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1.  平成22年3月期第2四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年9月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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2四半期 10,981 △29.9 1,050 72.3 1,019 79.0 546 75.0
21年3月期第2四半期 15,675 ― 609 ― 569 ― 312 ―

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2四半期 119.07 ―
21年3月期第2四半期 68.04 ―

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2四半期 15,634 5,826 37.3 1,269.45
21年3月期 15,314 5,403 35.3 1,177.36

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  5,826百万円 21年3月期  5,403百万円

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 ― 0.00 ― 30.00 30.00
22年3月期 ― 0.00
22年3月期 

（予想）
― 20.00 20.00

3.  平成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） 
（％表示は対前期増減率）

（注）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 21,579 △23.3 1,490 △4.1 1,421 △3.2 803 1.5 174.96
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4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期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。］ 

(2) 四半期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） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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2四半期 4,592,000株 21年3月期  4,592,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  2,300株 21年3月期  2,300株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年3月期第2四半期 4,589,700株 21年3月期第2四半期 4,589,700株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
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をもとに行なった見込みであり、今後経済情勢、事業運営における様々な状況変化によって、
実際の業績と異なる場合があります。なお、業績予想に関する事項につきましては、3ページ【定性的情報・財務諸表等】 ３. 業績予想に関する定性的情報
をご覧ください。 
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【定性的情報・財務諸表等】 

 １．経営成績に関する定性的情報  

当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、一部で持ち直しの兆しが見られるものの、企業収益の

落ち込みにともなう設備投資の停滞、雇用・所得環境の悪化による個人消費の低迷等から、景気は引続き

厳しい状況で推移いたしました。 

当社が主として関連する塗料業界におきましても、こうした経済環境のもと出荷数量は減少傾向が続

きました。 

このような情勢のもとで、当社における当第２四半期までの製品出荷数量は、69,462 トン（前年同期

比 9.9%減）となりました。 

当第２四半期累計期間の業績といたしましては、売上高は出荷数量の減少と、原油・ナフサ市況が前

年同期と比較して大きく下落したことにより販売単価が低下したため、109億81百万円(同29.9％減)と大

幅な減収になったものの、期初の目標を上回りました。 

主な品目の売上高は、単一溶剤類が42億67百万円(同32.6％減)、印刷用溶剤類が25億58百万円(同

19.9％減)、特殊シンナー類が10億6百万円（同30.4％減）、洗浄用シンナー類が8億34百万円(同33.6％減)、

単一溶剤直送品を中心とした商品が11億74百万円(同40.0％減)となりました。 

一方損益面では、販売価格の是正が定着するとともに、原油・ナフサ市況等に対応した効率的な原材

料購入を促進した結果、採算面が改善され、営業利益10億50百万円(同72.3％増)、経常利益10億19百万円

(同79.0％増)、四半期純利益5億46百万円(同75.0％増)となり、いずれも期初の目標を超え大幅な増益と

なりました。 

 

 

２． 財政状態に関する定性的情報 

当第２四半期会計期間末の総資産額は156億34百万円となり、前事業年度末と比較し3億20百万円増加い

たしました。主な要因は、現金及び預金の減少80百万円、たな卸資産の減少1億57百万円等があったもの

の、受取手形及び売掛金の増加7億79百万円等によるものであります。 

負債総額は98億8百万円となり、前事業年度末と比較し1億2百万円減少いたしました。主な要因は、支

払手形及び買掛金の増加1億66百万円、短期借入金の増加4億円等があったものの、長期借入金の減少2億

37百万円、未払法人税等の減少1億7百万円等によるものであります。 

純資産合計は58億26百万円となり、前事業年度末と比較し4億22百万円増加いたしました。主な要因は、

利益剰余金の増加4億8百万円によるものであります。 
 

３． 業績予想に関する定性的情報 
平成22年3月期通期の業績予想につきましては、平成21年10月16日に「業績予想の修正に関するお知ら

せ」で発表したとおりであります。 
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４． その他 

(1)  簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

税金費用の計算 

当事業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。 

 

(2)  四半期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 

該当事項はありません。 

 

 

 



5.【四半期財務諸表】 
(1)【四半期貸借対照表】 

(単位：千円)

当第２四半期会計期間末 
(平成21年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,183,005 2,263,474

受取手形及び売掛金 7,602,466 6,823,145

商品及び製品 124,051 113,671

原材料及び貯蔵品 345,930 514,280

その他 505,004 690,064

貸倒引当金 △19,724 △16,289

流動資産合計 10,740,732 10,388,347

固定資産   

有形固定資産 3,745,636 3,745,608

無形固定資産 89,561 82,069

投資その他の資産   

その他 1,101,537 1,139,338

貸倒引当金 △42,835 △41,172

投資その他の資産合計 1,058,702 1,098,165

固定資産合計 4,893,899 4,925,844

資産合計 15,634,631 15,314,191

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,262,541 4,096,316

短期借入金 2,515,920 2,115,920

未払法人税等 438,189 545,574

賞与引当金 119,700 116,065

役員賞与引当金 － 70,000

その他 468,356 646,956

流動負債合計 7,804,707 7,590,833

固定負債   

長期借入金 1,491,050 1,729,010

退職給付引当金 409,146 420,787

役員退職慰労引当金 83,441 153,117

その他 19,909 16,708

固定負債合計 2,003,547 2,319,622

負債合計 9,808,254 9,910,455

大伸化学（株）（4629）　平成22年3月期　第2四半期決算短信（非連結）

―　5　―



(単位：千円)

当第２四半期会計期間末 
(平成21年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 729,000 729,000

資本剰余金 666,880 666,880

利益剰余金 4,430,556 4,021,764

自己株式 △1,779 △1,779

株主資本合計 5,824,656 5,415,864

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,720 △12,128

評価・換算差額等合計 1,720 △12,128

純資産合計 5,826,377 5,403,736

負債純資産合計 15,634,631 15,314,191
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(2)【四半期損益計算書】 
【第２四半期累計期間】 

(単位：千円)

前第２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 15,675,616 10,981,523

売上原価 13,548,271 8,329,189

売上総利益 2,127,345 2,652,333

販売費及び一般管理費 1,517,486 1,601,718

営業利益 609,858 1,050,615

営業外収益   

受取利息 4,008 3,176

受取配当金 2,298 1,333

その他 7,284 11,012

営業外収益合計 13,591 15,521

営業外費用   

支払利息 34,610 41,244

手形売却損 19,187 5,652

その他 448 176

営業外費用合計 54,246 47,072

経常利益 569,203 1,019,064

特別利益   

固定資産売却益 1,490 1,189

特別利益合計 1,490 1,189

特別損失   

固定資産除却損 16,488 9,399

固定資産売却損 318 770

特別損失合計 16,807 10,169

税引前四半期純利益 553,886 1,010,083

法人税等 241,605 463,600

四半期純利益 312,281 546,482
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円)

前第２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益 553,886 1,010,083

減価償却費 178,831 206,781

売上債権の増減額（△は増加） △762,546 △779,320

たな卸資産の増減額（△は増加） △235,704 157,970

仕入債務の増減額（△は減少） 991,387 152,692

その他 △104,832 118,184

小計 621,021 866,392

利息及び配当金の受取額 12,355 7,162

利息の支払額 △34,954 △41,244

法人税等の支払額 △216,594 △534,656

営業活動によるキャッシュ・フロー 381,827 297,654

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △300,000 －

定期預金の払戻による収入 308,000 －

有形固定資産の取得による支出 △201,732 △413,405

有形固定資産の売却による収入 6,295 6,963

無形固定資産の取得による支出 △4,937 △3,054

投資有価証券の取得による支出 △537 △551

貸付金の回収による収入 6,771 11,511

その他 △137,047 △1,207

投資活動によるキャッシュ・フロー △323,188 △399,745

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 480,000 1,300,000

短期借入金の返済による支出 △388,000 △900,000

長期借入れによる収入 210,000 －

長期借入金の返済による支出 △222,210 △237,960

配当金の支払額 △91,794 △137,691

その他 △3,109 △2,727

財務活動によるキャッシュ・フロー △15,113 21,621

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 43,525 △80,469

現金及び現金同等物の期首残高 1,420,382 1,817,474

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,463,908 1,737,005
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（4）継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

 

（5）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

該当事項はありません。 



大伸化学（株）（4629） 平成22年3月期 第2四半期決算短信（非連結） 

― 10 ― 

６．その他 

生産、受注及び販売の状況 

(1) 生産実績 

当第２四半期累計期間における生産実績を品目別に示すと、次のとおりであります。 
 

品目 生産高(千円) 前年同期比（％） 

ラッカーシンナー類 334,860 △31.0 

合成樹脂塗料用シンナー類 417,928 △27.2 

洗浄用シンナー類 806,149 △33.4 

印刷用溶剤類 2,562,802 △20.1 

特殊シンナー類 1,010,866 △30.6 

単一溶剤類 4,312,542 △32.8 

エタノール・その他 429,578 △19.3 

合計 9,874,728 △28.9 

(注) １ 金額は、販売価格によっております。 
２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

(2) 受注実績 

当第２四半期累計期間における受注実績を品目別に示すと、次のとおりであります。 
 

品目 受注高(千円) 
前年同期比
（％） 

受注残高(千円) 
前年同期比
（％） 

ラッカーシンナー類 359,241 △27.6 2,744 △74.4 

合成樹脂塗料用シンナー類 411,504 △28.2 6,314 △46.1 

洗浄用シンナー類 841,046 △33.2 25,343 △25.8 

印刷用溶剤類 2,553,017 △20.2 5,635 △64.1 

特殊シンナー類 1,013,234 △30.3 22,694 △25.1 

単一溶剤類 4,266,656 △32.9 55,302 △43.2 

エタノール・その他 362,911 △16.1 2,908 △57.4 

合計 9,807,612 △28.8 120,942 △41.5 

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 



大伸化学（株）（4629） 平成22年3月期 第2四半期決算短信（非連結） 

― 11 ― 

(3) 販売実績 

当第２四半期累計期間における販売実績を品目別に示すと、次のとおりであります。 
 

品目 販売高(千円) 前年同期比（％） 

ラッカーシンナー類 363,986 △25.6 

合成樹脂塗料用シンナー類 411,801 △27.6 

洗浄用シンナー類 834,364 △33.6 

印刷用溶剤類 2,558,569 △19.9 

特殊シンナー類 1,006,837 △30.4 

単一溶剤類 4,267,799 △32.6 

エタノール・その他 363,688 △15.9 

 
製品 

小計 9,807,047 △28.5 

単一溶剤直送品 1,053,787 △40.9 

その他商品 120,688 △30.0 

 
商品 

小計 1,174,475 △40.0 

合計 10,981,523 △29.9 

(注) １ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 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。 
 

前第２四半期累計期間 当第２四半期累計期間 

相手先 

販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％) 

東洋インキ製造（株）  3,826,455 24.4 2,584,355 23.5 

(注) １ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 上記の相手先、東洋インキ製造㈱には、東洋インキ北海道㈱、東洋インキ東北㈱、東洋インキ中

四国㈱、東洋インキ九州㈱等の販売高を含んでおります。 

 




