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1.  21年3月期の業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 財政状態 

 

(3) キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 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 2,935 △20.0 △8 ― 6 △93.5 1 △94.4

20年3月期 3,668 1.6 100 35.0 97 33.3 28 △37.2

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
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 0.12 ― 0.1 0.3 △0.3

20年3月期 2.16 ― 2.5 4.1 2.7

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  ―百万円 20年3月期  ―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 2,015 1,155 57.3 88.92
20年3月期 2,283 1,153 50.5 88.80

（参考） 自己資本   21年3月期  1,155百万円 20年3月期  1,153百万円

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 53 △352 113 113
20年3月期 149 △107 △107 298

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
純資産配当

率（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 ― ― ― ― 0.00 ― ― ―

21年3月期 ― ― ― ― 0.00 ― ― ―

22年3月期 
（予想）

― ― ― ― 0.00 ―

3.  22年3月期の業績予想（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

1,200 △29.2 △10 ― △12 ― △8 ― △0.66

通期 2,500 △14.8 29 ― 27 327.1 13 727.3 1.00
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4.  その他 

(1) 重要な会計方針の変更 

（注）詳細は、17ページ「重要な会計方針」及び19ページ「会計処理方法の変更」をご覧下さい。 

(2) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当り当期純利益の算定の基礎となる株式数については、26ページ「１株当り情報」をご覧下さい。 

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 13,000,000株 20年3月期 13,000,000株

② 期末自己株式数 21年3月期  10,257株 20年3月期  8,472株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

（将来に関する記述等についてのご注意） 
業績予想につきましては、当社が現時点で入手可能な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っ
て大きく異なる結果となる可能性があります。なお上記の業績予想に関する事項は添付資料３ページ「１経営成績（1）経営成績に関する分析」をご覧下さ
い。 
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１．経営成績 

(1）経営成績に関する分析 

①当期の業績の概況 

 当期のわが国経済は、9月よりの国際金融資本市場の不安増長による海外経済の減速にひきづられ、輸出は大幅

に減少、企業収益の悪化幅は拡大し、雇用、所得環境が厳しさを増す中で、個人消費も低迷している状況です。

原油価格は反転下落しましたが、今まで景気を牽引してきた自動車・電機業界までもが大きく失速し、当社にも

厳しい経営環境となりました。このような情勢のもとで、当社は「エコロジー（環境）」を事業の中心テーマと

して、各種ビジネスチャンスに対して積極的に挑戦し、全分野での効率化と合理化に精力的に取組んでまいりま

した。  

 以上の結果、当期の売上高は2,935百万円（前期比20.0％減、化成品事業の一部取引見直し等による減少あ

り。）、売上総利益は381百万円（前期比19.4％減）、営業損失は8百万円（前期は100百万円の利益、当期は内部

統制構築等の費用増加あり。）となりましたが、操業補償等により経常利益は6百万円（前期比93.5％減）、当期

純利益は1百万円（前期比94.4％減）となりました。 

 主要な部門別の営業の概況は次のとおりであります。 

（化成部門） 

 わが国の成形用ナイロン樹脂の生産量（平成20年4月～平成21年3月）は9月からの急激な景気後退の影響を受

け、前年比約16％減となっています。この厳しい状況の中、当社のナイロンを中心とするリサイクル樹脂事業は

リサイクル促進という社会環境のもと小幅の悪化に止まりました。一方、ユニチカグループからの加工受託事業

については12月以降大幅に悪化し、設備・技術関係の改善により品質、生産性の向上を図ってまいりましたが、 

収益面の低下を補えませんでした。 

 その結果、売上高は収益性重視の一部見直しや景気後退の影響を受け、2,362百万円（前期比22.8％減）、営業

利益は9百万円（前期比90.1％減）となりました。 

（製品部門） 

 国内タオル産業は、量販店やギフト業界での需要減退傾向が続く厳しい環境下にあります。こうした中、当社

は長年蓄積した高い技術力を活かして、お茶染め商品をはじめとする「自然、環境、安全」に配慮した高品質、

高付加価値商品に特化してまいりましたが、業界全体の減退傾向から脱しきれず、売上高は561百万円（前期比

6.0％減）、営業損失は3百万円（前期は1百万円の利益）となりました。 

②次期の見通し 

 今後につきましては、化成部門では、自動車、電機業界での不振が長期化することが予測され、その影響によ

り、樹脂受託加工量は回復が遅れ、当社独自のリサイクル事業も需要の減退を想定しております。また、製品部

門では、事業構造の見直しや一層の集中と選択を進めます。 

 次期の業績につきましては、売上高は2,500百万円（前期比14.8％減）、営業利益は29百万円（前期は△8百万

円）、経常利益は27百万円（前期比327.1％増）、当期純利益は13百万円（前期比727.3％増）を見込んでいま

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 

  当事業年度末の資産につきましては、前期末に比べたな卸資産32百万円、預け金300百万円、未収入金38百万円と

それぞれ増加し、現金及び預金185百万円及び売上債権426百万円の減少、設備投資64百万円と減価償却95百万円に

よる有形固定資産31百万円の減少等によって、前期末比267百万円（同11.7％）減少し、2,015百万円となりまし

た。 

 負債につきましては、前期末に比べ借入金114百万円増加し、仕入債務308百万円、未払法人税等28百万円、賞与

引当金14百万円、退職給付引当金28百万円の減少等によって、前期末比269百万円（同23.8％）減少し、860百万円

となりました。 

 純資産につきましては、当期純利益の計上により、前期末比1百万円（同0.2％）増加し、1,155百万円となりまし

た。また自己資本比率は前期末比 6.8％改善し、57.3％となりました。 

②当期のキャッシュ・フローの状況 

 当事業年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税引前当期純利益、減価償却費及び長期

借入金の調達による収入要因がある一方、仕入債務の減少及び有形固定資産の取得や借入金の約定返済による支出

要因の結果、前事業年度末に比べ185百万円（同62.0％）減少し、当事業年度末には113百万円となりました。 

 当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（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、前期比95百万円（同64.1％）減少し、53百万円となりました。これは主に減

価償却費97百万円の計上及び売上債権の減少425百万円による増加と、諸引当金42百万円、仕入債務315百万円の

減少、たな卸資産32百万円の増加及び法人税等の支払49百万円によるものであります。 

（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、前期に比べ244百万円（同228.6％）増加し、352百万円となりました。 

これは主に有形固定資産取得による支出48百万円と、預け金300百万円の増加によるものであります。 

（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、113百万円（前年同期は107百万円の使用）となりました。 

これは主に長期借入金200百万円を調達する一方で、借入金の約定返済が85百万円進捗した結果による収入等によ

るものであります。 

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

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 

（注１）いずれの指標も単独ベースの財務数値により算出しております。 

 （注２）株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数により算出しております。 

（注３）営業キャッシュ・フローは、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、利払いはキャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しています。 

  

  平成17年３月期 平成18年３月期 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（％） 44.8 47.2 45.6 50.5 57.3 

時価ベースの自己資本比率

（％） 
99.6 101.0 68.4 51.2 43.2 

キャッシュ・フロー対有利子負

債比率（年） 
1.5 2.6 2.4 1.7 6.9 

インタレスト・カバレッジ・レ

シオ（倍） 
40.8 23.0 23.7 24.7 12.3 
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(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 会社の経営基盤と財務体質の強化により、確たる収益を実現して株主に対する利益還元責任を果たすことが経営

の極めて重大な課題であると認識しておりますが、世界的不況の中、当社も第4四半期より業績が悪化しております

ので、遺憾ながら当期は無配継続とさせていただきます。また、次期につきましても、業績の著しい回復は困難と

予測されます。内部留保資金につきましては、経営の基盤強化等のため、有効に活用する所存であります。 

(4）事業等のリスク 

 当社の経営成績および財務状態等（株価等を含む）について影響を及ぼす可能性のある主なリスクには以下のも

のがあります。なお、文中の将来に関する事項は、当期決算短信公表日現在において当社が判断したものです。 

①特定の取引先への依存 

 当社化成部門の自家工場の生産数量に占めるユニチカ（株）の比率は62.2％であり、外注加工を含めた同社に

対する売上高比率は、当該部門で59.6％であります。また、ユニチカ（株）及び同社関連会社に対する当社製品

部門を含めた全社の売上高比率では49.2％になっております。 

 今後も化成部門では当社独自のリサイクル樹脂事業を核としつつ、ユニチカ（株）との樹脂事業の連携強化を

図る所存であり、双方のシナジー効果を高めていきます。 

 なお、同社は当社の親会社であり、当社株式を73.4％（議決権比率）直接所有しております。 

②原料樹脂の価格動向と需給バランス  

 当社独自のリサイクル樹脂事業の原料も、関連する原油・原料ナフサ等の市場価格の動向や需給バランスによ

り、原価上昇と生産調整などを余儀なくされる場合が想定され、経営成績成績及び財政状況等に影響を及ぼす可

能性があります。 

③為替レート変動の影響 

 当社は商品の輸入取引を直接行っておりますが、その際の為替リスクは当社負担となっているため、為替レー

トの変動が仕入単価の変動を招き、経営成績及び財政状況等に影響を及ぼす可能性があります。  

④自然災害・事故等の影響 

 自然災害・事故の発生あるいは偶発事象の発生の結果、経営成績及び財政状況等に影響を及ぼす可能性があり

ます。 
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２．企業集団の状況 

  

 当社グループは、当社、親会社ユニチカ㈱、親会社の子会社ユニチカテキスタイル㈱、ユニチカ通商㈱、タイナイ

ロン、ユニチカビジネスサービス㈱、ユニチカガ－メンテック㈱、ユニチカロジスティクス㈱及び㈱コソフで構成さ

れ、繊維事業並びに化成事業の製造販売を主な内容とする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付け及び事業部門との関連は、次のとおりであります。 

化成部門…………ユニチカ㈱、ユニチカ通商㈱、タイナイロン及び㈱コソフから原料樹脂を仕入れています。ま

た、ユニチカ㈱、ユニチカ通商㈱及びタイナイロンヘコンパウンドの加工販売、㈱コソフへプラ

スチックの成形加工を行っています。ユニチカロジスティクス㈱から物流業務の提供を受けてい

ます。 

製品部門…………ユニチカテキスタイル㈱から紡績糸を仕入れています。 

その他の事業……商品の保管及び管理、駐車場の経営及び不動産の賃貸を行っています。ユニチカビジネスサービ

ス㈱から受託業務の提供を受け、またユニチカ㈱及びユニチカガ－メンテック㈱へ不動産の賃貸

を行っています。 

 事業の系統図は次のとおりであります。 

 
  

 

樹脂加工品及び成形品

保管及び賃貸

ﾀｵﾙ及び関連製品
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ユニチカ通商㈱
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親会社の子会社
ユニチカガーメンテック㈱

親会社の子会社
ユニチカビジネスサービス㈱
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賃　　貸

受託業務の提供

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ成形加工

原料樹脂購入

物流業務の提供

樹脂加工品及び成形品

保管及び賃貸

ﾀｵﾙ及び関連製品

親会社の子会社
ユニチカ通商㈱

親会社の子会社
㈱コソフ

親会社の子会社
タイナイロン

親会社の子会社
ユニチカテキスタイル㈱

親会社の子会社
ユニチカロジスティクス㈱

親会社の子会社
ユニチカガーメンテック㈱

親会社の子会社
ユニチカビジネスサービス㈱

当
社
（

　
寺
田
紡
績
㈱
　
）

化
　
成
　
部
　
門

製
品
部
門

そ
の
他
の
事
業

原料樹脂購入

ｺﾝﾊﾟｳﾝﾄﾞ加工販売

原料樹脂購入

ｺﾝﾊﾟｳﾝﾄﾞ加工販売

原料樹脂購入

得
　
意
　
先

紡績糸購入

ｺﾝﾊﾟｳﾝﾄﾞ加工販売

親会社
ユニチカ㈱

賃　　貸

賃　　貸

受託業務の提供

ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ成形加工

原料樹脂購入

物流業務の提供

  

- 6 -

寺田紡績㈱（3128）平成21年３月期決算短信（非連結）



３．経営方針 

(1）会社の経営の基本方針 

 「エコロジー（環境）に貢献する社会的存在感のある企業となる」ことを理念とし、高品質商品と新しい商品開発

の提供を目指して日々たゆまない改善と前進に努めております。同時に、法令順守（コンプライアンス）の精神のも

と、全社員の強い意志と努力を結集して、株主や社会に貢献してまいります。 

(2）目標とする経営指標 

 目標とする経営指標はＲＯＡ（事業利益÷総資本×100）５％以上 を目指して取組んでおります。 

（注） 事業利益＝営業利益＋受取利息・受取配当金 

    総 資 本＝（期首総資本＋期末総資本）÷２ 

(3）中長期的な会社の経営戦略 

 常に信頼される企業となることを目指し、「技術力・開発力と収益力で企業価値を創造していきます。」 

また、「ISO9001、ISO14001適合生産基地よりプラスチック関連等への独自商品・高品位商品をユーザーの皆様に提

供します。」 

(4）会社の対処すべき課題 

 今後、当社は更なる収益の拡大を目指して積極的に事業拡大し、信頼される会社の実現に全力を傾注いたす所存で

あります。 

①事業の強化拡大の推進 

 化成部門については、リサイクル樹脂事業において、既存自動車や電機業界での需要減退を新品種の拡大で補

い、他方ユニチカ㈱との連携による受託事業において、５Ｓ活動をベースにした品質、収率の向上を図り、原料・

製品の保管、製品出荷業務を業容に加えて拡大を目指します。 

②財務体質のよりレベルの高い健全性の実現 

 財務体質については、更にレベルアップのため、常に努力を傾注してまいります。 

 即ちキャッシュ・フロー重視の経営を堅持しつつ、常に収益の上積みを目標とし、リスク軽減にも充分な配慮を

行ってまいります。 

③社員の行動目標 

・【責任断行】 全員が当事者意識を持ち、責任を持って方針を決め、責任を持って断行する。 

・【計画・目標の達成】 予算、中期計画など約束したことは達成する。 

・【スピード対処】 すべてに納期を決め、スピーディに対処する。 

 以上を実行・実現し、収益レベルの強化拡大を図るとともに、財務体質を更に強化し、配当可能利益を確保し、復

配への道筋を確立すべく努めてまいります。 

(5）その他、会社の経営上重要な事項 

 該当事項はありません。  

  

  

- 7 -

寺田紡績㈱（3128）平成21年３月期決算短信（非連結）



４．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 298,825 113,467

受取手形 166,770 107,564

売掛金 ※2  725,189 ※2  357,448

商品 159,758 －

製品 78,210 －

商品及び製品 － 241,184

原材料 80,252 －

貯蔵品 4,202 －

原材料及び貯蔵品 － 113,408

前渡金 － 7,712

前払費用 8,320 10,055

繰延税金資産 33,796 15,201

未収入金 2,841 41,034

預け金 － 300,000

その他 2,022 610

貸倒引当金 △500 △500

流動資産合計 1,559,689 1,307,188

固定資産   

有形固定資産   

建物 627,263 630,174

減価償却累計額 △393,787 △405,145

建物（純額） 233,475 225,029

構築物 36,670 36,670

減価償却累計額 △30,469 △31,334

構築物（純額） 6,201 5,336

機械及び装置 1,104,783 1,140,189

減価償却累計額 △798,282 △870,048

機械及び装置（純額） 306,500 270,141

車両運搬具 8,736 5,940

減価償却累計額 △7,147 △4,898

車両運搬具（純額） 1,588 1,041

工具、器具及び備品 71,517 73,062

減価償却累計額 △58,537 △57,933

工具、器具及び備品（純額） 12,980 15,129

土地 75,322 75,322

リース資産 － 12,960

減価償却累計額 － △864

リース資産（純額） － 12,096

有形固定資産合計 ※1  636,069 ※1  604,097

無形固定資産   

ソフトウエア 3,820 3,335

電話加入権 246 246

無形固定資産合計 4,066 3,581
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（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) 

投資その他の資産   

投資有価証券 － 3,000

出資金 3,600 600

従業員長期貸付金 2,210 5,600

破産更生債権等 － 1,897

繰延税金資産 76,447 91,241

その他 1,481 281

貸倒引当金 － △1,897

投資その他の資産合計 83,738 100,722

固定資産合計 723,873 708,401

資産合計 2,283,562 2,015,589

負債の部   

流動負債   

支払手形 164,219 157,801

買掛金 ※2  412,255 ※2  110,650

短期借入金 ※1  70,000 ※1  70,000

1年内返済予定の長期借入金 ※1  85,872 ※1  102,514

リース債務 － 2,721

未払金 33,001 31,517

未払費用 7,156 5,259

未払法人税等 30,000 1,602

未払消費税等 14,035 －

前受金 1,051 26

預り金 6,487 5,286

賞与引当金 21,501 7,044

設備関係支払手形 5,586 9,338

設備関係未払金 2,655 1,248

流動負債合計 853,823 505,010

固定負債   

長期借入金 ※1  100,912 ※1  198,398

リース債務 － 10,038

退職給付引当金 175,166 147,035

固定負債合計 276,078 355,471

負債合計 1,129,901 860,482
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（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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 575,000 575,000

資本剰余金   

資本準備金 125,263 125,263

資本剰余金合計 125,263 125,263

利益剰余金   

利益準備金 12,000 12,000

その他利益剰余金   

別途積立金 110,000 110,000

繰越利益剰余金 332,480 334,051

利益剰余金合計 454,480 456,051

自己株式 △1,082 △1,207

株主資本合計 1,153,660 1,155,107

純資産合計 1,153,660 1,155,107

負債純資産合計 2,283,562 2,015,589
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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) 

売上高   

製品売上高 ※4  2,728,579 ※4  2,124,311

商品売上高 ※4  928,147 ※4  799,940

その他の事業収益 ※4  11,651 ※4  11,262

売上高合計 3,668,378 2,935,514

売上原価   

製品売上原価   

製品期首たな卸高 76,512 78,210

当期製品製造原価 ※2、※4  2,556,105 ※2、※4  2,015,303

製品他勘定振替高 ※1  119,541 ※1  94,305

製品期末たな卸高 78,210 86,687

製品売上原価 2,434,866 1,912,520

商品売上原価   

商品期首たな卸高 187,955 159,758

当期商品仕入高 ※4  766,107 ※4  634,492

商品他勘定振替高 ※1  36,600 ※1  162

商品期末たな卸高 159,758 154,496

商品売上原価 757,704 639,591

その他の事業原価 2,032 1,569

売上原価合計 3,194,603 2,553,680

売上総利益 473,775 381,833

販売費及び一般管理費   

荷造運送費 69,706 70,094

旅費及び交通費 16,197 16,392

報酬及び給料手当 153,278 156,008

賞与引当金繰入額 8,186 2,832

退職給付引当金繰入額 5,491 8,555

租税公課 8,596 7,817

減価償却費 11,397 11,913

その他 100,648 116,673

販売費及び一般管理費合計 373,502 390,288

営業利益 100,273 △8,454

営業外収益   

受取利息 2,901 2,638

受取配当金 94 139

仕入割引 59 764

受取施設利用料 696 619

受取補償金 － 16,250

債務勘定整理益 － 3,837

雑収入 1,391 707

営業外収益合計 5,141 24,957
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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) 

営業外費用   

支払利息 5,963 4,425

手形売却損 1,399 1,496

貸倒引当金繰入額 － 1,897

雑損失 337 2,362

営業外費用合計 7,699 10,181

経常利益 97,714 6,321

特別損失   

固定資産除却損 ※3  250 －

たな卸資産評価損 47,452 －

その他 706 －

特別損失合計 48,409 －

税引前当期純利益 49,304 6,321

法人税、住民税及び事業税 42,196 950

法人税等調整額 △20,956 3,800

法人税等合計 21,239 4,750

当期純利益 28,065 1,571
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製造原価明細書 

 （注） 原価計算の方法は、製品別実際総合原価計算（加工費等級別）であります。 

    
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） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

Ⅰ 原材料費     1,920,153 75.1   1,449,013 71.9 

Ⅱ 労務費     219,082 8.6   213,211 10.6 

（賞与引当金繰入額）   (13,239)     (4,192)     

（退職給付引当金繰入額）   (9,202)     (10,886)     

Ⅲ 経費               

１．電力費   47,330     47,612     

２．減価償却費   97,745     84,969     

３．外注加工費   186,608     134,440     

４．その他   85,184 416,869 16.3 86,054 353,077 17.5 

当期製品製造原価     2,556,105 100.0   2,015,303 100.0 
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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 575,000 575,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 575,000 575,000

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 125,263 125,263

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 125,263 125,263

資本剰余金合計   

前期末残高 125,263 125,263

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 125,263 125,263

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 12,000 12,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 12,000 12,000

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 110,000 110,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 110,000 110,000

繰越利益剰余金   

前期末残高 304,415 332,480

当期変動額   

当期純利益 28,065 1,571

当期変動額合計 28,065 1,571

当期末残高 332,480 334,051

利益剰余金合計   

前期末残高 426,415 454,480

当期変動額   

当期純利益 28,065 1,571

当期変動額合計 28,065 1,571

当期末残高 454,480 456,051
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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) 

自己株式   

前期末残高 △942 △1,082

当期変動額   

自己株式の取得 △140 △125

当期変動額合計 △140 △125

当期末残高 △1,082 △1,207

株主資本合計   

前期末残高 1,125,735 1,153,660

当期変動額   

当期純利益 28,065 1,571

自己株式の取得 △140 △125

当期変動額合計 27,925 1,446

当期末残高 1,153,660 1,155,107

純資産合計   

前期末残高 1,125,735 1,153,660

当期変動額   

当期純利益 28,065 1,571

自己株式の取得 △140 △125

当期変動額合計 27,925 1,446

当期末残高 1,153,660 1,155,107
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（４）キャッシュ・フロー計算書 

（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) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前当期純利益 49,304 6,321

減価償却費 109,675 97,390

退職給付引当金の増減額（△は減少） 10,595 △28,130

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △5,493 －

賞与引当金の増減額（△は減少） 1,641 △14,457

貸倒引当金の増減額（△は減少） － 1,897

受取利息及び受取配当金 △2,995 △2,777

支払利息 5,963 4,425

固定資産除却損 250 －

売上債権の増減額（△は増加） 47,606 425,049

たな卸資産の増減額（△は増加） 22,196 △32,169

仕入債務の増減額（△は減少） △56,225 △315,735

その他 4,841 △37,504

小計 187,362 104,308

利息及び配当金の受取額 2,285 3,338

利息の支払額 △6,049 △4,369

法人税等の支払額 △34,237 △49,690

営業活動によるキャッシュ・フロー 149,359 53,586

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △106,535 △48,721

無形固定資産の取得による支出 △1,046 △1,727

貸付けによる支出 △1,000 △4,000

貸付金の回収による収入 1,120 870

預け金の増減額（△は増加） － △300,000

その他 296 1,480

投資活動によるキャッシュ・フロー △107,165 △352,098

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入れによる収入 － 200,000

長期借入金の返済による支出 △107,138 △85,872

リース債務の返済による支出 － △848

その他 △140 △125

財務活動によるキャッシュ・フロー △107,278 113,154

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △65,084 △185,357

現金及び現金同等物の期首残高 363,909 298,825

現金及び現金同等物の期末残高 ※  298,825 ※  113,467
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（５）継続企業の前提に関する注記 

 該当事項なし 

（６）重要な会計方針 

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 

その他有価証券 

時価のないもの 

移動平均法による原価法 

――――――― 

  

２．デリバティブ等の評価基準及び評価方法 

デリバティブ 

時価法 

１．たな卸資産の評価基準及び評価方法 

移動平均法による原価法 

（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切

り下げの方法により算定）  

３．たな卸資産の評価基準及び評価方法 

移動平均法による原価法 

（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切り下

げの方法により算定）  

 （棚卸資産の評価に関する会計基準） 

   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）

が平成20年３月31日以前に開始する事業年度に係る

財務諸表から適用できることになったことに伴い、

同会計基準を適用しております。 

   これにより税引前当期純利益は、47,452千円減少

しております。 

   なお、当会計方針の変更が当下半期に行われたの

は、棚卸資産の評価に関する会計基準に係る受入準

備が当下半期に整ったことによります。そのため、

当中間期は従来の方法によっており、当中間期は変

更後の方法によった場合に比べ、税引前中間純利益

は、47,361千円多く計上されております。 

  

   

   

  

２．固定資産の減価償却の方法 

(1）有形固定資産 

 定率法によっております。 

 ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物

（建物附属設備を除く）については、定額法によっ

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               10年～47年 

機械及び装置           ６年～16年 

 工具・器具及び備品        ２年～20年 

４．固定資産の減価償却の方法 

(1）有形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

  

  

  

 なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。 

建物               10年～47年 

機械及び装置           ６年～16年 

 工具・器具及び備品        ２年～20年 

(2）無形固定資産 

 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（リース資産を除く） 

同左 

        ―――――――  

  

（3）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、残存価額を零とす

る定額法を採用しております。  
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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） 

３．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、一般債権

については貸倒実績率により、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検討し、回収

不能見込額を計上しております。 

５．引当金の計上基準 

(1）貸倒引当金 

同左 

(2）賞与引当金 

 従業員に支給する賞与に充てるため、当期に負担

すべき支給見込額を計上しております。 

(2）賞与引当金 

同左 

(3）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当期末における

退職給付債務の見込額に基づき、当期末において発

生していると認められる額を計上しております。 

(3）退職給付引当金 

同左 

――――――― 

  

６．ヘッジ会計の方法 

(1）ヘッジ会計の方法  

 繰延ヘッジ処理によっております。 

なお、振当処理の要件を満たす為替予約については振

当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・・・為替予約 

 ヘッジ対象・・・外貨建金銭債権債務及び予定取引

(3）ヘッジ方針  

 当社は内規に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リ

スクを回避するためにデリバティブ取引を利用してお

り、単なる投機又は投機に類する目的でのデリバティ

ブ取引は行っておりません。 

(4）ヘッジ有効性評価の方法 

 ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間におい

て、ヘッジ対象の相場変動又はキャッシュ・フロー変

動の累計とを比較し、両者の変動額の累計を基礎にヘ

ッジ有効性を評価しております。 

ただし、振当処理を行った為替予約取引については、

有効性の評価を省略しております。  

４．キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

 手許現金、要求払預金及び取得日から３ヶ月以内に

満期日の到来する流動性の高い、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

ない短期的な投資。 

７．キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

同左 

５．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 

 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によ

っております。 

８．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 

同左 
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（７）会計処理方法の変更 

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） 

          ――――――― （リース取引に関する会計基準の適用） 

   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（企業会計審

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

売買取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリー

ス資産の減価償却の方法については、リース期間を耐用年

数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

 なお、この変更が、当事業年度の営業利益、経常利益及

び税引前当期純利益に与える影響はありません。 
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（８）注記事項 

（貸借対照表関係） 

（損益計算書関係） 

前事業年度（平成20年３月31日現在） 当事業年度（平成21年３月31日現在） 

※１．担保資産の設定状況 ※１．担保資産の設定状況 

科目 帳簿価額（千円） 

建物 178,911 

構築物 4,668 

機械及び装置 306,500 

土地 215 

計 490,295 

科目 帳簿価額（千円） 

建物 173,084 

構築物 4,028 

機械及び装置 270,141 

土地 215 

計 447,469 

 上記については、長期借入金（一年以内返済予定

額を含む）186,784千円と短期借入金70,000千円の担

保として財団抵当に供しております。 

 上記については、長期借入金（一年以内返済予定

額を含む）300,912千円と短期借入金70,000千円の担

保として財団抵当に供しております。 

※２．関係会社に係わる注記 ※２．関係会社に係わる注記 

売掛金          388,157千円

買掛金 285,747 

売掛金     102,701千円

買掛金 48,759 

 ３．割引手形  ３．割引手形 

             100,001千円        98,882千円

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） 

※１．他勘定への振替高の内訳 ※１．他勘定への振替高の内訳 

振替先 商品の振替（千円） 製品の振替（千円）

原材料 － 116,787 

見本費 － 1,843 

雑費  207 －

特別損失  36,392 910 

計 36,600 119,541 

振替先 商品の振替（千円） 製品の振替（千円）

原材料 － 92,343 

見本費 － 1,962 

雑費  162 －

特別損失  － －

計 162 94,305 

※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、8,463千円であります。 

※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、8,542千円であります。 

※３．固定資産除却損の内訳 ――――――― 

機械装置      19千円

工具・器具及び備品 231 

  

    

※４．関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ

ております。 

※４．関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ

ております。 

商品売上高      107,998千円

製品売上高 1,822,100 

その他事業収益 733 

（賃貸収入）   

商品仕入高 123,605 

当期製品製造原価 1,340,807 

（原料仕入高）   

商品売上高   110,138千円

製品売上高 1,298,461 

その他事業収益 911 

（賃貸収入）   

商品仕入高 83,869 

当期製品製造原価 866,503 

（原料仕入高）   
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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．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加1,506株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

当事業年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加1,785株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

（キャッシュ・フロー計算書関係） 

 
前事業年度末株式
数（株） 

当事業年度増加株
式数（株） 

当事業年度減少株
式数（株） 

当事業年度末株式
数（株） 

発行済株式        

普通株式 13,000,000 － － 13,000,000 

合計 13,000,000 － － 13,000,000 

自己株式        

普通株式 6,966 1,506 － 8,472 

合計 6,966 1,506 － 8,472 

 
前事業年度末株式
数（株） 

当事業年度増加株
式数（株） 

当事業年度減少株
式数（株） 

当事業年度末株式
数（株） 

発行済株式        

普通株式 13,000,000 － － 13,000,000 

合計 13,000,000 － － 13,000,000 

自己株式        

普通株式 8,472 1,785 － 10,257 

合計 8,472 1,785 － 10,257 

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） 

※ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係 

※ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係 

（平成20年３月31日現在） （平成21年３月31日現在） 

現金及び預金勘定   298,825千円

計    298,825千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 － 

現金及び現金同等物    298,825千円

現金及び預金勘定    113,467千円

計   113,467千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 － 

現金及び現金同等物   113,467千円
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（リース取引関係） 

（有価証券関係） 

１．時価評価されていない主な有価証券の内容 

（デリバティブ取引関係） 

１．取引の状況に関する事項 

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．ファイナンス・リース取引（借主側） 

所有権移転外ファイナンス・リース取引 

① リース資産の内容 

有形固定資産 

 バッテリーフォークリフトであります。 

② リース資産の減価償却の方法 

 重要な会計方針「４．固定資産の減価償却の方

法」に記載のとおりであります。 

種類 
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） 

貸借対照表計上額（千円） 貸借対照表計上額（千円） 

(1）その他有価証券     

非上場株式  － 3,000 

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）取引の内容 

 当社の利用しているデリバティブ取引は、通貨関連

では先物外国為替予約取引（以下「為替予約取引」と

いう）であります。  

―――――――  

  

  

(2）取引に対する取組方針 

 当社のデリバティブ取引は、将来の為替の変動によ

るリスク回避を目的としており、投機的な取引は行わ

ない方針であります。 

――――――― 

  

  

(3）取引の利用目的 

 当社のデリバティブ取引は、商品売買、サービス提

供等の商取引における為替の変動リスクを回避する目

的で実需に応じて利用しております。  

 なお、デリバティブ取引を利用するに当たって、ヘ

ッジ会計を摘要しており、その方法等は重要な会計方

針「６．ヘッジ会計の方法」に記載のとおりでありま

す。 

――――――― 

  

  

(4）取引に係るリスクの内容 

 当社の利用するデリバティブ取引に付随するリスク

には、市場リスクと信用リスクがあります。 

 市場リスクでは、為替予約取引が為替相場の変動リ

スクを有しております。 

 また、信用リスクでは、取引相手の金融機関が債務

不履行に陥ることにより被る損失ですが、当社が取引

している金融機関は、格付けが高くこのようなリスク

の発生がほとんどないと判断しております。  
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２．取引の時価等に関する事項 

前事業年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

当社はデリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 

当事業年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

期末残高がないため、該当事項がありません。 

（退職給付関係） 

（ストック・オプション等関係） 

前事業年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

該当事項はありません。 

当事業年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

該当事項はありません。 

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） 

――――――― 

  

  

(5）取引に係るリスク管理体制 

 デリバティブ取引は、取締役会で決定した当社の内

規に基づいて行っております。 

――――――― 

  

  

(6）取引の時価等に関する事項についての補足説明 

 取引の時価等に関する事項についての契約額等は、

あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約

額、または計算上の想定元本であり、当該金額自体が

デリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ

りません。  

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．採用している退職給付制度の概要 

 当社は、退職金規定に基づく社内積立の退職一時金

制度を採用しております。 

１．採用している退職給付制度の概要 

同左 

２．退職給付債務に関する事項 ２．退職給付債務に関する事項 

退職給付債務 △175,166千円

退職給付引当金 △175,166 

退職給付債務 △147,035千円

退職給付引当金 △147,035 

３．退職給付費用に関する事項 ３．退職給付費用に関する事項 

勤務費用       11,019千円

その他 3,747 

退職給付費用合計 14,767 

勤務費用    14,739千円

その他 4,885 

退職給付費用合計 19,625 
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（税効果会計関係） 

（持分法損益等） 

前事業年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

 該当事項はありません。 

当事業年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

 該当事項はありません。 

前事業年度（平成20年３月31日現在） 当事業年度（平成21年３月31日現在） 

１．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 １．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 

繰延税金資産  

賞与引当金      8,750千円

退職給付引当金 71,292 

ゴルフ会員権 4,930 

商品 21,142 

その他 4,126 

繰延税金資産 計 110,243 

繰延税金資産の純額 110,243 

繰延税金資産  

賞与引当金 2,866千円

退職給付引当金 59,843 

ゴルフ会員権 4,930 

商品 12,869 

繰越欠損金 25,888 

その他 1,515 

繰延税金資産 計 107,914 

繰延税金負債   

未収事業税 1,471 

繰延税金負債 計 1,471 

繰延税金資産の純額  106,443 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

法定実効税率    40.7％

（調整）   

交際費等永久に損金に算入されない項目 3.9 

住民税均等割 1.9 

税額控除 △1.5 

その他 △1.9 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 43.1 

法定実効税率 40.7％

（調整）   

交際費等永久に損金に算入されない項目 19.4 

住民税均等割 15.0 

税額控除 － 

その他 － 

税効果会計適用後の法人税等の負担率 75.1 
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（関連当事者情報） 

前事業年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

 親会社等 

 （注）１．取引条件及び取引条件の決定方法等 

営業に関する取引条件は、市場の実勢に基づき価格、決済条件等を決定しております。 

２．取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

３．上記手形割引取引から生じた当期末残高は100,001千円であります。 

当事業年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

（追加情報） 

 当事業年度より、「関連当事者の開示に関する会計基準」（企業会計基準第11号 平成18年10月17日）及び

「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準摘要第13号 平成18年10月17日）を摘要して

おります。 

 なお、これによる開示対象範囲の変更はありません。 

１.関連当事者との取引  

（ア）財務諸表提出会社の親会社及び主要株主等 

（イ）財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等 

 （注）１．上記（ア）～（イ）の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含ま

れております。 

２．取引条件及び取引条件の決定方針 

営業に関する取引条件は、市場の実勢に基づき価格、決済条件等を決定しております。 

３．上記（ア）手形割引取引から生じた当期末残高は98,882千円であります。 

４．上記（イ）資金の預入については、余剰資金を預入しております。 

属性 
会社等の
名称 

住所 

資本金
又は出
資金 
(百万円) 

事業の内
容又は職
業 

議決権等
の所有
（被所
有）割合 

関係内容 

取引の内容 
取引金額 
（千円） 

科目 
期末残高 
（千円） 

役員
の兼
任等 

事業上の
関係 

親会社 
ユニチカ

㈱ 

大阪市

中央区 
23,798 

繊維等の

製造加工

販売 

（被所有）

直接 

73.4％ 

間接 

3.6％ 

兼任 

3名 

樹脂の加

工販売等 

製品等の販売 1,930,099 売掛金 388,157 

賃貸収入 733 
未収入

金 
108 

原料等の購入 1,464,413 立替金 538 

手形割引高 463,425 
買掛金 285,747 

未払金 146 

種類 
会社等の名
称又は氏名 

所在地 
資本金又
は出資金 
（百万円） 

事業の内容
又は職業 

議決権等
の所有
（被所
有）割合 
（％） 

関連当事者
との関係 

取引の内容 
取引金額 
（千円円） 

科目 
期末残高 
（千円） 

親会社  ユニチカ㈱ 
大阪市

中央区 
23,798 

繊維等の

製造加工

販売  

（被所有）

 直接 

73.4 

 間接 

3.6 

樹脂の加工

販売等 

製品等の販売 

賃貸収入 

原料等の購入 

操業補償金 

手形割引 

1,408,599 

911 

950,373 

16,250 

455,080 

売掛金 

未収入金 

買掛金 

未収入金 

   

102,701 

124 

48,759 

17,062 

  

種類 
会社等の名
称又は氏名 

所在地 
資本金又
は出資金 
（百万円） 

事業の内容
又は職業 

議決権等
の所有
（被所
有）割合 
（％） 

関連当事者
との関係 

取引の内容 
取引金額 

（千円円） 
科目 

期末残高 
（千円） 

同一の親

会社を持

つ会社 

ユニモア㈱ 
大阪市

中央区 
  貸金業 － 

余剰資金の

預入 

資金の預入 

受取利息 

870,000 

2,564 

預け金 

未収入金 

300,000 

1,144 
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（１株当たり情報） 

 （注） 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。 

（重要な後発事象） 

 該当事項はありません。 

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株当たり純資産額         88.80円 

１株当たり当期純利益金額          2.16円 

１株当たり純資産額  88.92円 

１株当たり当期純利益金額        0.12円 

１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎 １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎 

当期純利益  28,065千円 

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   28,065千円 

期中平均株式数      12,992千株 

当期純利益 1,571千円 

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 1,571千円 

期中平均株式数     12,990千株 
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５．その他 

(1）役員の異動 

① 代表取締役の異動 

 該当事項はありません。 

② その他の役員の異動 

・新任取締役候補 

取締役 村上正利（現 監査役、ユニチカ株式会社 取締役上席執行役員） 

（注）新任取締役候補村上正利氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。 

・退任予定取締役 

取締役 安江健治 

・新任監査役候補 

（常勤）監査役 吉原 寛（現 ユニチカ株式会社 樹脂営業部 部長） 

    監査役 羽床孔一（現 ユニチカ株式会社 樹脂事業管理室 室長） 

    監査役 逢坂和雄（現 ユニチカ株式会社 ＣＳＲ室 室長）  

（注）吉原寛、羽床孔一、逢坂和雄の新任監査役候補３氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であり

ます。 

・退任予定監査役 

（常勤）監査役 加藤耕作  

    監査役 村上正利（取締役 就任予定）  

    監査役 本杉健三  

③ 就任予定日 

 平成21年６月26日 
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(2）その他 

生産、受注及び販売の状況  

①生産実績 

 （注）１．金額は、製造原価によっております。 

２．製品部門においては、自社で生産すべき受注が無いため、生産を行っておりません。 

３．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 

 （注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

③受注実績 

 （注）１．金額は、販売価格によっております。 

２．他社からの購入品については除外しております。 

３．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

④販売実績 

 （注）１．上記金額には消費税等は含まれておりません。 

事業部門 

前期 
（自 平成19年４月１日 

  至 平成20年３月31日） 

当期
（自 平成20年４月１日 

  至 平成21年３月31日） 
増減額 前期対比 

金額（千円） 金額（千円） （千円） （％） 

化成部門 2,556,105 2,015,303 △540,802 △21.2 

合計 2,556,105 2,015,303 △540,802 △21.2 

事業部門 

前期 
（自 平成19年４月１日 

  至 平成20年３月31日） 

当期
（自 平成20年４月１日 

  至 平成21年３月31日） 
増減額 前期対比 

金額（千円） 金額（千円） （千円） （％） 

化成部門 292,158 204,886 △87,272 △29.9 

製品部門 473,948 429,605 △44,343 △9.4 

合計 766,107 634,492 △131,615 △17.2 

事業部門 

前期 
（自 平成19年４月１日 

  至 平成20年３月31日） 

当期
（自 平成20年４月１日 

  至 平成21年３月31日） 
増減額 前期対比 

金額（千円） 金額（千円） （千円） （％） 

化成部門 2,728,579 2,124,311 △604,267 △22.1 

合計 2,728,579 2,124,311 △604,267 △22.1 

事業部門 

前期 
（自 平成19年４月１日 

  至 平成20年３月31日）

当期 
（自 平成20年４月１日 

   至 平成21年３月31日）
増減額 前期対比 

金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％） （千円） （％） 

化成部門 3,059,789 83.4 2,362,898 80.5 △696,891 △22.8 

製品部門 596,937 16.3 561,354 19.1 △35,582 △6.0 

その他事業 11,651 0.3 11,262 0.4 △389 △3.3 

合計 3,668,378 100.0 2,935,514 100.0 △732,864 △20.0 
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