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1.  平成21年3月期第1四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年6月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第1四半期 2,889 ― 146 ― 181 ― 107 ―

20年3月期第1四半期 2,769 3.2 266 2.6 311 20.6 169 25.5

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益

円 銭 円 銭

21年3月期第1四半期 10.12 ―

20年3月期第1四半期 15.90 ―

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

21年3月期第1四半期 20,449 15,139 74.0 1,422.25
20年3月期 20,308 15,078 74.2 1,416.45

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  15,139百万円 20年3月期  15,078百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 6.00 ― 6.00 12.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 6.00 ― 6.00 12.00

3.  平成21年3月期の業績予想（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）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

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 5,707 ― 337 ― 330 ― 247 ― 23.22
通期 11,876 6.1 642 △8.0 627 △4.4 420 6.3 39.48

4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

（注） 詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表】 ４．その他をご覧ください。  

(2) 四半期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（四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注） 詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表】 ４．その他をご覧ください。  

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  10,839,663株 20年3月期  10,839,663株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  194,747株 20年3月期  194,447株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年3月期第1四半期  10,644,991株 20年3月期第1四半期  10,645,557株

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 業績予想につきましては、平成20年４月28日公表時から変更しておりません。なお、業績予想は当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提
に基づいており、実際の業績等は様々な要因により異なる可能性があります。業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、３ページ【定性的情報・財務諸表
等】「３．業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。  
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【定性的情報・財務諸表等】 
１．経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期会計期間におけるわが国経済は、長引く原油、鉄鉱石、小麦など原材料価格の上昇が

続き、所得が低迷するなかでガソリン・食料品価格などの高騰により個人消費が低下しました。また、

販売価格への転嫁が困難な企業の収益を圧迫したため、設備投資も減少傾向で推移しました。さらに、

米国サブプライムローン問題の長期化を背景に、輸出の増勢が鈍化するほか、不安定な金融・資本市

場を受けて企業マインドも悪化し、景気は回復感に乏しい状況が続いております。 
当社が関係しております粘着・接着・香料・ラミネート業界を振り返りますと、国内外における需

要は昨年に引き続き順調に推移いたしましたが、長引く原材料価格の高騰により企業収益を圧迫させ

るなど、深刻な影響を受けております。 
このような経済情勢のなかで、当社といたしましては、時代の変化と顧客ニーズを的確に把握し、

新製品の開発・新規用途の開拓をはかる一方、原材料価格の高騰に対処するため製品価格への転嫁を

積極的に推進してまいりました。また、製造部門におきましては、品質保証体制の維持・強化並びに

一層の生産効率アップ、コスト低減等をはかるなど、全社をあげて企業体質強化に努めてまいりまし

た。 

以上の結果、当第 1四半期会計期間における業績は、売上高 2,889 百万円（前年同期比 104.3％）、

経常利益は 181 百万円（前年同期比 58.3％）となりました。四半期純利益は、107 百万円（前年同期

比 63.6％）となりました。 

 
２．財政状態に関する定性的情報 
・財政状態 

総資産は 20,449 百万円となり前事業年度末に比べ 140 百万円の増加となりました。その主な要因

は、たな卸資産 290 百万円の減少、前渡金 240 百万円の減少及び有形固定資産 128 百万円の減少等が

ありましたが、現金及び預金が 811 百万円等増加したためであります。 

負債は 5,309 百万円となり前事業年度末に比べ 79 百万円の増加となりました。その主な要因は、

短期借入金 100 百万円及び賞与引当金 114 百万円等の減少がありましたが、未払金が 378 百万円等増

加したためであります。 

純資産は15,139百万円となり前事業年度末に比べ61百万円の増加となりました。その主な要因は、

繰越利益剰余金 235 百万円の減少ありましたが、別途積立金が 290 百万円増加したためであります。 

 

・キャッシュ・フロー 

当第 1 四半期会計期間末の現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は 2,828 百万円となり、

前事業年度末と比べ 812 百万円の増加となりました。 

営業活動によるキャッシュ・フローは 1,056 百万円の収入となりました。その主な要因は、税引前

四半期純利益 181 百万円、減価償却費 222 百万円及びたな卸資産の減少 290 百万円等であります。 

投資活動によるキャッシュ・フローは 70 百万円の支出となりました。その主な要因は、有形固定

資産の取得による支出 69 百万円等であります。 

財務活動によるキャッシュ・フローは 196 百万円の支出となりました。その主な要因は、短期借入

金の返済による支出 100 百万円及び配当金の支払いによる支出 59 百万円等であります。 

－　2　－



 
ヤスハラケミカル㈱ (4957) 平成 21 年３月期 第１四半期決算短信(非連結) 

 

３．業績予想に関する定性的情報 
 当期の業績は、ほぼ予定どおりに推移しており、４月 28 日公表数値は変更しておりません。 

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

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

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

業績に影響を与える要因はこれらに限定されるものではありません。 
(1) 会社が採っている特異な経営方針 

 当社の主要原材料であるテルペン類は、その全量を輸入に頼っております。仕入価格は国際市況

によって影響を受けることがあり、また、その輸入に際して為替変動の影響を受けます。このため、

テルペン原料の備蓄量の拡大をはかっております。 

(2) 為替相場の変動について 

 当第１四半期における海外売上高の割合は 24.1％となっており、当該取引においては、そのほと

んどを外貨建てで行っております。したがって、為替レートの変動によっては、当社の財政状態及

び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

(3) 研究開発について 

 当社は新製品の開発にあたっては、市場や開発製品を慎重に選択した上で、効率的な研究開発活

動に努めておりますが、必ずしも投入した資源に見合うだけの新製品を継続的に開発できる保証は

ありません。したがって、将来の当社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

(4) 投資有価証券の評価損について 

 当社では、時価のある株式を保有しているため、株式市場の変動に伴い、評価損が発生する可能

性があり、当社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

(5) 退職給付債務について 

 当社の従業員退職給付債務及び費用は、割引率等数理計算上で設定される前提条件や年金資産の

期待運用収益率にもとづいて算出しております。実際の結果が前提条件と相違した場合には、退職

給付債務及び費用が増加し、当社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

(6) 固定資産の減損会計適用による影響について 

 当社では、固定資産の減損に係る会計基準を適用しております。この基準の適用に伴い、今後の

土地等の時価や事業環境の大幅な変動によっては、当社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可

能性があります。 

(7) 自然災害等について 

 地震や台風等の自然災害が発生した場合には、当社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能

性があります。 

(8) 製造物責任による影響について 

 製品の品質維持には万全の体制で取り組んでおりますが、当社が製造・販売する製品の予期せぬ

欠陥に起因して、顧客及び第三者に対して損害を与えた場合、発生する損失すべてを製造物責任賠

償保険によって補填できない可能性があり、当社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性が

あります。 

(9) 訴訟などの影響について 

 現在係争中の訴訟事件はありませんが、将来において当社の事業活動に関して、重要な訴訟等が

提起された場合は、当社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 
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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） 

 該当事項はありません。 

 

(2) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 
① 簡便な会計処理 

固定資産の減価償却費の算定方法は、年度予算に基づく年間償却予定額を期間按分する方法

としております。 

② 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理 

 該当事項はありません。 

 

(3) 四半期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 

① 会計処理基準に関する事項の変更 

 当事業年度より、「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第 12 号）及び「四半期財

務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 14 号）を適用しております。ま

た、「四半期財務諸表規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 

② たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更 

 通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として総平均法よる原価法によっ

ておりましたが、当第１四半期会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準

第９号 平成 18 年７月５日）が適用されたことに伴い、主として総平均法による原価法（貸借対

照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。 

 これにより、営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益は、それぞれ 34,056 千円減少してお

ります。 
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５．四半期財務諸表 

 当事業年度より、「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第 12 号）及び「四半期財務諸

表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 14 号）を適用しております。また、「四半

期財務諸表規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 

 (1) 四半期貸借対照表 
（単位：千円）

 当第１四半期会計期間末 

 

（平成 20 年６月 30 日） 

前事業年度末に係る 

要約貸借対照表 

（平成 20 年３月 31 日） 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,821,283 2,009,340 

受取手形及び売掛金 3,105,846 3,167,842 

有価証券 344,562 344,283 

商品 76,180 86,416 

製品 1,445,617 1,554,402 

原材料 3,181,326 3,409,925 

仕掛品 598,706 549,373 

貯蔵品 105,615 97,725 

繰延税金資産 28,459 76,920 

その他 193,949 353,911 

貸倒引当金 △3,173 △3,173 

流動資産合計 11,898,375 11,646,968 

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,090,283 1,107,997 

機械及び装置（純額） 1,732,510 1,879,987 

土地 3,751,699 3,751,699 

その他（純額） 1,137,569 1,101,004 

有形固定資産合計 7,712,063 7,840,688 

無形固定資産 27,565 28,867 

投資その他の資産   

投資有価証券 688,398 658,101 

繰延税金資産 80,815 90,856 

その他 55,669 56,621 

貸倒引当金 △13,816 △13,816 

投資その他の資産合計 811,066 791,762 

固定資産合計 8,550,696 8,661,319 

資産合計 20,449,071 20,308,287 
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 当第１四半期会計期間末 

 

（平成 20 年６月 30 日） 

前事業年度末に係る 

要約貸借対照表 

（平成 20 年３月 31 日） 

負債の部   

流動負債   

買掛金 785,854 819,423 

短期借入金 2,449,196 2,549,196 

未払法人税等 30,953 18,871 

賞与引当金 61,603 176,347 

その他 1,158,898 803,180 

流動負債合計 4,486,505 4,367,018 

固定負債   

長期借入金 386,876 424,175 

退職給付引当金 190,246 190,678 

役員退職慰労引当金 245,255 248,015 

その他 450 － 

固定負債合計 822,827 862,869 

負債合計 5,309,332 5,229,888 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,789,567 1,789,567 

資本剰余金 1,729,013 1,729,013 

利益剰余金 11,603,801 11,559,938 

自己株式 △136,646 △136,462 

株主資本合計 14,985,736 14,942,057 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 154,001 136,342 

評価・換算差額等合計 154,001 136,342 

純資産合計 15,139,738 15,078,399 

負債純資産合計 20,449,071 20,308,287 
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(2) 四半期損益計算書 

【第１四半期累計期間】 
（単位：千円）

 当第１四半期累計期間 

（自 平成 20 年４月１日 

至 平成 20 年６月 30 日） 

売上高 2,889,435 

売上原価 2,204,888 

売上総利益 684,547 

販売費及び一般管理費 537,977 

営業利益 146,569 

営業外収益  

受取利息 1,178 

受取配当金 4,182 

為替差益 35,637 

その他 8,043 

営業外収益計 49,042 

営業外費用  

支払利息 9,187 

その他 5,004 

営業外費用計 14,192 

経常利益 181,419 

特別損失 40 

税引前四半期純利益 181,379 

法人税等 73,645 

四半期純利益 107,734 
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(3) 四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

 当第１四半期累計期間 

(自 平成 20 年４月１日 

至 平成 20 年６月 30 日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純利益 181,379 

減価償却費 222,477 

受取利息及び受取配当金 △5,360 

支払利息 9,187 

為替差損益（△は益） △22,684 

売上債権の増減額（△は増加） 61,996 

たな卸資産の増減額（△は増加） 290,396 

仕入債務の増減額（△は減少） △33,569 

その他 370,355 

小計 1,074,178 

利息及び配当金の受取額 5,270 

利息の支払額 △7,760 

法人税等の支払額 △15,030 

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,056,658 

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出 △152,365 

定期預金の払戻による収入 152,288 

有価証券の取得による支出 △9,685 

有価証券の売却による収入 9,655 

有形固定資産の取得による支出 △69,824 

投資有価証券の取得による支出 △666 

投資活動によるキャッシュ・フロー △70,597 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の返済による支出 △100,000 

長期借入金の返済による支出 △37,299 

自己株式の取得による支出 △183 

配当金の支払額 △59,146 

財務活動によるキャッシュ・フロー △196,629 

現金及び現金同等物に係る換算差額 22,684 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 812,116 

現金及び現金同等物の期首残高 2,015,890 

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,828,006 
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(4) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 
(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

該当事項はありません。 
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６．生産、受注及び販売の状況 
(1) 生産実績 

 当第１四半期の生産実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 
事業部門別 金額（千円） 前年同期比（％） 

粘着・接着用樹脂部門 1,158,169 99.5 

化成品部門 669,996 111.5 

ホットメルト接着剤部門 726,487 106.5 

ラミネート品部門 344,131 110.0 

合計 2,898,785 105.1 

 （注）１．金額は販売価格によっております。 
    ２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
 

(2) 商品仕入実績 

 当第１四半期における商品仕入実績は 30,463 千円ありましたが、仕入品目が多岐にわたり、事業

部門別に分類することが困難であるため記載を省略しております。 

 なお、金額には、消費税等は含まれておりません。 

 
(3) 受注状況 

 当社は主として見込生産によっているため、該当事項はありません。 
 

(4) 販売実績 

 当第１四半期の販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 
事業部門別 金額（千円） 前年同期比（％） 

粘着・接着用樹脂部門 1,145,803 92.6 

化成品部門 693,943 116.6 

ホットメルト接着剤部門 638,651 117.1 

ラミネート品部門 345,389 112.0 

その他部門 65,647 78.9 

合計 2,889,435 104.3 

 （注）１ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
    ２ 主要な輸出先及び輸出販売高及び割合は、次のとおりであります。 
      なお、（ ）内は総販売実績に対する輸出販売高の割合であります。 

輸出先 

当四半期累計期間 

（自 平成20年４月１日 

  至 平成20年６月30日） 

前年同四半期累計期間 

（自 平成19年４月１日 

至 平成19年６月30日） 

(参考)前事業年度 

（自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日） 

 金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％） 金額（千円） 割合（％） 

東南アジア 421,157 60.5 338,272 58.3 1,494,873 61.7 

欧州 190,722 27.4 138,412 23.9 582,123 24.0 

北米 75,227 10.8 85,756 14.8 278,623 11.5 

その他 8,630 1.3 17,490 3.0 67,043 2.8 

合計 
695,737 
（24.1％）

100.0 
579,931 
（20.9％）

100.0 
2,422,663 
（21.6％） 

100.0 
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「参考資料」 
(1) (要約)四半期損益計算書 

（単位：千円） 

前年同四半期 
(自 平成19年４月１日 
至 平成19年６月30日) 

金    額 

  

Ⅰ 売上高  2,769,129

Ⅱ 売上原価  2,016,383

売上総利益  752,745

Ⅲ 販売費及び一般管理費  486,164

営業利益  266,581

Ⅳ 営業外収益  55,807

Ⅴ 営業外費用  11,209

経常利益  311,179

Ⅵ 特別利益  －

Ⅶ 特別損失  40

税引前四半期純利益  311,138

法人税、住民税及び事業税  135,815

法人税等調整額  6,016 141,831

四半期純利益  169,306
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(2) (要約) 四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円） 

前年同四半期 

(自 平成 19 年４月１日

至 平成19年６月30日) 

金 額 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益  311,138 

減価償却費  117,788 

売上債権の減少額  301,341 

たな卸資産の増加額  △110,195 

仕入債務の減少額  △41,155 

その他  253,174 

小計  832,092 

利息及び配当金の受取額  6,797 

利息の支払額  △6,821 

法人税等の支払額  △232,098 

   営業活動によるキャッシュ・フロー  599,970 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出  △152,237 

定期預金の払出による収入  152,197 

有価証券の取得による支出  △9,655 

有価証券の売却による収入  9,650 

投資有価証券の取得による支出  △764 

有形固定資産の取得による支出  △580,579 

その他  △3,650 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △585,037 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の返済による支出  △44,629 

自己株式の取得による支出  △10 

配当金の支払額  △57,188 

財務活動によるキャッシュ・フロー  △101,828 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  12,200 

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少額  △74,695 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  2,442,484 

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高  2,367,788 
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