
平成26年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（非連結） 

平成25年8月5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 東 
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
四半期報告書提出予定日 平成25年8月6日
配当支払開始予定日 ―
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無
四半期決算説明会開催の有無 ： 無

1.  平成26年3月期第1四半期の業績（平成25年4月1日～平成25年6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 ％

26年3月期第1四半期 6,577 2.6 225 △31.0 226 △30.1 132 △31.2
25年3月期第1四半期 6,411 △3.7 326 55.4 323 58.0 192 65.4

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

26年3月期第1四半期 29.26 29.15
25年3月期第1四半期 42.53 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第1四半期 16,913 7,764 45.9
25年3月期 17,032 7,781 45.6
（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  7,757百万円 25年3月期  7,775百万円

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  
   平成25年3月期期末配当金の内訳 記念配当10円00銭 

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

25年3月期 ― 0.00 ― 35.00 35.00
26年3月期 ―
26年3月期（予想） 0.00 ― 25.00 25.00

3. 平成26年 3月期の業績予想（平成25年 4月 1日～平成26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）

（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

第2四半期(累計) 13,518 5.7 657 △17.5 644 △17.6 376 △18.9 83.20
通期 27,000 5.2 1,381 8.7 1,350 6.6 792 9.7 175.25



(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） 

※  注記事項

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） 26年3月期1Q 4,592,000 株 25年3月期 4,592,000 株
② 期末自己株式数 26年3月期1Q 72,781 株 25年3月期 72,781 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 4,519,219 株 25年3月期1Q 4,519,300 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）業績予想などの将来予測情
報に関する説明」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)  経営成績に関する説明 

当第１四半期累計期間におけるわが国経済は、新政権による経済対策への期待感等から、消費主

導による回復の兆しはあるものの、海外経済の減速懸念や急激な円安に起因する原材料価格の上昇

等により、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、出荷数量は僅かな

がら減少いたしました。 

このような情勢のもとで、当社における当第１四半期累計期間の製品出荷数量は、37,736トン(前

年同期比0.6％増)となりました。 

当第１四半期累計期間の業績といたしましては、売上高は製品売上高については、出荷数量が微

増したものの、競争激化を反映して販売単価が僅かながら下落したため、ほぼ前年並みとなりまし

たが、商品売上高については、新規需要の開拓等が寄与して大幅な増加となり、65億77百万円 (同

2.6％増)と増収となりました。 

主な品目別の売上高は、増加したものとしては、単一溶剤類が29億15百万円 (同3.4％増)、印刷

用溶剤類が12億41百万円 (同0.1％増)、単一溶剤直送品を中心とした商品が７億30百万円 (同

30.2％増)、特殊シンナー類が５億80百万円 (同2.0％増)、減少したものとしては、洗浄用シンナー

類が４億18百万円 (同8.8％減)、エタノール・その他が３億40百万円 (同4.1％減)となりました。 

一方損益面では、効率的な原材料購入をさらに推進するとともに、物流体制の合理化等による販

売管理費の削減に努めましたが、円安等の影響により国内の原油・ナフサ市況も高止まりした結果、

営業利益２億25百万円 (同31.0％減)、経常利益２億26百万円 (同30.1％減)、四半期純利益１億32

百万円 (同31.2％減)となり、いずれも減益となりました。 

 

(2)  財政状態に関する説明 

当第１四半期会計期間末の総資産は、169億13百万円(前事業年度末比１億19百万円減)となりまし

た。これは主に、受取手形及び売掛金の増加(同80百万円増)等があったものの、現金及び預金の減

少(同１億９百万円減)、原材料及び貯蔵品の減少(同１億２百万円減)等があったことによるもので

あります。 

負債総額は、91億49百万円(前事業年度末比１億２百万円減)となりました。これは主に、短期借

入金の増加(同２億40百万円増)等があったものの、支払手形及び買掛金の減少(同72百万円減)、未

払法人税等の減少(同１億79百万円減)、長期借入金の減少(同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、77億64百万円(前事業年度末比17百万円減)となりました。これは主に、利益剰余金の

減少(同25百万円減)があったことによるものであります。 

 

(3)  業績予想などの将来予測情報に関する説明 

第２四半期累計期間及び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25年５月14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。 
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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25年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,545,174 2,435,373

受取手形及び売掛金 8,242,384 8,323,003

商品及び製品 137,338 135,368

原材料及び貯蔵品 667,751 565,699

その他 543,137 626,736

貸倒引当金 △2,068 △2,087

流動資産合計 12,133,717 12,084,092

固定資産   

有形固定資産 3,905,491 3,813,973

無形固定資産 70,109 66,236

投資その他の資産   

その他 953,320 979,161

貸倒引当金 △29,787 △29,789

投資その他の資産合計 923,533 949,371

固定資産合計 4,899,134 4,829,581

資産合計 17,032,852 16,913,674

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 6,272,574 6,199,926

短期借入金 160,000 400,000

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 249,000 249,000

未払法人税等 273,276 94,013

賞与引当金 130,320 60,765

役員賞与引当金 32,600 －

その他 346,730 429,192

流動負債合計 7,534,501 7,502,897

固定負債   

社債 420,000 420,000

長期借入金 709,250 648,250

退職給付引当金 381,970 372,660

役員退職慰労引当金 128,025 128,800

その他 77,784 76,784

固定負債合計 1,717,029 1,646,494

負債合計 9,251,530 9,149,392
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成25年６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 6,419,166 6,393,229

自己株式 △51,866 △51,866

株主資本合計 7,763,180 7,737,243

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 12,026 20,049

評価・換算差額等合計 12,026 20,049

新株予約権 6,115 6,989

純資産合計 7,781,322 7,764,282

負債純資産合計 17,032,852 16,913,674
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（２）四半期損益計算書 
 第１四半期累計期間 

(単位：千円)

前第１四半期累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

売上高 6,411,411 6,577,331

売上原価 5,341,559 5,638,617

売上総利益 1,069,852 938,714

販売費及び一般管理費 743,343 713,546

営業利益 326,508 225,167

営業外収益   

受取利息 565 －

受取配当金 5,174 7,734

その他 4,243 3,459

営業外収益合計 9,983 11,193

営業外費用   

支払利息 7,483 5,205

手形売却損 5,010 4,701

その他 116 －

営業外費用合計 12,610 9,907

経常利益 323,881 226,454

特別利益   

固定資産売却益 1,078 3,658

特別利益合計 1,078 3,658

特別損失   

固定資産除却損 810 716

固定資産売却損 － 7,077

特別損失合計 810 7,793

税引前四半期純利益 324,148 222,318

法人税等 131,961 90,083

四半期純利益 192,187 132,235
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(3)  四半期財務諸表に関する注記事項 

 

(継続企業の前提に関する注記) 

該当事項はありません。 

 

(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。 

 

(セグメント情報等) 

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。 
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