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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（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 ％

22年3月期第3四半期 7,722 △23.4 292 80.4 290 86.4 179 84.5
21年3月期第3四半期 10,079 ― 161 ― 155 ― 97 ―

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

22年3月期第3四半期 32.66 ―
21年3月期第3四半期 17.70 ―

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

22年3月期第3四半期 11,408 6,610 56.2 1,165.57
21年3月期 10,357 6,528 60.4 1,138.41

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  6,408百万円 21年3月期  6,259百万円

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
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― ― ― 7.00 7.00
22年3月期 ― ― ―
22年3月期 

（予想） 5.00 5.00

3.  平成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） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結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 10,200 △16.1 190 122.7 180 323.8 120 135.4 21.83
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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) 簡便な会計処理及び四半期連結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・財務諸表等】 4．その他をご覧ください。] 

(3) 四半期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（四半期連結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） 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※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。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第3四半期 5,500,000株 21年3月期  5,500,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  1,758株 21年3月期  1,758株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第3四半期 5,498,242株 21年3月期第3四半期 5,498,640株
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 当第３四半期連結累計期間における我が国経済は、各国で実施した金融財政政策により一部業種が回
復基調にあるものの、依然として企業収益の低迷や設備の過剰感から景気回復力の弱い状況が続いており
ます。また、円高の持続や需要不足によるデフレの長期化傾向、海外では金融不安が依然としてくすぶる
など、先行きには予断を許さない情勢が続いております。 
 当社グループの関連する樹脂業界におきましては、国内の建築業界は依然低迷し、住宅・建築資材用途
は非常に厳しい状況にあり、また国内の設備投資も減少傾向であることなどから、工業資材用途であるタ
ンク・パイプも低調に推移しております。 
 このような状況のもと、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、主力の住宅関連
用途、建設資材用途は業界同様に厳しい状況が続き、公共事業に関連する工業資材用途も出荷量は依然回
復に至っておりません。塗料用樹脂におきましては、VOC規制に対応した粉体塗料用樹脂、電器部品用
途、電子・光学用途、自動車用途等は引続き低迷した状況にあり、製品全般にわたって出荷量は低調な水
準を推移しております。当社と致しましては、原価低減・経費削減に努めました結果、経常利益は前年を
上回ることができました。一方、当社の中国子会社は、中国景気回復の中で拡販対策を実施したものの、
熾烈な市場競争のなかで赤字計上を余儀なくされましたが、グループ全体といたしましては利益を確保す
ることができました。 
  この結果、当第３四半期連結累計会計期間の業績は、売上高77億22百万円(前年同四半期比23.4％減)、
経常利益2億90百万円(前年同四半期比86.4％増)、当四半期純利益1億79百万円(前年同四半期比84.5％増)
となりました。 
  

当第３四半期連結会計期間末の財政状態は、流動資産では、現金及び預金の増加1億70百万円、受取手
形及び売掛金の増加10億2百万円、たな卸資産の減少1億14百万円等があり、また固定資産は1億11百万円
減少となり、総資産は前連結会計年度末と比較して10億51百万円増加の114億8百万円となりました。流動
負債では支払手形及び買掛金の増加8億7百万円、短期借入金の増加1億51百万円、未払法人税等の増加1億
12百万円等があり、固定負債では退職給付引当金の減少23百万円等があり、負債合計は前連結会計年度末
と比較して9億69百万円増加し、47億98百万円となりました。純資産は、前連結会計年度末と比較して82
百万円の増加となり、66億10百万円となりました。  
 キャッシュ・フローの状況は、営業活動によるキャッシュ・フローは税金等調整前四半期純利益2億87
百万円の計上に対し、減価償却費2億5百万円、売上債権の増加10億2百万円、仕入債務の増加8億7百万
円、たな卸資産の減少1億14百万円等により1億79百万円の増加となりました。投資活動によるキャッシ
ュ・フローは有形固定資産の取得等により1億17百万円の減少となりました。財務活動によるキャッシ
ュ・フローは短期借入金の増加、リース債務の返済、配当金の支払等により1億8百万円の増加となりまし
た。この結果、当第３四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ1
億70百万円の増加となり、21億88百万円となりました。  
  

当期の業績予想につきましては、前回発表（平成21年10月30日発表の「平成22年３月期 第２四半期決
算短信」)から変更はありません。 
  

  

・定性的情報・財務諸表等

1. 連結経営成績に関する定性的情報

2. 連結財政状態に関する定性的情報

3. 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 
  

① 棚卸資産の評価方法  
  当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、第２四半期連結会計
期間末の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。また、棚卸資産
の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、簿価切下
げを行う方法によっております。  
 ② 法人税等の算定方法  
  法人税等は、当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に
見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。なお、法
人税等調整額は法人税等に含めて表示しております。 
 ③ 繰延税金資産の回収可能性 
  繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計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ので、前連結会計年度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っております。  

  

該当事項はありません。 

  

  

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)

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(3) 四半期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
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5.【四半期連結財務諸表】 
(1)【四半期連結貸借対照表】 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末 
(平成21年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   
流動資産   
現金及び預金 1,688,592 1,518,446 
受取手形及び売掛金 4,078,889 3,075,986 
商品及び製品 622,652 766,338 
仕掛品 72,441 69,597 
原材料及び貯蔵品 386,865 360,631 
その他 702,902 598,328 
貸倒引当金 △1,532 △1,532 
流動資産合計 7,550,811 6,387,797 

固定資産   
有形固定資産   
建物及び構築物（純額） 825,393 851,028 
機械装置及び運搬具（純額） 959,537 943,633 
土地 1,340,442 1,340,442 
その他（純額） 172,690 269,103 
有形固定資産合計 3,298,064 3,404,206 

無形固定資産 15,362 17,495 
投資その他の資産   
その他 544,650 547,899 
貸倒引当金 △200 △200 
投資その他の資産合計 544,450 547,699 

固定資産合計 3,857,877 3,969,401 

資産合計 11,408,689 10,357,199 

負債の部   
流動負債   
支払手形及び買掛金 3,260,416 2,453,374 
短期借入金 283,380 132,200 
未払法人税等 125,773 13,215 
引当金 42,993 80,227 
その他 270,785 297,954 
流動負債合計 3,983,350 2,976,972 

固定負債   
退職給付引当金 412,295 435,802 
役員退職慰労引当金 45,424 56,110 
再評価に係る繰延税金負債 312,532 312,532 
その他 44,403 47,162 
固定負債合計 814,655 851,607 

負債合計 4,798,006 3,828,579 
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末 
(平成21年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

純資産の部   
株主資本   
資本金 1,100,900 1,100,900 
資本剰余金 889,640 889,640 
利益剰余金 3,986,489 3,845,428 
自己株式 △905 △905 
株主資本合計 5,976,123 5,835,062 

評価・換算差額等   
その他有価証券評価差額金 15,856 7,396 
土地再評価差額金 468,798 468,798 
為替換算調整勘定 △52,202 △52,021 

評価・換算差額等合計 432,452 424,173 

少数株主持分 202,105 269,383 
純資産合計 6,610,682 6,528,619 

負債純資産合計 11,408,689 10,357,199 
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 10,079,936 7,722,814 
売上原価 8,646,928 6,312,593 
売上総利益 1,433,008 1,410,220 

販売費及び一般管理費   
運搬費 398,150 355,700 
その他 872,927 762,359 
販売費及び一般管理費合計 1,271,077 1,118,059 

営業利益 161,930 292,161 

営業外収益   
受取利息 4,059 3,322 
受取配当金 20,265 11,942 
その他 10,947 4,859 
営業外収益合計 35,271 20,124 

営業外費用   
支払利息 4,443 6,034 
売上割引 10,542 6,302 
たな卸資産廃棄損 3,597 － 
支払補償費 11,667 － 
その他 11,287 9,714 
営業外費用合計 41,539 22,051 

経常利益 155,663 290,234 

特別利益   
貸倒引当金戻入額 5,526 － 

特別利益合計 5,526 － 

特別損失   
固定資産廃棄損 6,158 1,462 
固定資産売却損 5,537 － 
その他 4,365 1,000 
特別損失合計 16,061 2,462 

税金等調整前四半期純利益 145,129 287,771 

法人税等 110,187 175,326 
少数株主損失（△） △62,360 △67,103 
四半期純利益 97,302 179,548 
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 
（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   
税金等調整前四半期純利益 145,129 287,771 
減価償却費 189,970 205,537 
売上債権の増減額（△は増加） △556,309 △1,002,929 
たな卸資産の増減額（△は増加） △223,894 114,546 
仕入債務の増減額（△は減少） 648,859 807,072 
その他 △245,086 △174,373 
小計 △41,331 237,625 

利息及び配当金の受取額 24,324 15,265 
利息の支払額 △4,597 △6,034 
法人税等の支払額 △218,047 △67,644 
営業活動によるキャッシュ・フロー △239,651 179,211 

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 △420,964 △116,400 
その他 7,916 △1,066 
投資活動によるキャッシュ・フロー △413,048 △117,466 

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 154,750 151,338 
長期借入金の返済による支出 △67,400 － 
自己株式の取得による支出 △270 － 
リース債務の返済による支出 － △4,065 
配当金の支払額 △38,479 △38,487 
財務活動によるキャッシュ・フロー 48,600 108,784 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △8,462 △384 
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △612,562 170,145 

現金及び現金同等物の期首残高 2,564,994 2,018,446 
現金及び現金同等物の四半期末残高 1,952,431 2,188,592 
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当第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日） 
  該当事項はありません。 
  

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日） 
  該当事項はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

9

日本ユピカ㈱(7891)平成22年３月期第3四半期決算短信



  

 

 
  

 
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。 

 
  

  

  

  

  

6. その他の情報

(1) 生産実績
（単位：千円）

事業部門 前第３四半期連結累計期間 当第３四半期連結累計期間 前年同四半期比(％)
汎用樹脂部門 3,120,442 2,557,443 △18.0
高機能性樹脂部門 6,019,119 4,587,706 △23.8
合計 9,139,562 7,145,150 △21.8

(2) 商品仕入実績
（単位：千円）

事業部門 前第３四半期連結累計期間 当第３四半期連結累計期間 前年同四半期比(％)

汎用樹脂部門 546,816 348,121 △36.3

高機能性樹脂部門 193,132 119,738 △38.0

合計 739,948 467,859 △36.8

(3) 販売実績
（単位：千円）

事業部門 前第３四半期連結累計期間 当第３四半期連結累計期間 前年同四半期比(％)

汎用樹脂部門 3,813,463 3,052,940 △19.9

高機能性樹脂部門 6,266,473 4,669,873 △25.5

合計 10,079,936 7,722,814 △23.4

相手先

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 

  至 平成20年12月31日）

当第３四半期連結累計期間 
（自 平成21年４月１日 
  至 平成21年12月31日）

金額(千円) 割合(％) 金額(千円) 割合(％)
三菱瓦斯化学㈱ 1,674,583 16.6 1,352,015 17.5 
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