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1.  平成21年3月期第3四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 8,345 ― 318 ― 215 ― 158 ―

20年3月期第3四半期 8,472 0.2 616 △19.3 634 △20.9 370 △28.9

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3四半期 14.85 ―

20年3月期第3四半期 34.82 ―

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3四半期 19,490 15,032 77.1 1,412.26
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3四半期  15,032百万円 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 ― 6.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 10,586 △5.5 382 △45.2 274 △58.1 190 △51.9 17.86

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、３ページ【定性的情報・財務諸表等】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、３ページ【定性的情報・財務諸表等】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3四半期  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3四半期  195,652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3四半期  10,644,672株 20年3月期第3四半期  10,645,452株

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 通期業績予想は現在当社が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。 
 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、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。  
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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３四半期累計期間におけるわが国経済は、世界的な金融不安による信用収縮や景気後退懸念により、高騰して

いた原油価格が下落するものの、景気の下押し圧力が強まり企業収益は悪化、設備投資は弱含みとなり、低調に推移

しました。また、個人消費につきましても、実質所得の減少や将来への不安感の高まりから景気の後退感を一層強め

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、原材料価格の高止まり、消費マイ

ンドの冷え込みによる売上低下により企業収益を圧迫し、厳しい事業環境となりました。 

 このような経済情勢のなかで、当社といたしましては、原材料価格の上昇に対応した製品価格の改定、新製品の開

発・新規用途の開拓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、一層の生産効率アップ、コ

スト低減等をはかり、さらに品質保証体制の維持・強化をはかるなど、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３四半期累計期間における業績は、売上高8,345百万円、経常利益は215百万円となりました。四

半期純利益は、158百万円となりました。 

２．財政状態に関する定性的情報 

（１）財政状態 

 当四半期末における総資産は19,490百万円となり前事業年度末に比べ818百万円減少いたしました。その主な要

因は、流動資産において、前渡金411百万円等の増加がありましたが、たな卸資産325百万円、受取手形及び売掛金

180百万円、現金及び預金142百万円等それぞれ減少し、256百万円の減少となりました。固定資産においては、有

形固定資産489百万円、投資その他の資産69百万円それぞれ減少したためであります。 

 負債は、4,457百万円となり前事業年度末に比べ771百万円減少いたしました。その主な要因は、流動負債におい

て、買掛金188百万円等の増加がありましたが、短期借入金405百万円、未払金390百万円等それぞれ減少し、677百

万円の減少となりました。固定負債は長期借入金の減少106百万円等により94百万円減少したためであります。 

 純資産は、15,032百万円となり前事業年度末に比べ46百万円減少いたしました。その主な要因は、利益剰余金30

百万円の増加がありましたが、その他有価証券評価差額金が75百万円減少したためであります。 

（２）キャッシュ・フロー 

 当四半期末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は1,863百万円となり、前事業年度末に比べ

152百万円の支出となりました。 

 営業活動によるキャッシュ・フローは1,157百万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

255百万円、減価償却費691百万円及びたな卸資産の減少325百万円等であります。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは600百万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591百万円等であります。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは635百万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400百万円及び長期借入金の返済による支出111百万円等であります。 

３．業績予想に関する定性的情報 

 通期業績予想につきましては、平成21年１月23日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参考にしてくだ

さい。 
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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 

① 簡便な会計処理 

・固定資産の減価償却費の算定方法 

 固定資産の年度中の取得、売却及び除却等の見積りを考慮した予算を策定しているため、年度予算に基づ

く年間償却予定額を期間按分して算定しております。 

・繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、前事業年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生状

況に著しい変化がないと認められる場合に、前事業年度末において使用した将来の業績予測やタックス・プ

ランニングを利用する方法により算定しております。 

② 四半期財務諸表の作成に特有な会計処理 

 該当事項はありません。 

（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 

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、「四半期財務諸表等規

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、主として総平均法による原価法によっておりまし

たが、当事業年度より「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30,883千円減少しております。 

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

－　3　－



５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成20年12月31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 1,866,550 2,009,340

受取手形及び売掛金 2,987,450 3,167,842

有価証券 345,298 344,283

商品 67,804 86,416

製品 1,519,390 1,554,402

原材料 3,018,572 3,409,925

仕掛品 659,748 549,373

貯蔵品 107,179 97,725

繰延税金資産 21,964 76,920

その他 800,086 353,911

貸倒引当金 △3,186 △3,173

流動資産合計 11,390,857 11,646,968

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,077,020 1,107,997

機械及び装置（純額） 1,510,568 1,879,987

土地 3,751,581 3,751,699

その他（純額） 1,012,497 1,101,004

有形固定資産合計 7,351,667 7,840,688

無形固定資産 24,962 28,867

投資その他の資産   

投資有価証券 532,928 658,101

繰延税金資産 150,290 90,856

その他 53,123 56,621

貸倒引当金 △13,816 △13,816

投資その他の資産合計 722,525 791,762

固定資産合計 8,099,155 8,661,319

資産合計 19,490,013 20,308,287
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成20年12月31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 1,008,276 819,423

短期借入金 2,144,196 2,549,196

未払法人税等 － 18,871

賞与引当金 39,414 176,347

その他 497,199 803,180

流動負債合計 3,689,085 4,367,018

固定負債   

長期借入金 317,278 424,175

退職給付引当金 189,073 190,678

役員退職慰労引当金 262,028 248,015

その他 450 －

固定負債合計 768,830 862,869

負債合計 4,457,916 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 11,590,292 11,559,938

自己株式 △137,205 △136,462

株主資本合計 14,971,667 14,942,057

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 60,428 136,342

評価・換算差額等合計 60,428 136,342

純資産合計 15,032,096 15,078,399

負債純資産合計 19,490,013 20,308,287
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（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 8,345,634

売上原価 6,377,716

売上総利益 1,967,918

販売費及び一般管理費 1,649,600

営業利益 318,318

営業外収益  

受取利息 7,990

受取配当金 12,005

その他 28,106

営業外収益合計 48,102

営業外費用  

支払利息 25,866

手形売却損 10,389

為替差損 108,545

その他 5,948

営業外費用合計 150,749

経常利益 215,671

特別利益  

固定資産売却益 2,810

投資有価証券売却益 1,160

収用補償金 51,870

特別利益合計 55,840

特別損失  

固定資産処分損 15,818

投資有価証券売却損 2

特別損失合計 15,821

税引前四半期純利益 255,690

法人税、住民税及び事業税 50,617

法人税等調整額 46,980

法人税等合計 97,598

四半期純利益 158,092
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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３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31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 255,690

減価償却費 691,236

受取利息及び受取配当金 △19,996

支払利息 25,866

為替差損益（△は益） 74,253

収用補償金 △51,870

売上債権の増減額（△は増加） 180,392

たな卸資産の増減額（△は増加） 325,149

仕入債務の増減額（△は減少） 188,853

その他 △487,707

小計 1,181,867

利息及び配当金の受取額 18,913

利息の支払額 △25,196

収用補償金の受取額 51,870

法人税等の支払額 △69,488

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,157,965

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 △288,266

定期預金の払戻による収入 278,038

有価証券の取得による支出 △70,403

有価証券の売却による収入 70,147

有形固定資産の取得による支出 △591,510

有形固定資産の売却による収入 2,925

投資有価証券の取得による支出 △2,983

投資有価証券の売却による収入 1,945

投資活動によるキャッシュ・フロー △600,105

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 △400,000

長期借入金の返済による支出 △111,897

自己株式の取得による支出 △743

配当金の支払額 △123,224

財務活動によるキャッシュ・フロー △635,864

現金及び現金同等物に係る換算差額 △74,253

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △152,257

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 1,863,632
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 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、「四半期財務諸表等規則」に従い四

半期財務諸表を作成しております。 

（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３四半期累計期間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。 

（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３四半期累計期間における商品仕入実績は89,316千円ありましたが、仕入品目が多岐にわたり、事業の部

門別に分類することが困難であるため省略しております。 

 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３四半期累計期間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。 

（注）１．主要な輸出先、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。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

事業部門別 金額（千円） 前年同期比（％） 

粘着・接着用樹脂部門 3,506,094 90.2 

化成品部門 2,180,872 108.6 

ホットメルト接着剤部門 2,127,859 99.5 

ラミネート品部門 890,536 90.8 

合計 8,705,362 96.6 

事業部門別 金額（千円） 前年同期比（％） 

粘着・接着用樹脂部門 3,276,680 90.2 

化成品部門 2,122,866 112.9 

ホットメルト接着剤部門 1,845,572 106.1 

ラミネート品部門 929,805 90.4 

その他部門 170,710 89.2 

合計 8,345,634 98.5 

  

当四半期累計期間 

（自 平成20年４月１日 

 至 平成20年12月31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12月31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） 

輸出先 金額（千円） 割合（％） 金額（千円）  割合（％） 金額（千円） 割合（％） 

東南アジア 1,047,360 59.9 1,159,550 63.4 1,494,873 61.7 

欧州 455,895 26.1 394,030 21.5 582,123 24.0 

北米 196,871 11.3 233,234 12.8 278,623 11.5 

その他 47,418 2.7 42,801 2.3 67,043 2.8 

合計  
1,747,546 

100.0 
1,829,618 

100.0 
2,422,663 

100.0 
(20.9%) (21.6%) (21.6%) 
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「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期損益計算書 

前第３四半期累計期間（平成19年４月１日～平成19年12月31日） 

  
前年同四半期 

（平成20年３月期第３四半期） 

区分 金額（千円） 
百分比 
（％）

Ⅰ 売上高   8,472,090 100.0 

Ⅱ 売上原価   6,251,481 73.8 

売上総利益   2,220,608 26.2 

Ⅲ 販売費及び一般管理費   1,604,227 18.9 

営業利益   616,380 7.3 

Ⅳ 営業外収益   54,984 0.6 

Ⅴ 営業外費用   37,152 0.4 

経常利益   634,212 7.5 

Ⅵ 特別利益   313 0.0 

Ⅶ 特別損失   462 0.0 

税引前四半期純利益   634,062 7.5 

法人税、住民税及び事業税 282,846     

法人税等調整額 △19,458 263,387 3.1 

四半期純利益   370,675 4.4 
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（２）（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書 

前第３四半期累計期間（平成19年４月１日～平成19年12月31日） 

 
前年同四半期 

（平成20年３月期 
第３四半期） 

区分 金額（千円） 

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 634,062 

減価償却費 556,115 

売上債権の減少額 198,274 

たな卸資産の増加額 △478,335 

仕入債務の増加額 80,190 

その他 620,583 

小計 1,610,890 

利息及び配当金の受取額 18,679 

利息の支払額 △21,901 

法人税等の支払額 △422,929 

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,184,739 

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 △292,981 

定期預金の払出による収入 292,774 

有価証券の取得による支出 △70,147 

有価証券の売却による収入 69,973 

投資有価証券の取得による支出 △23,167 

投資有価証券の売却による収入 20,094 

有形固定資産の取得による支出 △1,415,532 

その他 △3,650 

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,422,635 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の借入による収入 100,000 

長期借入金の返済による支出 △128,597 

自己株式の純増加額 △227 

配当金の支払額 △121,273 

財務活動によるキャッシュ・フロー △150,098 

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 △375,794 

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 2,066,689 
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