
平成23年3月期 決算短信〔日本基準〕（非連結） 
平成23年5月13日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 大伸化学株式会社 上場取引所 大 
コード番号 4629 URL http://www.daishin-chemical.co.jp
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 杉浦 久毅
問合せ先責任者 （役職名） 経営企画室長 （氏名） 丸山 淳 TEL 03-3432-5872
定時株主総会開催予定日 平成23年6月29日 配当支払開始予定日 平成23年6月30日
有価証券報告書提出予定日 平成23年6月30日
決算補足説明資料作成の有無 ： 無
決算説明会開催の有無 ： 無

1.  平成23年3月期の業績（平成22年4月1日～平成23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 ％

23年3月期 24,808 10.1 1,494 △2.5 1,450 △0.4 815 8.2
22年3月期 22,527 △19.9 1,532 △1.4 1,456 △0.8 753 △4.7

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 ％ ％ ％

23年3月期 177.60 ― 12.8 8.9 6.0
22年3月期 164.19 ― 13.2 9.2 6.8

（参考） 持分法投資損益 23年3月期  ―百万円 22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

23年3月期 16,320 6,694 41.0 1,458.74
22年3月期 16,393 6,028 36.8 1,313.51

（参考） 自己資本   23年3月期  6,694百万円 22年3月期  6,028百万円

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

23年3月期 1,745 △783 △982 1,907
22年3月期 1,279 △1,069 △99 1,927

2.  配当の状況 

(注) 22年3月期期末配当金の内訳 特別配当10円00銭 
23年3月期期末配当金の内訳 特別配当10円00銭 

年間配当金 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 ％ ％

22年3月期 ― 0.00 ― 30.00 30.00 137 18.3 2.4
23年3月期 ― 0.00 ― 30.00 30.00 137 16.9 2.2
24年3月期(予想) ― 0.00 ― 20.00 20.00 12.7

3.  平成24年3月期の業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第2四半期(累計)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) 12,532 △0.2 635 △28.0 606 △29.0 335 △27.9 73.00
通期 26,000 4.8 1,351 △9.6 1,300 △10.4 720 △11.7 156.89



4.  その他 
(1) 重要な会計方針の変更 

〔(注)詳細は、20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、22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） 23年3月期 4,592,000 株 22年3月期 4,592,000 株
② 期末自己株式数 23年3月期 2,700 株 22年3月期 2,700 株
③ 期中平均株式数 23年3月期 4,589,300 株 22年3月期 4,589,690 株

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手続は終
了しておりません。 

※ 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2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。 
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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、新興国向け輸出の増加や経済政策効果等に支えられ緩や

かな回復局面に入ったものの、厳しい雇用情勢や円高の進行等により景気は足踏み状態となり、

本年３月11日に発生した東日本大震災の影響から、さらに先行きが見通せない状況となりまし

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、ともに前年と比較して微増となりました。 

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、製品については生産数量154,031トン、出荷数量153,639トン

と、ともに前年同期実績に比べ7.6％増、7.8％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、売上高は景気回復等により出荷数量が増加したことや、

原油・ナフサ市況が前年に比べて高水準で推移したことにより販売単価も上昇したため、248

億８百万円と前年同期比10.1％の増収となりました。 

主な品目の売上高は、増加したものとしては、単一溶剤類が105億89百万円で前年同期比

18.7％増、特殊シンナー類が22億58百万円で前年同期比8.9％増、洗浄用シンナー類が18億41

百万円で前年同期比3.0％増、減少したものとしては、印刷用溶剤類が49億67百万円で前年同

期比0.1％減、単一溶剤直送品を中心とした商品が23億38百万円と前年同期比0.1％減となりま

した。 

損益面に関しましては、出荷数量の増加が増益要因となりましたが、原材料価格の上昇が減

益要因となったことに加えて減価償却費等が増加したことにより、営業利益は前年同期比

2.5％減の14億94百万円、経常利益は前年同期比0.4％減の14億50百万円といずれも僅かながら

減益となりました。一方当期純利益については税金費用が減少したため前年同期比8.2％増の

８億15百万円となりました。 

 

② 次期の見通し 

今後の見通しといたしましては、東日本大震災の影響もあり、当社を取り巻く経営環境は引

続き先行き不透明な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・ナフサ市況も波乱含みの中東情勢を

反映して、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260億円、営業利益13億51百万円、経常利益

13億円、当期純利益７億20百万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、163億20百万円(前事業年度末比72百万円減)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、110億91百万円(前事業年度末比86百万円減)となりまし

た。これは主に、売掛金の増加(同２億90百万円増)及び預け金の増加(同１億63百万円増)等が

あったものの、受取手形の減少(同５億94百万円減)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、52億29百万円(前事業年度末比13百万円増)となりました。

これは主に、減価償却費の計上４億84百万円(同49百万円増)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４億77百万円(同３億25百万円減)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、73億56百万円(前事業年度末比５億86百万円減)となりま

した。これは主に、支払手形の増加(同１億70百万円増)及び未払法人税等の増加(１億22百万

円増)等があったものの、短期借入金の減少(同７億円減)及び未払金の減少(同２億53百万円

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、22億70百万円(前事業年度末比１億52百万円減)となりま

した。これは主に、社債の減少(同70百万円減)及び長期借入金の減少(同84百万円減)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、66億94百万円(前事業年度末比６億66百万円増)となりまし

た。これは主に、利益剰余金の増加(同６億77百万円増)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19百

万円減少し、19億７百万円となりました。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。 

(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、17億45百万円(前年同期は12億79百万

円の収入)となりました。これは、法人税等の支払額５億18百万円及び預け金の増加１億63百

万円等があったものの、税引前当期純利益の計上14億46百万円、売上債権の減少３億３百万円

及び仕入債務の増加２億65百万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、７億83百万円(前年同期は10億69百万
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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７億28百万円等があったこ

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、９億82百万円(前年同期は99百万円の

支出)となりました。これは主に、長期借入れによる収入４億円があったものの、短期借入金

の返済による支出７億円、長期借入金の返済による支出４億68百万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 平成23年３月期

自己資本比率（％） 29.6 29.1 35.3 36.8 41.0

時価ベースの 

自己資本比率（％） 
23.2 15.2 13.7 21.6 20.7

キャッシュ・フロー 

対有利子負債比率（％） 
1,090.7 976.0 405.4 305.4 175.4

インタレスト・カバレッジ・ 

レシオ（倍） 
6.9 5.8 12.5 16.9 27.6

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。 

 

(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
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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22年３月31日) 

当事業年度 
(平成23年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,681,550 2,661,571

受取手形 1,592,932 998,524

売掛金 5,887,427 6,178,212

商品及び製品 144,788 140,269

原材料及び貯蔵品 436,984 476,257

前払費用 23,040 23,482

繰延税金資産 81,999 93,517

預け金 281,728 445,074

未収入金 69,739 90,006

未収収益 273 －

その他 568 1,188

貸倒引当金 △23,547 △16,795

流動資産合計 11,177,484 11,091,308

固定資産   

有形固定資産   

建物 2,374,783 2,422,033

減価償却累計額 △1,293,800 △1,339,952

建物（純額） 1,080,982 1,082,081

構築物 2,013,017 2,604,665

減価償却累計額 △1,386,855 △1,522,492

構築物（純額） 626,161 1,082,172

機械及び装置 2,424,698 2,496,874

減価償却累計額 △2,027,108 △2,123,489

機械及び装置（純額） 397,589 373,385

車両運搬具 151,859 163,523

減価償却累計額 △108,983 △103,871

車両運搬具（純額） 42,876 59,651

工具、器具及び備品 619,942 629,184

減価償却累計額 △521,948 △555,523

工具、器具及び備品（純額） 97,993 73,661

土地 1,388,170 1,388,441

建設仮勘定 453,730 －

有形固定資産合計 4,087,503 4,059,393

無形固定資産   

借地権 22,749 22,749

ソフトウエア 57,101 60,578

その他 7,026 6,544

無形固定資産合計 86,877 89,872
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成22年３月31日) 

当事業年度 
(平成23年３月31日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 170,488 154,075

出資金 50 50

長期貸付金 120,000 102,000

従業員に対する長期貸付金 14,761 26,054

破産更生債権等 28,488 23,563

長期前払費用 19,515 21,257

繰延税金資産 110,820 120,963

差入保証金 107,547 122,738

保険積立金 495,582 528,657

会員権 23,300 24,525

貸倒引当金 △49,059 △43,683

その他 － 50

投資その他の資産合計 1,041,493 1,080,251

固定資産合計 5,215,874 5,229,517

資産合計 16,393,359 16,320,826

負債の部   

流動負債   

支払手形 2,053,195 2,224,140

買掛金 2,751,842 2,847,011

短期借入金 1,460,000 760,000

1年内償還予定の社債 70,000 70,000

1年内返済予定の長期借入金 468,920 484,840

リース債務 5,607 5,732

未払金 538,472 285,368

未払費用 61,735 60,011

未払法人税等 239,287 361,744

未払消費税等 47,059 －

預り金 55,719 48,600

賞与引当金 119,049 130,750

役員賞与引当金 71,000 77,000

その他 1,016 818

流動負債合計 7,942,905 7,356,018

固定負債   

社債 630,000 560,000

長期借入金 1,260,090 1,175,250

リース債務 11,100 5,367

退職給付引当金 429,883 421,910

役員退職慰労引当金 91,291 103,991

その他 － 3,703
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成22年３月31日) 

当事業年度 
(平成23年３月31日) 

固定負債合計 2,422,365 2,270,222

負債合計 10,365,271 9,626,241

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 79,732 74,758

別途積立金 2,175,000 2,275,000

繰越利益剰余金 2,296,657 2,878,990

利益剰余金合計 4,637,635 5,314,994

自己株式 △2,091 △2,091

株主資本合計 6,031,423 6,708,783

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △3,335 △14,198

評価・換算差額等合計 △3,335 △14,198

純資産合計 6,028,087 6,694,584

負債純資産合計 16,393,359 16,320,826
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（２）損益計算書 

(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

売上高   

製品売上高 20,186,350 22,469,889

商品売上高 2,340,838 2,338,173

売上高合計 22,527,189 24,808,062

売上原価   

製品期首たな卸高 93,381 128,029

当期製品製造原価 15,663,051 17,983,796

合計 15,756,433 18,111,825

製品期末たな卸高 128,029 123,657

製品売上原価 15,628,404 17,988,168

商品期首たな卸高 20,289 16,759

当期商品仕入高 2,093,698 2,132,190

合計 2,113,987 2,148,949

商品期末たな卸高 16,759 16,612

商品売上原価 2,097,227 2,132,337

売上原価合計 17,725,632 20,120,505

売上総利益 4,801,557 4,687,557

販売費及び一般管理費   

運賃 1,486,530 1,588,968

貸倒引当金繰入額 19,180 －

役員報酬 161,760 167,280

従業員給料及び手当 376,290 384,665

賞与 145,390 128,285

役員賞与引当金繰入額 71,000 77,000

賞与引当金繰入額 58,191 59,596

退職給付費用 62,894 41,547

役員退職慰労引当金繰入額 16,300 15,700

役員退職慰労金 166,348 7,200

法定福利及び厚生費 86,609 90,064

交際費 47,477 44,142

通信交通費 84,856 89,585

賃借料 146,802 166,375

減価償却費 44,261 55,066

技術開発費 15,072 14,428

その他 279,797 263,041

販売費及び一般管理費合計 3,268,765 3,192,947

営業利益 1,532,791 1,494,610
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

営業外収益   

受取利息 5,860 4,258

受取配当金 5,359 3,373

受取保険金 － 6,070

保険返戻金 － 7,643

為替差益 59 －

その他 18,510 13,797

営業外収益合計 29,789 35,143

営業外費用   

支払利息 71,715 53,376

手形売却損 11,830 14,061

社債利息 1,007 10,441

社債発行費 21,460 －

為替差損 － 19

その他 176 1,426

営業外費用合計 106,190 79,324

経常利益 1,456,390 1,450,428

特別利益   

固定資産売却益 1,189 3,490

貸倒引当金戻入額 － 5,656

受取保険金 － 24,173

受取補償金 － 8,501

特別利益合計 1,189 41,823

特別損失   

固定資産売却損 1,488 47

固定資産除却損 25,445 24,776

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 21,211

特別損失合計 26,934 46,035

税引前当期純利益 1,430,645 1,446,215

法人税、住民税及び事業税 590,802 646,178

法人税等調整額 86,282 △15,001

法人税等合計 677,084 631,176

当期純利益 753,561 815,038
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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21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23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 85,060 79,732

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の取崩 △5,328 △4,974

当期変動額合計 △5,328 △4,974

当期末残高 79,732 74,758

別途積立金   

前期末残高 2,075,000 2,175,000

当期変動額   

別途積立金の積立 100,000 100,000

当期変動額合計 100,000 100,000

当期末残高 2,175,000 2,275,000

繰越利益剰余金   

前期末残高 1,775,458 2,296,657

当期変動額   

剰余金の配当 △137,691 △137,679

固定資産圧縮積立金の取崩 5,328 4,974

別途積立金の積立 △100,000 △100,000

当期純利益 753,561 815,038

当期変動額合計 521,199 582,333

当期末残高 2,296,657 2,878,990

利益剰余金合計   

前期末残高 4,021,764 4,637,635
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当期変動額   

剰余金の配当 △137,691 △137,679

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 753,561 815,038

当期変動額合計 615,870 677,359

当期末残高 4,637,635 5,314,994

自己株式   

前期末残高 △1,779 △2,091

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 △2,091 △2,091

株主資本合計   

前期末残高 5,415,864 6,031,423

当期変動額   

剰余金の配当 △137,691 △137,679

当期純利益 753,561 815,038

自己株式の取得 △312 －

当期変動額合計 615,558 677,359

当期末残高 6,031,423 6,708,783

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △12,128 △3,335

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 8,793 △10,862

当期変動額合計 8,793 △10,862

当期末残高 △3,335 △14,198

純資産合計   

前期末残高 5,403,736 6,028,087

当期変動額   

剰余金の配当 △137,691 △137,679

当期純利益 753,561 815,038

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） 8,793 △10,862

当期変動額合計 624,351 666,496

当期末残高 6,028,087 6,694,584
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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21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23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 1,430,645 1,446,215

減価償却費 434,877 484,810

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 21,211

為替差損益（△は益） △59 19

退職給付引当金の増減額（△は減少） 9,096 △7,973

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △61,826 12,700

賞与引当金の増減額（△は減少） 2,983 11,700

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 1,000 6,000

貸倒引当金の増減額（△は減少） 15,145 △12,128

受取利息及び受取配当金 △11,220 △7,632

支払利息及び社債利息 72,722 63,817

有形固定資産売却損益（△は益） 299 △3,443

有形固定資産除却損 13,282 11,929

保険解約損益（△は益） △4,860 △8,226

受取保険金 － △24,173

受取補償金 － △8,501

売上債権の増減額（△は増加） △657,214 303,623

たな卸資産の増減額（△は増加） 46,179 △34,754

預け金の増減額（△は増加） 193,074 △163,346

前払年金費用の増減額（△は増加） 17,835 －

仕入債務の増減額（△は減少） 702,080 265,760

未払債務の増減額（△は減少） 29,600 △33,432

その他の流動資産の増減額（△は増加） 2,229 △24,986

その他の投資等の増減額（△は増加） △2,888 △10,086

その他の流動負債の増減額（△は減少） 7,723 △8,155

その他の固定負債の増減額（△は減少） － 3,703

小計 2,240,709 2,284,651

利息及び配当金の受取額 11,266 10,390

利息の支払額 △75,697 △63,341

保険金の受取額 － 24,173

補償金の受取額 － 8,501

法人税等の支払額 △897,260 △518,914

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,279,018 1,745,460
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23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 △308,000 －

投資有価証券の取得による支出 △1,096 △1,109

有形固定資産の取得による支出 △745,560 △728,160

有形固定資産の売却による収入 8,582 9,706

無形固定資産の取得による支出 △23,446 △21,170

貸付けによる支出 － △13,000

貸付金の回収による収入 21,462 19,707

保険積立金の積立による支出 △55,391 △73,776

保険積立金の解約による収入 43,687 48,928

差入保証金の差入による支出 △9,771 △92,022

差入保証金の回収による収入 － 69,163

その他の投資等の増減額（△は増加） － △1,500

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,069,534 △783,233

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） △180,000 △700,000

長期借入れによる収入 － 400,000

長期借入金の返済による支出 △475,920 △468,920

社債の発行による収入 700,000 －

社債の償還による支出 － △70,000

リース債務の返済による支出 △5,484 △5,607

配当金の支払額 △137,691 △137,679

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 △99,407 △982,206

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 110,075 △19,978

現金及び現金同等物の期首残高 1,817,474 1,927,550

現金及び現金同等物の期末残高 1,927,550 1,907,571
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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。 

 

 

(6) 重要な会計方針 

 

項目 
前事業年度 

(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成22年４月１日 
 至 平成23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ヵ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) 

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 
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項目 
前事業年度 

(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成22年４月１日 
 至 平成23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、翌事業年度支給見込額のうち

当事業年度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。 

(3) 役員賞与引当金 

同左 
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項目 
前事業年度 

(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成22年４月１日 
 至 平成23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。 

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、翌事業年度から費用処理

しております。 

―――――― 

 

(4) 退職給付引当金 

同左 

 

 

 

 

 

 

（追加情報） 

当社は、従来より適格年金制度及び

退職一時金制度を採用しておりまし

たが、平成22年10月１日より適格年

金制度を確定給付企業年金制度に移

行しております。この移行に伴う会

計処理については、「退職給付制度

間の移行等に関する会計処理」（企

業会計基準適用指針第１号）を適用

しております。 

 この移行に伴い、負の過去勤務債

務が118,831千円発生し、平均残存

勤務期間以内の一定の年数（５年）

による定額法により償却しておりま

す。これにより、当事業年度の営業

利益、経常利益及び税引前当期純利

益は、それぞれ23,766千円増加して

おります。 

 (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、内規に基づく当事業年度末要

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 
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項目 
前事業年度 

(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

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ヵ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21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

(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。 

（資産除去債務に関する会計基準） 

当事業年度より、「資産除去債務に関する会計基準」

（企業会計基準第18号 平成20年３月31日）及び「資産

除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準

適用指針第21号 平成20年３月31日）を適用しておりま

す。 

 これにより、当事業年度の税引前当期純利益は22,067

千円減少しております。なお、営業利益及び経常利益に

与える影響は軽微であります。 

 

表示方法の変更 

前事業年度 

(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

(貸借対照表) 

１ 前事業年度において独立掲記しておりました「設備

関係支払手形」（当事業年度6,641千円）は、負債

及び純資産合計の1/100以下となったため、流動負

債の「支払手形」に含めて表示しております。 

２ 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。 

(貸借対照表) 

１ 前事業年度において区分掲記しておりました「未収

収益」(当事業年度97千円)は、金額が僅少となった

ため、当事業年度においては流動資産の「その他」

に含めて表示しております。 

 

―――――― (損益計算書) 

１ 前事業年度において営業外収益の「その他」に含め

ていた「受取保険金」（前事業年度51千円）は、重

要性が増加したため、当事業年度より区分掲記する

こととしております。 

２ 前事業年度において営業外収益の「その他」に含め

ていた「保険返戻金」（前事業年度6,765千円）

は、重要性が増加したため、当事業年度より区分掲

記することとしております。 
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(8) 財務諸表に関する注記事項 

 

（持分法投資損益等） 

前事業年度（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。 

 

当事業年度（自 平成22年４月１日 至 平成23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。 

 

 

（セグメント情報等） 

セグメント情報 

当事業年度(自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日) 

当社の事業は、シンナー製造事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 

（追加情報） 

当事業年度より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平

成21年３月27日）及び「セグメント情報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20号 平成20年３月21日）を適用しております。 
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（１株当たり情報） 

前事業年度 

(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

  

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。 

  

１株当たり純資産額 1,458円74銭

１株当たり当期純利益金額 177円60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22年３月31日) 

当事業年度末 

(平成23年３月31日) 

純資産の部の合計額（千円） 6,028,087 6,694,584

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） 6,028,087 6,694,584

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） 2,700 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） 

4,589,300 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21年４月１日
 至 平成22年３月31日)

当事業年度 

(自 平成22年４月１日
 至 平成23年３月31日)

１株当たり当期純利益金額 

 当期純利益（千円） 753,561 815,038

 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） 753,561 815,038

 普通株式の期中平均株式数（株） 4,589,690 4,589,300

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 

― ―
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（重要な後発事象） 

前事業年度（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。 

 

当事業年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

（ストックオプションとして新株予約権の発行） 

当社は、平成23年５月13日開催の取締役会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定

に基づき、当社の取締役に対してストックオプションとして新株予約権を発行することならびに募

集事項の決定を当社取締役会に委任することの承認を求める議案を、平成23年６月29日開催予定の

第59期定時株主総会に付議することを決議いたしました。 

詳細につきましては、本日付リリース「ストックオプション(新株予約権)の発行に関するお知ら

せ」をご参照ください。 

 



大伸化学㈱ （4629）平成23年3月期決算短信（非連結） 

― 24 ― 

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）退任予定取締役 

取締役 松 丸 賢 治 

取締役 金 澤 敏 雄 

（ロ）異動予定日 

平成23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 698,103 7.2

合成樹脂塗料用シンナー類 839,234 3.4

洗浄用シンナー類 1,815,166 3.8

印刷用溶剤類 4,976,048 △0.3

特殊シンナー類 2,271,971 8.8

単一溶剤類 10,644,744 18.3

エタノール・その他 1,319,987 28.8

合計 22,565,256 11.1

(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 748,064 6.3 3,475 4.8

合成樹脂塗料用シンナー類 829,996 3.6 6,980 44.7

洗浄用シンナー類 1,831,602 2.2 13,206 △43.2

印刷用溶剤類 4,972,176 0.0 11,519 65.8

特殊シンナー類 2,253,313 8.4 17,096 △22.0

単一溶剤類 10,594,492 18.9 51,399 10.3

エタノール・その他 1,247,416 34.1 26,571 63.8

合計 22,477,061 11.3 130,249 5.8

(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 747,905 5.7

 合成樹脂塗料用シンナー類 827,839 3.1

 洗浄用シンナー類 1,841,662 3.0

 印刷用溶剤類 4,967,606 △0.1

 特殊シンナー類 2,258,123 8.9

 単一溶剤類 10,589,688 18.7

 エタノール・その他 1,237,063 34.8

小計 22,469,889 11.3

商品  

 単一溶剤直送品 2,054,116 △1.1

 その他商品 284,056 8.0

小計 2,338,173 △0.1

合計 24,808,062 10.1

(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㈱ 5,166,361 22.9 5,268,135 21.2

(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。 

３ 東洋インキ製造㈱は、平成23年４月１日に会社分割制度による持株会社制へ移行しており、

持株会社の東洋インキＳＣホールディングス㈱と、事業会社の東洋インキ㈱、トーヨーケム

㈱に分割されております。 

 

 

 

 




