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

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(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 ％

21年3月期 23,448 0.8 112 ― 327 135.8 145 24.0
20年3月期 23,257 △3.2 △203 ― 139 △88.8 117 △87.3

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 ％ ％ ％

21年3月期 13.75 13.70 1.5 1.4 0.5
20年3月期 11.10 11.01 1.2 0.6 △0.9

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  △61百万円 20年3月期  △11百万円

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 23,401 9,714 41.4 918.08
20年3月期 23,143 9,882 42.4 929.42

（参考） 自己資本   21年3月期  9,693百万円 20年3月期  9,808百万円

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

21年3月期 685 △742 619 959
20年3月期 142 △328 △232 397

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（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 百万円 ％ ％

20年3月期 ― 10.00 ― 10.00 20.00 211 180.3 2.1
21年3月期 ― 10.00 ― 0.00 10.00 105 72.8 1.1

22年3月期 
（予想）

― 0.00 ― 0.00 ― ―

3.  22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22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

11,500 △10.7 300 7.1 350 △15.4 200 △28.1 18.94

通期 22,500 △4.0 550 388.3 600 83.0 400 175.6 37.89
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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) 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） 

(注)詳細は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（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、「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。 

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 12,613,037株 20年3月期 12,613,037株

② 期末自己株式数 21年3月期  2,054,920株 20年3月期  2,059,860株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年3月期の個別業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(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 ％

21年3月期 707 14.6 67 △70.1 54 △73.2 213 △17.7

20年3月期 617 △6.6 224 △35.1 203 △38.7 260 △28.3

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

21年3月期 20.25 20.18
20年3月期 24.64 24.45

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 16,249 8,013 49.2 757.35
20年3月期 9,523 8,066 83.9 757.38

（参考） 自己資本 21年3月期  7,996百万円 20年3月期  7,992百万円

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 上記の業績の予想は、当社が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、実際の業績は、今後の様々な不確定要素に
より異なる場合があります。なお、予想数値に関する事項は、「1.経営成績 (1)経営成績に関する分析」をご覧ください。 

2



 

 

１．経 営 成 績 

(1) 経営成績に関する分析 

当連結会計年度の日本経済は、年半ばよりアメリカ発の金融危機に端を発した世界的な経済悪化の影響を受け、

国内企業の輸出、生産の低迷により収益が低下し、景気が急速に落ち込みました。一方、原油高に伴うナフサ等

の石化製品の価格高騰は年度前半で一段落したものの、年度後半に入り景気悪化に伴う樹脂製品の需要減退が顕

著となり、収益環境は一層厳しさを増しました。 

このような外部環境のもとで、当社グループにおいては、生産合理化による更なるコストダウンの実現や不採

算製品の撤退などにより、安定的な事業基盤の構築に努めるとともに、中期的視野にたって付加価値の高い新規

事業立ち上げに取り組んでまいりました。 

 

インテリア部門 

昨年来の住宅着工件数の減少が景気悪化の影響によって一層顕著となり、業界全体が厳しい局面を迎え、当部

門も受注が低調に推移し、当部門の売上高は87億21百万円(前年同期比3.9%減)となりました。 

 

包材部門 

PS(ポリスチレン)シートについては、順調に推移しました。また、PP（ポリプロピレン）シートについては、

同業他社の撤退により当部門製品の受注が大幅に伸張しました。加えて成型品が堅調に推移したこともあり、当

部門の売上高は33億11百万円(前年同期比12.5%増)となりました。 

 

コンバーティング部門 

秋以降の自動車業界および弱電業界の低迷により、光輝テープ・シートの受注が大幅に減少しました。メディ

カル資材、開封テープはそれぞれ堅調に推移したものの、当部門の売上高は12億22百万円(前年同期比8.1%減)と

なりました。 

なお、当部門は平成20年7月より、機能品部門からコンバーティング部門へ改称しております。 

 

汎用品部門 

国内景気の大幅な減速の影響を受け、産業資材関連、シート・フィルム関連の受注が大きく減少しました。結

果、当部門の売上高は34億98百万円(前年同期比5.6%減)となりました。 

 

編織部門 

国内景気の減速により、住宅・建設資材関連の受注が大きく減少したものの、年度前半に比較的良好な天候に

恵まれたことに加え、取引先との関係強化や園芸用品の拡販強化の結果、当部門の売上高は、65億4百万円(前年

同期比5.8%増)となりました。 

 

以上のとおり、インテリア部門と汎用品部門において国内景気悪化の影響が顕著であったものの、包材部門や

編織部門では比較的健闘した結果、当連結会計年度の売上高は234億48百万円(前年同期比0.8%増)となりました。 

収益面につきましては、原材料価格が乱高下する中、コスト削減等に取り組んだものの、需要の減退を補いき

れず、営業利益1億12百万円(前年同期は営業損失2億3百万円)、経常利益3億27百万円(前年同期比135.8%増)にと

どまりました。また、大口取引先に対する貸倒引当金の計上も影響し、当期純利益は1億45百万円(前年同期比

24.0%増)にとどまりました。 

 

 

3

ウェーブロックホールディングス（株)(7940)　平成21年3月期決算短信

3



 

 

次期の見通し 

 

平成21年度につきましては、昨年来の世界金融危機による急激かつ広範な信用収縮、さらには世界的な景気低

迷に伴う需要の減退は当面続くものと思われ、当社グループの主要製品市場である、住宅、建設、自動車、弱電

等のいずれの分野においても先行き不透明感があることから、当社グループを取り巻く経営環境は予測が困難な

状況となっております。 

こうした中、当社グループの主要事業であるインテリア部門、包材部門、汎用品部門、編織部門においては、

原材料価格の動向を注視し、適切に対処することに加え、引き続き生産合理化をはじめとしたコストダウン等に

取組み、安定的な収益確保に努めます。また、新規事業においては、自動車、弱電等、注力する業界の在庫調整

の進展や世界的な需要動向に臨機応変に対応し、新規案件の確実な取組みにより収益拡大を目指します。 

上記により、通期の連結業績予想につきましては、売上高225億円(前年同期比4.0%減)、営業利益5億50百万円

(前年同期比388.3%増)、経常利益6億円(前年同期比83.0%増)、当期純利益4億円(前年同期比168.0%増)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現金及び現金同等物(以下、｢資金｣という)は、前連結会計年度末と比較して5億62百

万円増加し9億59百万円となりました。 

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況と要因は次のとおりです。 

①営業活動によるキャッシュ・フロー 

 営業活動の結果得られた資金は6億85百万円(前年同期比382.1%増)となりました。 

 これは、負ののれん償却額2億99百万円、たな卸資産の増加額4億11百万円、仕入債務の減少額5億24百万円

等の支出要因があったものの、税金等調整前当期純利益2億74百万円、減価償却費11億14百万円、売上債権の

減少額3億39百万円等の収入要因があったことによるものです。 

②投資活動によるキャッシュ・フロー 

 投資活動の結果使用した資金は7億42百万円(前年同期比126.4%増)となりました。 

 これは、投資有価証券の売却による収入94百万円等の収入要因があったものの、有形固定資産の取得による

支出7億11百万円、無形固定資産の取得による支出1億16百万円等の支出要因があったことによるものです。 

③財務活動によるキャッシュ・フロー 

 財務活動の結果得られた資金は6億19百万円(前年同期は2億32百万円の支出)となりました。 

 これは、短期借入れによる収入118億円、長期借入れによる収入10億12百万円等の収入要因があったものの、

短期借入金の返済による支出105億27百万円、長期借入金の返済による支出14億24百万円等の支出要因があっ

たことによるものです。 

 

当社グループは現在83億51百万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、資金

の効率的活用に努め、財務体質の強化に取り組んでまいります。 

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。 
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 平成19年３月期 平成20年３月期 平成21年３月期 

自己資本比率(%) 41.0 42.4 41.4 

時価ベースの自己資本比率(%) 30.6 16.8 22.2 

キャッシュ･フロー対有利子負債比率(%) 909.5 5,216.7 1,218.6 

インタレスト･カバレッジ･レシオ(倍) 10.2 1.34 5.07 

(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／営業キャッシュ･フロー 

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。 

 ※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。 

 ※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。 
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(3) 利益配分に関する基本方針および当期・次期の配当 

当社株式につきましては、ウェーブロックインベストメント株式会社による当社株式に対する公開買付が成立

し、事業基盤の構造改革ならびに将来にわたる企業価値向上を図っていく所存です。このような状況の下、当社

においては、内部留保を高めることが肝要であると判断し、当期末配当につきましては無配とさせていただくこ

とといたしました。内部留保資金は、経営基盤の一層の強化に向け、研究開発活動およ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いく所存です。 
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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、当社及び子会社10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最終製品、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、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、包装材料開封テープとその関連機器等、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(株)ウェーブロックインテリア、子会社サクラポリマー(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・販売しております。 

コンバーティング部門…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。 

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) 会社の経営の基本方針 

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 

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、現在、親会社であるウェーブロック

インベストメント株式会社と、新たな中期経営計画の策定を検討しており、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、包材部門、汎用品部門、編織部門等) 

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(コンバーティング部門、(株)シャインテクノ、(株)ワイズ・マイク

ロテクノロジー等) 

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、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 

当社を取り巻く事業環境としましては、ここ数年の収益悪化の主要因であった原材料高騰が沈静化しつつあるも

のの、当社は依然として幾つかの構造的な課題を抱えております。第一に、当社は引き続きその収益性を樹脂材料

の価格に大きく依存しております。原材料価格の動向は、中長期的に見た場合、引き続き不透明な部分も多く、ま

た、主要原材料メーカーの統合が続いていることにより、当社の仕入先に対する価格交渉力が低下しているという

課題も抱えております。第二に、当社の事業の大半に当たるインテリア部門、包材部門、汎用品部門、編織部門は、

成熟した国内市場に依拠しており、飽和した市場環境の中で競合他社との競争は激化しております。第三に、当社

の事業の対象市場は、輸入廉価品との競争が激しく、収益基盤の更なる改善が急務となっております。第四に、当

社はここ数年の間に、複数の新規事業分野へ進出しておりますが、対象市場である自動車、弱電業界は、世界的な

景気後退の中、生産調整や設備投資抑制などが続き、当社製品に対する需要動向は、しばらくの間不透明な状況が

続くものと予想されます。 

このような状況の下、短期的な業績推移にとらわれず、中長期的な視野に立脚した経営戦略を実行する体制を整

備することを目的として、当社は、ウェーブロックインベストメント株式会社による当社普通株式及び新株予約権

に対する公開買付けについて、賛同の意見を表明し、その後、公開買付けの成立によって、ウェーブロックインベ

ストメント株式会社が当社の親会社となっております。 
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ウェーブロックインベストメント株式会社は、当社経営陣と当社従業員とともに、事業基盤の構造改革を行い、

当社の将来にわたる企業価値向上に最大限貢献していく意向です。 
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４．連結財務諸表

 (1) 連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成20年３月31日)

当連結会計年度
(平成21年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 397,453 959,704

受取手形及び売掛金 4,518,606 4,178,960

有価証券 46,512 -

たな卸資産 4,187,153 -

商品 - 735,085

製品 - 2,684,021

原材料 - 857,822

仕掛品 - 256,317

貯蔵品 - 65,009

繰延税金資産 382,599 357,249

その他 673,816 507,432

貸倒引当金 △ 54,854 △ 70,043

流動資産合計 10,151,286 10,531,558

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 8,058,407 8,146,367

減価償却累計額 4,528,686 4,776,048

建物及び構築物（純額） 3,529,720 3,370,318

機械装置及び運搬具 7,979,177 8,533,240

減価償却累計額 5,990,211 6,574,432

機械装置及び運搬具（純額） 1,988,966 1,958,808

土地 5,768,434 5,765,004

リース資産 - 60,172

減価償却累計額 - 8,227

リース資産（純額） - 51,944

建設仮勘定 37,645 251,691

その他 1,070,850 1,136,692

減価償却累計額 865,352 972,622

その他（純額） 205,498 164,070

有形固定資産合計 11,530,265 11,561,837

無形固定資産

リース資産 - 23,039

その他 - 259,151

無形固定資産合計 207,412 282,191

投資その他の資産

投資有価証券 494,821 249,111

長期貸付金 60,464 66,864

長期前払費用 42,150 23,743

繰延税金資産 356,955 384,503

その他 303,716 438,298

貸倒引当金 △ 3,241 △ 136,817

投資その他の資産合計 1,254,865 1,025,703

固定資産合計 12,992,544 12,869,732

資産合計 23,143,830 23,401,291

※2

※1

※1 ※1

※2

※3 ※3
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成20年３月31日)

当連結会計年度
(平成21年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,844,496 2,363,182

短期借入金 4,968,016 5,100,000

1年内返済予定の長期借入金 - 1,259,126

リース債務 - 21,611

未払法人税等 10,971 92,031

未払消費税等 70,170 83,250

賞与引当金 190,812 160,625

その他 805,719 1,065,446

流動負債合計 8,890,186 10,145,274

固定負債

長期借入金 2,441,713 1,911,337

リース債務 - 57,813

退職給付引当金 1,313,073 1,274,378

長期未払金 68,073 64,156

負ののれん 521,034 205,336

その他 27,574 28,987

固定負債合計 4,371,469 3,542,009

負債合計 13,261,656 13,687,284

純資産の部

株主資本

資本金 2,143,700 2,143,700

資本剰余金 4,843,038 4,843,038

利益剰余金 4,615,658 4,544,121

自己株式 △ 1,853,034 △ 1,846,760

株主資本合計 9,749,361 9,684,098

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 58,975 9,074

評価・換算差額等合計 58,975 9,074

新株予約権 73,837 17,205

少数株主持分 - 3,629

純資産合計 9,882,173 9,714,007

負債純資産合計 23,143,830 23,401,291

※2 ※2

※2 ※2
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 (2）連結損益計算書

(単位：千円)

前連結会計年度
（自　平成19年４月１日

 　至　平成20年３月31日)

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日

 　至　平成21年３月31日)
売上高 23,257,865                  23,448,208                  

売上原価 18,810,840                  18,687,009                  

売上総利益 4,447,024                   4,761,199                   

販売費及び一般管理費 4,650,972                   4,648,575                   

営業利益又は営業損失(△) △203,947                   112,624                     

営業外収益

受取利息 5,605                       7,785                       

仕入割引 42,870                      33,299                      

負ののれん償却額 358,775                     299,329                     

受取地代家賃 28,968                      -                           

受取保険金 63,053                      -                           

その他 80,065                      106,754                     

営業外収益合計 579,339                     447,168                     

営業外費用

支払利息 121,336                     124,766                     

売上割引 11,821                      12,386                      

手形売却損 31,239                      17,482                      

賃貸費用 1,918                       -                           

持分法による投資損失 11,030                      61,348                      

為替差損 53,523                      -                           

その他 5,516                       15,991                      

営業外費用合計 236,387                     231,974                     

経常利益 139,005                     327,818                     

特別利益

固定資産売却益 129                         2,358                       

投資有価証券売却益 44,000                      14,225                      

貸倒引当金戻入額 63,156                      -                           

国庫補助金 49,200                      -                           

会員権売却益 1,142                       -                           

受取保険金 23,961                      -                           

新株予約権戻入益 -                           92,178                      

その他 -                           770                         

特別利益合計 181,590                     109,532                     

特別損失

固定資産売却損 51,817                      50                          

固定資産除却損 61,360                      7,144                       

減損損失 305,240                     -                           

投資有価証券売却損 586                         11,223                      

投資有価証券評価損 8,500                       29,800                      

災害による損失 14,167                      -                           

貸倒引当金繰入額 -                           114,321                     

その他 -                           708                         

特別損失合計 441,672                     163,249                     
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） △121,076                   274,102                     

法人税、住民税及び事業税 46,689                      105,305                     

法人税等調整額 △284,838                   30,489                      

法人税等合計 △238,148                   135,795                     

少数株主損失 -                           △6,851                     

当期純利益 117,071                     145,158                     

※1 ※2 ※1 ※2

※3 ※3

※4 ※4

※5

※6

※5
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 (3) 連結株主資本等変動計算書

(単位：千円)

前連結会計年度
（自　平成19年４月１日

 　至　平成20年３月31日)

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
 　至　平成21年３月31日)

株主資本   
資本金   

前期末残高 2,143,700 2,143,700
当期変動額

当期変動額合計 -                          -                          
当期末残高 2,143,700 2,143,700

資本剰余金   
前期末残高 4,843,758 4,843,038
当期変動額

自己株式の処分 △ 720 -
当期変動額合計 △ 720 -                          

当期末残高 4,843,038 4,843,038
利益剰余金   

前期末残高 4,715,653 4,615,658
当期変動額

剰余金の配当 △ 210,960 △ 211,156
当期純利益 117,071 145,158
自己株式の処分 △ 6,106 △ 5,539
当期変動額合計 △ 99,995 △ 71,537

当期末残高 4,615,658 4,544,121
自己株式   

前期末残高 △ 1,862,595 △ 1,853,034
当期変動額

自己株式の取得 △ 245 △ 2,181
自己株式の処分 9,806 8,455
当期変動額合計 9,560 6,274

当期末残高 △ 1,853,034 △ 1,846,760
株主資本合計   

前期末残高 9,840,516 9,749,361
当期変動額

剰余金の配当 △ 210,960 △ 211,156

当期純利益 117,071 145,158

自己株式の取得 △ 245 △ 2,181

自己株式の処分 2,978 2,916

当期変動額合計 △ 91,156 △ 65,263

当期末残高 9,749,361 9,684,098
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(単位：千円)

前連結会計年度
（自　平成19年４月１日
 　至　平成20年３月31日)

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
 　至　平成21年３月31日)

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 191,929 58,975

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △ 132,954 △ 49,901

当期変動額合計 △ 132,954 △ 49,901

当期末残高 58,975 9,074

評価・換算差額等合計   

前期末残高 191,929 58,975

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △ 132,954 △ 49,901

当期変動額合計 △ 132,954 △ 49,901

当期末残高 58,975 9,074

新株予約権   

前期末残高 30,416 73,837

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 43,420 △ 56,631

当期変動額合計 43,420 △ 56,631

当期末残高 73,837 17,205

少数株主持分   

前期末残高 172,646 -                          

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △ 172,646 3,629

当期変動額合計 △ 172,646 3,629

当期末残高 -                          3,629

純資産合計   

前期末残高 10,235,509 9,882,173

当期変動額

剰余金の配当 △ 210,960 △ 211,156

当期純利益 117,071 145,158

自己株式の取得 △ 245 △ 2,181

自己株式の処分 2,978 2,916

株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △ 262,180 △ 102,903

当期変動額合計 △ 353,335 △ 168,166

当期末残高 9,882,173 9,714,007
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 (4) 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

前連結会計年度
（自　平成19年４月１日
 　至　平成20年３月31日)

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
 　至　平成21年３月31日)

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 △121,076                 274,102                   

減価償却費 1,105,705                 1,114,230                 

株式報酬費用 46,388                    38,453                    

減損損失 305,240                   -                         

負ののれん償却額 △358,775                 △299,329                 

持分法による投資損益（△は益） 11,030                    61,348                    

投資有価証券評価損(△は益) 8,500                     29,800                    

貸倒引当金の増減額（△は減少） △63,521                  148,763                   

賞与引当金の増減額（△は減少） △39,472                  △30,186                  

退職給付引当金の増減額（△は減少） △57,370                  △38,695                  

受取利息及び受取配当金 △25,544                  △18,384                  

支払利息 121,336                   124,766                   

投資有価証券売却損益(△は益) △43,413                  △3,002                   

固定資産売却損益（△は益） 51,688                    △2,358                   

固定資産除却損 61,360                    7,144                     

売上債権の増減額（△は増加） 263,618                   339,646                   

たな卸資産の増減額（△は増加） △522,134                 △411,102                 

仕入債務の増減額（△は減少） △104,689                 △524,561                 

未払消費税等の増減額（△は減少） 30,181                    13,376                    

受取保険金 △23,961                  -                         

災害損失 14,167                    -                         

国庫補助金 △49,200                  -                         

新株予約権戻入益 -                         △92,178                  

その他 △218,363                 108,794                   

小計 391,695                   840,627                   

利息及び配当金の受取額 25,458                    18,281                    

利息の支払額 △106,268                 △135,250                 

法人税等の支払額 △180,958                 △38,356                  

保険金の受取額 23,961                    -                         

災害損失の支払額 △11,727                  -                         

営業活動によるキャッシュ・フロー 142,161                   685,302                   

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 17,050                    46,590                    

有形固定資産の取得による支出 △924,764                 △711,032                 

有形固定資産の売却による収入 184,763                   11,635                    

無形固定資産の取得による支出 △19,692                  △116,292                 

無形固定資産の売却による収入 56,620                    -                         

投資有価証券の取得による支出 △28,128                  △3,124                   

投資有価証券の売却による収入 474,963                   94,099                    

貸付けによる支出 △2,000                   △58,998                  

貸付金の回収による収入 2,488                     21,463                    

子会社株式の取得による支出 △90,000                  -                         

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 -                         △23,804                  

その他 696                       △2,952                   

投資活動によるキャッシュ・フロー △328,002                 △742,416                 

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 8,462,000                 11,800,000                

短期借入金の返済による支出 △7,031,000               △10,527,000              

長期借入れによる収入 80,000                    1,012,340                 

長期借入金の返済による支出 △1,327,110               △1,424,606               

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

自己株式の取得による支出 △245                     △2,181                   

自己株式の売却による収入 10                        9                         

配当金の支払額 △210,960                 △211,156                 

その他 △5,441                   △28,040                  

財務活動によるキャッシュ・フロー △232,746                 619,364                   

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △418,587                 562,250                   

現金及び現金同等物の期首残高 816,040                   397,453                   

現金及び現金同等物の期末残高 397,453                   959,704                   
※1※1
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 (5) 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19年４月１日 

至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 

至 平成21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     ９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)(平成20年４月１

日付で新商号(株)ウェーブロックイ

ンテリアに変更)であります。 

なお、ヤマト化学工業(株)が平成

20年２月15日付で新たに設立された

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     10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)、(株)

ウェーブロックインテリアでありま

す。 

なお、(株)ワイズ・マイクロテク

ノロジーは、平成20年７月１日付で

子会社日本ウェーブロック(株)が株

式を追加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。 

 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、

(株)エスウェルであります。 

 

イ 持分法適用の関連会社数 無 

当該持分法適用の関連会社は、 あ

りません。 

また、前連結会計年度において持

分法を適用しておりました(株)エス

ウェルについては、株式を平成21年3

月に売却したことにより、当連結会

計年度より持分法適用の範囲から除

外いたしました。 

 ロ 持分法を適用しない非連結子会社及

び関連会社 

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

及び関連会社(株)ワイズ・マイクロテ

クノロジーは、それぞれ当期純損益及

び利益剰余金に及ぼす影響が軽微であ

り、かつ全体としても重要性がないた

め、持分法の適用から除外しておりま

す。 

ロ 持分法を適用しない非連結子会社及

び関連会社 

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

は、当期純損益及び利益剰余金に及

ぼす影響が軽微であり、かつ全体と

しても重要性がないため、持分法の

適用から除外しております。 

3 連結子会社の事業年度等

に関する事項 

連結子会社の事業年度末日と連結決算

日は一致しております。 

同 左 

16

ウェーブロックホールディングス（株)(7940)　平成21年3月期決算短信

16



 

 

 

項目 

前連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 

至 平成21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 

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)。 

  その他有価証券 

   時価のあるもの 

同 左 

    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。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。 

ハ たな卸資産 

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

よる簿価切下げの方法)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(貸借対照表価額については収

益性の低下による簿価切下げの方

法)、貯蔵品に関しては最終仕入原

価法(貸借対照表価額については収

益性の低下による簿価切下げの方

法)によっております。 

      (会計方針の変更) 

   当連結会計年度より、「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日公表

分)を適用し、評価基準については、

原価法から原価法(貸借対照表価額

については収益性の低下による簿価

切下げの方法)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。 
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項目 

前連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日) 

(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    ２～50年 

機械装置及び運搬具  ２～10年 

イ 有形固定資産(リース資産を除く) 

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   ２～８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、当

連結会計年度から、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。 

この結果、従来の方法によった場

合に比べて、売上総利益が34,100千

円、営業利益、経常利益及び税金等

調整前当期純利益が38,490千円それ

ぞれ減少しております。 

(追加情報)  

当連結会計年度から、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。 

当該変更に伴う損益に与える影響

は、売上総利益が37,841千円、営業

利益、経常利益及び税金等調整前当

期純利益が39,804千円それぞれ減少

しております。 

 

 

18

ウェーブロックホールディングス（株)(7940)　平成21年3月期決算短信

18



 

 

 

 

項目 

前連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 

至 平成21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(リース資産を除く) 

  自社利用のソフトウェア 

同 左 

   商標権 

７年～10年にわたり毎年度均等償

却しております。 

  商標権 

８年～10年にわたり毎年度均等償

却しております。 

 ――――――― ハ リース資産 

所有権移転外ファイナンス･リース

取引に係るリース資産 

 リース期間を耐用年数とし、残

存価額をゼロとして算定する方

法によっております。 

 なお、リース取引会計基準の改

正適用初年度開始前の所有権移転

外ファイナンス・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。 

 ハ 長期前払費用 

定額法によっております。 

ニ 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 

(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。 

――――――― 
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項目 

前連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日) 

(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 

連結納税制度を適用しておりま

す。 

ロ 連結納税制度の適用 

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につ

いては、全面時価評価法を採用しており

ます。 

同 左 

 6 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年間で均等償却しております 

同 左 

 7 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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(6) 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 

会計方針の変更 

 

前連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日) 

――――――― (リース取引に関する会計基準等) 

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっ

ておりましたが、当事業年度より、「リース取引に関す

る会計基準」(企業会計基準第13号(平成５年６月17日

(企業審議会第一部会)、平成19年３月30日改正))及び

「リース取引に関する会計基準の適用指針」(企業会計

基準適用指針第16号(平成６年１月18日(日本公認会計

士協会 会計制度委員会)、平成19年３月30日改正))を

適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっており

ます。 

なお、リース取引会計基準の改正適用初年度開始前

の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

引き続き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。 

当該変更に伴う損益に与える影響は、軽微でありま

す。 

 

表示方法の変更 

 

前連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日) 

 (連結貸借対照表) 

１．流動資産 

――――――― 

 

 

 

 

 

 

 

２．流動負債 

――――――― 

 (連結貸借対照表) 

１．流動資産 

  財務諸表等規則等の一部を改正する内閣府令(平成

20年８月７日内閣府令第50号)が適用となることに伴

い、前連結事業年度において「たな卸資産」として掲

記していたものは、当連結会計年度から「商品」「製品」

「原材料」「仕掛品」「貯蔵品」に区分掲記しておりま

す。 

  なお、前連結会計年度の「たな卸資産」に含まれる

「商品」「製品」「原材料」「仕掛品」「貯蔵品」は、そ

れぞれ633,501千円、2,216,227千円、990,059千円、

293,597千円、53,766千円であります。 

 ２．流動負債 

  「一年内返済長期借入金」は前連結会計年度におい

て、流動負債の「短期借入金」に含めて表示しており

ましたが、資産総額の100分の5を超えることとなった

ため、区分掲記しております。 

  なお、前連結会計年度における「一年内返済長期借

入金」は、1,141,016千円であります。 
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前連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日) 

(連結損益計算書) 

営業外収益の｢受取保険金｣は、営業外収益の総額の

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｢受取保険金｣は19,929

千円であります。 

(連結損益計算書) 

 前連結会計年度において独立掲記しておりました

「受取保険金」(当連結会計年度5,576千円)は、金額

が僅少となったため、当連結会計年度においては営業

外収益の「その他」に含めて表示しております。 

前連結会計年度において独立掲記しておりました

「貸倒引当金戻入額」(当連結会計年度356千円)及び

「会員権売却益」(当連結会計年度337千円)は、金額が 

僅少となったため、当連結会計年度においては特別利

益の「その他」に含めて表示しております。 

 

追加情報 

 

前連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日) 

――――――― 当社の非公開化について 

当社は、平成21年1月30日開催の取締役会において、

ウェーブロックインベストメント株式会社（以下、

「WIC」といいます。）による当社の発行済株式（ただ

し、自己株式を除きます。）及び新株予約権に対する公

開買付け（以下、「本公開買付け」といいます。）に賛

同することを決議し、本公開買付けの結果、WICは、平

成21年３月25日（決済日）に当社の普通株式9,681,503

株を保有するに至りました。 

当社は、下記の①および②の手続きを実施する予定

であり、それに伴い当社株式は上場廃止になる予定で

あります。 

①  当社は、平成21年６月に開催される当社定時株主総

会および普通株主による種類株主総会において、定

款の一部変更をして種類株式発行会社とすること、

定款の一部変更をして全ての当社普通株式に全部取

得条項を付すこと、および、当社株式の全部取得と

引換えに別個の当社株式を交付することを決議する

予定です。 

②  ①の決議によって、会社法第171条ならびに上記①

による変更後の当社定款の定めに基づき、当社の発

行する全ての普通株式は全部取得条項が付された上

で、全てWICに取得されることとなり、当社の株主に

は当該取得の対価として別個の当社株式を交付する

予定でいます。この際、交付されるべき当該当社株

式の数が１株に満たない端数となる株主に対して

は、法令の手続に従い、当該端数の合計数を売却す

ること等によって得られる金銭が交付される予定で

す。 

また、これらの手続きを行った後、WICと当社との間

で、WICを消滅会社とする吸収合併を行うことを予定し

ております。 
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(7) 連結財務諸表に関する注記事項 

(連結貸借対照表関係) 

前連結会計年度 

(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 

(平成21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) 56,550千円

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。 

出資金(「投資その他の資産」の

「その他」) 
6,880千円

 

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 395,712千円

機械装置及び運搬具 68,641 

土地 322,037 

計 786,391 
 

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 365,698千円

機械装置及び運搬具 51,696 

土地 322,037 

計 739,432 
 

   上記に対応する債務 

短期借入金 1,340,000千円 

長期借入金 560,000 

(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 1,900,000千円 
 

 (2) その他 

建物及び構築物 546,258千円

土地 1,073,090 

計 1,619,348 
 

 (2) その他 

建物及び構築物 315,371千円

土地 1,073,090 

計 1,388,461 
 

   上記に対応する債務 

短期借入金 620,000千円 

長期借入金 830,890 

(1年以内返済予定の長期借入金を含む) 

計 1,450,890 
 

   上記に対応する債務 

短期借入金 373,500千円 

長期借入金 286,500 

(1年以内返済予定の長期借入金を含む) 

計 660,000 
 

3 受取手形割引高及び裏書譲渡高 

割引高 550,232千円

裏書譲渡高 167,160 
 

3 受取手形割引高及び裏書譲渡高 

割引高 594,980千円

裏書譲渡高 19,407 
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(連結損益計算書関係) 

前連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 

至 平成21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 1,051,711千円

賞与引当金繰入額 73,915 

退職給付費用 60,495 

荷造運送費 945,824 

研究開発費 674,722 

貸倒引当金繰入額 52  

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 1,154,737千円

賞与引当金繰入額 45,739 

退職給付費用 55,389 

荷造運送費 811,917 

研究開発費 556,444 

貸倒引当金繰入額 42,566  
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。 

 723,719千円 

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。 

 556,715千円 
3 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。 

工具器具備品(「有形固定資産」 

の「その他」) 
129千円 

 

3 固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。 

建物及び構築物 430千円 

機械装置及び運搬具 1,859 

土地 68 

計 2,358 
 

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 12,869千円

機械装置及び運搬具 741 

土地 8,314 

工具器具備品(「有形固定資産」 

の「その他」) 
20 

無形固定資産 29,870 

計 51,817  

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 50千円 

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 2,958千円

機械装置及び運搬具 50,226 

工具器具備品(「有形固定資産」 

の「その他」) 
3,120 

長期前払費用 1 

原状回復費用 5,053 

計 61,360  

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 526千円

機械装置及び運搬具 5,490 

工具器具備品(「有形固定資産」 

の「その他」) 
892 

長期前払費用 95 

原状回復費用 139 

計 7,144  
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前連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 

至 平成21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 

壁紙 

生産設備 

建物、建物附属設備、

構築物、機械装置、

土地、工具器具備品 

千葉県 

佐倉市 
264,939千円

壁紙 

生産設備 

機械装置、 

工具器具備品 

千葉県 

成田市 
30,546 

共有設備 
建物附属設備、 

工具器具備品 

東京都 

千代田区 
2,959 

社宅 建物、土地 
大阪府 

大阪市 
6,795 

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、事業の再構築を

推進することとした結果、利用可能性が低下したた

め、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(305,240千円)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7,595千円、建物附属設備

15,774千円、構築物3,089千円、機械装置40,956千円、

土地233,050千円、工具器具備品4,773千円でありま

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、建物及び土地については不動産鑑定評価等により評

価し、建物附属設備、構築物、機械装置、工具器具備品

については備忘価額としております 

――――――― 
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(連結株主資本等変動計算書関係) 

前連結会計年度(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） 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） 2,070,322 438 10,900 2,059,860 

(変動事由の概要) 

増加数の内訳は、次のとおりであります。 

単元未満株式の買取りによる増加 438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 10,900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19年度にストック・ 

オプションとして発行

した新株予約権 

― ― ― ― ― 73,837 

合計 ― ― ― ― 73,837 

 

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19年５月10日 

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

平成19年10月23日 

取締役会 
普通株式 105,532 10 平成19年９月30日 平成19年12月３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20年５月９日 

取締役会 
普通株式 利益剰余金 105,531 10 平成20年３月31日 平成20年６月23日 
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当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21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） 2,059,860 4,460 9,400 2,054,920 

(変動事由の概要) 

増加数の内訳は、次のとおりであります。 

単元未満株式の買取りによる増加 4,460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 9,400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 
ストック・オプションと

しての新株予約権 
― 17,205 

合計 ― 17,205 

 

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20年５月９日 

取締役会 
普通株式 105,531 10 平成20年３月31日 平成20年６月23日 

平成20年10月27日 

取締役会 
普通株式 105,624 10 平成20年９月30日 平成20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 

 該当事項はございません。 
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(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19年４月１日 

至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 

至 平成21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20年３月31日現在) 

現金及び預金勘定 397,453千円

現金及び現金同等物 397,453 
 

※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21年３月31日現在) 

現金及び預金勘定 959,704千円

現金及び現金同等物 959,704 
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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20年４月１日 至平成21年３月31日)及び前連結会計年度(自平成19年４月 

１日 至平成20年3月31日)において、当社グループは、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20年４月１日 至平成21年３月31日)及び前連結会計年度(自平成19年４月 

１日 至平成20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20年４月１日 至平成21年３月31日)及び前連結会計年度(自平成19年４月 

１日 至平成20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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１株当たり情報 

前連結会計年度 

(自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日) 

1株当たり純資産額 929円42銭 

1株当たり当期純利益 11円10銭 

潜在株式調整後 
1株当たり当期純利益 

11円01銭 
 

1株当たり純資産額 918円08銭 

1株当たり当期純利益 13円75銭 

潜在株式調整後 
1株当たり当期純利益 

13円70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19年４月１日 

至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日) 

連結貸借対照表の純資産の部の合計額(千円) 9,882,173 9,714,007 

普通株主に係る純資産額(千円) 9,808,336 9,693,172 

差額の主な内訳   

新株予約権 73,837 17,205 

少数株主持分 － 3,629 

普通株式に係る発行済株式数(株) 12,613,037 12,613,037 

普通株式の自己株式数(株) 2,059,860 2,054,920 

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) 
10,553,177 10,558,117 

 

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19年４月１日 

至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日) 

連結損益計算書上の当期純利益(千円) 117,071 145,158 

普通株主に帰属しない金額(千円) － － 

普通株式に係る当期純利益(千円) 117,071 145,158 

期中平均株式数(株) 10,551,846 10,560,339 

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 83,291 35,908 

普通株式増加数(株) 83,291 35,908 

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  669,500株 

潜在株式の種類 

 新株予約権 

潜在株式の数 

 普通株式  84,500株 

 

重要な後発事象 

該当事項はございません。 
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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

 (1) 貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(平成20年３月31日)

当事業年度
(平成21年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 9,774 307,642

売掛金（純額） 13,650 37,495

前払費用 2,771 7,993

繰延税金資産 33,597 43,390

短期貸付金（純額） - 6,243,410

未収入金 161,625 270,708

その他 79 -

流動資産合計 221,499 6,910,641

固定資産

有形固定資産

リース資産 - 50,427

減価償却累計額 - 8,065

リース資産（純額） - 42,362

有形固定資産合計 - 42,362

無形固定資産

ソフトウエア 758 394

無形固定資産合計 758 394

投資その他の資産

関係会社株式 9,249,015 9,249,015

関係会社出資金 190 2,190

長期前払費用 212 124

繰延税金資産 12,379 5,662

その他 39,245 39,217

投資その他の資産合計 9,301,043 9,296,209

固定資産合計 9,301,801 9,338,966

資産合計 9,523,300 16,249,607

※1 ※1

※1
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前事業年度
(平成20年３月31日)

当事業年度
(平成21年３月31日)

負債の部

流動負債

短期借入金 1,340,000 5,800,000

1年内返済予定の長期借入金 - 911,210

リース債務 - 13,735

未払金 92,591 219,590

未払費用 2,538 54,256

未払法人税等 1,596 2,587

預り金 3,005 3,615

賞与引当金 1,174 2,586

その他 3,292 2,455

流動負債合計 1,444,198 7,010,037

固定負債

長期借入金 - 1,185,690

長期未払金 12,125 8,208

リース債務 - 31,156

退職給付引当金 370 1,105

固定負債合計 12,495 1,226,160

負債合計 1,456,694 8,236,197

純資産の部

株主資本

資本金 2,143,700 2,143,700

資本剰余金

資本準備金 4,843,038 4,843,038

資本剰余金合計 4,843,038 4,843,038

利益剰余金

利益準備金 149,245 149,245

その他利益剰余金

別途積立金 1,970,000 1,970,000

繰越利益剰余金 739,822 736,984

利益剰余金合計 2,859,068 2,856,230

自己株式 △ 1,853,037 △ 1,846,763

株主資本合計 7,992,768 7,996,204

新株予約権 73,837 17,205

純資産合計 8,066,606 8,013,409

負債純資産合計 9,523,300 16,249,607

※1 ※1
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 (2) 損益計算書

(単位：千円)

前事業年度
（自　平成19年４月１日

 　至　平成20年３月31日)

当事業年度
（自　平成20年４月１日

 　至　平成21年３月31日)
営業収益 617,271                     707,563                     

営業費用 392,988                     640,543                     

営業利益 224,283                     67,020                      

営業外収益

受取利息 100                         46,867                      

保険返戻金 2,128                       -                           

その他 784                         2,870                       

営業外収益合計 3,013                       49,737                      

営業外費用

支払利息 24,126                      62,203                      

その他 -                           12                          

営業外費用合計 24,126                      62,216                      

経常利益 203,170                     54,541                      

特別利益

新株予約権戻入益 -                           92,178                      

特別利益合計 -                           92,178                      

税引前当期純利益 203,170                     146,719                     

法人税、住民税及び事業税 △20,239                    △64,063                    

法人税等調整額 △36,593                    △3,074                     

法人税等合計 △56,832                    △67,137                    

当期純利益 260,003                     213,857                     

※1

※2※1 ※2

※1

※1

※1 ※1
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 (3) 株主資本等変動計算書

(単位：千円)

前事業年度
（自　平成19年 ４月１日
 　至　平成20年 ３月31日)

当事業年度
（自　平成20年 ４月１日

 　至　平成21年 ３月31日)
株主資本   

資本金   
前期末残高 2,143,700 2,143,700
当期変動額

当期変動額合計 -                       -                       
当期末残高 2,143,700 2,143,700

資本剰余金   
資本準備金   

前期末残高 4,843,038 4,843,038
当期変動額

当期変動額合計 -                       -                       
当期末残高 4,843,038 4,843,038

利益剰余金   
利益準備金   

前期末残高 149,245 149,245
当期変動額

当期変動額合計 -                       -                       
当期末残高 149,245 149,245

その他利益剰余金   
別途積立金   

前期末残高 1,970,000 1,970,000
当期変動額

当期変動額合計 -                       -                       
当期末残高 1,970,000 1,970,000

繰越利益剰余金   
前期末残高 697,607 739,822
当期変動額

剰余金の配当 △ 210,960 △ 211,156
当期純利益 260,003 213,857
自己株式の処分 △ 6,827 △ 5,539
当期変動額合計 42,215 △ 2,838

当期末残高 739,822 736,985
その他利益剰余金合計   

前期末残高 2,667,607 2,709,822
当期変動額

剰余金の配当 △ 210,960 △ 211,156
当期純利益 260,003 213,857
自己株式の処分 △ 6,827 △ 5,539
当期変動額合計 42,215 △ 2,838

当期末残高 2,709,822 2,706,985
利益剰余金合計   

前期末残高 2,816,852 2,859,067
当期変動額

剰余金の配当 △ 210,960 △ 211,156
当期純利益 260,003 213,857
自己株式の処分 △ 6,827 △ 5,539
当期変動額合計 42,215 △ 2,838

当期末残高 2,859,067 2,856,230
自己株式   

前期末残高 △ 1,862,598 △ 1,853,037
当期変動額

自己株式の取得 △ 245 △ 2,181
自己株式の処分 9,806 8,455
当期変動額合計 9,560 6,274

当期末残高 △ 1,853,037 △ 1,846,763
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(単位：千円)

前事業年度
（自　平成19年 ４月１日
 　至　平成20年 ３月31日)

当事業年度
（自　平成20年 ４月１日

 　至　平成21年 ３月31日)
株主資本合計   

前期末残高 7,940,992 7,992,768
当期変動額

剰余金の配当 △ 210,960 △ 211,156

当期純利益 260,003 213,857

自己株式の取得 △ 245 △ 2,181

自己株式の処分 2,978 2,916

当期変動額合計 51,776 3,435

当期末残高 7,992,768 7,996,204

新株予約権   

前期末残高 30,416 73,837

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 43,420 △ 56,631

当期変動額合計 43,420 △ 56,631

当期末残高 73,837 17,205

純資産合計   

前期末残高 7,971,409 8,066,606

当期変動額

剰余金の配当 △ 210,960 △ 211,156

当期純利益 260,003 213,857

自己株式の取得 △ 245 △ 2,181

自己株式の処分 2,978 2,916

株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 43,420 △ 56,631

当期変動額合計 95,196 △ 53,196

当期末残高 8,066,606 8,013,409
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 (4) 重要な会計方針 

項目 

前事業年度 

(自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成20年4月 1日 

至 平成21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 

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。 

イ 無形固定資産(リース資産を除く) 

  自社利用のソフトウェア 

同 左 

 

 ――――――― ロ リース資産 

所有権移転外ファイナンス･リー

ス取引に係るリース資産 

 リース期間を耐用年数とし、残

存価額をゼロとして算定する方法

によっております。 

 なお、リース取引会計基準の改

正適用初年度開始前の所有権移転

外ファイナンス・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。 

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 

4. 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 

連結納税制度を適用しております。 

(2) 連結納税制度の適用 

同左 
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(5) 重要な会計方針の変更 

会計方針の変更 

 

前事業年度 

(自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日) 

――――――― (リース取引に関する会計基準等) 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引について

は、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理に

よっておりましたが、当事業年度より、「リース取引に

関する会計基準」(企業会計基準第13号(平成５年６月

17日(企業審議会第一部会)、平成19年３月30日改正))

及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」(企業

会計基準適用指針第16号(平成６年１月18日(日本公認

会計士協会 会計制度委員会)、平成19年３月30日改

正))を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっ

ております。 

なお、リース取引会計基準の改正適用初年度開始前

の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

引き続き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。 

当該変更に伴う損益に与える影響は、軽微でありま

す。 

 

表示方法の変更 

前事業年度 

(自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日) 

(損益計算書) 

営業外収益の｢保険返戻金｣は、営業外収益の総額の

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、前事業年度における｢保険返戻金｣は293千円であ

ります。 

  

――――――― 
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(6) 個別財務諸表に関する注記事項 

(貸借対照表関係) 

前事業年度 

(平成20年３月31日) 

当事業年度 

(平成21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 13,650千円

短期借入金 1,340,000 
 

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。 

売掛金 37,495千円

短期貸付金 6,243,410 

短期借入金 1,550,000 
 

 

 

 

(損益計算書関係) 

前事業年度 

(自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日) 

1 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 212,200千円

受取配当金収入 405,071 

業務委託手数料 17,893 

支払利息 24,126 
 

1 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 351,224千円

受取配当金収入 356,339 

受取利息 46,836 

業務委託手数料 4,703 

支払利息 18,696 
 

2 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 204,837千円

株式報酬費用 46,388 

賞与引当金繰入額 1,174 

減価償却費 364 
 

2 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 363,649千円

株式報酬費用 38,453 

賞与引当金繰入額 870 

減価償却費 8,429 
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(株主資本等変動計算書関係) 

前事業年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

1.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） 2,070,322 438 10,900 2,059,860 

(変動事由の概要) 

増加数の内訳は、次のとおりであります。 

単元未満株式の買取りによる増加 438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 10,900株 

 

 

当事業年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

1.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） 2,059,860 4,460 9,400 2,054,920 

(変動事由の概要) 

増加数の内訳は、次のとおりであります。 

単元未満株式の買取りによる増加 4,460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 9,400株 
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６．その他 

(1) 役員の異動 

   決算発表時点において役員の異動は未定となっております。異動が決定した時点で開示いたします。 
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