
平成 18年 3月期    個別財務諸表の概要 平成 18年  5月 19日

上   場   会   社   名     大日精化工業株式会社 上場取引所 東

コード番号      4116 本社所在都道府県

（ＵＲＬ　http://www.daicolor.co.jp/ ） 東京都

代 表 者

問合せ先責任者 TEL (03) 3662 - 7111
決算取締役会開催日　　平成 18年 5月 19日 中間配当制度の有無　　有

配当支払開始予定日　　平成 18年 6月 30日 定時株主総会開催日　　平成 18年 6月 29日

単元株制度採用の有無　有(１単元　1,000 株)

１. 18年  3月期の業績（平成 17年 4月 1日 ～ 平成 18年 3月 31日）
(1)経営成績  （百万円未満切り捨て）

　　 売　　上　　高 　　営　業　利　益 　　経　常　利　益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年  3月期 128,723 5.9 4,630 19.6 5,054 22.5

17年  3月期 121,549 4.0 3,870 31.1 4,125 22.7

         　当 期 純 利 益
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

株 主 資 本
当期純利益率

総 資 本
経常利益率

売 上 高
経常利益率

百万円 ％ 円　　銭 円　　銭 ％ ％ ％

18年  3月期 2,995 195.5 31.83 - 8.9 4.4 3.9

17年  3月期 1,013 △38.9 10.53 - 3.2 3.8 3.4

(注)①期中平均株式数 18年  3月期    92,938,885 株   17年  3月期    92,966,225 株

     ②会計処理の方法の変更　　　 無

     ③売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率

(2)配当状況
         １株当たり年間配当金 配当金総額 株主資本

中間 期末 (年間) 配当率
円　銭 円　銭 円　銭 百万円 ％ ％

18年  3月期 8.00 4.00 4.00 743 25.1 2.1

17年  3月期 7.00 3.00 4.00 650 66.5 2.1

(3)財政状態
      　　　総  資  産         株  主  資　本        株主資本比率 １株当たり株主資本

百万円 百万円 ％ 円　　銭

18年  3月期 116,783 35,542 30.4 382.09

17年  3月期 110,766 31,720 28.6 340.89

(注)①期末発行済株式数 18年  3月期    92,927,210 株   17年  3月期    92,951,214 株

 　  ②期末自己株式数 18年  3月期        138,344 株　 17年  3月期        114,340 株

２. 19年  3月期の業績予想（ 平成 18年 4月 1日  ～  平成 19年 3月 31日 ）
売上高 経常利益 当期純利益 　　　　１株当たり年間配当金

中間 期末
百万円 百万円 百万円 円　銭 円　銭 円　銭

中間期 67,000 2,750 1,550 4.50 － －

通　　期 135,000 5,200 3,050 － 4.50 9.00

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）   32 円 82 銭 

※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及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る仮定を前提にしており、実際の

　業績は様々な要因によりこれらの予想と異なる可能性があります。なお上記予想に関する事項は決算短信（連結）の８ページを参照して下さい。

  代表取締役社長  　高橋　 靖

  理　財　部　長  　武市　義彦

配当性向
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構成比 構成比 金額

（％） （％） （百万円）

（資産の部）

Ⅰ 流動資産

　1. 現金及び預金 5,978 5,950

　2. 受取手形 6,561 6,656

　3. 売掛金 34,561 32,559

　4. 有価証券 5 －

　5. 商品 439 390

　6. 製品 8,526 7,634

　7. 半製品 1,481 1,441

　8. 原材料 2,334 2,162

  9. 仕掛品 246 248

 10. 貯蔵品 183 178

 11. 前渡金 － 0

 12. 前払費用 245 220

 13. 繰延税金資産 824 914

 14. 短期貸付金 1,400 1,453

 15. その他 226 164

　　 貸倒引当金 △ 403 △ 575

　 流動資産合計 62,613 53.6 59,399 53.6 3,213

Ⅱ 固定資産

　1. 有形固定資産

　 (1) 建物 19,119 18,984

       減価償却累計額 13,062 6,056 12,638 6,346

　 (2) 構築物 3,823 3,809

       減価償却累計額 3,116 707 3,064 745

　 (3) 機械及び装置 29,532 29,412

       減価償却累計額 25,510 4,021 25,626 3,785

　 (4) 車輌及びその他
       陸上運搬具

       減価償却累計額 562 53 562 59

　 (5) 工具器具及び備品 6,662 6,464

       減価償却累計額 5,563 1,099 5,350 1,113

　 (6) 土地 8,716 8,733

　 (7) 建設仮勘定 48 81

　　 有形固定資産合計 20,704 17.7 20,865 18.9 △ 160

　2. 無形固定資産

　 (1) 借地権 163 163

　 (2) ソフトウェア 29 33

　 (3) その他 44 46

　　 無形固定資産合計 236 0.2 243 0.2 △ 7

　3. 投資その他の資産

　 (1) 投資有価証券 8,848 6,004

　 (2) 関係会社株式 8,921 7,846

　 (3) 出資金 85 74

　 (4) 関係会社出資金 3,220 2,334

　 (5) 従業員長期貸付金 6 3

 　(6) 関係会社長期貸付金 4,875 5,916

　 (7) 破産債権、再生債権、更生
　　　 債権その他これらに準ずる
　　　 債権

   (8) 長期前払費用 87 97

   (9) 繰延税金資産 4,459 5,396

　(10) 役職員保険積立金 1,948 1,778

　(11) 長期未収入金 875 1,103

  (12) その他 997 1,237

　　　 貸倒引当金 △ 1,723 △ 1,578

　　 投資その他の資産合計 33,228 28.5 30,257 27.3 2,970

 　固定資産合計 54,169 46.4 51,366 46.4 2,802

　 資産合計 116,783 100.0 110,766 100.0 6,016

個別財務諸表等

（１）貸借対照表

区　分

（平成18年3月31日）

前  事  業  年  度

（平成17年3月31日）

金額（百万円） 金額（百万円）

当  事  業  年  度
増減

616 621

624 42
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構成比 構成比 金額

（％） （％） （百万円）

（負債の部）

Ⅰ 流動負債

　1. 支払手形 2,298 2,234

　2. 買掛金 23,113 20,894

　3. 短期借入金 15,998 16,953

　4. １年以内に返済予定の
　　 長期借入金

　5. 未払金 1,905 1,787

　6. 未払費用 353 329

　7. 未払消費税等 142 199

　8. 未払法人税等 1,396 1,010

  9. 前受金 16 18

 10. 預り金 76 136

 11. 前受収益 2 －

 12. 賞与引当金 1,517 1,522

 13. 建設関係支払手形 205 259

 14. その他 98 70

　流動負債合計 51,852 44.4 49,473 44.7 2,378

Ⅱ 固定負債

　1. 長期借入金 13,891 13,950

　2. 退職給付引当金 10,914 11,399

　3. 債務保証損失引当金 1,504 1,242

　4. 子会社整理損失引当金 2,908 2,774

　5. その他 170 206

　 固定負債合計 29,388 25.2 29,572 26.7 △ 184

　 負債合計 81,240 69.6 79,046 71.4 2,194

（資本の部）

Ⅰ 資本金 10,039 8.6 10,039 9.1 －

Ⅱ 資本剰余金

　1. 資本準備金 8,137 8,137

    資本剰余金合計 8,137 6.9 8,137 7.3 －

Ⅲ 利益剰余金

　1. 利益準備金 2,224 2,224

　2. 任意積立金

　 (1) 退職給与積立金 451 463

　 (2) 圧縮記帳積立金 1,971 1,985

　 (3) 別途積立金 4,370 3,870

　3. 当期未処分利益 5,499 3,756

    利益剰余金合計 14,516 12.4 12,299 11.1 2,217

Ⅳ その他有価証券評価差額金 2,905 2.5 1,286 1.1 1,619

Ⅴ 自己株式 △ 56 △ 0.0 △ 42 △ 0.0 △ 14

　 資本合計 35,542 30.4 31,720 28.6 3,822

　 負債資本合計 116,783 100.0 110,766 100.0 6,016

金額（百万円） 金額（百万円）

当  事  業  年  度

区　分

（平成18年3月31日）

前  事  業  年  度

（平成17年3月31日）

4,728

増減

4,059
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百分比 百分比 金額 増減率

（％） （％） （百万円） （％）

Ⅰ 売上高 128,723 100.0 121,549 100.0 7,173 5.9

Ⅱ 売上原価 110,572 85.9 104,628 86.1 5,943 5.7

　　売上総利益 18,151 14.1 16,921 13.9 1,230 7.3

Ⅲ 販売費及び一般管理費 13,521 10.5 13,050 10.7 470 3.6

　　営業利益 4,630 3.6 3,870 3.2 759 19.6

Ⅳ 営業外収益

　1. 受取利息 35 70

　2. 受取配当金 437 354

　3. 受取賃貸料 469 482

　4. 仕入割引 29 28

　5. 団体保険等受入額 219 －

　6. その他 145 1,337 1.0 291 1,227 1.0 110 9.0

Ⅴ 営業外費用

　1. 支払利息 478 503

　2. 手形売却損 125 114

　3. 賃貸資産諸経費 230 250

　4. その他 78 913 0.7 103 972 0.8 △ 59 △ 6.1

    経常利益 5,054 3.9 4,125 3.4 928 22.5

Ⅵ 特別利益

　1. 固定資産売却益 34 430

　2. 投資有価証券売却益 0 333

  3. 関係会社株式売却益 － 181

　4. 債務保証損失引当金戻入益 － 42

　5. 前期損益修正益 47 10

　6. 子会社整理損失引当金戻入益 34 －

　7. その他 － 118 0.1 41 1,039 0.8 △ 921 △ 88.6

Ⅶ 特別損失

　1. 固定資産売却損 1 0

　2. 固定資産除却損 64 102

　3. 減損損失 － 311

　4. 投資有価証券評価損 59 －

　5. 関係会社株式評価損 1 48

  6. 貸倒引当金繰入額 135 531

  7. 債務保証損失引当金繰入額 － 174

  8. 子会社整理損失引当金繰入額 － 1,618

  9. 役員退職金 12 132

 10. その他 16 292 0.2 3 2,921 2.4 △ 2,628 △ 90.0

　　税引前当期純利益 4,880 3.8 2,244 1.8 2,636 117.5

　　法人税、住民税及び事業税 1,970 1,610

　　法人税等調整額 △ 84 1,885 1.5 △379 1,230 1.0 654 53.2

　　当期純利益 2,995 2.3 1,013 0.8 1,981 195.5

　　前期繰越利益 2,863 2,889 △ 25

　　中間配当額 371 278 92

　　退職給与積立金取崩額 12 132 △ 120

　　当期未処分利益 5,499 3,756 1,742

　　（自　平成16年4月 1日 増　減

（２）損益計算書

区　分 金額（百万円） 金額（百万円）

当  事  業  年  度

　　　至　平成18年3月31日） 　　　至　平成17年3月31日）

　　（自　平成17年4月 1日

前  事  業  年  度
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区　分

Ⅰ 当 期 未 処 分 利 益 5,499 3,756 1,742

Ⅱ 任 意 積 立 金 取 崩 額

　１. 圧 縮 記 帳 積 立 金 取 崩 額 － － 13 13 △ 13

　　 　 合 計 5,499 3,770 1,729

Ⅲ 利 益 処 分 額

　１．配 当 金 371 371

　２．役 員 賞 与 金 36 34

　３．任 意 積 立 金

　　（１）別 途 積 立 金 1,500 1,908 500 906 1,002

Ⅳ　次 期 繰 越 利 益 3,590 2,863 726

金　額（百万円）

     ３．当事業年度中間配当金1株につき４円（総額371百万円）を実施しております。

     ２．前事業年度中間配当金1株につき３円（総額278百万円）を実施しております。

金　額（百万円）

　　（自　平成17年4月 1日
　　　至　平成18年3月31日）

(注）１．圧縮記帳積立金の取崩は、租税特別措置法に基づくものであります。

（３）利益処分案

増　減

前  事  業  年  度

　　（自　平成16年4月 1日
　　　至　平成17年3月31日）

当　事　業　年　度

金額（百万円）
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重要な会計方針

1. 有価証券の評価基準及び評価方法 

  (1)満期保有目的の債券・・償却原価法（定額法）

  (2)子会社株式及び関連会社株式・・移動平均法による原価法

  (3)その他有価証券

   ①時価のあるもの・・決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は移動

                       平均法により算定しております）

   ②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

3. たな卸資産の評価基準及び評価方法・・総平均法による原価法

4. 固定資産の減価償却の方法

  (1)有形固定資産

  　 定率法を採用しております。ただし、東海製造事業所の建物、機械及び装置については定額法。なお、東海製造事業

     所以外の事業所の平成１０年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）についても、定額法を採用してお

　　 ります。なお、主な耐用年数は以下の通りであります。

 　　　　建物　　　　　　　８～５０年

 　　　　機械及び装置　　　４～１０年

  (2)無形固定資産

  　 定額法を採用しております。なお、市場販売目的のソフトウェアについては、販売見込有効期間（３年）、自社利用

     のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法を採用しております。

5. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

     外貨建金銭債権債務は、決算日の直物等為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

6. 引当金の計上基準

  (1)貸倒引当金

     売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、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。

  (2)賞与引当金

     従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当事業年度負担額を計上しております。

  (3)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及び年金資産の見込額に基づき計上しておりま

　　 す。

　　 過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（１０年）による定額法により費用処理

　　 しております。

　　 数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（１５年）による定

　　 額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしております。

  (4)債務保証損失引当金

     債務保証の履行による損失に備えるため、被保証先の財務内容等を勘案して、損失負担見込額を見積り計上しており

     ます。

  (5)子会社整理損失引当金

     子会社の整理に伴う損失に備えるため、子会社の財政状態等を勘案して、損失負担見込額を見積り計上しておりま

     す。
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7. リ－ス取引の処理方法

     リ－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－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。

8. ヘッジ会計の方法

  (1)ヘッジ会計の方法

     繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、為替予約については、振当処理の要件を満たしている場合は振当処理を

　　 採用し、また、金利スワップについては、特例処理の要件を満たしている場合は特例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  ヘッジ対象

　　 為替予約  外貨建金銭債権・債務及び外貨建予定取引

　　 金利スワップ  借入金

　(3)ヘッジ方針

　　 当社の内部規程である「デリバティブ取引に係るリスク管理方針」に基づき、為替変動リスク及び金利変動リスクを

　　 ヘッジする目的に限定して行い、短期的な売買差益を獲得する目的や投機目的とした取引は一切行なわないものとし

　　 ております。

　(4)ヘッジ有効性評価の方法

　　 当社は市場金利変動型の借入金に係る金利変動によるキャッシュ・フロー変動リスクの有効性の評価方法として、借

　　 入金の変動リスクにかかわる金利変動額と金利スワップ取引の金利変動額との累計を比率分析により測定し、有効性

　　 の評価を行っております。

　　 なお、有効性の評価は、決算日を含み、少なくとも６か月に１回実施することとしております。ただし、特例処理に

　　 よっている金利スワップについては有効性の評価を省略しております。

9. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

   　消費税等の会計処理の方法

     消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式を採用しております。

表示方法の変更

　(貸借対照表)

　　「前受収益」は、前事業年度まで流動負債の「その他」に含めて表示しておりましたが、明瞭表示の観点から区分掲

　　記することとしました。

　　なお、前事業年度末における「前受収益」の金額は、１百万円であります。

　(損益計算書)

　　「団体保険等受入額」は、前事業年度まで営業外収益の「その他」に含めて表示しておりましたが、明瞭表示の観点

　　から区分掲記することとしました。

　　なお、前事業年度における「団体保険等受入額」の金額は、186百万円であります。
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注記事項

（貸借対照表関係）

　１．関係会社項目 　１．関係会社項目

　　　区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている関係会 　　　区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている関係会

　　　社に対する主な資産・負債の内訳は次の通りであります。 　　　社に対する主な資産・負債の内訳は次の通りであります。

　流動資産 　流動資産

　２．担保に供している資産 　２．担保に供している資産

　　　投資有価証券 　　　投資有価証券

　　　有形固定資産 　　　有形固定資産

　３．過年度において取得した構築物のうち地方公共団体から 　３．　　　　　　　　　　　同左

　　　の助成金による圧縮記帳額は、６百万円であり、貸借対

　　　照表計上額はこの圧縮記帳額を控除しております。

　４．授権株式数及び発行済株式総数 　４．授権株式数及び発行済株式総数

　　　授権株式数　普通株式 　　　授権株式数　普通株式

　　　発行済株式総数　普通株式 　　　発行済株式総数　普通株式

　５．自己株式 　５．自己株式

　　　当社が保有する自己株式の数は、 　　　当社が保有する自己株式の数は、

　　　普通株式１３８，３４４株であります。 　　　普通株式１１４，３４０株であります。

　６．偶発債務 　６．偶発債務

　　　保証債務（保証予約含む） 　　　保証債務（保証予約含む）

　７．受取手形割引高 　７．受取手形割引高

　　　受取手形 　　　受取手形

　　 （うち関係会社受取手形） 　　 （うち関係会社受取手形）

　８．当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行３ 　８．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。 　　　行と貸出コミットメント契約を締結しております。

　　　この契約に基づく当期末における借入未実行残高は次の 　　　この契約に基づく当期末における借入未実行残高は次の

　　　通りであります。 　　　通りであります。

　　　貸出コミットメントの総額 　　　貸出コミットメントの総額

　　　借入実行残高 　　　借入実行残高

　　　　　　差引額 　　　　　　差引額

　９．配当制限 　９．配当制限

　　　商法施行規則第124条第３号に規定する資産に時価を付 　　　商法施行規則第124条第３号に規定する資産に時価を付

　　　したことにより増加した純資産額は２，９０５百万円で 　　　したことにより増加した純資産額は１，２８６百万円で

　　　あります。 　　　あります。

　支払手形 １８０

　買掛金 ３，１６７ 　買掛金 ３，０４２
　流動負債

　支払手形 １２６
　流動負債

　短期貸付金 １，４００ 　短期貸付金 １，４５３

　売掛金 ４，７６３ 　売掛金 ４，８１４

科目 金額（百万円）

　受取手形 ６００ 　受取手形 ９９５

区分 科目 金額（百万円） 区分

１，１３４百万円

９，４８６百万円

４４２百万円

９，６１５百万円

当  事  業  年  度

（平 成 １８ 年 ３ 月 ３１ 日）

前　事　業　年　度

（平 成 １７ 年 ３ 月 ３１ 日）

２５０，０００，０００株

９３，０６５，５５４株

２５０，０００，０００株

９３，０６５，５５４株

２４，６５６百万円 ２４，８４５百万円

５，８２２百万円

５，０００百万円

１，００９百万円

５，７８１百万円

１，３７５百万円

５，０００百万円

百万円

５，０００百万円

百万円

５，０００百万円
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（損益計算書関係）

　１．関係会社との取引にかかるもの 　１．関係会社との取引にかかるもの

　　　各科目に含まれている関係会社との取引にかかる主なも 　　　各科目に含まれている関係会社との取引にかかる主なも

　　　のは、次の通りであります。 　　　のは、次の通りであります。

　２．特別損益項目の相殺表示

　 (1)貸倒引当金戻入益262百万円と同額の債務保証損失引当

　　　金繰入額を相殺して表示しております。これは貸倒引当

　　　金及び債務保証損失引当金を設定している子会社との取

　　　引において、当事業年度に直接債権を回収したことによ

　　　り回収相当額の貸倒引当金の取崩しを行いましたが、同

　　　社の財政状態を勘案して同額の債務保証損失引当金を繰

　　　入れたことによるものであります。

　 (2)子会社整理損失引当金設定対象子会社に対する外貨建債

　　　権が、為替換算等により168百万円増加したことに伴い、

　　　子会社整理損失引当金繰入額を同額追加計上しておりま

　　　すが、その取引実態に着目し、為替差益等と当該子会社

　　　整理損失引当金繰入額を相殺して表示しております。

３８６

金額（百万円）

　受取配当金 ３４６ 　受取配当金 ２７９

２９,２５２

当　事　業　年　度 前　事　業　年　度

　　　　　　　 （自　平 成 １７年　４月　１日 　　　　　　　 （自　平 成 １６年　４月　１日

                 至　平 成 １８年　３月３１日）                  至　平 成 １７年　３月３１日）

科目 金額（百万円） 科目

　２．　　

　仕入高 ３１，４３９ 　仕入高

　受取賃貸料 ３７０ 　受取賃貸料
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（リース取引関係）

1. 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 1. 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(借主側) 以外のファイナンス・リース取引

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、 (1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

　  減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 　  及び期末残高相当額

機械及び装置 1,088 476 612 機械及び装置 1,068 361 707

工具器具及び備品 390 197 193 工具器具及び備品 312 177 135

その他 50 24 26 その他 54 21 32

合計 1,529 697 831 合計 1,435 560 875

(2) 未経過リース料期末残高相当額等 (2) 未経過リース料期末残高相当額

　　未経過リース料期末残高相当額

224 百万円 203 百万円

635 百万円 693 百万円

860 百万円 897 百万円

(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償 (3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

　　相当額、支払利息相当額及び減損損失

　　支払リース料 250 百万円 　　支払リース料 253 百万円

　　減価償却費相当額 229 百万円 　　減価償却費相当額 233 百万円

　　支払利息相当額 27 百万円 　　支払利息相当額 31 百万円

(4) 減価償却費相当額の算定方法 (4) 減価償却費相当額の算定方法

　　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。

(5) 利息相当額の算定方法 (5) 利息相当額の算定方法

　　リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額

　　を利息相当額とし、各期への配分方法については、利

　　息法によっております。

2. オペレーティング・リース取引 2. オペレーティング・リース取引

　未経過リース料 　未経過リース料

35 百万円 4 百万円

222 百万円 20 百万円

257 百万円 25 百万円

(減損損失について)

リース資産に配分された減損損失はありません。

（有価証券関係）

前事業年度（平成17年３月31日）及び当事業年度（平成18年３月31日）における子会社株式及び関連会社株式で時価
のあるものはありません。

（百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

       合計

      １年内

      １年超

      １年超

同左

同左

期末残高
相当額

（百万円） （百万円）

      １年内      １年内

      １年超

       合計        合計

前　事　業　年　度

　　　　　　 （自 平成１６年４月　１日

　　　　　　　 至 平成１７年３月３１日）

取得価額
相当額

 減価償却
期末残高
相当額

 累計額

 相当額

       合計

      １年内

      １年超

当　事　業　年　度

　　　　　　　 至 平成１８年３月３１日）

取得価額
相当額

 減価償却

 累計額

 相当額

　　　　　　 （自 平成１７年４月　１日
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（税効果会計関係）

　１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 　１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

（単位：百万円） （単位：百万円）

（繰延税金資産） （繰延税金資産）

賞与引当金 ６１７ 賞与引当金 ６１９

投資有価証券評価損否認 ２７６ 投資有価証券評価損否認 ３００

関係会社株式評価損否認 ２５０ 減価償却費損金算入限度超過額 ３７２

減価償却費損金算入限度超過額 ３８９ 貸倒引当金損金算入限度超過額 ８２７

貸倒引当金損金算入限度超過額 ７９９ 退職給付引当金損金算入限度超過額 ５，０７４

退職給付引当金 ５，０７３ 債務保証損失引当金 ５０５

債務保証損失引当金 ６１２ 子会社整理損失引当金 １，１２８

子会社整理損失引当金 １，１８３ その他 ３２５

その他 ４０６ 　 繰延税金資産小計 ９，１５３

　 繰延税金資産小計 ９，６０８ 　 　評価性引当額 △　４２６

　 　評価性引当額 △　７９７ 　 繰延税金資産合計 ８，７２６

　 繰延税金資産合計 ８，８１１ （繰延税金負債）

（繰延税金負債） その他有価証券評価差額金 △　８８２

その他有価証券評価差額金 　△　１，９９３ 圧縮記帳積立金 　△　１，３５４

圧縮記帳積立金 　△　１，３５４ その他 △　１７９

その他 △　１７９ 　 繰延税金負債合計 　△　２，４１５

　 繰延税金負債合計 　△　３，５２６ 　 繰延税金資産の純額 ６，３１１

　 繰延税金資産の純額 ５，２８４

　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 　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

　　　間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主 　　　間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主

　　　要な項目別の内訳 　　　要な項目別の内訳

（％） （％）

法定実効税率 ４０．６９ 法定実効税率 ４０．６９

（調整） （調整）

交際費等永久に損金に算入されない項目 ４．２０ 交際費等永久に損金に算入されない項目 １１．８４

受取配当金等永久に益金に算入されない項目△　０．８３ 受取配当金等永久に益金に算入されない項目△　１．８１

住民税均等割 ０．７１ 住民税均等割 １．４９

試験研究費の特別税額控除 △　６．５２ 試験研究費等の特別税額控除 △　１２．１６

税務更正による否認金の受け入れ △　０．５７ 税務更正の受け入れ △　３．５５

未払法人税等取崩額 △　１．４３ 評価性引当額の増加による影響 １９. ００

評価性引当額の増減による影響 ２．５８ その他 △　０．６６

その他 △　０．２０ 税効果会計適用後の法人税等の負担率 ５４．８４

税効果会計適用後の法人税等の負担率 ３８．６３

当　事　業　年　度

（平 成 １８ 年 ３ 月 ３１ 日）

前　事　業　年　度

（平 成 １７ 年 ３ 月 ３１ 日）
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期別

部門別 金  額 構成比 金  額 構成比 金  額 増減率

（百万円） （％） （百万円） （％） （百万円） （％）

化　成　品 18,270 14.2 17,469 14.4 801 4.6

着　色　剤 86,090 66.9 81,939 67.4 4,150 5.1

そ　の　他 24,362 18.9 22,140 18.2 2,222 10.0

合　計 128,723 100.0 121,549 100.0 7,173 5.9

売上比 売上比

輸 出 売 上 高 11,018 8.6 8,414 6.9 2,604 31.0

比  較  部  門  別  売  上  高

当　事　業　年　度 前　事　業　年　度

　（自　平成16年4月 1日 増　減　（自　平成17年4月 1日
　　至　平成17年3月31日）

（注）  主な部門別内訳は次の通りであります。

　　至　平成18年3月31日）

        化成品・・・・・印刷インキ用・塗料用・文具用・繊維用等の顔料及びインクジェット用カラーや液晶
　　　　　　　　　　    フィルター用顔料等のＩＴハイテク素材、その他精密化学品

        着色剤・・・・・合成樹脂用着色料、各種印刷インキ、情報記録材並びにハイテクに関する各種開発品

        その他・・・・・化学品、各種合成樹脂、印刷機械、その他印刷材料(ＰＳ版、フィルム等）、その他
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  40 

役員の異動（平成１８年６月２９日付） 

 
（１） 新任取締役候補 
 
   該当事項はありません。 
 
（２） 退任予定取締役 
 
   該当事項はありません。 
 
（３） 新任監査役候補 
 
   飯村 英夫    （現 大日精化（香港）有限公司 執行董事） 
 
（４） 退任予定監査役 
 
   現 監査役（常勤）   海宝 久嗣 
 
（５） 新任補欠監査役候補 
 
   石山 弘     （現 当社顧問税理士） 
 
   （注）石山 弘は、社外監査役の補欠の候補者であります。 
 
 
  

以  上 
 


