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1.  平成24年3月期第2四半期の業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

24年3月期第2四半期 13,224 5.3 490 △44.4 470 △44.9 267 △42.6
23年3月期第2四半期 12,556 14.3 881 △16.1 852 △16.3 464 △14.9

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

24年3月期第2四半期 58.44 ―
23年3月期第2四半期 101.30 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第2四半期 15,868 6,759 42.6
23年3月期 16,320 6,694 41.0
（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  6,758百万円 23年3月期  6,694百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
 

年間配当金
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

23年3月期 ― 0.00 ― 30.00 30.00
24年3月期 ― 0.00
24年3月期（予想） ― 20.00 20.00

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、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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 26,000 4.8 1,351 △9.6 1,300 △10.4 720 △11.7 159.32



(1) 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、3ページ「四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。〕 

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

4.  その他

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期2Q 4,592,000 株 23年3月期 4,592,000 株
② 期末自己株式数 24年3月期2Q 72,700 株 23年3月期 2,700 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 4,569,409 株 23年3月期2Q 4,589,300 株

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基 
づく四半期財務諸表の四半期レビュー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、今後の経済情勢、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.当四半期決算に関する定性的情報（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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１．当四半期決算に関する定性的情報 

(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、東日本大震災の影響を克服し一部で回復の兆しを

見せたものの、原発事故に起因する電力供給の制約や、欧州及び米国における債務問題の懸念を反

映した円高の急激な進行等により、景気の先行きは引続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も、こうした経済環境のもと出荷数量は引続き減

少となりました。 

このような情勢のもとで、当社における当第２四半期累計期間の製品出荷数量は、72,945トン

（前年同期比5.1％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、売上高は景気停滞にともない出荷数量が減少し

たものの、原油・ナフサ市況が前年と比較して高水準で推移したこと等により、販売単価がアップ

したため、132億24百万円 (同5.3％増)と増収になりました。 

主な品目別の売上高は、単一溶剤類が55億88百万円 (同5.7％増)、印刷用溶剤類が27億76百万円 

(同8.3％増)、単一溶剤直送品を中心とした商品が15億49百万円(同25.9％増)、特殊シンナー類が11

億17百万円 (同1.9％増)、洗浄用シンナー類が８億５百万円 (同16.1％減)となりました。 

一方損益面では、物流体制の合理化を中心とした経費の削減を促進するとともに、効率的な原材

料購入を更に推進いたしましたが、原油・ナフサ市況が高止まりする中、震災の影響から一部原材

料が高騰したことにより原材料コストが上昇し、販売単価の値上げ幅を上回ったため、営業利益４

億90百万円 (同44.4％減)、経常利益４億70百万円 (同44.9％減)、四半期純利益２億67百万円 (同

42.6％減)となり、いずれも減益となりました。 

 

(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は、158億68百万円(前事業年度末比４億51百万円減)となりまし

た。これは主に、受取手形及び売掛金の増加(同２億90百万円増)、原材料及び貯蔵品の増加(同２億

35百万円増)等があったものの、現金及び預金の減少(同９億27百万円減)等があったことによるもの

であります。 

負債総額は、91億９百万円(前事業年度末比５億16百万円減)となりました。これは主に、短期借

入金の増加(同１億円増)等があったものの、未払法人税等の減少(同１億50百万円減)、長期借入金

の減少(同１億61百万円減)等があったことによるものであります。 

純資産は、67億59百万円(前事業年度末比64百万円増)となりました。これは主に、利益剰余金の

増加(同１億29百万円増)等があったこと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24年３月期通期の業績予想につきましては、今後も予想される厳しい景況感ならびに不透明

な原材料市況等を考慮して、現時点では平成23年５月13日に公表いたしました業績予想に変更はあ

りません。 
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２．サマリー情報(その他)に関する事項 

(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。 

 



３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

(単位：千円)

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,661,571 1,734,439

受取手形及び売掛金 7,176,736 7,467,233

商品及び製品 140,269 138,358

原材料及び貯蔵品 476,257 712,221

その他 653,269 794,147

貸倒引当金 △16,795 △17,975

流動資産合計 11,091,308 10,828,424

固定資産   

有形固定資産 4,059,393 3,886,312

無形固定資産 89,872 83,421

投資その他の資産   

その他 1,123,935 1,113,132

貸倒引当金 △43,683 △42,380

投資その他の資産合計 1,080,251 1,070,751

固定資産合計 5,229,517 5,040,485

資産合計 16,320,826 15,868,909

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,071,152 5,023,664

短期借入金 760,000 860,000

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 484,840 387,380

未払法人税等 361,744 211,050

賞与引当金 130,750 124,250

役員賞与引当金 77,000 －

その他 400,532 359,809

流動負債合計 7,356,018 7,036,153

固定負債   

社債 560,000 525,000

長期借入金 1,175,250 1,014,250

退職給付引当金 421,910 414,466

役員退職慰労引当金 103,991 110,941

その他 9,071 8,823

固定負債合計 2,270,222 2,073,480

負債合計 9,626,241 9,109,634
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期会計期間 
(平成23年９月30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 5,314,994 5,444,365

自己株式 △2,091 △51,791

株主資本合計 6,708,783 6,788,454

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △14,198 △30,052

評価・換算差額等合計 △14,198 △30,052

新株予約権 － 873

純資産合計 6,694,584 6,759,275

負債純資産合計 16,320,826 15,868,909

大伸化学㈱　（4629）平成24年3月期　第2四半期決算短信（非連結）

―　5　―



（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22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 12,556,897 13,224,367

売上原価 10,141,525 11,335,159

売上総利益 2,415,371 1,889,208

販売費及び一般管理費 1,533,644 1,398,868

営業利益 881,726 490,339

営業外収益   

受取利息 1,893 1,524

受取配当金 1,809 5,778

その他 7,364 6,932

営業外収益合計 11,067 14,234

営業外費用   

支払利息 27,396 20,092

手形売却損 5,994 9,023

社債利息 5,341 4,799

その他 1,122 281

営業外費用合計 39,854 34,196

経常利益 852,939 470,378

特別利益   

固定資産売却益 1,654 2,317

特別利益合計 1,654 2,317

特別損失   

固定資産除却損 15,987 2,319

固定資産売却損 47 303

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 37,247 2,622

税引前四半期純利益 817,346 470,073

法人税等 352,440 203,023

四半期純利益 464,906 267,050
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(3) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

(4)  セグメント情報等 

(セグメント情報) 

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。 

 

(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。 

 

(6) 重要な後発事象 

該当事項はありません。 

 

 

 




