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1.  平成25年3月期第2四半期の業績（平成24年4月1日～平成24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 ％

25年3月期第2四半期 12,790 △3.3 796 62.4 781 66.2 463 73.7
24年3月期第2四半期 13,224 5.3 490 △44.4 470 △44.9 267 △42.6

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

25年3月期第2四半期 102.64 ―
24年3月期第2四半期 58.44 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第2四半期 16,598 7,485 45.1
24年3月期 15,850 7,143 45.1
（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  7,481百万円 24年3月期  7,141百万円

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

24年3月期 ― 0.00 ― 25.00 25.00
25年3月期 ― 0.00
25年3月期（予想） ― 25.00 25.00

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、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 27,000 4.9 1,392 17.2 1,350 17.4 781 23.4 172.81



(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 

（注） 第１四半期より減価償却方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合」に該当しております。 
    詳細は、3ページ「会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

※  注記事項

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期2Q 4,592,000 株 24年3月期 4,592,000 株
② 期末自己株式数 25年3月期2Q 72,700 株 24年3月期 72,700 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 4,519,300 株 24年3月期2Q 4,569,409 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、東日本大震災の復興需要等を背景として、緩やか

な回復の兆しが見られたものの、円高の長期化や欧州債務危機の再燃による海外経済の停滞に加え

て、新興国経済の減速等から、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、出荷数量は増加と

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、74,985トン(前

年同期比2.8％増)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、売上高は景気持ち直しによる製品出荷数量の増

加があったものの、前期に発生した、一部製品の高騰及び商品のスポット売上が発生しなかったた

め、127億90百万円 (同3.3％減)と減収になりました。 

主な品目別の売上高は、増加したものとしては、特殊シンナー類が11億67百万円 (同4.5％増)、

洗浄用シンナー類が９億15百万円 (同13.7％増)、減少したものとしては、単一溶剤類が55億83百万

円 (同0.1％減)、印刷用溶剤類が24億58百万円 (同11.4％減)、単一溶剤直送品を中心とした商品が

11億82百万円 (同23.7％減)となりました。 

一方損益面では、販売数量の増加に加えて、原油・ナフサ市況が乱高下を繰り返しながら低下傾

向に転じた結果、原材料価格もそれに対応した価格水準となったため、効率的な原材料購入と相ま

って、採算面が改善され、営業利益７億96百万円 (同62.4％増)、経常利益７億81百万円 (同66.2％

増)、四半期純利益４億63百万円 (同73.7％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は、165億98百万円(前事業年度末比７億47百万円増)となりまし

た。これは主に、現金及び預金の増加(同４億31百万円増)、受取手形及び売掛金の増加(同３億５百

万円増)等があったものの、原材料及び貯蔵品の減少(同１億37百万円減)等があったことによるもの

であります。 

負債総額は、91億13百万円(前事業年度末比４億５百万円増)となりました。これは主に、支払手

形及び買掛金の増加(同４億９百万円増)等があったものの、長期借入金の減少(同１億27百万円減)

等があったことによるものであります。 

純資産は、74億85百万円(前事業年度末比３億42百万円増)となりました。これは主に、利益剰余

金の増加(同３億50百万円増)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25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並びに不透明な

原材料市況等を考慮して、現時点では平成24年５月15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(注記事項)に関する事項 

(1) 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。 

 

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更) 

法人税法の改正に伴い、第１四半期会計期間より、平成24年４月１日以後に取得した有形固定資

産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。これにより、従来

の方法に比べて、当第２四半期累計期間の営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益は、それぞ

れ3,590千円増加しております。 
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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24年３月31日) 

当第２四半期会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,633,912 2,065,354

受取手形及び売掛金 7,824,718 8,130,288

商品及び製品 152,052 136,908

原材料及び貯蔵品 574,079 436,812

その他 652,170 767,858

貸倒引当金 △7,152 △7,436

流動資産合計 10,829,781 11,529,786

固定資産   

有形固定資産 3,888,440 3,930,709

無形固定資産 73,780 77,093

投資その他の資産   

その他 1,101,642 1,104,029

貸倒引当金 △42,900 △42,898

投資その他の資産合計 1,058,741 1,061,130

固定資産合計 5,020,962 5,068,933

資産合計 15,850,744 16,598,720

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,985,005 5,394,155

短期借入金 540,000 520,000

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 321,500 276,500

未払法人税等 309,227 327,493

賞与引当金 126,480 126,210

その他 367,613 497,302

流動負債合計 6,719,826 7,211,660

固定負債   

社債 490,000 455,000

長期借入金 958,250 831,250

退職給付引当金 407,750 394,743

役員退職慰労引当金 118,591 120,325

その他 12,675 100,037

固定負債合計 1,987,266 1,901,355

負債合計 8,707,093 9,113,016

大伸化学㈱ 　（4629）平成25年3月期　 第2四半期決算短信（非連結）

― 4 ―



(単位：千円)

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期会計期間 
(平成24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 5,810,108 6,160,980

自己株式 △51,791 △51,791

株主資本合計 7,154,196 7,505,068

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △13,167 △23,732

評価・換算差額等合計 △13,167 △23,732

新株予約権 2,620 4,368

純資産合計 7,143,650 7,485,704

負債純資産合計 15,850,744 16,598,720
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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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 13,224,367 12,790,535

売上原価 11,335,159 10,532,415

売上総利益 1,889,208 2,258,119

販売費及び一般管理費 1,398,868 1,461,899

営業利益 490,339 796,220

営業外収益   

受取利息 1,524 1,247

受取配当金 5,778 5,539

その他 6,932 8,426

営業外収益合計 14,234 15,213

営業外費用   

支払利息 20,092 15,128

手形売却損 9,023 10,114

社債利息 4,799 4,275

その他 281 116

営業外費用合計 34,196 29,634

経常利益 470,378 781,799

特別利益   

固定資産売却益 2,317 1,513

特別利益合計 2,317 1,513

特別損失   

固定資産除却損 2,319 965

固定資産売却損 303 －

特別損失合計 2,622 965

税引前四半期純利益 470,073 782,347

法人税等 203,023 318,493

四半期純利益 267,050 463,854
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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。 
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