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1.  22年3月期の連結業績（平成21年4月1日～平成22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 ％

22年3月期 10,483 △13.8 445 422.6 436 927.1 274 437.7
21年3月期 12,158 △8.2 85 △63.5 42 △80.1 50 △29.0

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 ％ ％ ％

22年3月期 49.86 ― 4.2 3.9 4.3
21年3月期 9.27 ― 0.8 0.4 0.7

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  ―百万円 21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

22年3月期 11,309 6,709 57.6 1,184.78
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  6,514百万円 21年3月期  6,259百万円

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

22年3月期 313 △139 174 2,368
21年3月期 5 △523 34 2,018

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

21年3月期 ― 0.00 ― 7.00 7.00 38 75.5 0.6
22年3月期 ― 0.00 ― 7.00 7.00 38 14.0 0.6
23年3月期 

（予想）
― 0.00 ― 7.00 7.00 21.4

3.  23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23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

5,500 12.7 90 △33.3 70 △49.3 50 △43.2 9.09

通期 11,500 9.7 320 △28.1 280 △35.8 180 △34.3 32.74
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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） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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 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  1,758株 21年3月期  1,758株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年3月期の個別業績（平成21年4月1日～平成22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 ％

22年3月期 10,205 △15.8 601 107.7 598 111.9 107 △38.7
21年3月期 12,124 △8.5 289 20.5 282 30.3 175 △37.3

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

22年3月期 19.52 ―
21年3月期 31.85 ―

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 10,652 6,506 61.1 1,183.45
21年3月期 9,956 6,425 64.5 1,168.66

（参考） 自己資本 22年3月期  6,506百万円 21年3月期  6,425百万円

2.  23年3月期の個別業績予想（平成22年4月1日～平成23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）

※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。 

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

5,200 7.8 170 △21.7 160 △27.9 100 △23.1 18.19

通期 10,700 4.9 450 △25.1 430 △28.1 260 143.0 47.29
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① 業績全般の概況 

当連結会計年度における我が国経済は、上半期においては世界的な景気後退の影響により、企業収

益の回復が遅れ、設備投資も減少が続くと共に雇用情勢の悪化が進み、総じて低調な水準で推移いた

しました。下半期においては中国を中心とするアジア経済が好調であり、米国景気が回復し始めると

共に一部企業に収益改善が見られるなど、持ち直しの兆しが見られました。然し、原油高と経済のデ

フレ基調が同時並行で続くなか、雇用環境は好転せず、個人消費も低迷する等先行きの見通しにくい

展開となりました。 

当社グループが関連する樹脂業界におきましては、国内の住宅着工件数が42年振りに100万戸を割

り、建設資材用途は大幅に落ち込みました。公共工事の大幅減により、関連する工業資材用途であ

る、タンク・容器、パイプなどの出荷は低調に推移いたしました。一部、耐食機器用途や電器部品用

途、自動車部品用途などは下半期において持ち直しの兆しがあったものの、業界全体での出荷量は前

年を下回りました。 

このような状況の下、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、業界同様に建

設資材用途は大幅に落ち込み、公共工事に関連する工業機材用途も低調に推移いたしました。塗料用

樹脂におきましては、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、

環境に配慮した粉体塗料用樹脂は厳しい状況を脱した感はあるものの、全体として出荷量は前年を下

回りました。 

 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、好調な中国景気のもと、拡販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、当連結会計年度の業績は、売上高104億83百万円（前年同期比13.8％減）、経常利益4億

36百万円（前年同期比927.1％増）、当期純利益2億74万円（前年同期比437.7％増）となりました。 

② 事業部門の状況 

〔汎用樹脂部門〕 

汎用樹脂部門は、自動車メーカーの販売不振による部品需要の不振に加え、住宅資財用途、粉体

塗料用以外の塗料関連等が低迷し、下半期において一部製品は持ち直しの兆しがあったものの、結

果として売上高42億7百万円（前年同期比9.5％減）となりました。 

〔高機能樹脂部門〕 

高機能性樹脂部門は、建築資材、耐食用途の減少に加えて、電子材料関連が上半期に急速に落ち

込み、更に海外市場向けメタクリル酸エステル類も低迷に陥り、下半期において回復が見えていま

したが、結果として売上高62億76百万円（前年同期比16.4％減）となりました。 

  

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析

〔22年3月期の業績の概況〕
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今後の我が国経済は、中国を中心としたアジア経済の好調や政府の景気刺激策で一定の回復が予想

されますが、欧米の経済は依然として厳しい環境にあり、国内においても雇用環境の厳しさは依然と

して続き、個人消費が低水準で推移するなど、依然として厳しい状況が続くものと思われます。 

 このような状況の下、当社グループといたしましては中国並びにアジアにおける販売を推進し、中

国生産拠点の早期収益確保に努めてまいります。生産部門におきましては、安全かつ安定した操業を

維持し、品質管理の向上に努めます。営業部門におきましては、国内では引き続き需要が低迷するこ

とが予想されますが、シェア拡大と適正価格維持に努めると共に、海外展開及び環境負荷の低い次世

代製品の販売にも注力してまいります。技術部門におきましては、既存技術を利用した新規用途への

展開を進め、更に高付加価値の機能性樹脂の開発にも取り組んでまいります。 

  

現時点における次期の連結業績及び単独業績の見通しにつきましては、以下の通りであります。 

 
  

※上記の予想は、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。 

  

  

当連結会計年度における総資産は、現金同等物、受取手形及び売掛金の増加等により前連結会計年度

末に比べ9億52百万円の増加となりました。負債は、仕入債務及び短期借入金の増加等により前連結会

計年度末に比べ7億70百万円の増加となりました。純資産は、利益剰余金の増加等により前連結会計年

度末に比べ1億81百万円の増加となりました。 

当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ、3億50百万円増加（前連結会

計年度は5億46百万円の減少）し、23億68百万円となりました。 

当連結会計年度において、営業活動による資金の増加は、3億13百万円（前連結会計年度は5百万

円の増加）となりました。これは、税金等調整前当期純利益を4億31百円計上し、減価償却費を2億

77百万円負担したこと、売上債権の増加が7億24百万円、仕入債務の増加が4億88百万円あったこと

などが主な要因であります。 

当連結会計年度において、投資活動による資金の減少は、1億39百万円（前連結会計年度は5億23

百万円の減少）となりました。これは、有形固定資産の取得による支出が1億38百万円あったこと

などが主な要因であります。 

当連結会計年度において、財務活動による資金の増加は、1億74百万円（前連結会計年度は34百

万円の増加）となりました。これは、短期借入による収入が2億19百万円、配当金の支払による支

出が38百万円あったことなどが主な要因であります。 

〔23年3月期の業績見通し〕

[連結業績の見通し] [単独業績の見通し]
売 上 高 11,500 百万円 (前年同期比 9.7 %増) 売 上 高 10,700 百万円 (前年同期比 4.9 %増)
経 常 利 益 280 百万円 (前年同期比 35.8 %減) 経 常 利 益 430 百万円 (前年同期比 28.1 %減)
当期純利益 180 百万円 (前年同期比 34.3 %減) 当期純利益 260 百万円 (前年同期比 143.0 %増)

(2) 財政状態に関する分析

①資産、負債及び純資産の状況

②キャッシュフローの状況

（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）
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(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 
  

 
（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／キャッシュ・フロー 
 インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 
１．各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 
２．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。 
３．キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。 
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。また、利払いについては、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。 

  

第２９期 
平成18年３月

第３０期 
平成19年３月

第３１期 
平成20年３月

第３２期 
平成21年３月

第３３期 
平成22年３月

自己資本比率 53.4 49.6 51.9 60.4 57.6

時価ベースの自己資本比率 32.4 22.9 16.7 10.6 13.9

キャッシュ・フロー対有利子 
負債比率 0.8 0.4 3.5 23.4 1.0

インタレスト・カバレッジ・ 
レシオ 65.5 134.6 7.2 0.7 34.7
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 当社は、株主の皆様に対して、安定的な利益の還元を行うことを基本としておりますが、財務体質

の強化及び将来の事業展開に備えるための内部留保の充実などを勘案して、総合的に決定する方針をと

っております。 

 当期の利益配当金につきましては、上記の方針に基づき、期末配当金として1株につき普通配当7円を

予定しております。次期の配当金は業績見通しを考慮し、期末配当金として1株につき普通配当7円を予

定しております。 

 企業集団の状況につきましては、最近の有価証券報告書(平成21年6月24日提出)における「事業系統図

(事業の内容)」及び「関係会社の状況」から重要な変更がないため、開示を省略しております。 

  

  

  

  

以上の４項目につきましては、平成19年３月期決算短信（平成19年５月21日）の内容から重要な変更

がないため、開示を省略しております。 

 当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことが出来ます。 

  

 （当社ホームページ） 

  http://www.u-pica.co.jp 

 （大阪証券取引所ジャスダック市場ホームページ（「ＪＤＳ」検索ページ）） 

  http://jds.jasdaq.co.jp/tekiji/ 

当該事項につきましては、コーポレート・ガバナンスに関する報告書の「内部統制システムに関する

基本的な考え方及びその整備状況」に記載しております。 

  

(3) 利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

2. 企業集団の状況

3. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

(2) 目標とする経営指標

(3) 中長期的な会社の経営戦略

(4) 会社の対処すべき課題

(5) 内部管理体制の整備・運用状況
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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21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   
流動資産   
現金及び預金 1,518,446 1,868,569 
キャッシュマネジメントシステム預託金 500,000 500,000 
受取手形及び売掛金 3,075,986 3,799,259 
商品及び製品 766,338 731,240 
仕掛品 69,597 56,050 
原材料及び貯蔵品 360,631 412,284 
繰延税金資産 45,187 45,934 
その他 53,141 104,982 
貸倒引当金 △1,532 △1,856 
流動資産合計 6,387,797 7,516,464 

固定資産   
有形固定資産   
建物及び構築物 2,703,270 2,725,327 
減価償却累計額 △1,852,242 △1,894,595 
建物及び構築物（純額） 851,028 830,732 

機械装置及び運搬具 5,648,118 5,843,946 
減価償却累計額 △4,704,485 △4,884,818 
機械装置及び運搬具（純額） 943,633 959,127 

土地 ※2  1,340,442 ※2  1,340,442 

リース資産 23,232 23,232 
減価償却累計額 △2,904 △8,712 
リース資産（純額） 20,328 14,520 

建設仮勘定 147,240 7,570 
その他 489,104 492,369 
減価償却累計額 △387,570 △401,857 

その他（純額） 101,534 90,512 

有形固定資産合計 3,404,206 3,242,905 

無形固定資産 17,495 14,446 
投資その他の資産   
投資有価証券 ※1  80,690 ※1  100,471 

繰延税金資産 193,398 176,016 
その他 273,810 259,277 
貸倒引当金 △200 △200 
投資その他の資産合計 547,699 535,565 

固定資産合計 3,969,401 3,792,916 

資産合計 10,357,199 11,309,381 
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   
流動負債   
支払手形及び買掛金 2,453,374 2,941,608 
短期借入金 132,200 350,480 
リース債務 6,098 6,098 
未払法人税等 13,215 181,583 
賞与引当金 75,977 68,062 
役員賞与引当金 4,250 4,250 
その他 291,856 223,262 
流動負債合計 2,976,972 3,775,344 

固定負債   
リース債務 15,246 9,147 
退職給付引当金 435,802 420,239 
役員退職慰労引当金 56,110 48,370 
再評価に係る繰延税金負債 ※2  312,532 ※2  312,532 

その他 31,916 33,808 
固定負債合計 851,607 824,098 

負債合計 3,828,579 4,599,443 

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 3,845,428 4,081,108 
自己株式 △905 △905 
株主資本合計 5,835,062 6,070,742 

評価・換算差額等   
その他有価証券評価差額金 7,396 19,864 
土地再評価差額金 ※2  468,798 ※2  468,798 

為替換算調整勘定 △52,021 △45,175 

評価・換算差額等合計 424,173 443,487 

少数株主持分 269,383 195,707 
純資産合計 6,528,619 6,709,937 

負債純資産合計 10,357,199 11,309,381 
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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20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 12,158,433 10,483,196 
売上原価 ※1  10,441,946 ※1  8,535,151 

売上総利益 1,716,487 1,948,044 

販売費及び一般管理費   
運搬費 501,517 483,985 
給料 245,079 254,417 
賞与引当金繰入額 36,227 34,325 
役員賞与引当金繰入額 4,250 4,250 
退職給付費用 16,713 22,547 
役員退職慰労引当金繰入額 10,954 9,994 
福利厚生費 70,716 70,615 
減価償却費 16,999 20,721 
その他 728,724 601,397 
販売費及び一般管理費合計 ※1  1,631,183 ※1  1,502,255 

営業利益 85,303 445,789 

営業外収益   
受取利息 7,334 4,180 
受取配当金 20,279 11,956 
受取補償金 5,969 － 
その他 11,911 5,217 
営業外収益合計 45,495 21,354 

営業外費用   
支払利息 8,437 10,024 
売上割引 13,802 8,475 
たな卸資産廃棄損 3,597 － 
支払手数料 6,000 5,948 
為替差損 31,946 1,282 
支払補償費 17,620 － 
その他 6,923 5,202 
営業外費用合計 88,327 30,933 

経常利益 42,471 436,210 

特別利益   
貸倒引当金戻入額 5,526 － 
特別利益合計 5,526 － 
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

特別損失   
固定資産除却損 ※2  6,208 ※2  1,533 

固定資産売却損 ※3  5,537 － 
会員権退会損 2,000 － 
会員権評価損 － 2,300 
投資有価証券評価損 847 1,000 
特別損失合計 14,593 4,833 

税金等調整前当期純利益 33,404 431,377 

法人税、住民税及び事業税 110,140 229,140 
法人税等調整額 △11,338 8,321 

法人税等合計 98,801 237,461 

少数株主利益 △116,382 △80,252 
当期純利益 50,985 274,167 
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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20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   
資本金   
前期末残高 1,100,900 1,100,900 
当期変動額   
当期変動額合計 － － 

当期末残高 1,100,900 1,100,900 

資本剰余金   
前期末残高 889,640 889,640 
当期変動額   
当期変動額合計 － － 

当期末残高 889,640 889,640 

利益剰余金   
前期末残高 3,832,935 3,845,428 
当期変動額   
剰余金の配当 △38,493 △38,487 
当期純利益 50,985 274,167 
当期変動額合計 12,492 235,680 

当期末残高 3,845,428 4,081,108 

自己株式   
前期末残高 △634 △905 
当期変動額   
自己株式の取得 △270 － 
当期変動額合計 △270 － 

当期末残高 △905 △905 

株主資本合計   
前期末残高 5,822,840 5,835,062 
当期変動額   
剰余金の配当 △38,493 △38,487 
当期純利益 50,985 274,167 
自己株式の取得 △270 － 
当期変動額合計 12,221 235,680 

当期末残高 5,835,062 6,070,742 
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22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 16,180 7,396 
当期変動額   
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △8,784 12,468 

当期変動額合計 △8,784 12,468 

当期末残高 7,396 19,864 

土地再評価差額金   
前期末残高 468,798 468,798 
当期変動額   
当期変動額合計 － － 

当期末残高 468,798 468,798 

為替換算調整勘定   
前期末残高 7,821 △52,021 
当期変動額   
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △59,842 6,845 
当期変動額合計 △59,842 6,845 

当期末残高 △52,021 △45,175 

評価・換算差額等合計   
前期末残高 492,801 424,173 
当期変動額   
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △68,627 19,313 
当期変動額合計 △68,627 19,313 

当期末残高 424,173 443,487 

少数株主持分   
前期末残高 443,261 269,383 
当期変動額   
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △173,878 △73,675 
当期変動額合計 △173,878 △73,675 

当期末残高 269,383 195,707 

純資産合計   
前期末残高 6,758,903 6,528,619 
当期変動額   
剰余金の配当 △38,493 △38,487 
当期純利益 50,985 274,167 
自己株式の取得 △270 － 
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △242,505 △54,361 
当期変動額合計 △230,283 181,318 

当期末残高 6,528,619 6,709,937 
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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20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22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 33,404 431,377 
減価償却費 261,681 277,717 
貸倒引当金の増減額（△は減少） △775 324 
受取利息及び受取配当金 △27,613 △16,137 
支払利息 8,437 10,024 
売上債権の増減額（△は増加） 1,537,303 △724,267 
たな卸資産の増減額（△は増加） 81,013 △1,640 
仕入債務の増減額（△は減少） △1,641,778 488,260 
退職給付引当金の増減額（△は減少） 36,489 △15,562 
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 10,954 △7,739 
役員賞与引当金の増減額（△は減少） △4,250 － 
その他 △88,081 △65,555 

小計 206,785 376,801 

利息及び配当金の受取額 27,613 16,137 
利息の支払額 △8,591 △10,024 
法人税等の支払額 △220,150 △69,772 
営業活動によるキャッシュ・フロー 5,656 313,142 

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 △531,829 △138,797 
会員権解約による収入 8,000 － 
敷金及び保証金の差入による支出 △27 △948 
投資活動によるキャッシュ・フロー △523,856 △139,745 

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 144,200 219,360 
長期借入金の返済による支出 △67,400 － 
リース債務の返済による支出 △3,049 △6,098 
配当金の支払額 △38,513 △38,487 
自己株式の取得による支出 △270 － 
財務活動によるキャッシュ・フロー 34,966 174,773 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △63,314 1,952 
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △546,548 350,123 

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期末残高 2,018,446 2,368,569 
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該当事項はありません。 

  

 

(5)【継続企業の前提に関する注記】

(6)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

１ 連結の範囲に関する事項 
 (1) 連結子会社の数及び名称 
   ２社 日本プレミックス㈱ 
      優必佳樹脂(常熟)有限公司

１ 連結の範囲に関する事項 
 (1) 連結子会社の数及び名称 
            同左

 (2) 非連結子会社の数及び名称 
   １社 ㈲ユピカサービス

 (2) 非連結子会社の数及び名称
同左

 (3) 非連結子会社について連結の範囲から除いた理由
 非連結子会社㈲ユピカサービスの総資産、売上
高、当期純損益及び利益剰余金等は小規模であり全
体として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。

 (3) 非連結子会社について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
 (1) 持分法を適用した関連会社の数及び名称

なし

２ 持分法の適用に関する事項
 (1) 持分法を適用した関連会社の数及び名称

同左

 (2) 持分法を適用しない非連結子会社又は関連会社の
数及び名称

   １社 ㈲ユピカサービス

 (2) 持分法を適用しない非連結子会社又は関連会社の
数及び名称

同左
 (3) 持分法を適用しない理由

 持分法非適用会社㈲ユピカサービスは、連結純損
益及び利益剰余金等に及ぼす影響が軽微であり、か
つ全体としても重要な影響を及ぼしていないためで
あります。

 (3) 持分法を適用しない理由
同左

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項
 連結子会社のうち、優必佳樹脂(常熟)有限公司の決
算日は、12月31日であります。
 連結財務諸表の作成にあたっては、同日現在の財務
諸表を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引
については、連結上必要な調整を行っております。
 

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項
同左

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 
  ① 有価証券 
    その他有価証券 
   ａ 時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法（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。）

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
  ① 有価証券
    その他有価証券
   ａ 時価のあるもの

同左

   ｂ 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。

   ｂ 時価のないもの
同左

  ② たな卸資産
総平均法により、評価基準は原価法（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）を適用しております。 
 これにより営業利益、経常利益及び当期純利益
が、それぞれ41,213千円減少しております。

  ② たな卸資産
同左 
  
 

―――――――――
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前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成20年３月31日)

 (2) 重要な減価償却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）

定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりでありま

す。
 建物及び構築物  15～35年

    機械装置及び運搬具 7～ 8年

 (2) 重要な減価償却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）

定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりでありま

す。
 建物及び構築物  15～35年

    機械装置及び運搬具 8～10年

  また、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。

  また、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。

  ② 無形固定資産（リース資産を除く）
 定額法によっております。 
 ただし、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によっておりま
す。 
 なお、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
のうち、リース取引開始日が企業会計基準第13号
「リース取引に関する会計基準」の適用初年度開
始以前の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 リース資産
同左

 (3) 重要な引当金の計上基準 
  ① 貸倒引当金

 債権の貸倒れによる損失に備えるため、回収不
能見込額を計上しております。

 (3) 重要な引当金の計上基準
  ① 貸倒引当金

同左

   ａ 一般債権
 貸倒実績率法によっております。

   ａ 一般債権
同左

   ｂ 貸倒懸念債権及び破産更生債権
 財務内容評価法によっております。

   ｂ 貸倒懸念債権及び破産更生債権
同左

  ② 賞与引当金
 従業員に支給する賞与に充てるため、支給見込
額に基づき計上しております。

  ② 賞与引当金
同左

  ③ 役員賞与引当金
 役員賞与の支出に備えて、支給見込額のうち当
連結会計年度負担額を計上しております。

  ③ 役員賞与引当金
同左
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前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

  ④ 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の見込額に基づき計上
しております。

  ④ 退職給付引当金
同左

  ⑤ 役員退職慰労引当金
 役員に支給する退職慰労金に充てるため、役員
退職慰労金内規に基づく期末要支給相当額を計上
しております。

  ⑤ 役員退職慰労引当金
同左

 (4) その他連結財務諸表作成のための重要な事項
 消費税等の会計処理
  税抜方式によっております。

 (4) その他連結財務諸表作成のための重要な事項
 消費税等の会計処理

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方法は、全面時価
評価法によっております。

５ 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項
同左

６ 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、随時引き出し可能な
預金及び容易に換金可能であり、かつ、価格の変動に
ついて僅少なリスクしか負わない取得日から３ヵ月以
内に償還期限の到来する短期的な投資を計上しており
ます。

６ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
同左
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(7)【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】

【会計処理の変更】

前連結会計年度 
(自 平成20年4月 1日 
 至 平成21年3月31日)

当連結会計年度 
(自 平成21年4月 1日 
 至 平成22年3月31日)

（リース取引に関する会計基準等）
 当連結会計年度より、「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。 
 これによる損益に与える影響はありません。

――――――――――

【表示方法の変更】

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成21年３月31日)

（連結貸借対照表） 
 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、前連結会計年度において、「たな卸資産」として
掲記されたものは、当連結会計年度から「商品及び製
品」、「仕掛品」、「原材料及び貯蔵品」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「商品及び製品」「仕掛品」「原材料
及び貯蔵品」は、それぞれ867,903千円、78,162千円、
339,095千円であります。 
  
（連結損益計算書） 
 前連結会計年度において、営業外費用「その他」に
含めて表示しておりました「為替差損」(前連結会計年
度は439千円)は、重要性が増したため、当連結会計年
度においては区分掲記することといたしました。

 
――――――――――
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(8)【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21年３月31日)

当連結会計年度 
(平成22年３月31日)

 

※１ 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) 3,000千円  

※１ 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) 3,000千円

 

※２ 土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公
布法律第34号）及び土地の再評価に関する法律の一
部を改正する法律（平成13年３月31日公布法律第19
号）に基づき、事業用の土地の再評価を行い、当該
評価差額金に係る税金相当額を「再評価に係る繰延
税金負債」として負債の部に計上し、これを控除し
た金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に
計上しております。

  ①再評価の方法
    土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３

月31日公布政令第119号）第２条第１号に定め
る「地価公示法第６条の規定により公示された
価格」に基づいて算出いたしました。

  ②再評価を行った年月日  平成14年３月31日
③同法律第10条に定める再評価を行った事業用の土
地の連結会計年度末における時価の合計額と当該事
業用土地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額
                  243,291千円

 ３ 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引
銀行4行と貸出コミットメント契約を締結しており
ます。

   当連結会計年度末における貸出コミットメントに
係る借入未実行残高等はつぎのとおりであります。 
 

貸出コミットメントの金額 1,000,000千円
借入実行残高 ―千円
差引額 1,000,000千円  

※２ 土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公
布法律第34号）及び土地の再評価に関する法律の一
部を改正する法律（平成13年３月31日公布法律第19
号）に基づき、事業用の土地の再評価を行い、当該
評価差額金に係る税金相当額を「再評価に係る繰延
税金負債」として負債の部に計上し、これを控除し
た金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に
計上しております。

  ①再評価の方法
    土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３

月31日公布政令第119号）第２条第１号に定め
る「地価公示法第６条の規定により公示された
価格」に基づいて算出いたしました。

  ②再評価を行った年月日  平成14年３月31日
③同法律第10条に定める再評価を行った事業用の土
地の連結会計年度末における時価の合計額と当該事
業用土地の再評価後の帳簿価額の合計額との差額
                  282,125千円

 ３ 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引
銀行4行と貸出コミットメント契約を締結しており
ます。

   当連結会計年度末における貸出コミットメントに
係る借入未実行残高等はつぎのとおりであります。 
 

貸出コミットメントの金額 1,000,000千円
借入実行残高 ─千円
差引額 1,000,000千円

(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 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発
費は268,512千円であります。

※１ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発
費は249,921千円であります。

 

 

※２ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。
建物及び構築物除却損 400千円
機械装置及び運搬具除却損 4,228千円
その他除却損 1,579千円
合計 6,208千円

※３ 固定資産売却損の内訳は次の通りであります。
建物及び構築物売却損 94千円
機械装置及び運搬具売却損 5,442千円
合計 5,537千円

 

※２ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。
建物及び構築物除却損 101千円
機械装置及び運搬具除却損 1,154千円
その他除却損 277千円
合計 1,533千円
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前連結会計年度(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 

 
  
２ 自己株式に関する事項 

 
  
３ 配当に関する事項 
 (1) 配当金支払額 

 
  
 (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 

 
  

当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 
１ 発行済株式に関する事項 

 
  
２ 自己株式に関する事項 

 
  
３ 配当に関する事項 
 (1) 配当金支払額 

   
 (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 

 
  

(連結株主資本等変動計算書関係)

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) 5,500,000 ― ― 5,500,000

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) 962 796 ― 1,758

決議 株式の種類 配当金の総額 
（千円）

１株当たり配当額 
（円） 基準日 効力発生日

平成20年４月23日 
取締役会 普通株式 38,493 7 平成20年３月31日 平成20年６月26日

決議 株式の種類 配当の原資 配当金の総額 
（千円）

１株当たり 
配当額(円) 基準日 効力発生日

平成21年４月22日 
取締役会 普通株式 利益剰余金 38,487 7 平成21年３月31日 平成21年６月25日

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) 5,500,000 ― ― 5,500,000

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) 1,758 ― ― 1,758

決議 株式の種類 配当金の総額 
（千円）

１株当たり配当額 
（円） 基準日 効力発生日

平成21年４月22日 
取締役会 普通株式 38,487 7 平成21年３月31日 平成21年６月25日

決議 株式の種類 配当の原資 配当金の総額 
（千円）

１株当たり 
配当額(円) 基準日 効力発生日

平成22年５月24日 
取締役会 普通株式 利益剰余金 38,487 7 平成22年３月31日 平成22年６月25日
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前連結会計年度及び当連結会計年度において、当連結グループは同一セグメントに属する樹脂及

びその関連商品の製造、販売を行っており、当該事業以外に事業の種類がないため該当事項はあり

ません。 

  

前連結会計年度及び当連結会計年度において、全セグメントの売上高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「日本」の割合がいずれも90％を超えているため、記載を省略してお

ります。 

  

前連結会計年度及び当連結会計年度において、いずれも連結売上高の10％未満のため、記載を省

略しております。 

  

(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20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

 

 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は次のとおりでありま
す。
現金及び預金 1,518,446千円
キャッシュマネジメントシステム預
託金 500,000千円

現金及び現金同等物 2,018,446千円  

 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は次のとおりでありま
す。
現金及び預金 1,868,569千円
キャッシュマネジメントシステム預
託金 500,000千円

現金及び現金同等物 2,368,569千円

(セグメント情報)

１ 事業の種類別セグメント情報

２ 所在地別セグメント情報

３ 海外売上高
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(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

 
  

２ １株当たり当期純利益 

 
  

該当事項はありません。 

  

 リース取引、関連当事者との取引、税効果会計、金融商品、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、企業結合等、賃貸等不動産に関する注記事項につきましては、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いたします。 

  

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

 
１株当たり純資産額 1,138.41円

 
１株当たり純資産額 1,184.78円

 
１株当たり当期純利益金額 9.27円

 
１株当たり当期純利益金額 49.86円

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。

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。

前連結会計年度末 
（平成21年３月31日）

当連結会計年度末 
（平成22年３月31日）

純資産の部合計額（千円）         ：① 6,528,619 6,709,937
純資産の部合計額から控除する金額（千円） ：② 
  （うち少数株主持分）

269,383
(269,383)

195,707
(195,707)

普通株式に係る期末の純資産額（千円）   ：①－② 6,259,236 6,514,230
１株当たり純資産額の算定に用いられた 
期末の普通株式の数（株） 5,498,242 5,498,242

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当期純利益（千円）            ：① 50,985 274,167

普通株主に帰属しない金額（千円）     ：② ― ―

普通株式に係る当期純利益金額（千円）   ：①－② 50,985 274,167

普通株式の期中平均株式数（株） 5,498,441 5,498,242

(重要な後発事象)
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5.【個別財務諸表】 
(1)【貸借対照表】 

(単位：千円)

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   
流動資産   
現金及び預金 1,430,614 1,839,013 
キャッシュマネジメントシステム預託金 500,000 500,000 
受取手形 347,323 393,018 
売掛金 2,716,907 3,322,371 
商品及び製品 695,035 660,783 
仕掛品 61,015 45,507 
原材料及び貯蔵品 293,437 337,027 
前払費用 29,885 23,406 
繰延税金資産 43,439 43,669 
その他 52,793 79,805 
貸倒引当金 △1,532 △1,856 

流動資産合計 6,168,918 7,242,746 

固定資産   
有形固定資産   
建物 1,961,192 1,961,192 
減価償却累計額 △1,258,219 △1,289,847 
建物（純額） 702,972 671,344 

構築物 715,151 720,224 
減価償却累計額 △573,500 △583,502 
構築物（純額） 141,651 136,721 

機械及び装置 5,286,461 5,374,385 
減価償却累計額 △4,590,626 △4,739,085 
機械及び装置（純額） 695,834 635,299 

車両運搬具 56,159 56,159 
減価償却累計額 △40,276 △44,976 

車両運搬具（純額） 15,882 11,182 

工具、器具及び備品 425,486 412,313 
減価償却累計額 △371,050 △374,152 
工具、器具及び備品（純額） 54,436 38,161 

土地 1,340,442 1,340,442 
リース資産 23,232 23,232 
減価償却累計額 △2,904 △8,712 
リース資産（純額） 20,328 14,520 

建設仮勘定 1,135 3,235 
有形固定資産合計 2,972,683 2,850,906 

無形固定資産   
借地権 8,727 8,727 
ソフトウエア 8,768 5,545 
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

電話加入権 0 0 
無形固定資産合計 17,495 14,273 

投資その他の資産   
投資有価証券 77,690 97,471 
関係会社株式 455,856 206,851 
長期前払費用 11,223 5,257 
繰延税金資産 191,646 175,188 
その他 61,449 60,097 
貸倒引当金 △200 △200 
投資その他の資産合計 797,665 544,666 

固定資産合計 3,787,844 3,409,846 

資産合計 9,956,763 10,652,593 

負債の部   
流動負債   
支払手形 638,411 573,302 
買掛金 1,759,100 2,299,987 
リース債務 6,098 6,098 
未払金 135,769 146,695 
未払費用 16,191 17,124 
未払法人税等 13,044 181,412 
未払消費税等 17,685 24,786 
預り金 4,469 7,729 
賞与引当金 71,657 63,862 
役員賞与引当金 4,250 4,250 
設備関係支払手形 17,522 1,870 
流動負債合計 2,684,201 3,327,120 

固定負債   
リース債務 15,246 9,147 
長期預り金 31,916 33,808 
退職給付引当金 431,192 414,721 
役員退職慰労引当金 56,110 48,370 
再評価に係る繰延税金負債 312,532 312,532 
固定負債合計 846,997 818,581 

負債合計 3,531,199 4,145,701 

23

日本ユピカ㈱(7891)平成22年3月期決算短信



(単位：千円)

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22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   
資本準備金 889,640 889,640 

資本剰余金合計 889,640 889,640 

利益剰余金   
利益準備金 73,987 73,987 
その他利益剰余金   
別途積立金 3,560,000 3,710,000 
繰越利益剰余金 325,748 244,606 

利益剰余金合計 3,959,735 4,028,593 

自己株式 △905 △905 
株主資本合計 5,949,369 6,018,227 

評価・換算差額等   
その他有価証券評価差額金 7,396 19,864 
土地再評価差額金 468,798 468,798 
評価・換算差額等合計 476,194 488,663 

純資産合計 6,425,564 6,506,891 

負債純資産合計 9,956,763 10,652,593 
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(2)【損益計算書】 
(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高   
製品売上高 11,093,853 9,435,275 
商品売上高 1,030,198 769,863 
売上高合計 12,124,051 10,205,139 

売上原価   
製品売上原価   
製品期首たな卸高 769,118 622,239 
当期製品製造原価 9,410,511 7,631,030 
製品他勘定振替高 31,025 17,665 
製品期末たな卸高 622,239 615,623 
製品売上原価 9,526,365 7,619,981 

商品売上原価   
商品期首たな卸高 58,040 72,795 
当期商品仕入高 897,615 603,862 
商品他勘定振替高 39,384 29,090 
商品期末たな卸高 72,795 45,159 
商品売上原価 843,475 602,407 

売上原価合計 10,369,841 8,222,389 

売上総利益 1,754,210 1,982,750 

販売費及び一般管理費   
運搬費 476,083 449,060 
給料 241,568 248,870 
賞与引当金繰入額 36,227 34,325 
役員賞与引当金繰入額 4,250 4,250 
退職給付費用 16,713 22,547 
役員退職慰労引当金繰入額 10,954 9,994 
福利厚生費 70,137 69,554 
賃借料 65,857 68,886 
減価償却費 16,940 20,599 
その他 526,045 453,626 
販売費及び一般管理費合計 1,464,781 1,381,715 

営業利益 289,429 601,034 

営業外収益   
受取利息 6,103 4,782 
受取配当金 20,279 11,956 
受取賃貸料 9,432 8,704 
受取補償金 5,969 － 
その他 11,918 4,843 
営業外収益合計 53,703 30,286 
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

営業外費用   
支払利息 785 － 
売上割引 13,802 8,475 
設備賃貸費用 11,917 12,563 
たな卸資産廃棄損 3,597 － 
支払手数料 6,000 5,730 
支払補償費 17,620 － 
その他 6,734 6,470 
営業外費用合計 60,458 33,239 

経常利益 282,674 598,081 

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   
固定資産除却損 6,088 1,516 
固定資産売却損 5,537 － 
会員権退会損 2,000 － 
会員権評価損 － 2,300 
関係会社株式評価損 － 249,005 
投資有価証券評価損 847 1,000 

特別損失合計 14,473 253,821 

税引前当期純利益 273,727 344,260 

法人税、住民税及び事業税 110,000 229,000 
法人税等調整額 △11,388 7,915 
法人税等合計 98,612 236,915 

当期純利益 175,115 107,345 
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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20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   
資本金   
前期末残高 1,100,900 1,100,900 
当期変動額   
当期変動額合計 － － 

当期末残高 1,100,900 1,100,900 

資本剰余金   
資本準備金   
前期末残高 889,640 889,640 
当期変動額   
当期変動額合計 － － 

当期末残高 889,640 889,640 

資本剰余金合計   
前期末残高 889,640 889,640 
当期変動額   
当期変動額合計 － － 

当期末残高 889,640 889,640 

利益剰余金   
利益準備金   
前期末残高 73,987 73,987 
当期変動額   
当期変動額合計 － － 

当期末残高 73,987 73,987 

その他利益剰余金   
別途積立金   
前期末残高 3,310,000 3,560,000 
当期変動額   
別途積立金の積立 250,000 150,000 
当期変動額合計 250,000 150,000 

当期末残高 3,560,000 3,710,000 

繰越利益剰余金   
前期末残高 439,125 325,748 
当期変動額   
別途積立金の積立 △250,000 △150,000 
剰余金の配当 △38,493 △38,487 
当期純利益 175,115 107,345 
当期変動額合計 △113,377 △81,141 

当期末残高 325,748 244,606 

利益剰余金合計   
前期末残高 3,823,112 3,959,735 
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当期変動額   
別途積立金の積立 － － 
剰余金の配当 △38,493 △38,487 
当期純利益 175,115 107,345 

当期変動額合計 136,622 68,858 

当期末残高 3,959,735 4,028,593 

自己株式   
前期末残高 △634 △905 
当期変動額   
自己株式の取得 △270 － 

当期変動額合計 △270 － 

当期末残高 △905 △905 

株主資本合計   
前期末残高 5,813,017 5,949,369 
当期変動額   
剰余金の配当 △38,493 △38,487 
当期純利益 175,115 107,345 
自己株式の取得 △270 － 

当期変動額合計 136,351 68,858 

当期末残高 5,949,369 6,018,227 

評価・換算差額等   
その他有価証券評価差額金   
前期末残高 16,180 7,396 
当期変動額   
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △8,784 12,468 

当期変動額合計 △8,784 12,468 

当期末残高 7,396 19,864 

土地再評価差額金   
前期末残高 468,798 468,798 
当期変動額   
当期変動額合計 － － 

当期末残高 468,798 468,798 

評価・換算差額等合計   
前期末残高 484,979 476,194 
当期変動額   
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △8,784 12,468 
当期変動額合計 △8,784 12,468 

当期末残高 476,194 488,663 
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

純資産合計   
前期末残高 6,297,997 6,425,564 
当期変動額   
剰余金の配当 △38,493 △38,487 
当期純利益 175,115 107,345 
自己株式の取得 △270 － 
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △8,784 12,468 
当期変動額合計 127,566 81,326 

当期末残高 6,425,564 6,506,891 
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該当事項はありません。 

  

６．その他 

（１）役員の異動 

   役員の異動に関しましては、後日発表いたします。 

  

（２）生産、受注及び販売の状況 

 

 
  

 
 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。 

 
  

  

(4)【継続企業の前提に関する注記】

  ① 生産実績
（単位：千円）

事業部門 前連結会計期間 当連結会計期間 前年同期比(％)
汎用樹脂部門 3,841,128 3,595,112 △6.4
高機能性樹脂部門 7,169,302 6,279,816 △12.4
合計 11,010,430 9,874,928 △10.3

  ② 商品仕入実績
（単位：千円）

事業部門 前連結会計期間 当連結会計期間 前年同四半比(％)

汎用樹脂部門 661,096 465,643 △29.6

高機能性樹脂部門 240,149 149,622 △37.7

合計 901,246 615,265 △31.7

  ③ 販売実績
（単位：千円）

事業部門 前連結会計期間 当連結会計期間 前年同期比(％)

汎用樹脂部門 4,648,706 4,207,047 △9.5

高機能性樹脂部門 7,509,727 6,276,149 △16.4

合計 12,158,433 10,483,196 △13.8

相手先

前連結会計期間 
（自 平成20年４月１日 

  至 平成21年３月31日）

当連結会計期間 
（自 平成21年４月１日 

  至 平成22年３月31日）

金額(千円) 割合(％) 金額(千円) 割合(％)
三菱瓦斯化学㈱ 1,957,684 16.1 1,829,239 17.5 
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