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（百万円未満切捨て） 
１．20 年３月期の連結業績（平成 19 年４月１日～平成 20 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   ％

20 年３月期 
19 年３月期 

13,244  ( 1.1) 
13,096  ( 5.8) 

233 (△46.1)
433 (  20.8)

212 (△46.7) 
399 (  21.4) 

        71 (△69.8)
       238 (  17.8)

 

 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 ％ ％ ％
20 年３月期 
19 年３月期 

13.06 
43.29 

－ 
－ 

1.1 
3.8 

1.7 
3.3 

1.8 
3.3 

(参考) 持分法投資損益       20 年３月期 5 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 

 百万円 百万円 ％ 円  銭

20 年３月期 
19 年３月期 

12,157 
12,707 

6,758 
6,318 

51.9 
49.6 

1,148.50 
1,147.22 

(参考) 自己資本       20 年３月期 6,315 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         

 百万円 百万円 百万円 百万円

20 年３月期 
19 年３月期 

         19 
        615 

△19 
△96 

         210 
       △201 

2,564 
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 

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  円 銭  円 銭 百万円 ％ ％

19 年３月期 
20 年３月期 

－ 
－ 

－ 
－ 

－ 
－ 

10.00
7.00

10.00
7.00

54 
38 

23.1 
53.6 

0.9 
0.6 

21 年３月期 
（予想） 

－ － － 7.00 7.00  35.0  

 
 
３．21 年３月期の連結業績予想（平成 20 年４月１日～平成 21 年３月 31 日） 

（％表示は、通期は対前期、第２四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率） 
 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

第２四半期連結累計期間 
通    期 

6,800(4.1) 
14,200(7.2) 

80(△14.2)
230( △1.5)

70(△25.1)
200( △6.1)

40( － ) 
110(53.1) 

      7.27 
     20.00 
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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）  有 

新規 １社（社名 優必佳樹脂(常熟)有限公司（中国江蘇省））  除外 無 
(注) 詳細は、５ページ「企業集団の状況」をご覧ください。 

 
(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、14 ページ「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） 20 年３月期 5,500,000 株 19 年３月期 5,500,000 株 
②期末自己株式数  20 年３月期        962 株 19 年３月期        962 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、19 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 
 

１.20 年３月期の個別業績(平成 19 年４月１日～平成 20 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   ％

20 年３月期 
19 年３月期 

13,244 ( 1.1) 
13,096 ( 5.8) 

240 (△43.7)
426 (  26.3)

216 (△44.4)
389 (  25.3)

279 (21.2)
230 (21.2) 

 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       

 円 銭 円 銭

20 年３月期 
19年３月期 

50.76 
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 

 百万円 百万円 ％ 円  銭

20 年３月期 
19年３月期 

11,636 
12,402 

6,297 
6,091 

54.1 
49.1 

1,145.29 
1,107.73 

(参考) 自己資本       20 年３月期 6,297 百万円  19 年３月期 6,091 百万円 
  

２．21 年３月期の個別業績予想（平成 20 年４月１日～平成 21 年３月 31 日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期累計期間は対前年同四半期増減率）  

 
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
第２四半期累計期間 

通    期 
6,700(2.5) 
13,600(2.7) 

110(26.3)
300(24.9)

100(20.5)
280(29.1)

60(△65.6) 
160(△42.7) 

     10.91 
     29.10 

 
  ※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 

 

〔20年３月期の業績の概況〕 

① 業績全般の概況 

   当連結会計年度における我が国経済は、前半の景気は緩やかな回復基調を持続してきたものの、後半は世界的な

金融不安による米国経済の減速の顕在化に加えて、急激なドル安の進行や株価の下落により、次第に景気減速の様

相を強めてまいりました。更に、高騰を続ける原燃料価格への対応も限界に近づき、企業収益が大きく圧迫される

見通しが強まりました。設備投資が低迷を続けるなか、堅調だった雇用情勢も変化の兆しを見せ、個人消費の盛り

上がりも期待できにくくなるなど、先行き不透明感が強まる中で推移しました。 
   当社グループの関連する樹脂業界におきましては、自動車部品用途を初めとした工業資材の出荷量が堅調に推移

したものの、昨年 6 月の建築基準法改正に伴う許認可の遅れから住宅着工件数に大きく影響したため、住宅関連お

よび建築資材等の主要用途が低調に推移し、全体として前年を下回りました。 
   このような状況下にあって、当社グループは不飽和ポリエステル樹脂事業におきましては、住宅関連では業界と

同様の減少傾向を辿りましたが、自動車部品、工業用パイプ、耐食機器等で健闘し、前年並みの出荷量を確保いた

しました。塗料用樹脂は環境問題からＶＯＣ規制により減少方向で推移しましたが、粉体塗料用原料においては環

境面での効果から用途が広がりました。メタクリル酸エステル類は、一部グレードでの海外競合品の出現および海

外市場での競争激化により出荷減となりました。また、電子材料・光学分野では、市場在庫の影響により、減少を

余儀なくされました。 
   なお、当期前半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になりました。 
   この結果、当連結会計年度の業績は、売上高 132 億 44 百万円（前年同期比 1.1％増）、経常利益 2 億 12 百万円

（前年同期比 46.7％減）となりました。また、特別利益には持分法適用会社マクロボード㈱の株式売却益を個別業

績では 2 億 6 百万円を計上し、連結業績では連結剰余金と相殺した結果、当期純利益 71 百万円（前年同期比

69.8％減）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、住宅資材用途の中でも、特に浄化槽用途が大きく低迷いたしましたが、粉体塗料用原料が VOC
規制への対応により引き続き拡大した結果、売上高 51 億 74 百万円（前年同期比 3.3％増）となりました。 
〔高機能樹脂部門〕 

   高機能性樹脂部門は、IT・光学分野が市場での在庫調整の影響で減少したものの、建築資材、自動車部品、耐食

用途等で前年並みの数量を確保した結果、売上高 80 億 69 百万円（前年同期比 0.3％減）となりました。 
 

〔21年３月期の業績見通し〕 

   今後の我が国経済は、米国での景気後退の影響を受けると共に、深刻な原材料価格高騰から来る企業業績の低迷、

設備投資の不振等が懸念されるなど、尚予断を許さない状況が続くものと思われます。 

  このような状況の下、当社グループと致しましては原燃料価格の高騰による製品原価の上昇に対応するため、一層

のコスト削減に全社を挙げて取り組んでまいります。生産部門におきましては自動化装置を駆使して原単位の改善

にきめ細かな取り組みを続ける一方、中国での生産拠点の早期安定稼動に注力し、中国・アジア市場での生産体制

の確立に取り組んでまいります。営業部門におきましては、国内市場のシェア拡大を進める一方、北米、アジアを

中心とした市場開拓を精力的に展開し、海外市場での既存事業の拡大を図ってまいります。技術部門におきまして

は既存技術の新規用途への応用展開を進めると共に、環境に配慮した次世代型の開発商品を早期に実用化すべく研

究開発に取り組んでまいります。 

現時点における次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 14,200百万円(前年同期比  7.2%増)  売  上  高 13,600百万円(前年同期比  2.7%増) 

  経 常 利 益    200百万円(前年同期比   6.1%減)  経 常 利 益    280百万円(前年同期比  29.1%増) 

  当 期 純 利 益    110百万円(前年同期比  53.1%増)  当 期 純 利 益    160百万円(前年同期比  42.7%減) 

次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 

当連結会計年度における総資産は、受取手形及び売掛金、投資有価証券の減少等により前連結会計年度末に比

べ5億50百万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9億90百万円の減

少となりました。純資産は、少数株主持分の増加等により前連結会計年度末に比べ4億40百万円の増加となりまし

た。 

② キャッシュフローの状況 

当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ、2億9百万円増加（前連結会計年度は3億

17百万円の増加）し、25億64百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度において、営業活動による資金の増加は、19百万円（前連結会計年度は6億15百万円の増加）

となりました。これは、税金等調整前当期純利益を2億54百万円計上し、減価償却費を2億59百万円負担した事、

売上債権の減少が５億35百万円、仕入債務の減少が8億10百万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） 

当連結会計年度において、投資活動による資金の減少は、19百万円（前連結会計年度は96百万円の減少）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、有形固定資産の取得による支出が2億64

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） 

当連結会計年度における財務活動による資金の増加は、2億10百万円（前連結会計年度は2億1百万円の減少）

となりました。これは、少数株主からの払込による収入が4億28百万円、長期借入金返済による支出が1億62百

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２７期 

H16/3期 

第２８期 

H17/3期 

第２９期 

H18/3期 

第３０期 

H19/3期 

第３１期 

H20/3期 

自己資本比率(％) 52.1 52.8 53.4 49.6 51.9 

時価ベースの自己資本比率(％) 16.3 28.1 32.4 22.9 16.7 

ｷｬｯｼｭ･ﾌﾛｰ対有利子負債比率(％) 1.8 1.0 0.8 0.4 3.5 

ｲﾝﾀﾚｽﾄ･ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ･ﾚｼｵ 35.6 54.5 65.5 134.6 7.2 

  (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 

     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２社（日本プレミックス㈱、優必佳樹脂(常熟)有限公司）、非連結子会社１

社（㈲ユピカサービス）、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㈱より商品、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㈱より商品を購入し、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㈱

　商品の購入　   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

※１※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 

    所有株式を全て売却し、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、同社は特定子会社であります。 
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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/ 

 

(5) 内部管理体制の整備･運用状況 

当該事項につきましては、コーポレート・ガバナンスに関する報告書の「内部統制システムに関する基本的な

考え方及びその整備状況」に記載しております。 
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４．連結財務諸表等 

(1) 連結財務諸表 

① 連結貸借対照表 

 

  
前連結会計年度 

(平成19年３月31日) 
当連結会計年度 

(平成20年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産    

１ 現金及び預金  1,855,291  2,064,994 

２ キャッシュマネジメン 
  トシステム預託金 

 500,000  500,000 

３ 受取手形及び売掛金 ※４ 5,149,713  4,614,357 

４ たな卸資産  1,271,042  1,285,161 

５ 繰延税金資産  52,289  44,619 

６ その他  88,320  196,184 

７ 貸倒引当金  △18,458  △2,307 

流動資産合計  8,898,198 70.0  8,703,010 71.6

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産    

(1) 建物及び構築物  2,705,751 2,703,618  

減価償却累計額  1,783,008 922,743 1,811,621 891,996 

(2) 機械装置及び運搬具  5,448,256 5,505,135  

減価償却累計額  4,604,305 843,951 4,761,544 743,590 

(3) 土地 ※２ 1,340,442  1,340,442 

(4) 建設仮勘定  1,429  13,320 

(5) その他  480,000 478,284  

減価償却累計額  408,047 71,952 409,548 68,736 

有形固定資産合計  3,180,518 25.1  3,058,086 25.2

２ 無形固定資産  17,030 0.1  18,134 0.1

３ 投資その他の資産    

(1) 投資有価証券 ※１ 391,922  96,178 

(2) 繰延税金資産  159,439  176,770 

(3) その他  89,595  134,456 

(4) 貸倒引当金  △28,849  △28,849 

投資その他の資産合計  612,109 4.8  378,556 3.1

固定資産合計  3,809,658 30.0  3,454,778 28.4

資産合計  12,707,857 100.0  12,157,788 100.0
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前連結会計年度 

(平成19年３月31日) 
当連結会計年度 

(平成20年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債    

１ 支払手形及び買掛金 ※４ 4,907,594  4,097,316 

２ 1年内に返済する 
  長期借入金 

 162,800  67,400 

３ 未払法人税等  111,963  123,226 

４ 賞与引当金  79,227  74,020 

５ 役員賞与引当金  8,500  8,500 

６ その他 ※４ 284,322  246,755 

流動負債合計  5,554,407 43.7  4,617,218 38.0

Ⅱ 固定負債    

１ 長期借入金  67,400  ― 

２ 退職給付引当金  389,439  399,312 

３ 役員退職慰労引当金  42,000  45,155 

４ 再評価に係る 
  繰延税金負債 

※２ 312,532  312,532 

５ その他  23,588  24,665 

固定負債合計  834,960 6.6  781,666 6.4

負債合計  6,389,368 50.3  5,398,885 44.4

(純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

１ 資本金  1,100,900 8.7  1,100,900 9.1

２ 資本剰余金  889,640 7.0  889,640 7.3

３ 利益剰余金  3,816,094 30.0  3,832,935 31.5

４ 自己株式  △634 △0.0  △634 △0.0

株主資本合計  5,805,999 45.7  5,822,840 47.9

Ⅱ 評価・換算差額等    

１ その他有価証券評価 
  差額金 

 33,811 0.3  16,180 0.1

２ 土地再評価差額金 ※２ 468,798 3.6  468,798 3.9

３ 為替換算調整勘定  ― ―  7,821 0.1

評価・換算差額等合計  502,610 3.9  492,801 4.1

Ⅲ 少数株主持分  9,879 0.1  443,261 3.6

純資産合計  6,318,489 49.7  6,758,903 55.6

負債純資産合計  12,707,857 100.0  12,157,788 100.0
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② 連結損益計算書 
 

  
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) 

当連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

Ⅰ 売上高  13,096,951 100.0  13,244,374 100.0

Ⅱ 売上原価 ※１ 11,054,240 84.4  11,416,395 86.2

売上総利益  2,042,710 15.6  1,827,979 13.8

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１   

１ 運搬費  609,554 602,399  

２ 給料  265,960 247,514  

３ 賞与引当金繰入額  38,472 37,290  

４ 役員賞与引当金繰入額  8,500 8,500  

５ 退職給付費用  17,427 24,601  

６ 役員退職慰労 
引当金繰入額 

 21,708 10,369  

７ 福利厚生費  76,382 74,628  

８ 減価償却費  7,502 13,019  

９ その他  563,757 1,609,266 12.3 576,177 1,594,501 12.0

営業利益  433,444 3.3  233,477 1.8

Ⅳ 営業外収益    

１ 受取利息  3,012 5,373  

２ 受取配当金  3,331 3,831  

３ 持分法による投資利益  7,079 5,755  

４ その他  10,190 23,612 0.2 5,964 20,924 0.2

Ⅴ 営業外費用    

１ 支払利息  4,358 2,472  

２ 売上割引  8,408 11,468  

３ たな卸資産廃棄損  33,771 16,162  

４ その他  11,370 57,910 0.4 11,358 41,462 0.3

経常利益  399,146 3.1  212,939 1.6

Ⅵ 特別利益    

１ 投資有価証券売却益  ― 371  

２ 本社移転補償金  ― 65,000  

３ 貸倒引当金戻入額  5,977 5,977 0.0 16,151 81,523 0.6

Ⅶ 特別損失    

１ 固定資産除却損 ※２ 17,593 16,076  

２ 本社移転費用  ― 14,997  

３ 会員権退会損  ― 9,328  

４ 電話加入権評価損  5,500 23,094 0.2 ― 40,403 0.3

 税金等調整前当期純利益  382,029 2.9  254,059 1.9

法人税、住民税及び事業税  157,889 182,640  

法人税等調整額  △14,526 143,363 1.1 2,092 184,732 1.4

少数株主利益  591 0.0  △2,504 △0.0

 当期純利益  238,074 1.8  71,831 0.5
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③ 連結株主資本等変動計算書 

 

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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当連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20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19年３月31日残高(千円) 1,100,900 889,640 3,816,094 △634 5,805,999

連結会計年度中の変動額  

 剰余金の配当 △54,990  △54,990

 当期純利益 71,831  71,831

 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) ― ― 16,841 ― 16,841

平成20年３月31日残高(千円) 1,100,900 889,640 3,832,935 △634 5,822,840

 
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 

為替換算 
調整勘定 

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

連結会計年度中の変動額   

  剰余金の配当   △54,990

 当期純利益   71,831

 株主資本以外の項目の 
 連結会計年度中の変動額(純額) 

△17,631 7,821 △9,809 433,382 423,572

連結会計年度中の変動額合計 
(千円) 

△17,631 ― 7,821 △9,809 433,382 440,413

平成20年３月31日残高(千円) 16,180 468,798 7,821 492,801 443,261 6,758,903
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④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】 

 

  
前連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー    

１ 税金等調整前当期純利益  382,029 254,059 

２ 減価償却費  219,588 259,273 

３ 貸倒引当金の減少額(△)又は増加額  125 △16,151 

４ 受取利息及び受取配当金  △6,343 △9,204 

５ 支払利息  4,358 2,472 

６ 持分法による投資利益  △7,079 △5,755 

７ 売上債権の減少額又は増加額(△)  △946,926 535,356 

８ たな卸資産の増加額(△)  △110,614 △14,118 

９ 仕入債務の減少額(△)又は増加額  1,179,024 △810,277 

10 退職給付引当金の増加額  13,098 9,873 

11 役員退職慰労引当金の増加額  21,708 3,155 

12 役員賞与引当金の増加額  8,500 ― 

13 その他  32,174 △82,628 

小計  789,644 114,791 

14 利息及び配当金の受取額  6,343 9,204 

15 利息の支払額  △4,573 △2,660 

16 法人税等の支払額  △175,942 △167,170 

17 本社移転補償金収入  ― 65,000 

営業活動によるキャッシュ・フロー  615,472 19,165 

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  △96,192 △264,451 

２ 投資有価証券の売却による収入  ― 271,000 

３ 会員権解約による収入  ― 4,500 

４ 保証金の支出  ― △30,957 

５ その他  △627 ― 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △96,819 △19,908 

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  △162,800 △162,800 

２ 配当金の支払額  △38,485 △54,966 

３ 少数株主からの払込による収入  ― 428,371 

財務活動によるキャッシュ・フロー  △201,285 210,604 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  ― △158 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額  317,367 209,702 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  2,037,923 2,355,291 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高  2,355,291 2,564,994 
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

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) 

当連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20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 

   ２社 日本プレミックス㈱ 

      優必佳樹脂(常熟)有限公司 

 なお、当連結会計年度に51％を出資して新たに設

立した、優必佳樹脂(常熟)有限公司を連結の範囲に

含めております。 

 (2) 非連結子会社の数及び名称 

   １社 ㈲ユピカサービス 

 (2) 非連結子会社の数及び名称 

同左 

 (3) 非連結子会社について連結の範囲から除いた理由

 非連結子会社㈲ユピカサービスの総資産、売上

高、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。 

 (3) 非連結子会社について連結の範囲から除いた理由

同左 

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 

なお、前連結会計年度まで持分法適用の関連会社で

あったマクロボード㈱は､当連結会計年度において

所有株式を全て売却したため、持分法適用の関連会

社から除外しております。 

 (2) 持分法を適用しない非連結子会社又は関連会社の

数及び名称 

   １社 ㈲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

数及び名称 

同左 

 (3) 持分法を適用しない理由 

 持分法非適用会社㈲ユピカサービスは、連結純損

益及び利益剰余金等に及ぼす影響が軽微であり、か

つ全体としても重要な影響を及ぼしていないためで

あります。 

 (3) 持分法を適用しない理由 

同左 

３ 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。 

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項 

 連結子会社のうち、優必佳樹脂(常熟)有限公司の決

算日は、12月31日であります。 

 連結財務諸表の作成にあたっては、同日現在の財務

諸表を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引

については、連結上必要な調整を行っております。 

  

４ 会計処理基準に関する事項 

 (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 

  ① 有価証券 

    その他有価証券 

   ａ 時価のあるもの 

決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差

額は全部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 

移動平均法による原価法によっております。

４ 会計処理基準に関する事項 

 (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 

  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 

  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 
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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) 

当連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

 (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 

  ① 有形固定資産 

定額法を採用しております。 

なお、主な耐用年数は以下のとおりでありま

す。 

 建物及び構築物  15～35年 

 機械装置及び運搬具 7～ 8年 

 (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 

  ① 有形固定資産 

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) 

   法人税法の改正に伴い、平成19年3月31日以前に

取得したものについては、改正前の法人税法に基

づく減価償却の方法の適用により、取得価額の5％

に到達した事業年度の翌事業年度から取得価額の

5％相当額と備忘価額との差額を５年間にわたり均

等償却し、減価償却費に含めて計上しておりま

す。これに伴い、売上総利益が33,939千円、営業

利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益が

39,358千円それぞれ減少しております。  

    

  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 

 (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。 

 (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 

 貸倒実績率法によっております。 

   ａ 一般債権 

同左 

   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。 

   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 

  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。 

  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。 
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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) 

当連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

  ④ 退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年

度末における退職給付債務の見込額に基づき計上

しております。 

 

 

  ④ 退職給付引当金 

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。 

 

  ⑤ 役員退職慰労引当金 

同左 

 (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 

 (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 

同左 

 

 

 

 

③ ヘッジ方針 

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 

  税抜方式によっております。 

 (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 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方法は、全面時価

評価法によっております。 

５ 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

同左 

６ 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。 

 

 

６ 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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会計方針の変更 

 
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) 

当連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20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 

(連結貸借対照表関係) 

 
前連結会計年度 

(平成19年３月31日) 
当連結会計年度 

(平成20年３月31日) 

※１ 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) 269,358千円
 

※１ 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) 3,000千円
 

※２ 土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公

布法律第34号）及び土地の再評価に関する法律の一

部を改正する法律（平成13年３月31日公布法律第19

号）に基づき、事業用の土地の再評価を行い、当該

評価差額金に係る税金相当額を「再評価に係る繰延

税金負債」として負債の部に計上し、これを控除し

た金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に

計上しております。 

  ①再評価の方法 

    土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３

月31日公布政令第119号）第２条第１号に定め

る「地価公示法第６条の規定により公示された

価格」に基づいて算出いたしました。 

  ②再評価を行った年月日  平成14年３月31日 

③同法律第10条に定める再評価を行った事業用の土

地の連結会計年度末における時価の合計額と当該事

業用土地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額 

                 374,402千円 

※２ 土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公

布法律第34号）及び土地の再評価に関する法律の一

部を改正する法律（平成13年３月31日公布法律第19

号）に基づき、事業用の土地の再評価を行い、当該

評価差額金に係る税金相当額を「再評価に係る繰延

税金負債」として負債の部に計上し、これを控除し

た金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に

計上しております。 

  ①再評価の方法 

    土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３

月31日公布政令第119号）第２条第１号に定め

る「地価公示法第６条の規定により公示された

価格」に基づいて算出いたしました。 

  ②再評価を行った年月日  平成14年３月31日 

③同法律第10条に定める再評価を行った事業用の土

地の連結会計年度末における時価の合計額と当該事

業用土地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額 

                 211,313千円 

 ３ 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
 

 ３ 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
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前連結会計年度 
(平成19年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

※４ 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
 

※４      ――――――――― 

 

(連結損益計算書関係) 

 
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) 

当連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

※１ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費は284,178千円であります。 

※１ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発

費は266,176千円であります。 

※２ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

建物及び構築物除却損 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 

※２ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

建物及び構築物除却損 12,021千円

機械装置及び運搬具除却損 2,998千円

その他除却損 1,056千円

合計 16,076千円 

 
 

(連結株主資本等変動計算書関係) 

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(株) 5,500,000 ― ― 5,500,000
 
 

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
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当連結会計年度(自 平成 19 年４月１日 至 平成 20 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) 5,500,000 ― ― 5,500,000
 
 

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20年４月23日 
取締役会 

普通株式 利益剰余金 38,493 7 平成20年３月31日 平成20年６月26日

 
 
(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18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

 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
 

 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 2,064,994千円

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 2,564,994千円
 

 
 

(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前連結会計年度及び当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】 

前連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

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。 

当連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

全セグメントの売上高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「日本」の割合が

いずれも90％を超えているため、記載を省略しております。 
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【海外売上高】 

前連結会計年度及び当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) 

 
前連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

１株当たり純資産額 1,147.22円

 

１株当たり純資産額 1,148.50円

 

１株当たり当期純利益金額 43.29円

 

１株当たり当期純利益金額 13.06円

 
なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、潜在株式が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 

 前連結会計年度末 
（平成19年３月31日）

当連結会計年度末 
（平成20年３月31日）

純資産の部合計額（千円）         ：① 6,318,489 6,758,903 

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） 

9,879 
(9,879)

443,261 
(443,261)

普通株式に係る期末の純資産額（千円）   ：①－② 6,308,609 6,315,641 

１株当たり純資産額の算定に用いられた 
期末の普通株式の数（株） 

5,499,038 5,499,038 

 

２ １株当たり当期純利益 

 
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)

当連結会計年度 
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当期純利益（千円）            ：① 238,074 71,831 

普通株主に帰属しない金額（千円）     ：② ― ― 

普通株式に係る当期純利益金額（千円）   ：①－② 238,074 71,831 

普通株式の期中平均株式数（株） 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、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、企業結合等に関する注記事項につきましては、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いたします。
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５．個別財務諸表 

① 貸借対照表 
 

  
第30期 

(平成19年３月31日) 
第31期 

(平成20年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(資産の部)     
Ⅰ 流動資産    

１ 現金及び預金  1,825,972  1,309,739 
２ キャッシュマネジメ 
  ントシステム預託金 

 500,000  500,000 

３ 受取手形 ※４ 772,633  544,284 
４ 売掛金 ※１ 4,377,080  4,070,072 
５ 商品  66,455  58,040 
６ 製品  727,601  769,118 
７ 原材料  274,705  245,878 
８ 仕掛品  72,870  78,162 
９ 貯蔵品  64,588  65,261 
10 前払費用  27,321  29,710 
11 繰延税金資産  50,353  42,612 
12 その他  61,837  76,553 
13 貸倒引当金  △18,458  △2,307 

流動資産合計  8,802,959 71.0  7,787,126 66.9
Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産    
(1) 建物  1,979,674 1,968,887  

減価償却累計額  1,214,219 765,454 1,231,587 737,299 

(2) 構築物  699,900 708,554  
減価償却累計額  549,250 150,649 560,034 148,520 

(3) 機械及び装置  5,341,132 5,398,010  
減価償却累計額  4,506,068 835,063 4,661,713 736,297 

(4) 車両運搬具  40,289 40,289  
減価償却累計額  38,271 2,017 38,644 1,644 

(5) 工具・器具・備品  469,515 467,418  
減価償却累計額  398,087 71,428 399,482 67,935 

(6) 土地 ※２ 1,340,442  1,340,442 
(7) 建設仮勘定  1,429  1,629 

有形固定資産合計  3,166,486 25.5  3,033,767 26.1
２ 無形固定資産    

(1) 借地権  8,727  8,727 
(2) ソフトウェア  8,303  9,407 
(3) 電話加入権  0  0 

無形固定資産合計  17,030 0.1  18,134 0.2
３ 投資その他の資産    

(1) 投資有価証券  122,564  93,178 
(2) 関係会社株式  74,500  455,856 
(3) 破産債権更生債権等  28,649  28,649 
(4) 長期前払費用  6,582  1,706 
(5) 繰延税金資産  158,198  175,228 
(6) その他  54,363  71,421 
(7) 貸倒引当金  △28,849  △28,849 

投資その他の資産合計  416,009 3.4  797,192 6.9

固定資産合計  3,599,526 29.0  3,849,094 33.1

資産合計  12,402,485 100.0  11,636,221 100.0
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第30期 

(平成19年３月31日) 
第31期 

(平成20年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(負債の部)     

Ⅰ 流動負債    

１ 支払手形 ※４ 1,397,033  1,086,827 

２ 買掛金 ※１ 3,450,268  2,964,379 

３ １年内に返済する 
長期借入金 

 162,800  67,400 

４ 未払金  212,000  194,813 

５ 未払費用  11,395  11,661 

６ 未払法人税等  111,300  123,612 

７ 未払消費税等  14,733  3,906 

８ 預り金  12,662  8,751 

９ 賞与引当金  74,427  69,220 

10 役員賞与引当金  8,500  8,500 

11 固定資産購入支払手形 ※４ 16,299  21,542 

12 その他  7,906  ― 

流動負債合計  5,479,326 44.2  4,560,615 39.2

Ⅱ 固定負債    

１ 長期借入金  67,400  ― 

２ 長期預り金  23,588  24,665 

３ 退職給付引当金  386,174  395,253 

４ 役員退職慰労引当金  42,000  45,155 

５ 再評価に係る 

  繰延税金負債 
※２ 312,532  312,532 

固定負債合計  831,695 6.7  777,607 6.7

負債合計  6,311,022 50.9  5,338,223 45.9
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第30期 

(平成19年３月31日) 
第31期 

(平成20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
(％)

(純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

１ 資本金  1,100,900 8.9  1,100,900 9.5

２ 資本剰余金    

(1) 資本準備金  889,640 889,640  

資本剰余金合計  889,640 7.2  889,640 7.6

３ 利益剰余金    

(1) 利益準備金  73,987 73,987  

(2) その他利益剰余金    

別途積立金  3,110,000 3,310,000  

繰越利益剰余金  414,960 439,125  

利益剰余金合計  3,598,947 29.0  3,823,112 32.9

４ 自己株式  △634 △0.0  △634 △0.0

株主資本合計  5,588,852 45.1  5,813,017 50.0

Ⅱ 評価・換算差額等    

１ その他有価証券評価 
  差額金 

 33,811 0.2  16,180 0.1

２ 土地再評価差額金 ※２ 468,798 3.8  468,798 4.0

評価・換算差額等合計  502,610 4.0  484,979 4.2

純資産合計  6,091,463 49.1  6,297,997 54.1

負債純資産合計  12,402,485 100.0  11,636,221 100.0
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② 損益計算書 

 

  
第30期 

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

第31期 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 ※３   

１ 製品売上高  12,021,941 12,120,145  

２ 商品売上高  1,074,714 13,096,656 100.0 1,124,715 13,244,860 100.0

Ⅱ 売上原価 ※2,3   

 １ 製品売上原価    

  (1) 製品期首たな卸高  728,754 727,601  

  (2) 当期製品製造原価  10,194,538 10,543,848  

合計  10,923,293 11,271,450  

  (3) 他勘定振替高 ※１ 24,880 5,561  

  (4) 製品期末たな卸高  727,601 769,118  

   製品売上原価  10,170,810 10,496,769  

 ２ 商品売上原価    

  (1) 商品期首たな卸高  68,433 66,455  

  (2) 当期商品仕入高  1,003,996 996,719  

合計  1,072,429 1,063,175  

  (3) 他勘定振替高 ※１ 46,802 22,011  

  (4) 商品期末たな卸高  66,455 58,040  

   商品売上原価  959,172 11,129,982 85.0 983,123 11,479,893 86.7

売上総利益  1,966,673 15.0  1,764,967 13.3

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※２   

１ 運搬費  581,701 573,844  

２ 給料  265,960 247,514  

３ 賞与引当金繰入額  38,472 37,290  

４ 役員賞与引当金繰入額  8,500 8,500  

５ 退職給付費用  17,427 24,601  

６ 役員退職慰労引当金 
繰入額 

 21,708 10,369  

７ 福利厚生費  76,272 74,738  

８ 賃借料  48,006 57,506  

９ 減価償却費  7,502 13,019  

10 その他  474,546 1,540,098 11.8 477,364 1,524,749 11.5

営業利益  426,574 3.3  240,217 1.8

Ⅳ 営業外収益    

１ 受取利息  3,010 5,445  

２ 受取配当金  4,331 4,831  

３ 賃貸料収入 ※３ 14,678 11,483  

４ その他  10,062 32,082 0.2 5,798 27,558 0.2

Ⅴ 営業外費用    

１ 支払利息  4,358 2,472  

２ 売上割引  8,408 11,468  

３ 賃貸資産維持費  10,964 10,951  

４ たな卸資産廃棄損  33,771 14,775  

５ その他  11,306 68,810 0.5 11,236 50,904 0.4

経常利益  389,846 3.0  216,871 1.6
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第30期 

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

第31期 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20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
(％)

Ⅵ 特別利益    

１ 投資有価証券売却益  ― 206,500  

２ 本社移転補償金  ― 65,000  

３ 貸倒引当金戻入額  5,977 5,977 0.0 16,151 287,651 2.2

Ⅶ 特別損失    

１ 固定資産除却損 ※４ 17,541 16,076  

２ 本社移転費用  ― 14,997  

３ 会員権退会損  ― 9,328  

４ 電話加入権評価損  5,210 22,751 0.2 ― 40,403 0.3

税引前当期純利益  373,071 2.8  464,120 3.5

法人税、住民税 
及び事業税 

 157,000 182,500  

法人税等調整額  △14,259 142,741 1.0 2,465 184,965 1.4

当期純利益  230,330 1.8  279,155 2.1
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③ 株主資本等変動計算書 

第30期(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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第31期(自 平成19年４月１日 至 平成20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

事業年度中の変動額    

 別途積立金の 
 積立    

 200,000 △200,000 ―  ―

 剰余金の 
 配当    

 △54,990 △54,990  △54,990

 当期純利益  279,155 279,155  279,155

  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) 

― ― ― ― 200,000 24,165 224,165 ― 224,165

平成20年３月31日 
残高(千円) 

1,100,900 889,640 889,640 73,987 3,310,000 439,125 3,823,112 △634 5,813,017

 
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

事業年度中の変動額  

 別途積立金の積立  ―

 剰余金の配当  △54,990

 当期純利益  279,155

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額) 

△17,631 △17,631 △17,631

事業年度中の変動額合計 
(千円) 

△17,631 ― △17,631 206,533

平成20年３月31日残高(千円) 16,180 468,798 484,979 6,297,997
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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 前連結会計期間 当連結会計期間 増   減 

汎用樹脂部門 4,182,939 4,206,351 23,412

高機能性樹脂部門 7,831,287 7,937,357 106,070

合計 12,014,226 12,143,709 129,482

 

(2) 商品仕入実績 

（単位：千円）  

事業部門 前連結会計期間 当連結会計期間 増   減 

汎用樹脂部門 762,206 815,438 53,231

高機能性樹脂部門 219,844 169,894 △49,949

合計 982,050 985,332 3,281

 

(3) 販売実績 

（単位：千円）  

事業部門 前連結会計期間 当連結会計期間 増   減 

汎用樹脂部門 5,006,461 5,174,420 167,958

高機能性樹脂部門 8,090,489 8,069,954 △20,535

合計 13,096,951 13,244,374 147,423

 

(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 
前連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日) 

当連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

相手先 金額(千円) 割合(％) 金額(千円) 割合(％) 

三菱瓦斯化学㈱ 3,323,400 25.4 2,124,131 16.0
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                        日本ユピカ㈱（7891）平成 20 年 3 月期決算短信 

役員の異動（平成20年６月25日付） 

 

１．新任監査役候補者 
   柿谷 正幸（現 東洋紡績㈱化成品管理室管理グループマネージャー） 

   北川 元康（現 三菱瓦斯化学㈱経営企画部経営計画グループマネージャー兼グループ経営室主席） 

 
２．退任予定監査役 

小坂 賢士 

築地 永治 

 (注) 新任監査役候補者 柿谷 正幸氏、北川 元康氏の２名は、会社法第２条第 16 号に定める 

   社外監査役であります。 
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