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1.  22年3月期の業績（平成21年4月1日～平成22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 ％

22年3月期 22,527 △19.9 1,532 △1.4 1,456 △0.8 753 △4.7
21年3月期 28,123 2.2 1,553 90.0 1,467 93.4 791 93.0

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 164.19 ― 13.2 9.2 6.8
21年3月期 172.34 ― 15.5 9.2 5.5

（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 16,393 6,028 36.8 1,313.51
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  6,028百万円 21年3月期  5,403百万円

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 1,279 △1,069 △99 1,927
21年3月期 953 △634 77 1,817

2.  配当の状況 

(注) 21年3月期期末配当金の内訳 特別配当10円00銭 
   22年3月期期末配当金の内訳 特別配当10円00銭 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
純資産配当

率第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 ― 30.00 30.00 137 17.4 2.7
22年3月期 ― 0.00 ― 30.00 30.00 137 18.3 2.4
23年3月期 

（予想）
― 0.00 ― 20.00 20.00 13.4

3.  23年3月期の業績予想（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）

 

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

12,366 12.6 559 △46.8 526 △48.4 281 △48.6 61.22

通期 25,000 11.0 1,312 △14.4 1,250 △14.2 683 △9.4 148.82

―  1　―



4.  その他 
(1) 重要な会計方針の変更 

〔(注)詳細は、21ページ「重要な会計方針の変更」をご覧ください。〕 

(2) 発行済株式数（普通株式） 

(注) 1株当たり当期純利益の算定の基礎となる株式数については、38ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

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） 22年3月期 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  2,700株 21年3月期  2,300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、上記予想に関する事項は添付資料の3ページ「1.経営成績 (1) 経営成績に関する分析」をご覧ください。 

―  2　―
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１．経営成績 

 

(1) 経営成績に関する分析 

① 当期の経営成績 

当事業年度におけるわが国経済は、輸出の増加や企業の在庫調整の進展に加えて、経済政策

効果等により一部持ち直しの兆しが現れているものの、厳しい雇用・所得環境を反映して個人

消費も盛り上がりを欠き、景気は先行き不透明な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は、こうした経済環境のもと、生産、出荷数

量は、ともに前年を下回りました。 

このような情勢のもとで当社は、有機溶剤専業メーカーとして新規ユーザーの開拓を中心に

販売力を強化いたしました結果、期後半に需要が回復し、製品については生産数量143,130ト

ン、出荷数量142,515トンと、ともに前年同期実績に比べ2.2％増、2.3％増とそれぞれ増加い

たしました。 

当事業年度の業績といたしましては、売上高は出荷数量の増加があったものの、原油・ナフ

サ市況の軟化により販売単価も下落したため、225億27百万円と前年同期比19.9％減の減収と

なりました。 

主な品目の売上高は、単一溶剤類が89億22百万円で前年同期比17.2％減、印刷用溶剤類が49

億74百万円で前年同期比17.6％減、特殊シンナー類が20億73百万円で前年同期比21.9％減、洗

浄用シンナー類が17億87百万円で前年同期比20.6％減、単一溶剤直送品を中心とした商品が23

億40百万円で前年同期比36.4％減となりました。 

損益面に関しましては、出荷数量が増加したことや、原油・ナフサ市況が低水準で推移した

ことにより原材料費が抑制されたことが増益要因となったものの、販売単価の下落や減価償却

費等の費用が増加したことが減益要因となり、営業利益は前年同期比1.4％減の15億32百万円、

経常利益は前年同期比0.8％減の14億56百万円、当期純利益は前年同期比4.7％減の７億53百万

円といずれも減益となりましたが、目標数値については達成することができました。 

 

② 次期の見通し 

今後の見通しといたしましては、景気は回復傾向にあるものの、個人消費や設備投資の急激

な改善は見込めず、当社を取り巻く経営環境は引続き厳しい状況で推移するものと思われます。 

当業界も一段と競争が激化するものと予想され、原油・ナフサ市況も先行き不透明であり、

石化基礎原料価格の動向も予断を許さない状況にあります。 

このような環境下におきまして当社は、経営資源を駆使して積極的な経営活動を展開し、さ

らなる新規需要の開拓など販売活動に全力を傾注するとともに生産、物流面での合理化を推進

して業績の向上に取り組む所存であります。 

以上のような要因により通期の業績は、売上高250億円、営業利益13億12百万円、経常利益

12億50百万円、当期純利益６億83百万円を見込んでおります。 
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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 

当事業年度末における総資産は、163億93百万円(前事業年度末比10億79百万円増)となりま

した。 

(イ) 流動資産 

当事業年度末における流動資産は、111億77百万円(前事業年度末比７億89百万円増)となり

ました。 

これは主に、現金及び預金の増加(同４億18百万円増)、受取手形の増加(同３億32百万円増)

及び売掛金の増加(同３億24百万円増)等があったものの、預け金の減少(同１億93百万円減)等

があったことによるものであります。 

(ロ) 固定資産 

当事業年度末における固定資産は、52億15百万円(前事業年度末比２億90百万円増)となりま

した。 

これは主に、減価償却費の計上４億34百万円(同40百万円増)等があったものの、越谷工場及

び兵庫工場の製造設備等の取得８億３百万円(同１億87百万円増)等があったことによるもので

あります。 

(ハ) 流動負債 

当事業年度末における流動負債は、79億42百万円(前事業年度末比３億52百万円増)となりま

した。 

これは主に、買掛金の増加(同12億39百万円増)等があったものの、支払手形の減少(同５億

30百万円減)及び未払法人税等の減少(同３億６百万円減)等があったことによるものでありま

す。 

(ニ) 固定負債 

当事業年度末における固定負債は、24億22百万円(前事業年度末比１億２百万円増)となりま

した。 

これは主に、長期借入金の減少(同４億68百万円減)等があったものの、越谷工場の設備資金

として発行した社債の増加(同６億30百万円増)等があったことによるものであります。 

(ホ) 純資産 

当事業年度末における純資産は、60億28百万円(前事業年度末比６億24百万円増)となりまし

た。 

これは主に、利益剰余金の増加(同６億15百万円増)があったことによるものであります。 

 

 

② 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、前年同期に比べて１億

10百万円増加し、19億27百万円となりました。 

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。 
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(イ) 営業活動によるキャッシュ・フロー 

当事業年度において営業活動の結果得られた資金は、12億79百万円(前年同期は9億53百万円

の収入)となりました。 

これは、税引前当期純利益の計上14億30百万円、仕入債務の増加７億２百万円等があったも

のの、売上債権の増加６億57百万円、法人税等の支払額８億97百万円等があったことによるも

のであります。 

(ロ) 投資活動によるキャッシュ・フロー 

当事業年度において投資活動の結果使用した資金は、10億69百万円(前年同期は6億34百万円

の支出)となりました。 

これは、有形固定資産の取得による支出７億45百万円、定期預金の預入による支出３億８百

万円等があったことによるものであります。 

(ハ) 財務活動によるキャッシュ・フロー 

当事業年度において財務活動の結果使用した資金は、99百万円(前年同期は77百万円の収入)

となりました。 

これは主に、社債の発行による収入７億円があったものの、長期借入金の返済による支出４

億75百万円、短期借入金の返済による支出１億80百万円等があったこと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 

 平成19年３月期 平成20年３月期 平成21年３月期 平成22年３月期

自己資本比率（％） 29.6 29.1 35.3 36.8

時価ベースの 

自己資本比率（％） 
23.2 15.2 13.7 21.6

キャッシュ・フロー 

対有利子負債比率（％） 
1,090.7 976.0 405.4 305.4

インタレスト・ 

カバレッジ・レシオ（倍） 
6.9 5.8 12.5 16.9

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 

（注１） 株式時価総額は、自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しています。 

（注２） キャッシュ･フローは、営業キャッシュ･フローを利用しています。 

（注３） 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

負債を対象としています。 
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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 

当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要事項のひとつとして認識しております。

配当につきましても業績に対応した配当を行うことを基本としつつ、純資産配当率が市中の金

利水準を上回ることを念頭に置き、あわせて配当性向を考慮し、今後の事業展開に備えるため

の内部留保の充実や企業体質の一層の強化などを勘案して決定する方針をとっております。 

なお当期の1株当たり配当金につきましては、この基本方針の下に当期の堅調な業績を勘案

し、普通配当20円に１株当たり10円の特別配当を加えまして、期末配当金30円を予定しており

ます。次期につきましては、年間20円の予定です。 

 

(4) 事業等のリスク 

当社の経営成績及び財政状況に影響を及ぼす可能性のあるリスクには、以下の内容のものが

あります。なお当該リスク情報は当事業年度末現在における当社の判断に基づき記載しており

ます。 

① 当社は、既存分野での新規開拓と新しい溶剤マーケットを開発するとともに、生産、物流など

の合理化を進め業績の振れの緩和に努めていますが、原油・ナフサの市況動向が経営成績に影

響を与える可能性があります。 

② 当社は、法令遵守に日頃から注力しておりますが、消防法、毒劇法、その他の環境関連の法令

改正にともなう規制強化等により、経営成績が影響を受けることがあります。 

③ 当社は、生産拠点を東日本に越谷工場、西日本に兵庫工場と二ヵ所に分散配置し補完機能をも

たせており、かつ防火管理体制に関しても自衛消防による防災訓練を定期的に行う等災害対策

を実施しておりますが、地震・台風といった自然災害及び火災・爆発等の事故が発生した場合、

あるいはコンピューターシステムが稼動できなくなった場合、経営成績が影響を受ける可能性

があります。 
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２．企業集団の状況 

 

当社は、関係会社がないため、記載すべき該当事項はありません。 

 

 

３．経営方針 

 

(1) 会社の経営の基本方針 

当社は、品質の向上に努め安定供給の責を果し、お客様の満足が得られる品質の確保と納期

を遵守して製品の品質向上を目指します。なお、経営の基本方針としては次のとおりでありま

す。 

① 差別化できる新製品の開発、生産性の向上、販売体制の強化を図り、強固な経営基盤を確立

します。 

② リサイクルによって資源の有効活用と環境に重視して社会に貢献できる企業を目指します。 

③ 業容拡大と収益重視した経営によって、株主の期待に応えます。 

④ お客様の満足を得るために、高品質で信頼性の高い高度な生産管理、品質管理体制の確立に

総力を挙げておこないます。 

⑤ 一人一人がまたはグループで、課題を謙虚に学び、考え、評価し、迅速に改善します。 

 

(2) 目標とする経営指標 

当社は、収益力の向上と財務体質の強化を経営目標の中心として重視しております。収益機

会の増加とともに生産、物流面の合理化を推進して、売上高及び経常利益をさらに高めてまい

りたいと考えております。 

 

(3) 中長期的な会社の経営戦略 

原油・ナフサの市況によって会社の業績が大きく影響されますが、既存分野での新規開拓

と新しい溶剤のマーケットを開発することと、生産、物流などの合理化を進め業績の振れ

を緩和させます。また、環境と生産性を重視して越谷、兵庫工場に設備投資を計画的に実

施します。 

 

(4) 会社の対処すべき課題 

地球環境に好ましくない溶剤の代替等に関する研究開発を行い、本業が成熟期を迎えること

は焦眉の問題となっており、新分野での需要を発掘して業容の拡大を目指しております。 

 



4.【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 2,263,474 2,681,550

受取手形 ※1  1,260,098 ※1  1,592,932

売掛金 5,563,047 5,887,427

商品及び製品 113,671 144,788

原材料及び貯蔵品 514,280 436,984

前払費用 24,347 23,040

繰延税金資産 119,680 81,999

預け金 ※1  474,802 ※1  281,728

未収入金 70,728 69,739

未収収益 345 273

その他 158 568

貸倒引当金 △16,289 △23,547

流動資産合計 10,388,347 11,177,484

固定資産   

有形固定資産   

建物 ※2  2,176,759 ※2  2,374,783

減価償却累計額 △1,240,771 △1,293,800

建物（純額） 935,987 1,080,982

構築物 2,009,922 2,013,017

減価償却累計額 △1,312,997 △1,386,855

構築物（純額） 696,924 626,161

機械及び装置 2,359,497 2,424,698

減価償却累計額 △1,951,949 △2,027,108

機械及び装置（純額） 407,547 397,589

車両運搬具 154,058 151,859

減価償却累計額 △96,117 △108,983

車両運搬具（純額） 57,940 42,876

工具、器具及び備品 553,340 619,942

減価償却累計額 △455,478 △521,948

工具、器具及び備品（純額） 97,861 97,993

土地 ※2  1,388,170 ※2  1,388,170

建設仮勘定 161,175 453,730

有形固定資産合計 3,745,608 4,087,503

無形固定資産   

借地権 22,749 22,749

ソフトウエア 51,811 57,101

電話加入権 5,683 －

電気通信施設利用権 429 －
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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) 

水道施設利用権 1,396 －

その他 － 7,026

無形固定資産合計 82,069 86,877

投資その他の資産   

投資有価証券 154,971 170,488

出資金 50 50

長期貸付金 135,000 120,000

従業員に対する長期貸付金 21,223 14,761

破産更生債権等 20,649 28,488

長期前払費用 24,466 19,515

繰延税金資産 165,047 110,820

差入保証金 97,775 107,547

保険積立金 479,019 495,582

会員権 23,300 23,300

前払年金費用 17,835 －

貸倒引当金 △41,172 △49,059

投資その他の資産合計 1,098,165 1,041,493

固定資産合計 4,925,844 5,215,874

資産合計 15,314,191 16,393,359

負債の部   

流動負債   

支払手形 2,583,731 2,053,195

買掛金 1,512,585 2,751,842

短期借入金 1,640,000 ※2  1,460,000

1年内償還予定の社債 － 70,000

1年内返済予定の長期借入金 ※2  475,920 ※2  468,920

リース債務 5,484 5,607

未払金 144,424 538,472

未払費用 206,917 61,735

未払法人税等 545,574 239,287

未払消費税等 57,980 47,059

預り金 46,890 55,719

賞与引当金 116,065 119,049

役員賞与引当金 70,000 71,000

設備関係支払手形 184,275 －

その他 983 1,016

流動負債合計 7,590,833 7,942,905

固定負債   

社債 － 630,000

長期借入金 ※2  1,729,010 ※2  1,260,090
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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) 

リース債務 16,708 11,100

退職給付引当金 420,787 429,883

役員退職慰労引当金 153,117 91,291

固定負債合計 2,319,622 2,422,365

負債合計 9,910,455 10,365,271

純資産の部   

株主資本   

資本金 729,000 729,000

資本剰余金   

資本準備金 666,880 666,880

資本剰余金合計 666,880 666,880

利益剰余金   

利益準備金 86,245 86,245

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金 85,060 79,732

別途積立金 2,075,000 2,175,000

繰越利益剰余金 1,775,458 2,296,657

利益剰余金合計 4,021,764 4,637,635

自己株式 △1,779 △2,091

株主資本合計 5,415,864 6,031,423

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △12,128 △3,335

評価・換算差額等合計 △12,128 △3,335

純資産合計 5,403,736 6,028,087

負債純資産合計 15,314,191 16,393,359

大伸化学㈱　（4629）平成22年3月期決算短信（非連結）

―　10　―



(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 24,443,715 20,186,350

商品売上高 3,680,104 2,340,838

売上高合計 28,123,820 22,527,189

売上原価   

製品期首たな卸高 119,022 93,381

当期製品製造原価 ※1  20,194,150 ※1  15,663,051

合計 20,313,172 15,756,433

製品期末たな卸高 93,381 128,029

製品売上原価 20,219,790 15,628,404

商品期首たな卸高 24,208 20,289

当期商品仕入高 3,324,221 2,093,698

合計 3,348,430 2,113,987

商品期末たな卸高 20,289 16,759

商品売上原価 3,328,140 2,097,227

売上原価合計 23,547,931 17,725,632

売上総利益 4,575,888 4,801,557

販売費及び一般管理費   

運賃 1,439,196 1,486,530

貸倒引当金繰入額 － 19,180

役員報酬 145,200 161,760

従業員給料及び手当 361,662 376,290

賞与 127,339 145,390

役員賞与引当金繰入額 70,000 71,000

賞与引当金繰入額 54,177 58,191

退職給付費用 50,721 62,894

役員退職慰労引当金繰入額 18,100 16,300

役員退職慰労金 － 166,348

法定福利及び厚生費 85,884 86,609

交際費 51,763 47,477

通信交通費 95,160 84,856

賃借料 148,757 146,802

減価償却費 49,395 44,261

技術開発費 17,779 15,072

その他 306,897 279,797

販売費及び一般管理費合計 ※1  3,022,035 ※1  3,268,765

営業利益 1,553,852 1,532,791
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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) 

営業外収益   

受取利息 7,137 5,860

受取配当金 6,982 5,359

為替差益 140 59

その他 11,086 18,510

営業外収益合計 25,346 29,789

営業外費用   

支払利息 74,129 71,715

手形売却損 37,554 11,830

社債利息 － 1,007

社債発行費 － 21,460

その他 104 176

営業外費用合計 111,788 106,190

経常利益 1,467,410 1,456,390

特別利益   

固定資産売却益 ※2  2,302 ※2  1,189

貸倒引当金戻入額 2,654 －

特別利益合計 4,957 1,189

特別損失   

固定資産売却損 ※3  824 ※3  1,488

固定資産除却損 ※4  25,577 ※4  25,445

減損損失 ※5  10,659 －

会員権評価損 400 －

特別損失合計 37,461 26,934

税引前当期純利益 1,434,905 1,430,645

法人税、住民税及び事業税 710,532 590,802

法人税等調整額 △66,636 86,282

法人税等合計 643,896 677,084

当期純利益 791,009 753,561
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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 729,000 729,000

当期末残高 729,000 729,000

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 666,880 666,880

当期末残高 666,880 666,880

資本剰余金合計   

前期末残高 666,880 666,880

当期末残高 666,880 666,880

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 86,245 86,245

当期末残高 86,245 86,245

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金   

前期末残高 90,768 85,060

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の取崩 △5,707 △5,328

当期変動額合計 △5,707 △5,328

当期末残高 85,060 79,732

別途積立金   

前期末残高 2,025,000 2,075,000

当期変動額   

別途積立金の積立 50,000 100,000

当期変動額合計 50,000 100,000

当期末残高 2,075,000 2,175,000

繰越利益剰余金   

前期末残高 1,120,534 1,775,458

当期変動額   

剰余金の配当 △91,794 △137,691

固定資産圧縮積立金の取崩 5,707 5,328

別途積立金の積立 △50,000 △100,000

当期純利益 791,009 753,561

当期変動額合計 654,923 521,199

当期末残高 1,775,458 2,296,657

利益剰余金合計   

前期末残高 3,322,548 4,021,764
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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   

剰余金の配当 △91,794 △137,691

固定資産圧縮積立金の取崩 － －

別途積立金の積立 － －

当期純利益 791,009 753,561

当期変動額合計 699,215 615,870

当期末残高 4,021,764 4,637,635

自己株式   

前期末残高 △1,779 △1,779

当期変動額   

自己株式の取得 － △312

当期変動額合計 － △312

当期末残高 △1,779 △2,091

株主資本合計   

前期末残高 4,716,649 5,415,864

当期変動額   

剰余金の配当 △91,794 △137,691

当期純利益 791,009 753,561

自己株式の取得 － △312

当期変動額合計 699,215 615,558

当期末残高 5,415,864 6,031,423

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 61,513 △12,128

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △73,642 8,793

当期変動額合計 △73,642 8,793

当期末残高 △12,128 △3,335

純資産合計   

前期末残高 4,778,162 5,403,736

当期変動額   

剰余金の配当 △91,794 △137,691

当期純利益 791,009 753,561

自己株式の取得 － △312

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △73,642 8,793

当期変動額合計 625,573 624,351

当期末残高 5,403,736 6,028,087
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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) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前当期純利益 1,434,905 1,430,645

減価償却費 394,838 434,877

減損損失 10,659 －

為替差損益（△は益） △140 △59

退職給付引当金の増減額（△は減少） △34,051 9,096

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 18,100 △61,826

賞与引当金の増減額（△は減少） 8,405 2,983

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 70,000 1,000

貸倒引当金の増減額（△は減少） △25,139 15,145

受取利息及び受取配当金 △14,119 △11,220

支払利息及び社債利息 74,129 72,722

有形固定資産売却損益（△は益） △1,477 299

有形固定資産除却損 11,974 13,282

保険解約損益（△は益） 104 △4,860

会員権評価損 400 －

売上債権の増減額（△は増加） 1,654,319 △657,214

たな卸資産の増減額（△は増加） △22,670 46,179

預け金の増減額（△は増加） 109,791 193,074

前払年金費用の増減額（△は増加） 81,358 17,835

その他の流動資産の増減額（△は増加） 23,431 2,229

その他の投資等の増減額（△は増加） △3,282 △2,888

仕入債務の増減額（△は減少） △2,410,362 702,080

未払債務の増減額（△は減少） △4,776 29,600

その他の流動負債の増減額（△は減少） 26,643 7,723

小計 1,403,038 2,240,709

利息及び配当金の受取額 17,985 11,266

利息の支払額 △76,366 △75,697

法人税等の支払額 △390,793 △897,260

営業活動によるキャッシュ・フロー 953,864 1,279,018
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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) 

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 △308,000

定期預金の払戻による収入 308,000 －

投資有価証券の取得による支出 △1,083 △1,096

有形固定資産の取得による支出 △488,221 △745,560

有形固定資産の売却による収入 10,371 8,582

無形固定資産の取得による支出 △16,481 △23,446

貸付金の回収による収入 13,962 21,462

保険積立金の積立による支出 △162,044 △55,391

保険積立金の解約による収入 1,365 43,687

差入保証金の差入による支出 － △9,771

その他の投資等の増減額（△は増加） 130 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △634,002 △1,069,534

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 20,000 △180,000

長期借入れによる収入 620,000 －

長期借入金の返済による支出 △465,170 △475,920

社債の発行による収入 － 700,000

リース債務の返済による支出 △5,806 △5,484

配当金の支払額 △91,794 △137,691

自己株式の取得による支出 － △312

財務活動によるキャッシュ・フロー 77,229 △99,407

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 397,091 110,075

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期末残高 ※1  1,817,474 ※1  1,927,550
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(5) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 
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(6) 重要な会計方針 

 

項目 
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) 

１ 有価証券の評価基準及び

評価方法 

その他有価証券 

時価のあるもの 

決算日前１ヶ月の市場価格等の平

均に基づく時価法(評価差額は全

部純資産直入法により処理し、売

却原価は主として移動平均法によ

り算定)。 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

 

 

 

 

 時価のないもの 

移動平均法による原価法 

時価のないもの 

同左 

２ たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

商品、製品、原材料 

総平均法に基づく原価法(収益性の

低下による簿価切下げの方法) 

貯蔵品 

終仕入原価法(収益性の低下によ

る簿価切下げの方法) 

(会計方針の変更) 

当事業年度から平成18年７月５日公

布の「棚卸資産の評価に関する会計

基準」(企業会計基準委員会 企業

会計基準第９号)を適用しておりま

す。 

当該変更に伴う損益に与える影響は

軽微であります。 

商品、製品、原材料 

同左 

 

貯蔵品 

同左 

 

―――――― 

 

 

３ デリバティブ等の評価基

準及び評価方法 

時価法 同左 

４ 固定資産の減価償却の方

法 

(1) 有形固定資産 

リース資産以外の有形固定資産 

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(附属設備は除く)に

ついては、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   ７～50年

機械装置及び運搬具 ４～９年

(1) 有形固定資産 

リース資産以外の有形固定資産 

同左 

 

 

 

 

 

 

 

 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によっ

ております。 

なお、平成20年３月31日以前に

契約を行ったリース取引につき

ましては、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。 

リース資産 

同左 



大伸化学㈱ （4629）平成22年3月期決算短信（非連結） 

― 19 ― 

項目 
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) 

 

 

 

 

 

 

(2) 無形固定資産 

リース資産以外の無形固定資産 

定額法によっております。 

なお、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。 

(2) 無形固定資産 

リース資産以外の無形固定資産 

同左 

 リース資産 

所有権移転ファイナンス・リース

取引に係るリース資産 

自己所有の固定資産に適用す

る減価償却方法と同一の方法

によっております。 

リース資産 

所有権移転ファイナンス・リース

取引に係るリース資産 

同左 

 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に

よっております。 

なお、平成20年３月31日以前

に契約を行ったリース取引に

つきましては、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。 

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 

同左 

 (3) 長期前払費用  

均等償却をしております。 

(3) 長期前払費用 

同左 

５ 繰延資産の処理方法 ―――――― 

 

社債発行費 

支出時に全額費用として処理する方

法を採用しております。 

６ 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、期末日の直物

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。 

同左 

７ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 

営業債権等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

回収可能性を勘案し、回収不能見

込額を計上しております。 

(1) 貸倒引当金 

同左 

 (2) 賞与引当金 

従業員の賞与の支給に備えるた

め、翌期支給見込額のうち当期負

担分を計上しております。 

(2) 賞与引当金 

同左 

 (3) 役員賞与引当金 

役員の賞与の支給に備えるため、

翌事業年度支給見込額を計上して

おります。 

(追加情報) 

翌事業年度に役員の賞与の支給を

予定しているために、翌事業年度

支給見込額を計上しております。

この結果、営業利益、経常利益及

び税引前当期純利益が、それぞれ

70,000千円減少しております。 

(3) 役員賞与引当金 

同左 

 

―――――― 
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項目 
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) 

 (4) 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及び

年金資産の見込額に基づき計上し

ております。 

数理計算上の差異は、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(12年)による定率法

により、翌期から費用処理してお

ります。 

(4) 退職給付引当金 

同左 

 (5) 役員退職慰労引当金 

役員退職慰労金の支出に備えるた

め、内規に基づく期末要支給額を

計上しております。 

(5) 役員退職慰労引当金 

同左 

８ ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法 

金利スワップについては、ヘッジ

会計の特例処理の要件を満たして

おりますので、特例処理を採用し

ております。 

(1) ヘッジ会計の方法 

同左 

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段……金利スワップ取引

ヘッジ対象……借入金の利息 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

 (3) ヘッジ方針 

将来の金利の変動によるリスク回

避を目的に行っており、対象債務

の範囲内でヘッジを行っておりま

す。 

(3) ヘッジ方針 

同左 

 

 

(4) ヘッジ有効性評価の方法 

ヘッジ会計の特例処理によってい

る金利スワップであるため決算日

における有効性の評価を省略して

おります。 

(4) ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

９ キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲 

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、価値の変動

について僅少なリスクしか負わない取

得日から３ヶ月以内に償還期限の到来

する短期投資からなっております。 

同左 

10 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 

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。 

消費税等の会計処理 

同左 
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(7) 重要な会計方針の変更 

会計方針の変更 

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) 

(リース取引に関する会計基準) 

当事業年度から平成19年３月30日改正の「リース取引に

関する会計基準」(企業会計基準委員会 企業会計基準

第13号)及び「リース取引に関する会計基準の適用指

針」(企業会計基準委員会 企業会計基準適用指針第16

号)を適用しております。 

なお、平成20年３月31日以前に契約を行ったリース取引

につきましては、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。 

当該変更に伴う損益に与える影響はありません。 

(退職給付に係る会計基準) 

当事業年度より、「「退職給付に係る会計基準」の一部

改正(その３)」(企業会計基準第19号 平成20年7月31

日)を適用しております。なお、これによる営業利益、

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。 

 

表示方法の変更 

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) 

(貸借対照表) 

１ 設備関係支払手形は負債及び純資産合計の１/100を

超えたため、区分掲記することとしました。なお、

前事業年度は流動負債の支払手形に92,358千円含ま

れております。 

２ 前事業年度において流動負債「未払金」に計上して

おりました「リース債務」（前事業年度5,355千

円）は、当事業年度においては区分掲記しておりま

す。 

３ 前事業年度において固定負債「その他」に計上して

おりました「リース債務」（前事業年度22,644千

円）は、当事業年度においては区分掲記しておりま

す。 

(貸借対照表) 

前事業年度において独立掲記しておりました「電話加入

権」(当事業年度5,683千円)、「電気通信施設利用権」

（当事業年度382千円）、「水道施設利用権」（当事業

年度961千円）は、金額が僅少となったため、当事業年

度においては無形固定資産の「その他」に含めて表示し

ております。 

(損益計算書) 

前事業年度まで特別損失に掲記されていた「固定資産撤

去損」は、EDINETへのXBRL導入に伴い財務諸表の比較可

能性を向上するため、当事業年度からEDINETタクソノミ

の勘定科目である「固定資産除却損」に含めて掲記して

おります。なお、当事業年度に含まれる「固定資産撤去

損」は13,603千円であります。 

―――――― 
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(8) 財務諸表に関する注記事項 

（貸借対照表関係） 

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) 

※１ 債権流動化による譲渡残高は下記のとおりであ
ります。 

受取手形 2,498,962千円

預け金 474,802千円

（譲渡済売上債権未回収分） 

預け金は譲渡済売上債権のうち、債権買取会社への
期末現在の必要留保金額であります。 

※１ 債権流動化による譲渡残高は下記のとおりであ
ります。 

受取手形 1,482,779千円

預け金 281,728千円

（譲渡済売上債権未回収分） 

預け金は譲渡済売上債権のうち、債権買取会社への
期末現在の必要留保金額であります。 

※２ 有形固定資産中下記のものが借入金の担保に供
されています。 

担保に供している資産 

建物 349,949千円

土地 556,546千円

計 906,495千円

  

※２ 有形固定資産中下記のものが借入金の担保に供
されています。 

担保に供している資産 

建物 483,442千円

土地 556,546千円

計 1,039,988千円

  

上記に対応する債務 

１年内返済予定の 
長期借入金 

38,500千円

長期借入金 1,081,500千円

計 1,120,000千円

  

上記に対応する債務 

短期借入金 38,500千円

１年内返済予定の 
長期借入金 

246,000千円

長期借入金 835,500千円

計 1,120,000千円
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（損益計算書関係） 

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) 

※１ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開

発費の総額 

 93,226千円

 
 

※１ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開

発費の総額 

 97,831千円

 
 

※２ 固定資産売却益の内容は、次のとおりでありま

す。 

車両運搬具 2,074 千円

工具、器具及び備品 228 千円

      計 2,302 千円
 

※２ 固定資産売却益の内容は、次のとおりでありま

す。 

車両運搬具 1,189 千円

  

      計 1,189 千円
 

※３ 固定資産売却損の内容は、次のとおりでありま

す。 

車両運搬具 791 千円

工具、器具及び備品 32 千円

      計 824 千円
 

※３ 固定資産売却損の内容は、次のとおりでありま

す。 

車両運搬具 1,488 千円

  

      計 1,488 千円
 

※４ 固定資産除却損の内容は、次のとおりでありま

す。 

建物 4,794 千円

構築物 3,470 千円

機械及び装置 2,179 千円

車両運搬具 1,072 千円

工具、器具及び備品 456 千円

固定資産撤去損 13,603 千円

      計 25,577 千円
 

※４ 固定資産除却損の内容は、次のとおりでありま

す。 

建物 3,524 千円

構築物 7,631 千円

機械及び装置 2,005 千円

  

工具、器具及び備品 120 千円

固定資産撤去損 12,162 千円

      計 25,445 千円
 

※５ 減損損失 

当社は、以下の資産グループについて減損損失を

計上いたしました。 

用途 種類 場所 
金額 

（千円）

建物 8,779

構築物 659

機械及び装置 859

除却 
予定 

工具、器具及び備品 

兵庫工場 

361

計 10,659

(経緯) 

当社、兵庫工場の事務所棟新築(平成21年５月完

成)に伴い、除却・廃棄処分が見込まれる資産につ

いて、除却時点の見込簿価にて減損損失を計上い

たしました。 

(グルーピングの方法) 

当社は、製造拠点である工場と、それに関連する

販売部門を一体とし、本社管理部門の資産等その

他の資産については、共用資産としてグルーピン

グしております。 

―――――― 
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（株主資本等変動計算書関係） 

前事業年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

１ 発行済株式に関する事項 

株式の種類 
前事業年度末 

(株) 

増加 

(株) 

減少 

(株) 

当事業年度末 

(株) 

 普通株式 4,592,000 － － 4,592,000

 

２ 自己株式に関する事項 

株式の種類 
前事業年度末 

(株) 

増加 

(株) 

減少 

(株) 

当事業年度末 

(株) 

 普通株式 2,300 － － 2,300

 

３ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

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６月27日 
定時株主総会 

普通株式 91,794 20.00 平成20年３月31日 平成20年６月30日

 

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

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６月26日 
定時株主総会 

普通株式 利益剰余金 137,691 30.00 平成21年３月31日 平成21年６月29日
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当事業年度（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 

株式の種類 
前事業年度末 

(株) 

増加 

(株) 

減少 

(株) 

当事業年度末 

(株) 

 普通株式 4,592,000 － － 4,592,000

 

２ 自己株式に関する事項 

株式の種類 
前事業年度末 

(株) 

増加 

(株) 

減少 

(株) 

当事業年度末 

(株) 

 普通株式 2,300 400 － 2,700

（変動事由の概要） 

増加数の内訳は、次のとおりであります。 

 単元未満株式の買取による増加 400株 

 

３ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

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６月26日 
定時株主総会 

普通株式 137,691 30.00 平成21年３月31日 平成21年６月29日

 

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

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６月29日 
定時株主総会 

普通株式 利益剰余金 137,679 30.00 平成22年３月31日 平成22年６月30日
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（キャッシュ・フロー計算書関係） 

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) 

※１ 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21年３月31日現在）

※１ 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22年３月31日現在）

現金及び預金 2,263,474千円

預け入れ期間が３か月を超え
る定期預金 

△446,000千円

現金及び現金同等物 1,817,474千円
 

現金及び預金 2,681,550千円

預け入れ期間が３か月を超える 
定期預金 

△754,000千円

現金及び現金同等物 1,927,550千円
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（リース取引関係） 

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) 

リース取引に関する会計基準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 

(借主側) 

所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、平成

20年３月31日以前に契約を行ったリース取引につきま

しては、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。 

リース取引に関する会計基準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 

(借主側) 

同左 

① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額 

 

取得価額

相当額 

 

(千円) 

減価償却

累計額 

相当額 

(千円) 

期末残高

相当額 

 

(千円) 

工具、器具及

び備品 
111,704 73,411 38,293

ソフトウェア 74,224 52,014 22,209

合計 185,928 125,425 60,502

(注) 取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が

有形固定資産の期末残高等に占める割合が低い

ため、支払利子込み法により算定しておりま

す。 

① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額 

 

取得価額

相当額

 

(千円)

減価償却

累計額 

相当額 

(千円) 

期末残高

相当額 

 

(千円) 

工具、器具及

び備品 
93,395 72,267 21,128 

ソフトウェア 52,828 41,184 11,644 

合計 146,223 113,451 32,772 

(注) 取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が

有形固定資産の期末残高等に占める割合が低い

ため、支払利子込み法により算定しておりま

す。 

② 未経過リース料期末残高相当額等 

1年内 27,730千円

1年超 32,772千円

合計 60,502千円

(注) 未経過リース料期末残高相当額は、未経

過リース料期末残高が有形固定資産の期

末残高等に占める割合が低いため、支払

利子込み法により算定しております。 

② 未経過リース料期末残高相当額等 

1年内 20,390千円

1年超 12,382千円

合計 32,772千円

(注) 未経過リース料期末残高相当額は、未経

過リース料期末残高が有形固定資産の期

末残高等に占める割合が低いため、支払

利子込み法により算定しております。 

③ 支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料 34,150千円

減価償却費相当額 34,150千円

  

③ 支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料 27,730千円

減価償却費相当額 27,730千円
 

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。 

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。 
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（金融商品関係） 

当事業年度（自  平成21年４月１日  至  平成22年３月31日） 

１ 金融商品の状況に関する事項 

(1) 金融商品に対する取組方針 

当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、資金調達については銀行借入及び社債

の発行による方針です。デリバティブは、借入金の金利変動リスクを回避するために利用してお

り、投機的な取引は行わない方針であります。 

 

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制 

受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、与信管理規程に沿って期日管理及び与信管理

を行い、取引先の信用状況を四半期ごとに把握する体制としています。また、投資有価証券は株

式であり、上場株式については四半期ごとに時価の把握を行っています。 

借入金の使途は運転資金（主として短期）及び設備投資資金（長期）であり、一部の長期借入

金の金利変動リスクに対して金利スワップ取引を実施して支払利息の固定化を実施しております。

なお、デリバティブは内部管理規程に従い、実需の範囲で行うこととしております。社債の使途

は設備投資資金であります。なお、資金調達に係る流動性リスクは、資金計画を作成、更新する

とともに、手許流動性の維持などにより管理しております。 

 

２ 金融商品の時価等に関する事項 

平成22年３月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりで

あります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりま

せん（(注２)参照）。 

（単位：千円） 

 貸借対照表計上額（*） 時価（*） 差額 

(1) 現金及び預金 2,681,550 2,681,550 －

(2) 受取手形 1,592,932 1,592,932 －

(3) 売掛金 5,887,427 5,887,427 －

(4) 投資有価証券   

     その他有価証券 138,298 138,298 －

(5) 長期貸付金 134,761 134,761 －

(6) 支払手形 (2,053,195) (2,053,195) －

(7) 買掛金 (2,751,842) (2,751,842) －

(8) 短期借入金 (1,460,000) (1,460,000) －

(9) 社債 (700,000) (700,000) －

(10) 長期借入金 (1,729,010) (1,712,499) 16,510

(11) デリバティブ取引 － － －

（*) 負債に計上されているものについては、（ ）で示しています。 
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（注１）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項 

（1）現金及び預金、（2）受取手形、（3）売掛金 

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま

す。 

（4）投資有価証券 

これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。 

（5）長期貸付金 

長期貸付金の時価については、元利金の合計額を同様の新規貸付を行った場合に想定される利率で割り引

いて算定する方法によっております。 

（6）支払手形、（7）買掛金、（8）短期借入金 

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま

す。 

（9）社債 

社債の時価については、元利金の合計額を同様の新規発行を行った場合に想定される利率で割り引いて算

定する方法によっております。 

（10）長期借入金 

長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引

いて算定する方法によっております。変動金利による長期借入金は金利スワップの特例処理の対象とされ

ており（下記（11）参照）、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を、同様の借入を

行った場合に適用される合理的に見積られる利率で割り引いて算定する方法によっております。 

（11）デリバティブ取引 

金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されている

ため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております（上記（10）参照）。 

（注２）非上場株式（貸借対照表計上額32,189千円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積

ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「（4）投資有価証券 その他

有価証券」には含めていません。 

（注３）長期貸付金については、1年内回収予定額を含んでおります。 

（注４）社債については、1年内償還予定額を含んでおります。また、長期借入金については、1年内返済予定額

を含んでおります。 

 

（追加情報） 

 当事業年度より、「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 平成20年3月10日)及び「金融商

品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 平成20年3月10日)を適用しておりま

す。 
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（有価証券関係） 

前事業年度 

１ その他有価証券で時価のあるもの（平成21年３月31日） 

 種類 
取得原価 
(千円) 

貸借対照表計上額 
(千円) 

差額 
(千円) 

貸借対照表計上額が取得
原価を超えるもの 

株式 49,706 76,948 27,242

貸借対照表計上額が取得
原価を超えないもの 

株式 50,295 46,336 △3,958

合計  100,002 123,285 23,283

 

２ 時価評価されていない有価証券（平成21年３月31日） 

 貸借対照表計上額(千円) 

その他有価証券 

 非上場株式 31,686

（注）表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。 

なお、当該株式の減損にあたっては、当事業年度末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合

には全て減損処理を行い、30～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性を考慮して必

要と認められた額について減損処理を行っております。 

 

当事業年度 

１ その他有価証券（平成22年３月31日） 

 種類 
貸借対照表計上額 

(千円) 
取得原価 
(千円) 

差額 
(千円) 

貸借対照表計上額が取得
原価を超えるもの 

株式 106,004 66,427 39,576

貸借対照表計上額が取得
原価を超えないもの 

株式 32,294 34,671 △2,376

合計  138,298 101,098 37,199

（注）表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。 

なお、当該株式の減損にあたっては、当事業年度末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合

には全て減損処理を行い、30～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性を考慮して必

要と認められた額について減損処理を行っております。 
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（デリバティブ取引関係） 

前事業年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

１ 取引の状況に関する事項 

(1) 取引の内容 

当社が利用しているデリバティブ取引は、金利関連では金利スワップ取引であります。 

(2) 取引に対する取組方針 

当社のデリバティブ取引は、将来の金利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 

借入金の将来の金利市場における、利率上昇による変動リスクを回避する目的で金利スワップ

取引を利用しております。 

なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行っております。 

ヘッジ会計の処理 

ヘッジ会計の特例処理の要件を満たしているため、特例処理を採用しております。 

ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段……金利スワップ取引 

ヘッジ対象……借入金の利息 

ヘッジ方針 

将来の金利の変動によるリスク回避を目的に行っており、対象債務の範囲内でヘッジを行って

おります。 

ヘッジ有効性の評価の方法 

ヘッジ会計の特例処理によっている金利スワップであるため決算日における有効性の評価を省

略しております。 

(4) 取引に係るリスクの内容 

デリバティブ取引の契約先は信用度の高い国内金融機関であるため、相手方の契約不履行から

生じる信用リスクの発生はないものと判断しております。 

(5) 取引に係る管理体制 

デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限及び取引限度額を定めた社内ルールに従

い、資金担当部門が決裁担当者の承認を得て行っております。 

 

２ 取引の時価等に関する事項 

デリバティブ取引については、ヘッジ会計を適用しているため、記載しておりません。 
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当事業年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

  ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引 

金利関連 

ヘッジ会計 
の方法 

デリバティブ取
引の種類等 

主なヘッジ対象
契約額等 
(千円) 

契約額等の 
うち１年超 
(千円) 

時価 
(千円) 

金利スワップ
取引 

  
金利スワップ
の特例処理  支払固定・

受取変動 
長期借入金 652,000 483,000 （注） 

（注）金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されている

ため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。 
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（退職給付関係） 

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) 

１ 採用している退職給付制度の概要 

当社は確定給付型の制度として、適格年金制度及び

退職一時金制度を設けております。 

昭和42年６月１日より退職金制度の一部について新

企業年金に移行しております。 

また、これとは別に昭和47年５月１日より総合型の

厚生年金基金として関東塗料厚生年金基金にも加入し

ております。当該年金基金制度の概要は次のとおりで

あります。        (平成20年３月31日現在)

(1) 制度全体の積立状況に関する事項 

年金資産の額(純資産) 41,983,761千円

年金財政計算上の給付債務額 45,741,037千円

差引額 △3,757,276千円

(2) 制度全体に占める当社の掛金拠出割合  2.39％ 

(3) 制度全体の財政状況に関する事項 

未償却過去勤務債務残高 2,869,790千円

基本金(剰余金、不足金等) △887,486千円
 

１ 採用している退職給付制度の概要 

同左（*)  

 

 

 

 

 

 

 

(平成21年３月31日現在)

(1) 制度全体の積立状況に関する事項 

年金資産の額(純資産) 33,254,101千円

年金財政計算上の給付債務額 39,458,152千円

差引額 △6,204,051千円

(2) 制度全体に占める当社の掛金拠出割合  2.88％ 

(3) 制度全体の財政状況に関する事項 

未償却過去勤務債務残高 6,204,051千円

基本金(剰余金、不足金等) －千円
 

２ 退職給付債務に関する事項 

退職給付債務 △766,140千円

 (適格年金) △579,903千円

 (退職一時金) △186,237千円

未認識数理計算上の差異 65,615千円

年金資産 297,574千円

差引 △402,951千円

前払年金費用 △17,835千円

退職給付引当金 △420,787千円
 

２ 退職給付債務に関する事項 

退職給付債務 △793,106千円

 (適格年金) △599,006千円

 (退職一時金) △194,099千円

未認識数理計算上の差異 35,387千円

年金資産 327,835千円

差引 △429,883千円

前払年金費用 －千円

退職給付引当金 △429,883千円
 

３ 退職給付費用に関する事項 

勤務費用 53,901千円

利息費用 10,582千円

期待運用収益 △2,342千円

数理計算上の差異の費用処理額 6,552千円

退職給付費用 68,692千円

その他の退職給付費用に関する事
項 

 厚生年金基金の掛け金(要拠出
額) 

47,931千円

 

３ 退職給付費用に関する事項 

勤務費用 55,076千円

利息費用 11,492千円

期待運用収益 △2,231千円

数理計算上の差異の費用処理額 11,482千円

退職給付費用 75,819千円

その他の退職給付費用に関する事項 

 厚生年金基金の掛け金(要拠出額) 48,454千円
 

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

割引率 1.50％ 

期待運用収益率 0.75％ 

数理計算上の差異の処理年数 12年 
 

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

割引率 1.50％ 

期待運用収益率 0.75％ 

数理計算上の差異の処理年数 12年 

  
    
（*) 「厚生年金基金の財政運営についての一部改正等について（平成21年７月10日付通知／厚生労働省年金局発

第0710第５号）」に基づき、基金の財政検証（財務諸表作成）にあたっての給付債務算出方法が変更され、

「給付債務（ 低責任準備金＋数理債務）」に期ズレ調整額である「 低責任準備金調整加算（控除）額」

が反映されることとなりました。 
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（ストック・オプション等関係） 

前事業年度（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。 

 

当事業年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

該当事項はありません。 
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（税効果会計関係） 

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) 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な内訳 

繰延税金資産 

 流動資産 

  賞与引当金 46,925千円

  未払事業税 41,066千円

  貸倒引当金 5,075千円

  未払費用 12,031千円

  その他 19,877千円

  計 124,977千円

 固定資産 

  貸倒引当金 6,132千円

  退職給付引当金 170,124千円

  役員退職慰労引当金 61,905千円

  減価償却費 1,240千円

  計 239,402千円

 繰延税金資産合計 364,379千円

繰延税金負債 

 流動負債 

  未収値引見込額 △5,296千円

  計 △5,296千円

 固定負債 

  建物等圧縮積立金 △57,730千円

  前払年金費用 △7,211千円

  その他有価証券評価差額金 △9,413千円

  計 △74,354千円

 繰延税金負債合計 △79,651千円

繰延税金資産の純額 284,728千円

(注) 繰延税金資産の算定に当たり控除された金額

は、45,674千円であります。 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な内訳 

繰延税金資産 

 流動資産 

  賞与引当金 48,131千円

  未払事業税 18,830千円

  貸倒引当金 7,602千円

  未払費用 9,160千円

  その他 7,451千円

  計 91,176千円

 固定資産 

  貸倒引当金 4,391千円

  退職給付引当金 173,802千円

  減価償却費 1,780千円

  計 179,974千円

 繰延税金資産合計 271,151千円

繰延税金負債 

 流動負債 

  未収値引見込額 △9,177千円

  計 △9,177千円

 固定負債 

  建物等圧縮積立金 △54,114千円

  その他有価証券評価差額金 △15,039千円

  計 △69,154千円

 繰延税金負債合計 △78,331千円

繰延税金資産の純額 192,819千円

(注) 繰延税金資産の算定に当たり控除された金額

は、111,778千円であります。 

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

因となった主要な項目別の内訳 

法定実効税率 40.4％

（調整） 

 スケジューリング不能な一時差異 0.3％

 交際費等永久に損金に 
算入されない項目 

3.6％

 住民税均等割額 0.6％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 44.9％

  

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

因となった主要な項目別の内訳 

法定実効税率 40.4％

（調整） 

 スケジューリング不能な一時差異 4.6％

 交際費等永久に損金に 
算入されない項目 

1.6％

 住民税均等割額 0.8％

 法人税特別控除額 △0.1％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 47.3％
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（企業結合等関係） 

前事業年度（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。 

 

当事業年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

該当事項はありません。 

 

（賃貸等不動産関係） 

当事業年度（自  平成21年４月１日  至  平成22年３月31日） 

該当事項はありません。 

 

（追加情報） 

 当事業年度より、「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第20号 平成20年11

月28日)及び「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第23号 

平成20年11月28日)を適用しております。 

 

（持分法損益等） 

前事業年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

当社は、関連会社がないため該当事項はありません。 

 

当事業年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

当社は、関連会社がないため該当事項はありません。 
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(関連当事者情報) 

前事業年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

関連当事者との取引 

該当事項はありません。 

 

(追加情報) 

 当事業年度から平成18年10月17日公表の「関連当事者の開示に関する会計基準」(企業会計基準委員会 

企業会計基準第11号)及び「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 企業

会計基準適用指針第13号)を適用しております。 

 この結果、役員及び個人主要株主等との取引の記載の重要性の数値基準が変更となったため、従来記載

しておりました取引については記載しておりません。 

 

当事業年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

関連当事者との取引 

該当事項はありません。 
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（１株当たり情報） 

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) 

  

１株当たり純資産額 1,177円36銭

１株当たり当期純利益金額 172円34銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、
当社は潜在株式が存在しないため記載しておりませ
ん。 

  

１株当たり純資産額 1,313円51銭

１株当たり当期純利益金額 164円19銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、
当社は潜在株式が存在しないため記載しておりませ
ん。 

    
(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

 
前事業年度末 

(平成21年３月31日) 

当事業年度末 

(平成22年３月31日) 

純資産の部の合計額（千円） 5,403,736 6,028,087

純資産の部の合計額から控除する金額（千円） － －

普通株式に係る純資産額（千円） 5,403,736 6,028,087

普通株式の発行済株式数（株） 4,592,000 4,592,000

普通株式の自己株式数（株） 2,300 2,700

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式
の数（株） 

4,589,700 4,589,300

 

２ １株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 

 
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)

１株当たり当期純利益金額 

 当期純利益（千円） 791,009 753,561

 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（千円） 791,009 753,561

 普通株式の期中平均株式数（株） 4,589,700 4,589,690

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株

当たり当期純利益金額の算定に含まれなかった潜

在株式の概要 

― ―

 



大伸化学㈱ （4629）平成22年3月期決算短信（非連結） 

― 39 ― 

（重要な後発事象） 

前事業年度（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。 

 

当事業年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

該当事項はありません。 
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５．その他 

 

(1) 役員の異動 

① 代表者の異動 

該当事項はありません。 

② その他役員の異動 

（イ）新任監査役候補 

監査役（非常勤） 服 部 太 一 （現 当社顧問） 

（ロ）辞任予定監査役 

監査役（非常勤） 小 川  弘 

（ハ）就任予定日 

平成22年６月29日 
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(2) 生産、受注及び販売の状況 

① 生産実績 

当事業年度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 651,070 △24.3

合成樹脂塗料用シンナー類 811,431 △22.7

洗浄用シンナー類 1,749,156 △19.1

印刷用溶剤類 4,991,934 △17.6

特殊シンナー類 2,088,995 △21.8

単一溶剤類 8,998,481 △17.1

エタノール・その他 1,024,650 5.4

合計 20,315,720 △17.5

(注) 金額は販売価格で表示しており、消費税等は含まれておりません。 

 

② 受注実績 

当事業年度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 703,428 △20.8 3,317 △55.7

合成樹脂塗料用シンナー類 800,850 △23.0 4,823 △27.0

洗浄用シンナー類 1,791,927 △19.9 23,267 24.7

印刷用溶剤類 4,970,138 △17.7 6,949 △37.9

特殊シンナー類 2,079,450 △21.5 21,906 34.4

単一溶剤類 8,912,805 △17.2 46,594 △17.5

エタノール・その他 930,450 17.4 16,218 340.1

合計 20,189,051 △17.3 123,077 2.2

(注) 金額は販売価格で表示しており、消費税等は含まれておりません。 
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③ 販売実績 

当事業年度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(％) 

製品  

 ラッカーシンナー類 707,599 △20.0

 合成樹脂塗料用シンナー類 802,636 △23.0

 洗浄用シンナー類 1,787,322 △20.6

 印刷用溶剤類 4,974,376 △17.6

 特殊シンナー類 2,073,842 △21.9

 単一溶剤類 8,922,656 △17.2

 エタノール・その他 917,917 15.5

 小計 20,186,350 △17.4

商品  

 単一溶剤直送品 2,077,848 △38.3

 その他商品 262,990 △15.5

 小計 2,340,838 △36.4

合計 22,527,189 △19.9

(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。 

前事業年度 当事業年度 
相手先 

販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％) 

東洋インキ製造㈱ 6,925,826 24.6 5,166,361 22.9

(注) １ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 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。 

 

 

 

 




