が激化したため

出荷減となり、また電子材料用樹脂は市場在庫が高水準で推移したことから受注量が減少しました。 

   なお、当上期における原燃料価格の上昇に対しまして、製品の適正価格の維持に精力的に取り組んでまいりまし

たが、一部製品で販売価格への転嫁が遅れることとなりました。 

   この結果、当中間連結会計期間の業績は、売上高 65 億 33 百万円（前年同期比 0.4％減）、経常利益 93 百万円

（前年同期比 46.0％減）となりました。また持分法適用会社マクロボード㈱の株式売却により、個別業績では特別

利益を 2 億 6 百万円計上しましたが、連結業績では連結剰余金と相殺した結果、中間純損失 23 百万円（前年同期

は中間純利益 97 百万円）となりました。 

 

② 事業部門の状況 

〔汎用樹脂部門〕 

   汎用樹脂部門は、住宅、建設関係業界は厳しい市場環境にありましたが、概ね前年同期並みの出荷量を確保する

ことができました。塗料関係も前年同期並みで推移いたしました。売上高は 25 億 78 百万円（前年同期比 5.9％

増）となりました。 

〔高機能樹脂部門〕 

   高機能性樹脂部門は、自動車部品用途及び建設資材用途が堅調に推移したものの、高耐候性塗料や無機充填剤等

の市場へ一部海外ユーザーの参入が見られ、競争激化による出荷減を余儀なくされました。売上高は 39 億 54 百万

円（前年同期比 4.1％減）となりました。 

 

〔20年３月期の業績見通し〕 

   当下半期の見通しにつきましては、企業業績及び設備投資は好調を維持するものの、米国経済の下振れリスクが

払拭されず、個人消費の回復も力強さを欠くことが予想され、更に住宅着工件数の激減、原燃料価格の再高騰が懸

念される等、見通しにくい状況で推移するものと思われます。 

   このような状況の下、当社グループは中国での生産拠点の早期戦力化を目指し、工場建設および操業準備に取組

んでまいります。生産部門におきましては、安全・環境への取組みを継続すると共に、生産の自動化を更に進める

ことによる生産性の向上に努めてまいります。営業部門におきましては、上期に取り組んだ販売価格是正を一刻も

早く完遂すると同時に、国内開発製品の早期事業化、米国、中国を中心とした海外市場開拓に注力し、既存事業の

収益力向上に取組んでまいります。研究開発部門におきましては、IT・光学用途向けの材料開発、市場開拓に努め

てまいります。 

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 13,400百万円(前年同期比  2.3%増)  売  上  高 13,400百万円(前年同期比  2.3%増) 

  経 常 利 益    290百万円(前年同期比  27.3%減)  経 常 利 益    280百万円(前年同期比  28.2%減) 

  当 期 純 利 益    100百万円(前年同期比  58.0%減)  当 期 純 利 益    310百万円(前年同期比  34.6%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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 （２）財政状態に関する分析 

 

① 資産、負債及び純資産の状況 

当中間連結会計期間における総資産は、現金及び預金、たな卸資産の減少等により前連結会計年度末に比べ４

億４百万円の減少となりました。負債は、仕入債務の減少等により前連結会計年度末に比べ３億21百万円の減少

となりました。純資産は、利益剰余金の減少等により前連結会計年度末に比べ82百万円の減少となりました。 

② キャッシュフローの状況 

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、3億40百万円減少（前中間連結会計

期間は67百万円の増加）し、20億15百万円となりました。 

（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減少は、1億87百万円（前中間連結会計期間は2億19百

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90百万円計上し、減価償却費を1億26百万円負

担した事、売上債権の増加が63百万円、たな卸資産の減少が1億18百万円、仕入債務の減少が3億18百万円あっ

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、16百万円（前中間連結会計期間は32百万円の

減少）となりました。これは、投資有価証券の売却による収入が2億71百万円、投資有価証券の取得による支出

が2億27百万円、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、1億36百万円（前中間連結会計期間は1億19百万

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81百万円などが主な要因であります。 

 

  キャッシュ・フローの指標 

 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 

第３０期 

H19/3期 

第31中間 

H19/9期 

自己資本比率(％) 52.8 54.3 53.4 50.6 49.6 50.6 

時価ベースの自己資本比率(％) 28.1 27.7 32.4 26.2 22.9 18.3 

債務償還年数(年) 1.0 － 0.8 － 0.4 － 

ｲﾝﾀﾚｽﾄ･ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ･ﾚｼｵ 54.5 － 65.5 － 134.6 － 

  (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 

     キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

     インタレスト・カバレッジ・レシオ：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（自己株式控除後）により算出しております。 

    ３．キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。 

      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。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。 

 

 （３）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株につき普通配当７円を予定し

ております。 
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 ２．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２社（㈲ユピカサービス、優必

佳樹脂(常熟)有限公司）、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。優必佳樹脂(常熟)有限公

司に対しては、技術提供をしております。 

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。優必佳樹脂(常

熟)有限公司に対しては、技術提供をしております。 

 

  

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 　技術提供

東洋紡績㈱
 

優必佳樹脂(常熟)
有限公司

※１　連結子会社

※２　その他の関係会社

※３　非連結子会社で持分法非適用会社

顧客 日本ユピカ㈱

※１

※３※２

※３

※２

 
（注）１．前連結会計年度末において関連会社で持分法適用会社であったマクロボード㈱は、平成19年７月31日に 

    株式を売却し、関連会社で持分法適用会社から除外しております。なお、当中間連結会計期間末をみなし 

    売却日とし、当中間連結会計期間における同社の損益を持分法による投資利益に含めております。 

２．平成19年８月21日に優必佳樹脂(常熟)有限公司（中国江蘇省）を設立しております。（議決権の所有割合 

 51%）なお、同社は現在工場建設中であり営業活動はまだ行っていないため、同社の財務諸表が中間連結財 

 務諸表に与える影響は軽微である事から、連結の範囲及び持分法の適用から除いております。 
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３．経営方針 

 

(1) 経営の基本方針 
 
(2) 目標とする経営指標 
 

(3) 中長期的な会社の経営戦略 
 

(4) 会社の対処すべき課題 
 

以上の４項目につきましては、平成19年３月期決算短信(平成19年５月21日)の内容から重要な変更がないため、

開示を省略しております。 

 

当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことが出来ます。 

 

（当社ホームページ） 

 http://www.u-pica.co.jp 

 

（ジャスダック証券取引所ホームページ(｢ＪＤＳ｣検索ページ)） 

 http://jds.jasdaq.co.jp/tekiji/ 

 

 

- 6 - 



                        日本ユピカ㈱（7891）平成 20 年 3 月期中間決算短信 

４．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18年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成19年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(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
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産    

１ 現金及び預金   1,605,254 1,515,086  1,855,291

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  4,962,150 5,212,825  5,149,713

４ たな卸資産   1,065,099 1,153,013  1,271,042

５ その他   180,669 201,485  140,609

６ 貸倒引当金   △14,374 △18,458  △18,458

流動資産合計   8,298,799 68.0 8,563,952 69.6  8,898,198 70.0

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産    

(1) 建物及び構築物  2,703,799 2,709,751 2,705,751 

減価償却累計額  1,761,823 941,975 1,809,090 900,661 1,783,008 922,743

(2) 機械装置及び運搬具  5,428,539 5,499,645 5,448,256 

減価償却累計額  4,526,535 902,003 4,669,209 830,435 4,604,305 843,951

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

(4) 建設仮勘定   8,919 1,219  1,429

(5) その他  512,816 481,450 480,000 

減価償却累計額  435,694 77,121 412,631 68,818 408,047 71,952

有形固定資産合計   3,270,462 26.8 3,141,577 25.6  3,180,518 25.1

２ 無形固定資産   19,185 0.2 15,970 0.1  17,030 0.1

３ 投資その他の資産    

(1) 投資有価証券   379,839 345,087  391,922

(2) その他   257,459 265,724  249,035

(3) 貸倒引当金   △28,849 △28,849  △28,849

投資その他の資産合計   608,449 5.0 581,962 4.7  612,109 4.8

固定資産合計   3,898,098 32.0 3,739,510 30.4  3,809,658 30.0

資産合計   12,196,897 100.0 12,303,462 100.0  12,707,857 100.0

    

 

- 7 - 



                        日本ユピカ㈱（7891）平成 20 年 3 月期中間決算短信 

 
 

  
前中間連結会計期間末 

(平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成19年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(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
(％)

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  4,440,727 4,589,552  4,907,594

２ １年内返済長期借入金   162,800 148,800  162,800

３ 未払法人税等   89,067 125,992  111,963

４ 賞与引当金   77,393 74,495  79,227

５ 役員賞与引当金   4,250 4,250  8,500

６ その他 ※２  329,937 362,331  284,322

流動負債合計   5,104,176 41.8 5,305,422 43.1  5,554,407 43.7

Ⅱ 固定負債    

１ 長期借入金   148,800 ―  67,400

２ 退職給付引当金   399,363 385,784  389,439

３ 役員退職慰労引当金   36,744 39,994  42,000

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

５ その他   20,090 24,088  23,588

固定負債合計   917,531 7.5 762,399 6.2  834,960 6.6

負債合計   6,021,707 49.4 6,067,822 49.3  6,389,368 50.3

    

(純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

１ 資本金   1,100,900 9.0 1,100,900 9.0  1,100,900 8.7

２ 資本剰余金   889,640 7.3 889,640 7.2  889,640 7.0

３ 利益剰余金   3,675,052 30.1 3,737,247 30.4  3,816,094 30.0

４ 自己株式   △634 △0.0 △634 △0.0  △634 △0.0

株主資本合計   5,664,957 46.4 5,727,152 46.6  5,805,999 45.7

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 28,745 0.2  33,811 0.3

２ 土地再評価差額金   468,798 3.8 468,798 3.8  468,798 3.6

評価・換算差額等合計   500,691 4.1 497,544 4.0  502,610 3.9

Ⅲ 少数株主持分   9,540 0.1 10,943 0.1  9,879 0.1

純資産合計   6,175,190 50.6 6,235,639 50.7  6,318,489 49.7

負債純資産合計   12,196,897 100.0 12,303,462 100.0  12,707,857 100.0
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② 連結損益計算書 
 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 
至 平成19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
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

Ⅰ 売上高  6,560,318 100.0 6,533,507 100.0  13,096,951 100.0

Ⅱ 売上原価  5,546,570 84.5 5,643,533 86.4  11,054,240 84.4

売上総利益  1,013,748 15.5 889,973 13.6  2,042,710 15.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費   

１ 運搬費 301,311 302,535 609,554 

２ 給料 134,939 128,537 265,960 

３ 賞与引当金繰入額 40,355 36,954 38,472 

４ 退職給付費用 13,450 12,375 17,427 

５ 役員退職慰労引当金繰入額 16,452 8,577 21,708 

６ その他 310,914 817,424 12.5 307,773 796,753 12.2 656,142 1,609,266 12.3

営業利益  196,324 3.0 93,219 1.4  433,444 3.3

Ⅳ 営業外収益   

１ 受取利息 1,106 2,392 3,012 

２ 受取配当金 2,855 3,397 3,331 

３ 持分法による投資利益 ― 5,755 7,079 

４ その他 6,249 10,211 0.2 1,460 13,006 0.2 10,190 23,612 0.2

Ⅴ 営業外費用   

１ 支払利息 2,420 1,444 4,358 

２ 売上割引 3,572 4,756 8,408 

３ 持分法による投資損失 1,453 ― ― 

４ たな卸資産廃棄損 20,497 1,636 33,771 

５ その他 5,344 33,289 0.5 4,906 12,743 0.2 11,370 57,910 0.4

経常利益  173,245 2.6 93,483 1.4  399,146 3.1

Ⅵ 特別利益   

１ 投資有価証券売却益 ― 371 ― 

２ 貸倒引当金戻入額 8,061 8,061 0.1 ― 371 0.0 5,977 5,977 0.0

Ⅶ 特別損失   

１ 固定資産除却損 ※１ 15,705 2,998 17,593 

２ 電話加入権評価損 5,210 20,915 0.3 ― 2,998 0.0 5,500 23,094 0.2

税金等調整前中間(当期) 
純利益 

 160,391 2.4 90,856 1.4  382,029 2.9

法人税、住民税 
及び事業税 

70,226 106,742 157,889 

法人税等調整額 △7,120 63,105 1.0 6,906 113,649 1.8 △14,526 143,363 1.1

少数株主利益 252 0.0 1,063 0.0 591 0.0

中間純損失(△)又は 
中間(当期)純利益 

 
97,033 1.5 △23,856 △0.4

 
238,074 1.8
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③ 連結株主資本等変動計算書 

 

前中間連結会計期間(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。 

 

- 10 - 



                        日本ユピカ㈱（7891）平成 20 年 3 月期中間決算短信 

 

当中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19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19年３月31日残高(千円) 1,100,900 889,640 3,816,094 △634 5,805,999

中間連結会計期間中の変動額   

 剰余金の配当  △54,990  △54,990

 中間純損失  △23,856  △23,856

 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) 
― ― △78,846 ― △78,846

平成19年９月30日残高(千円) 1,100,900 889,640 3,737,247 △634 5,727,152

 
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19年３月31日残高(千円) 33,811 468,798 502,610 9,879 6,318,489

中間連結会計期間中の変動額   

 剰余金の配当   △54,990

 中間純損失   △23,856

 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) 

△5,066 △5,066 1,063 △4,002

中間連結会計期間中の変動額合計 
(千円) 

△5,066 ― △5,066 1,063 △82,849

平成19年９月30日残高(千円) 28,745 468,798 497,544 10,943 6,235,639
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前連結会計年度(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) 1,100,900 889,640 3,625,012 △634 5,614,918

連結会計年度中の変動額  

 剰余金の配当（注） △38,493  △38,493

 取締役賞与金（注） △8,500  △8,500

 当期純利益 238,074  238,074

 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) ― ― 191,081 ― 191,081

平成19年３月31日残高(千円) 1,100,900 889,640 3,816,094 △634 5,805,999

 
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

連結会計年度中の変動額  

  剰余金の配当（注）   △38,493

 取締役賞与金（注）  △8,500

 当期純利益  238,074

 株主資本以外の項目の 
 連結会計年度中の変動額(純額) 

△2,431 △2,431 591 △1,840

連結会計年度中の変動額合計 
(千円) 

△2,431 ― △2,431 591 189,240

平成19年３月31日残高(千円) 33,811 468,798 502,610 9,879 6,318,489

 （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 【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18年４月１日 
  至 平成18年９月30日)

当中間連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 
  至 平成19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) 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 

 160,391 90,856 382,029

２ 減価償却費  109,644 126,928 219,588

３ 貸倒引当金の減少額  △3,958 ― 125

４ 受取利息及び受取配当金  △3,962 △5,790 △6,343

５ 持分法による投資損益  1,453 △5,755 △7,079

６ 支払利息  2,420 1,444 4,358

７ 売上債権の増加額(△) 
  又は減少額 

 △759,363 △63,111 △946,926

８ たな卸資産の減少額 
  又は増加額(△) 

 95,328 118,029 △110,614

９ 仕入債務の減少額(△)  
  又は増加額 

 712,158 △318,042 1,179,024

10 未払消費税等の増加額 
又は減少額(△) 

 2,274 6,068 △3,334

11 退職給付引当金の 
    減少額(△)又は増加額 

 23,022 △3,654 13,098

12 役員退職慰労引当金の 
減少額(△)又は増加額 

 16,452 △2,006 21,708

13 その他  △24,312 △43,493 44,009

小計  331,550 △98,527 789,644

14 利息及び配当金の受取額  3,962 5,790 6,343

15 利息の支払額  △2,521 △1,553 △4,573

16 法人税等の支払額  △113,347 △93,285 △175,942

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

 219,644 △187,576 615,472

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 

 △31,812 △41,548 △96,192

２ 投資有価証券の 
  の取得による支出 

 ― △227,966 ―

３ 投資有価証券の 
  の売却による収入 

 ― 271,000 ―

４ その他  △627 △17,984 △627

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

 △32,439 △16,499 △96,819

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 

 △81,400 △81,400 △162,800

２ 配当金の支払額  △38,474 △54,729 △38,485

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

 △119,874 △136,129 △201,285

Ⅳ 現金及び現金同等物 
の減少額(△)又は増加額 

 67,330 △340,205 317,367

Ⅴ 現金及び現金同等物 
の期首残高 

 2,037,923 2,355,291 2,037,923

Ⅵ 現金及び現金同等物 
の中間期末(期末)残高 

 2,105,254 2,015,086 2,355,291

  

- 13 - 



                        日本ユピカ㈱（7891）平成 20 年 3 月期中間決算短信 

 

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18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(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 

(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 

    ㈲ユピカサービス 

    優必佳樹脂(常熟)有限公司 

(2) 非連結子会社の名称 

㈲ユピカサービス 

(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 

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。 

非連結子会社優必佳樹脂(常

熟)有限公司は現在工場建設中

であり、営業活動はまだ行って

いないため、同社の財務諸表が

中間連結財務諸表に与える影響

は軽微であるためであります。

(3) 非連結子会社について連結の

範囲から除いた理由 

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 

    なし 

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 

    ㈲ユピカサービス 

    優必佳樹脂(常熟)有限公司 

(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 

(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 

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。 

非連結子会社優必佳樹脂(常

熟)有限公司は現在工場建設中

であり、営業活動はまだ行って

いないため、同社の財務諸表が

中間連結財務諸表に与える影響

は軽微であるためであります。

(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。 
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前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

４ 会計処理基準に関する事項 

(1) 重要な資産の評価基準及び評

価方法 

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 

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 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 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。) 

 

 

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 

(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 

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

（会計方針の変更） 

法人税法の改正（（所得税

法等の一部を改正する法律

平成19年３月30日 法律第６

号）及び（法人税法施行令の

一部を改正する政令 平成19

年３月30日 政令第83号））

に伴い、平成19年４月１日以

降に取得したものについて

は、改正後の法人税法に基づ

く方法に変更しております。

当該変更に伴う損益に与え

る影響は軽微であります。 

（追加情報） 

なお、平成19年３月31日以

前に取得したものについて

は、償却可能限度額まで償却

が終了した翌年から５年間で

均等償却する方法によってお

ります。これに伴い、売上総

利益が17,905千円、営業利

益、経常利益及び税金等調整

前中間純利益が20,619千円そ

れぞれ減少しております。 

(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
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前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

   

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。 

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。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 役員賞与引当金 

役員賞与の支出に備えて、

支給見込額のうち当連結会計

年度負担額を計上しておりま

す。 

（会計方針の変更） 

当連結会計年度より「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

常利益及び税金等調整前当期

純利益は、それぞれ 8,500千

円減少しております。 

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。
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前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

⑤ 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 

 

(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 
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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の変更 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(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。 

 

───────── 

 

（貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準） 

 当連結会計年度より、「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。 

 これまでの資本の部の合計に相当

する金額は、6,308,609千円であり

ます。 

 なお、当連結会計年度における連

結貸借対照表の純資産の部について

は、連結財務諸表規則の改正に伴

い、改正後の連結財務諸表規則によ

り作成しております。 

 
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18年９月30日) 

当中間連結会計期間末 

(平成19年９月30日) 

前連結会計年度 

(平成19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 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     65,698千円 

   支払手形    294,600千円 

   その他（固定資産購入 

   支払手形）     2,573千円 

※２ 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      84,533千円 

   支払手形    279,993千円 

   その他（固定資産購入 

   支払手形）       535千円 
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(中間連結損益計算書関係) 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

※１ 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 

 

※１ 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 

2,998千円
 

※１ 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 

195千円

機械装置及び 
運搬具除却損 

652千円

その他除却損 1,611千円

撤去費用 15,135千円

合計 17,593千円

 
 

 

(中間連結株主資本等変動計算書関係) 

前中間連結会計期間（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当中間連結会計期間後とな

るもの 
該当事項はありません。 

 

当中間連結会計期間（自 平成 19 年４月１日 至 平成 19 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  
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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 19 年４月 25 日 
取締役会 

普通株式 54,990 10 平成 19 年３月 31 日 平成 19 年６月 28 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当中間連結会計期間後とな

るもの 
該当事項はありません。 

 

前連結会計年度(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(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 当連結会計年度末 

普通株式(株) 962 ― ― 962 
 
 

３ 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） 

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 

平成19年４月25日 
取締役会 

普通株式 利益剰余金 54,990 10 平成19年３月31日 平成19年６月28日

 

(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18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年４月１日 
至 平成19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 1,605,254千円 

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 1,515,086千円

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 

2,015,086千円
 

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 1,855,291千円

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 

2,355,291千円
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(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及び当中間連結会計期間並びに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及び当中間連結会計期間並びに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及び当中間連結会計期間並びに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。 

 

(１株当たり情報) 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(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 1,121.22円
 

１株当たり純資産額 1,131.96円
 

１株当たり純資産額 1,147.22円
 

１株当たり中間純利益 17.65円
 

１株当たり中間純損失 4.34円
 

１株当たり当期純利益 43.29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
会計期間末

当中間連結
会計期間末 

前連結会
計年度末

純資産の部合計額（千円）           ：① 6,175,190 6,235,639 6,318,489 

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)

10,943 
(10,943) 

9,879 
(9,879)

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 6,224,696 6,308,609 

１株当た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 5,499,038 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 

中間純損失(△)又は中間(当期)純利益（千円）  ：① 97,033 △23,856 238,074 

うち普通株主に帰属しない金額（千円）     ：② ― ― ― 

普通株式に係る中間純損失(△)又は 
中間(当期)純利益（千円）           ：①－② 

97,033 △23,856 238,074 

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

 
 

(重要な後発事象) 

   該当事項はありません。 
 
 
 リース取引、有価証券、デリバティブ取引、ストックオプション等、企業結合等に関する注記事項につき

ましては、中間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いたします。

- 21 - 



                        日本ユピカ㈱（7891）平成 20 年 3 月期中間決算短信 

５．中間個別財務諸表 

① 中間貸借対照表 
 

  
前中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成19年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19年３月31日) 

区分  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  1,575,987 1,454,611 1,825,972 

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  738,552 690,677 772,633 

４ 売掛金  4,223,598 4,522,147 4,377,080 

５ たな卸資産  998,866 1,085,759 1,206,221 

６ その他  177,966 200,256 139,511 

７ 貸倒引当金  △14,374 △18,458 △18,458 

流動資産合計   8,200,595 68.9 8,434,993 69.3  8,802,959 71.0

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産  
 

  

(1) 建物  782,161 745,750 765,454 

(2) 機械及び装置  892,674 822,345 835,063 

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

(4) その他  240,521 219,900 225,525 

有形固定資産合計  3,255,799 27.4 3,128,438 25.7 3,166,486 25.5

２ 無形固定資産  18,895 0.2 15,970 0.1 17,030 0.1

３ 投資その他の資産    

(1) 投資有価証券  119,365 114,120 122,564 

(2) 関係会社株式  74,500 237,966 74,500 

(3) その他  256,369 264,333 247,794 

(4) 貸倒引当金  △28,849 △28,849 △28,849 

投資その他の資産合計  421,385 3.5 587,571 4.8 416,009 3.4

固定資産合計   3,696,080 31.1 3,731,979 30.7  3,599,526 29.0

資産合計   11,896,676 100.0 12,166,973 100.0  12,402,485 100.0
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前中間会計期間末 

(平成18年９月30日) 

当中間会計期間末 

(平成19年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19年３月31日) 

区分  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  1,313,426 1,376,315 1,397,033 

２ 買掛金  3,061,047 3,126,437 3,450,268 

３ １年内返済長期借入金  162,800 148,800 162,800 

４ 未払法人税等  88,621 124,231 111,300 

５ 賞与引当金  72,393 69,695 74,427 

６ 役員賞与引当金  4,250 4,250 8,500 

７ その他  321,177 352,436 274,997 

流動負債合計   5,023,717 42.2 5,202,166 42.8  5,479,326 44.2

Ⅱ 固定負債    

１ 長期借入金  148,800 ― 67,400 

２ 退職給付引当金  396,496 382,122 386,174 

３ 役員退職慰労引当金  36,744 39,994 42,000 

４ 再評価に係る 
  繰延税金負債 

 312,532 312,532 312,532 

５ その他  20,090 24,088 23,588 

固定負債合計   914,663 7.7 758,738 6.2  831,695 6.7

負債合計   5,938,381 49.9 5,960,904 49.0  6,311,022 50.9

    

(純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

１ 資本金   1,100,900 9.3 1,100,900 9.0  1,100,900 8.9

２ 資本剰余金    

(1) 資本準備金  889,640 889,640 889,640 

資本剰余金合計   889,640 7.5 889,640 7.3  889,640 7.2

３ 利益剰余金    

(1) 利益準備金  73,987 73,987 73,987 

(2) その他利益剰余金    

 別途積立金  3,110,000 3,310,000 3,110,000 

 繰越利益剰余金  283,711 334,632 414,960 

利益剰余金合計   3,467,698 29.1 3,718,619 30.6  3,598,947 29.0

４ 自己株式   △634 △0.0 △634 △0.0  △634 △0.0

株主資本合計   5,457,603 45.9 5,708,524 46.9  5,588,852 45.1

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 28,745 0.2  33,811 0.2

２ 土地再評価差額金   468,798 3.9 468,798 3.9  468,798 3.8

評価・換算差額等 
合計 

  500,691 4.2 497,544 4.1  502,610 4.0

純資産合計   5,958,295 50.1 6,206,068 51.0  6,091,463 49.1

負債純資産合計   11,896,676 100.0 12,166,973 100.0  12,402,485 100.0
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② 中間損益計算書 
 

 
前中間会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度の要約損益計算書
(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

区分 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  6,560,375 100.0 6,533,993 100.0  13,096,656 100.0

Ⅱ 売上原価  5,583,031 85.1 5,687,100 87.0  11,129,982 85.0

  売上総利益  977,343 14.9 846,892 13.0  1,966,673 15.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費  783,354 11.9 759,812 11.6  1,540,098 11.8

  営業利益  193,989 3.0 87,080 1.4  426,574 3.3

Ⅳ 営業外収益  18,657 0.3 13,955 0.2  32,082 0.2

Ⅴ 営業外費用  37,253 0.6 18,067 0.3  68,810 0.5

  経常利益  175,392 2.7 82,968 1.3  389,846 3.0

Ⅵ 特別利益  8,061 0.1 206,500 3.1  5,977 0.0

Ⅶ 特別損失  20,915 0.3 2,998 0.0  22,751 0.2

  税引前中間(当期)純利益  162,538 2.5 286,470 4.4  373,071 2.8

  法人税、住民税及び事業税 70,000 105,000 157,000 

  法人税等調整額 △6,543 63,457 1.0 6,808 111,808 1.7 △14,259 142,741 1.0

  中間(当期)純利益  99,081 1.5 174,662 2.7  230,330 1.8
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③ 中間株主資本等変動計算書 

前中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

資本金 
資本準備金利益準備金

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) 1,100,900 889,640 73,987 2,960,000 381,623 3,415,610 △634 5,405,515

中間会計期間中の変動額    

 別途積立金の積立（注）  150,000 △150,000 ―  ―

 剰余金の配当（注）  △38,493 △38,493  △38,493

 取締役賞与金（注）  △8,500 △8,500  △8,500

 中間純利益  99,081 99,081  99,081

  株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額) 

   

中間会計期間中の変動額合計 
(千円) 

 150,000 △97,911 52,088  52,088

平成18年９月30日残高(千円) 1,100,000 889,640 73,987 3,110,000 283,711 3,467,698 △634 5,457,603

 
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 

純資産合計 

平成18年３月31日残高(千円) 36,243 468,798 505,042 5,910,558

中間会計期間中の変動額  

 別途積立金の積立（注）  ―

 剰余金の配当（注）  △38,493

 取締役賞与金（注）  △8,500

 中間純利益  99,081

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額) 

△4,351 △4,351 △4,351

中間会計期間中の変動額合計 
(千円) 

△4,351 △4,351 47,736

平成18年９月30日残高(千円) 31,892 468,798 500,691 5,958,295

（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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当中間会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

資本金 
資本準備金利益準備金

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19年３月31日残高(千円) 1,100,900 889,640 73,987 3,110,000 414,960 3,598,947 △634 5,588,852

中間会計期間中の変動額    

 別途積立金の積立  200,000 △200,000 ―  ―

 剰余金の配当  △54,990 △54,990  △54,990

 中間純利益  174,662 174,662  174,662

  株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額) 

   

中間会計期間中の変動額合計 
(千円) 

 200,000 △80,328 119,671  119,671

平成19年９月30日残高(千円) 1,100,900 889,640 73,987 3,310,000 334,632 3,718,619 △634 5,708,524

 
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 

純資産合計 

平成19年３月31日残高(千円) 33,811 468,798 502,610 6,091,463

中間会計期間中の変動額  

 別途積立金の積立  ―

 剰余金の配当  △54,990

 中間純利益  174,662

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額) 

△5,066 △5,066 △5,066

中間会計期間中の変動額合計 
(千円) 

△5,066 △5,066 114,605

平成19年９月30日残高(千円) 28,745 468,798 497,544 6,206,068
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前事業年度(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 
 

資本金 
資本 

準備金 
資本剰余金

合計 
利益準備金

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) 

1,100,900 889,640 889,640 73,987 2,960,000 381,623 3,415,610 △634 5,405,515

事業年度中の変動額    

 別途積立金の 
 積立   （注） 

 150,000 △150,000 ―  ―

 剰余金の 
 配当   （注） 

 △38,493 △38,493  △38,493

 取締役賞与金 
      （注） 

 △8,500 △8,500  △8,500

 当期純利益  230,330 230,330  230,330

  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) 

― ― ― ― 150,000 33,337 183,337 ― 183,337

平成19年３月31日 
残高(千円) 

1,100,900 889,640 889,640 73,987 3,110,000 414,960 3,598,947 △634 5,588,852

 
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 

純資産合計 

平成18年３月31日残高(千円) 36,243 468,798 505,042 5,910,558

事業年度中の変動額  

 別途積立金の積立（注）  ―

 剰余金の配当（注）  △38,493

 取締役賞与金（注）  △8,500

 当期純利益  230,330

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額) 

△2,431 △2,431 △2,431

事業年度中の変動額合計 
(千円) 

△2,431 ― △2,431 180,905

平成19年３月31日残高(千円) 33,811 468,798 502,610 6,091,463

（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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６．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 1,984,774 2,001,918 17,144

高機能性樹脂部門 3,820,850 3,754,308 △66,542

合計 5,805,624 5,756,226 △49,397

 

(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 357,184 399,314 42,130

高機能性樹脂部門 134,361 119,089 △15,272

合計 491,546 518,403 26,857

 

(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 2,436,287 2,578,960 142,672

高機能性樹脂部門 4,124,031 3,954,546 △169,484

合計 6,560,318 6,533,507 △26,811

 

(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18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19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㈱ 1,864,146 28.4 1,038,980 15.9
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