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1.  平成24年3月期の業績（平成23年4月1日～平成24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 ％

24年3月期 25,750 3.8 1,187 △20.5 1,150 △20.7 632 △22.4
23年3月期 24,808 10.1 1,494 △2.5 1,450 △0.4 815 8.2

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 ％ ％ ％

24年3月期 139.25 ― 9.1 7.1 4.6
23年3月期 177.60 ― 12.8 8.9 6.0

（参考） 持分法投資損益 24年3月期  ―百万円 23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

24年3月期 15,850 7,143 45.1 1,580.12
23年3月期 16,320 6,694 41.0 1,458.74

（参考） 自己資本   24年3月期  7,141百万円 23年3月期  6,694百万円

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

24年3月期 113 △277 △863 879
23年3月期 1,745 △783 △982 1,907

2.  配当の状況 

（注） 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 ％ ％

23年3月期 ― 0.00 ― 30.00 30.00 137 16.9 2.2
24年3月期 ― 0.00 ― 25.00 25.00 112 18.0 1.6
25年3月期(予想) ― 0.00 ― 25.00 25.00 14.5

3. 平成25年 3月期の業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期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) 13,330 0.8 647 31.9 625 32.9 361 35.2 79.88
通期 27,000 4.9 1,392 17.2 1,350 17.4 781 23.4 172.81

matuyama
タイプライターテキスト

matuyama
タイプライターテキスト



※  注記事項 
(1) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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、20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 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 72,700 株 23年3月期 2,700 株
③ 期中平均株式数 24年3月期 4,544,355 株 23年3月期 4,589,300 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、東日本大震災の影響による経済活動の落ち込み、欧州債

務危機を背景とした海外経済の減速、加えて歴史的な円高の急激な進行等といった様々な停滞

要因を克服し回復基調にあるものの、景気は依然として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が、景気動向を反映して、製品については生産数量145,860トン、

出荷数量145,279トンと、ともに前年同期実績に比べ5.3％減、5.4％減とそれぞれ減少いたし

ました。 

当事業年度の業績といたしましては、売上高は景気低迷にともない出荷数量が減少したもの

の、原油・ナフサ市況が前年度と比較して高水準に推移したことにより販売単価もアップした

ため、257億50百万円と前年同期比3.8％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108億89百万円で前年同期比2.

8％増、印刷用溶剤類が52億１百万円で前年同期比4.7％増、特殊シンナー類が23億46百万円で

前年同期比3.9％増、単一溶剤直送品を中心とした商品が26億93百万円と前年同期比15.2％増、

減少したものとしては、洗浄用シンナー類が17億97百万円で前年同期比2.4％減となりました。 

一方損益面に関しましては、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推進いたしましたが、原油・ナフサ市況が高水準で推移したことに加え

て震災の影響にともなう一部原材料の高騰による原材料コストの上昇、更には販売数量の減少

等から、営業利益は前年同期比20.5％減の11億87百万円、経常利益は前年同期比20.7％減の11

億50百万円、当期純利益は前年同期比22.4％減の６億32百万円といずれも減益となりました。 

 

② 次期の見通し 

今後の見通しといたしましては、景気は復調しつつあるものの、海外の経済情勢及び電力供

給の動向等によっては下振れ懸念もあり、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、地政学的リスク等により原油・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270億円、営業利益13億92百万円、経常利益

13億50百万円、当期純利益７億81百万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、158億50百万円(前事業年度末比４億70百万円減)となりま

した。 

(流動資産) 

当事業年度末における流動資産は、108億29百万円(前事業年度末比２億61百万円減)となり

ました。これは主に、売掛金の増加(同９億11百万円増)等があったものの、現金及び預金の減

少(同10億27百万円減)、受取手形の減少(同２億63百万円減)等があったことによるものであり

ます。 

(固定資産) 

当事業年度末における固定資産は、50億20百万円(前事業年度末比２億８百万円減)となりま

した。これは主に、減価償却費の計上４億67百万円(同16百万円減)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２億88百万円(同１億89百万円減)等があったことによるも

のであります。 

(流動負債) 

当事業年度末における流動負債は、67億19百万円(前事業年度末比６億36百万円減)となりま

した。これは主に、買掛金の増加(同１億５百万円増)等があったものの、支払手形の減少(同

１億91百万円減)、短期借入金の減少(同２億20百万円減)及び１年内返済予定の長期借入金の

減少(同１億63百万円減)等があったことによるものであります。 

(固定負債) 

当事業年度末における固定負債は、19億87百万円(前事業年度末比２億82百万円減)となりま

した。これは主に、長期借入金の減少(同２億17百万円減)、社債の減少(同70百万円減)等があ

ったことによるものであります。 

(純資産) 

当事業年度末における純資産は、71億43百万円(前事業年度末比４億49百万円増)となりまし

た。これは主に、利益剰余金の増加(同４億95百万円増)等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10億

27百万円減少し、８億79百万円となりました。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。 

(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、１億13百万円(前年同期は17億45百万

円の収入)となりました。これは主に、売上債権の増加６億47百万円及び法人税等の支払額５

億40百万円等があったものの、税引前当期純利益の計上11億58百万円等があったことによるも

のであります。 
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(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、２億77百万円(前年同期は７億83百万

円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出２億67百万円等があっ

たことによるものであります。 

(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、８億63百万円(前年同期は９億82百万

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１億10百万円があったものの、

長期借入金の返済による支出４億90百万円、短期借入金の純減額２億20百万円等があったこと

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 平成24年３月期 

自己資本比率（％） 29.1 35.3 36.8 41.0 45.1 

時価ベースの 

自己資本比率（％） 
15.2 13.7 21.6 20.7 20.8 

キャッシュ・フロー 

対有利子負債比率（％） 
976.0 405.4 305.4 175.4 2,107.0 

インタレスト・カバレッジ・ 

レシオ（倍） 
5.8 12.5 16.9 27.6 2.5 

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業績内容を勘案し、

期末配当金25円の普通配当を予定しております。次期につきましても、当期と同じく年間25円

の予定です。 
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(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23年３月31日) 

当事業年度 
(平成24年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,661,571 1,633,912

受取手形 998,524 735,164

売掛金 6,178,212 7,089,554

商品及び製品 140,269 152,052

原材料及び貯蔵品 476,257 574,079

前払費用 23,482 24,820

繰延税金資産 93,517 78,316

預け金 445,074 491,735

未収入金 90,006 57,247

その他 1,188 50

貸倒引当金 △16,795 △7,152

流動資産合計 11,091,308 10,829,781

固定資産   

有形固定資産   

建物 2,422,033 2,438,233

減価償却累計額 △1,339,952 △1,418,891

建物（純額） 1,082,081 1,019,342

構築物 2,604,665 2,620,909

減価償却累計額 △1,522,492 △1,688,826

構築物（純額） 1,082,172 932,082

機械及び装置 2,496,874 2,492,942

減価償却累計額 △2,123,489 △2,206,056

機械及び装置（純額） 373,385 286,885

車両運搬具 163,523 163,391

減価償却累計額 △103,871 △113,579

車両運搬具（純額） 59,651 49,811

工具、器具及び備品 629,184 644,291

減価償却累計額 △555,523 △588,868

工具、器具及び備品（純額） 73,661 55,423

土地 1,388,441 1,500,703

建設仮勘定 － 44,190

有形固定資産合計 4,059,393 3,888,440

無形固定資産   

借地権 22,749 22,749

ソフトウエア 60,578 44,887

その他 6,544 6,144

無形固定資産合計 89,872 73,780
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当事業年度 
(平成24年３月31日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 154,075 153,953

出資金 50 50

長期貸付金 102,000 81,000

従業員に対する長期貸付金 26,054 27,582

破産更生債権等 23,563 22,807

長期前払費用 21,257 14,249

繰延税金資産 120,963 101,032

差入保証金 122,738 121,555

保険積立金 528,657 554,836

会員権 24,525 24,525

その他 50 50

貸倒引当金 △43,683 △42,900

投資その他の資産合計 1,080,251 1,058,741

固定資産合計 5,229,517 5,020,962

資産合計 16,320,826 15,850,744

負債の部   

流動負債   

支払手形 2,224,140 2,032,527

買掛金 2,847,011 2,952,478

短期借入金 760,000 540,000

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 484,840 321,500

リース債務 5,732 7,231

未払金 285,368 267,538

未払費用 60,011 39,067

未払法人税等 361,744 309,227

未払消費税等 － 31,569

預り金 48,600 21,288

賞与引当金 130,750 126,480

役員賞与引当金 77,000 －

その他 818 917

流動負債合計 7,356,018 6,719,826

固定負債   

社債 560,000 490,000

長期借入金 1,175,250 958,250

リース債務 5,367 8,971

退職給付引当金 421,910 407,750

役員退職慰労引当金 103,991 118,591

その他 3,703 3,704

固定負債合計 2,270,222 1,987,266

負債合計 9,626,241 8,707,093
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当事業年度 
(平成24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   

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 74,758 75,738

別途積立金 2,275,000 2,375,000

繰越利益剰余金 2,878,990 3,273,124

利益剰余金合計 5,314,994 5,810,108

自己株式 △2,091 △51,791

株主資本合計 6,708,783 7,154,196

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △14,198 △13,167

評価・換算差額等合計 △14,198 △13,167

新株予約権 － 2,620

純資産合計 6,694,584 7,143,650

負債純資産合計 16,320,826 15,850,744
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（２）損益計算書 

(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

売上高   

製品売上高 22,469,889 23,056,836

商品売上高 2,338,173 2,693,777

売上高合計 24,808,062 25,750,614

売上原価   

製品期首たな卸高 128,029 123,657

当期製品製造原価 17,983,796 19,267,901

合計 18,111,825 19,391,558

製品期末たな卸高 123,657 135,831

製品売上原価 17,988,168 19,255,727

商品期首たな卸高 16,759 16,612

当期商品仕入高 2,132,190 2,475,359

合計 2,148,949 2,491,972

商品期末たな卸高 16,612 16,221

商品売上原価 2,132,337 2,475,751

売上原価合計 20,120,505 21,731,478

売上総利益 4,687,557 4,019,136

販売費及び一般管理費   

運賃 1,588,968 1,478,974

貸倒引当金繰入額 － △10,426

役員報酬 167,280 176,280

従業員給料及び手当 384,665 366,719

賞与 128,285 57,487

役員賞与引当金繰入額 77,000 －

賞与引当金繰入額 59,596 47,591

退職給付費用 41,547 42,907

役員退職慰労引当金繰入額 15,700 15,400

役員退職慰労金 7,200 －

法定福利及び厚生費 90,064 69,190

交際費 44,142 48,983

通信交通費 89,585 83,682

賃借料 166,375 142,436

減価償却費 55,066 60,600

技術開発費 14,428 －

その他 263,041 251,514

販売費及び一般管理費合計 3,192,947 2,831,342

営業利益 1,494,610 1,187,793
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

営業外収益   

受取利息 4,258 3,268

受取配当金 3,373 7,468

受取保険金 6,070 2,549

保険返戻金 7,643 712

その他 13,797 14,692

営業外収益合計 35,143 28,691

営業外費用   

支払利息 53,376 37,431

手形売却損 14,061 19,107

社債利息 10,441 9,360

為替差損 19 －

その他 1,426 531

営業外費用合計 79,324 66,430

経常利益 1,450,428 1,150,054

特別利益   

固定資産売却益 3,490 3,240

貸倒引当金戻入額 5,656 －

受取保険金 24,173 －

受取補償金 8,501 －

保険解約返戻金 － 14,518

特別利益合計 41,823 17,759

特別損失   

投資有価証券評価損 － 1,410

固定資産売却損 47 329

固定資産除却損 24,776 7,715

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 46,035 9,455

税引前当期純利益 1,446,215 1,158,358

法人税、住民税及び事業税 646,178 489,549

法人税等調整額 △15,001 36,015

法人税等合計 631,176 525,565

当期純利益 815,038 632,792
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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22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 729,000 729,000

当期末残高 729,000 729,000

資本剰余金   

資本準備金   

当期首残高 666,880 666,880

当期末残高 666,880 666,880

資本剰余金合計   

当期首残高 666,880 666,880

当期末残高 666,880 666,880

利益剰余金   

利益準備金   

当期首残高 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   

当期首残高 79,732 74,758

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の取崩 △4,974 980

当期変動額合計 △4,974 980

当期末残高 74,758 75,738

別途積立金   

当期首残高 2,175,000 2,275,000

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 2,275,000 2,375,000

繰越利益剰余金   

当期首残高 2,296,657 2,878,990

当期変動額   

剰余金の配当 △137,679 △137,679

固定資産圧縮積立金の取崩 4,974 △980

別途積立金の積立 △100,000 △100,000

当期純利益 815,038 632,792

当期変動額合計 582,333 394,133

当期末残高 2,878,990 3,273,124
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

利益剰余金合計   

当期首残高 4,637,635 5,314,994

当期変動額   

剰余金の配当 △137,679 △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 815,038 632,792

当期変動額合計 677,359 495,113

当期末残高 5,314,994 5,810,108

自己株式   

当期首残高 △2,091 △2,091

当期変動額   

自己株式の取得 － △49,700

当期変動額合計 － △49,700

当期末残高 △2,091 △51,791

株主資本合計   

当期首残高 6,031,423 6,708,783

当期変動額   

剰余金の配当 △137,679 △137,679

当期純利益 815,038 632,792

自己株式の取得 － △49,700

当期変動額合計 677,359 445,413

当期末残高 6,708,783 7,154,196

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 △3,335 △14,198

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △10,862 1,030

当期変動額合計 △10,862 1,030

当期末残高 △14,198 △13,167

新株予約権   

当期首残高 － －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － 2,620

当期変動額合計 － 2,620

当期末残高 － 2,620

純資産合計   

当期首残高 6,028,087 6,694,584

当期変動額   

剰余金の配当 △137,679 △137,679

当期純利益 815,038 632,792

自己株式の取得 － △49,700

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △10,862 3,651

当期変動額合計 666,496 449,065

当期末残高 6,694,584 7,143,650
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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22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24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 1,446,215 1,158,358

減価償却費 484,810 467,972

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） 19 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） △7,973 △14,160

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 12,700 14,600

株式報酬費用 － 2,620

賞与引当金の増減額（△は減少） 11,700 △4,270

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 6,000 △77,000

貸倒引当金の増減額（△は減少） △12,128 △10,426

受取利息及び受取配当金 △7,632 △10,737

支払利息及び社債利息 63,817 46,791

投資有価証券評価損益（△は益） － 1,410

有形固定資産売却損益（△は益） △3,443 △2,911

有形固定資産除却損 11,929 2,621

保険解約損益（△は益） △8,226 68

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） 303,623 △647,981

たな卸資産の増減額（△は増加） △34,754 △109,604

預け金の増減額（△は増加） △163,346 △46,661

仕入債務の増減額（△は減少） 265,760 △91,260

未払債務の増減額（△は減少） △33,432 △2,560

その他の流動資産の増減額（△は増加） △24,986 31,813

その他の投資等の増減額（△は増加） △10,086 8,904

その他の流動負債の増減額（△は減少） △8,155 △28,523

その他の固定負債の増減額（△は減少） 3,703 －

小計 2,284,651 689,063

利息及び配当金の受取額 10,390 10,734

利息の支払額 △63,341 △45,996

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 △518,914 △540,086

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,745,460 113,715
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

投資有価証券の取得による支出 △1,109 △1,142

有形固定資産の取得による支出 △728,160 △267,753

有形固定資産の売却による収入 9,706 7,402

無形固定資産の取得による支出 △21,170 △9,695

貸付けによる支出 △13,000 △5,500

貸付金の回収による収入 19,707 24,972

保険積立金の積立による支出 △73,776 △33,594

保険積立金の解約による収入 48,928 7,347

差入保証金の差入による支出 △92,022 △1,502

差入保証金の回収による収入 69,163 1,545

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 △783,233 △277,921

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） △700,000 △220,000

長期借入れによる収入 400,000 110,000

長期借入金の返済による支出 △468,920 △490,340

社債の償還による支出 △70,000 △70,000

リース債務の返済による支出 △5,607 △5,732

配当金の支払額 △137,679 △137,679

自己株式の取得による支出 － △49,700

財務活動によるキャッシュ・フロー △982,206 △863,451

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △19,978 △1,027,658

現金及び現金同等物の期首残高 1,927,550 1,907,571

現金及び現金同等物の期末残高 1,907,571 879,912
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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 

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)。 

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 

時価法 

 

３ 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 

最終仕入原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法) 

 

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 

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。 

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。 
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(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。 

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。 

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。 

(3) 長期前払費用  

均等償却をしております。 

 

５ 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。 

(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。 

(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。 

(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。 

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（５年）によ

り均等償却しております。 

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、発生の翌事業年度から費用処理しております。 

(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。 
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６ 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。 

(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 

(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。 

(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。 

 

７ 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。 

 

８ 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。 
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(7) 追加情報 

 

当事業年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤

謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬

の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号平成21年12月４日）を適用して

おります。 

 

(8) 財務諸表に関する注記事項 

 

（セグメント情報等） 

セグメント情報 

前事業年度（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。 

 

当事業年度（自 平成23年４月１日 至 平成24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。 

 

（持分法投資損益等） 

前事業年度（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。 

 

当事業年度（自 平成23年４月１日 至 平成24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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（１株当たり情報） 

 

 
前事業年度 

(自  平成22年４月１日 
  至  平成23年３月31日) 

当事業年度 
(自  平成23年４月１日 

  至  平成24年３月31日) 

１株当たり純資産額 1,458円74銭 1,580円12銭 

１株当たり当期純利益金額 177円60銭 139円25銭 

 (注) １  前事業年度における潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないた

め、記載しておりません。 

 ２  当事業年度における潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、希薄化効果を有している潜

在株式が存在しないため、記載しておりません。 

 ３  １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 

 

項目 
前事業年度 

(自  平成22年４月１日 
  至  平成23年３月31日) 

当事業年度 
(自  平成23年４月１日 

  至  平成24年３月31日) 

１株当たり当期純利益金額   

当期純利益(千円) 815,038 632,792 

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) 815,038 632,792 

普通株式の期中平均株式数(株) 4,589,300 4,544,355 

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 

－ 

 

４  １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 

項目 
前事業年度 

(平成23年３月31日) 
当事業年度 

(平成24年３月31日) 

純資産の部の合計額(千円) 6,694,584 7,143,650 

純資産の部の合計額から控除する金額(千円) － 2,620 

(うち新株予約権)(千円) (－) (2,620) 

普通株式に係る期末の純資産額(千円) 6,694,584 7,141,029 

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通
株式の数(株) 

4,589,300 4,519,300 

 

（重要な後発事象） 

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）   池 田 昭 博 

（ロ）退任予定監査役 

監査役（非常勤）   杉 山 朝 之 進 

（ハ）就任予定日 

平成24年６月28日 

（注）新任監査役候補者 池田昭博氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役でありま

す。 
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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 708,604 1.5 

合成樹脂塗料用シンナー類 823,783 △1.8 

洗浄用シンナー類 1,763,021 △2.9 

印刷用溶剤類 5,215,002 4.8 

特殊シンナー類 2,365,851 4.1 

単一溶剤類 10,961,064 3.0 

エタノール・その他 1,359,208 3.0 

合計 23,196,536 2.8 

(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。 

 

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 761,091 1.7 6,201 78.4 

合成樹脂塗料用シンナー類 811,984 △2.2 7,496 7.4 

洗浄用シンナー類 1,808,135 △1.3 24,283 83.9 

印刷用溶剤類 5,202,379 4.6 12,876 11.8 

特殊シンナー類 2,359,825 4.7 30,465 78.2 

単一溶剤類 10,908,559 3.0 70,019 36.2 

エタノール・その他 1,247,009 △0.0 21,056 △20.8 

合計 23,098,985 2.8 172,398 32.4 

(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 758,366 1.4 

  合成樹脂塗料用シンナー類 811,468 △2.0 

  洗浄用シンナー類 1,797,059 △2.4 

  印刷用溶剤類 5,201,021 4.7 

  特殊シンナー類 2,346,456 3.9 

  単一溶剤類 10,889,938 2.8 

  エタノール・その他 1,252,524 1.2 

  小計 23,056,836 2.6 

商品     

  単一溶剤直送品 2,411,720 17.4 

  その他商品 282,057 △0.7 

  小計 2,693,777 15.2 

合計 25,750,614 3.8 

(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。 

相手先 
前事業年度 当事業年度 

販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％) 

東洋インキ㈱ 5,268,135 21.2 5,452,144 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㈱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。 
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