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1.  22年3月期の連結業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％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 ％

22年3月期 6,359 △21.5 142 ― 128 ― △25 ―
21年3月期 8,104 △9.9 △348 ― △389 ― △968 ―

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 ％ ％ ％

22年3月期 △3.71 ― △0.5 1.6 2.2
21年3月期 △141.22 ― △17.8 △4.4 △4.3

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  ―百万円 21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

22年3月期 7,844 5,058 63.9 760.48
21年3月期 8,397 4,917 58.0 711.02

（参考） 自己資本   22年3月期  5,008百万円 21年3月期  4,874百万円

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

22年3月期 915 91 △447 1,590
21年3月期 △205 △149 573 1,033

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 ％ ％

21年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―
22年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―
23年3月期 

（予想）
― 0.00 ― 3.00 3.00 8.7

3.  23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間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 
連結累計期間

2,898 △9.7 119 ― 118 ― 110 ― 16.70

通期 5,810 △8.6 237 66.6 235 82.7 226 ― 34.31
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4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  有  

(2) 連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

（注）詳細は18ページ「(6)連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 ３ 会計処理基準に関する事項」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

新規 ―社 （社名 ） 除外 1社 （社名 永代化工(上海)有限公司 ）

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） 22年3月期 7,300,000株 21年3月期 7,300,000株
② 期末自己株式数 22年3月期  713,367株 21年3月期  444,167株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年3月期の個別業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％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 ％

22年3月期 6,253 △22.4 63 ― 54 ― △141 ―
21年3月期 8,059 △9.8 △382 ― △356 ― △1,083 ―

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
円 銭 円 銭

22年3月期 △20.75 ―
21年3月期 △158.05 ―

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

22年3月期 7,617 4,943 64.9 750.53
21年3月期 8,384 5,099 60.8 743.78

（参考） 自己資本 22年3月期  4,943百万円 21年3月期  5,099百万円

2.  23年3月期の個別業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、3
ページ「１．経営成績（１）経営成績の分析」をご覧ください。 

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 
累計期間 2,843 △6.1 85 ― 85 ― 82 ― 12.45

通期 5,700 △8.9 182 184.8 179 227.3 173 ― 26.27
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①当連結会計年度の経営成績 

当連結会計年度における経済情勢は、世界的な金融不安による世界同時不況からの景気後退がようや

く底打ちし、各国の景気対策や中国をはじめとする新興国の成長により、期末にかけては回復傾向に推

移いたしました。しかしながら、国内では、デフレの進行や雇用情勢の回復の遅れなど、一部では厳し

い状況が続いております。 

 このような状況のもと、当社グループの売上高は63億59百万円（前期比21.5％減）となりました。 

 利益につきましては、産業資材関連を取り扱う事業部門の統合および再編、不採算取引の解消などに

よる営業体制の見直し、希望退職者の募集による人件費の削減などの経営構造改革を実施し、適正な企

業規模への徹底的なスリム化を行った結果、営業利益が１億42百万円（前期は３億48百万円の営業損

失）となりました。営業外損益には大きな変動要因がなかったことから経常利益につきましては、１億

28百万円（前期は３億89百万円の経常損失）となりました。   

 前連結会計年度において、企業再編のため大掛かりな経営構造改革を行い、国内生産拠点の統合・再

編および海外生産拠点の生産体制の見直しによる連結子会社２社の解散などを決定し、特別損失として

合計５億85百万円の計上を行いましたが、当連結会計年度においても引き続き国内外の生産拠点の統

合・再編を行い、合成木材の事業部を譲渡するなど、企業再編のための経営構造改革を遂行いたしまし

た。これによる有形固定資産の減損損失、特別退職金などの費用を特別損失として合計で３億54百万円

計上をいたしました。 

 また、連結子会社２社の解散などの整理が確定したことにより、前連結会計年度に計上した関係会社

整理損失引当金の戻し入れなどによる関係会社清算益が１億26百万円発生したことなどにより、特別利

益として合計で２億10百万円計上いたしました。 

 これらの結果、当連結会計年度においては、当期純損失が25百万円（前期は９億68百万円の当期純損

失）となりました。 

 個別業績につきましては、売上高は62億53百万円（前期比22.4％減）、営業利益は63百万円（前期は

３億82百万円の営業損失）、経常利益は54百万円（前期は３億56百万円の経常損失）、当期純損失は１

億41百万円（前期は10億83百万円の当期純損失）となりました。 

  

事業の種類別セグメントの状況 

(押出成形事業) 

［自動車用品］ 

 自動車用品関連につきましては、エコカー減税や買い替え補助策の効果により、自動車販売台数が回

復したことから、当社のＯＥＭ純正フロアーマットの受注が増加し、売上高は前連結会計年度にはおよ

びませんでしたが、当初予想を大きく上回りました。 

［産業資材］ 

産業資材関連につきましては、住宅需要の低迷から住宅関連用部材の売上高が減少し、オフィス需要

の低迷などにより鋼製家具用部材の売上高についても減少しました。また、事業譲渡した合成木材関連

部門の売上の計上が当第３四半期よりなくなったことなどから、売上高は前連結会計年度に比べ大きく

減少しました。 

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析

永大化工㈱（7877）平成22年３月期　決算短信

─3─



以上、このような状況から当連結会計年度における押出成形事業の売上高は62億48百万円（前期比

21.5％減）、営業利益は１億28百万円（前期は３億59百万円の営業損失）となりました。 

(その他事業) 

押出成形品の製造以外では、オフィスチェアーおよび家庭用洗濯機の置き台などの販売があります

が、オフィス需要の低迷および消費者の買い控えなどによる家電製品需要の低迷により、売上は減少し

ました。その他事業の売上高は１億10百万円（前期比25.2％減）、営業利益は13百万円（前期比22.4％

増）となりました。 

  

所在地別セグメントの状況 

(日本) 

 当連結会計年度における日本国内の売上高は62億35百万円（前期比21.4％減）、営業利益は63百万円

（前期は3億81百万円の営業損失）となりました。 

(東南アジア) 

 当連結会計年度における東南アジアの売上高は１億23百万円（前期比26.0％減）、営業利益は43百万

円（前期比69.6％増）となりました。 

  

②次期の見通し 

今後の見通しにつきましては、国内外ともに景気後退には底打ちが見られるものの、新たにギリシャ

をはじめとする各国の財政状態の懸念など、景気回復には依然予断を許さない状況が続くものと予想さ

れます。 

 このような状況下、当社グループでは、経済環境の悪化にも迅速に対応できる体制を整え、コスト構

造の改善を行うとともに収益力の回復を図るものとし、次期の連結業績は、売上高58億10百万円、営業

利益２億37百万円、経常利益２億35百万円、当期純利益２億26百万円を予想しております。また、個別

業績につきましては、売上高57億円、営業利益１億82百万円、経常利益１億79百万円、当期純利益１億

73百万円を予想しております。 
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①財政状態の分析 

＜資産の部＞ 

当連結会計年度末の資産合計は、78億44百万円と前連結会計年度末と比べ５億52百万円の減少となり

ました。 

(流動資産) 

流動資産では現金及び預金の増加5億61百万円、売上債権の減少３億42百万円、たな卸資産の減少５

億11百万円などが主な要因となり、45億63百万円と前連結会計年度末と比べ２億91百万円の減少となり

ました。 

(固定資産) 

固定資産では減損処理１億71百万円および通常の減価償却などによる有形固定資産の減少２億84百万

円、投資その他の資産の増加24百万円などが主な要因となり、32億80百万円と前連結会計年度末と比べ

２億60百万円の減少となりました。 

＜負債の部＞ 

当連結会計年度末の負債合計は、27億86百万円と前連結会計年度末と比べ６億93万円の減少となりま

した。 

(流動負債) 

流動負債では短期借入金および一年内返済予定の長期借入金の減少１億88百万円、関係会社整理損失

引当金の減少２億20百万円などが主な要因となり、18億26百万円と前連結会計年度末と比べ４億38百万

円の減少となりました。 

(固定負債) 

固定負債では長期借入金の約定返済による減少２億19百万円、役員退職慰労引当金の減少37百万円な

どが主な要因となり、９億60百万円と前連結会計年度末と比べ２億55百万円の減少となりました。 

＜純資産の部＞ 

利益剰余金の減少及び評価・換算差額等の増加が主な要因となり、当連結会計年度末の純資産合計は

50億58百万円と前連結会計年度末と比べ１億41百万円の増加となりました。 

  

(2) 財政状態に関する分析
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①キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度末における連結ベースでの現金及び現金同等物は15億90百万円と前連結会計年度末と

比べ５億56百万円の増加となりました。 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

税金等調整前当期純損失が14百万円と前連結会計年度に比べて９億51百万円大幅に減少したことが主

な要因となり、当連結会計年度における営業活動による資金の収入は９億15百万円となり、前連結会計

年度と比べ11億21百万円の収入増加となりました。 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

有形固定資産の取得による支出及び投資有価証券の取得による支出が当連結会計年度においては減少

した一方で、事業譲渡による収入が78百万円あったため、当連結会計年度における投資活動による資金

の収入は91百万円となり、前連結会計年度と比べ２億40百万円の収入増加となりました。 

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

短期借入金の減少による資金支出および長期借入金の約定返済による支出が主な要因である一方で、

当連結会計年度においては、資金調達を行わなかったことから、当連結会計年度における財務活動によ

る資金の支出は４億47百万円となり、前連結会計年度と比べ10億20百万円の支出増加となりました。 

  

当社グループは、株主の皆様に対する利益還元を経営の 重要課題と認識し、利益配分につきまして

は積極的な事業展開及び財務体質の強化に必要な内部留保を確保しつつ、株主資本の充実と同利益の向

上に努め、株主の皆様に対して安定的な配当の継続を行うことを基本としております。 

 次年度につきましては「23年3月期の連結業績予想」のとおり、通期では業績の回復を見込んでおり

ます。つきましては、当社グループの利益配分に関する基本方針に準じ、復配（年間３円）を予定して

おります。 

  

当社グループの経営成績、株価および財務状況等に影響を及ぼす可能性のあるリスクには以下のよう

なものがあります。 

 なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したも

のであります。 

異型押出成形加工による合成樹脂製品の専門メーカーとして、自動車用品をはじめ住宅用建材、鋼製

家具関連部材、家電製品部材、半導体関連部材、工業部品など幅広く各産業分野に製品の供給を行って

おります。 

自動車用フロアーマットの製造販売を主軸とし、国内外の大手自動車メーカーの純正品として採用

されております。これらＯＥＭ純正フロアーマットの他には、一般市販品として当社オリジナルフロ

アーマットの製造販売を行っております。したがいまして、自動車の販売動向が当事業の販売実績に

直結することは否めません。特にＯＥＭ純正フロアーマットの販売比率が大半を占めることから、当

社グループの経営成績および財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

(4) 事業等のリスク

①事業内容について

(1) 自動車用品部門について
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汎用樹脂のみならず、多彩なエンジニアリングプラスチックに至るまで、各々の用途に応じた異型

押出成形加工によるプラスチック製品の製造販売を行っており住宅用建材、鋼製家具関連部材、家電

製品部材、半導体関連部材、工業部品など広範囲な産業分野に供給しております。これらの製品は、

エンドユーザーである個人の消費動向に左右され易く、特に住宅や家電製品の需給関係によっては、

当社グループの経営成績および財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

  

当社グループで製造する異型押出成形品の主原料が石油化学製品であることから、原材料の仕入価格

は国際的な原油市場と関係があり、原油価格の大幅な価格変動が原材料の仕入価格に影響を及ぼす傾向

があります。国際石油価格の著しい変動により、石油化学製品市場に大幅な価格変動が発生した場合、

仕入価格の上昇によっては当社グループの経営成績および財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

  

当社の取り扱う製品および商品、または原材料には、輸入品が含まれております。これらは外貨建て

仕入れであるため、為替相場の変動によるリスクを軽減する目的で、為替予約等のデリバティブ取引を

用い外貨建て仕入価格の安定化に努めております。しかしながら、為替相場変動の影響を完全に回避す

ることは不可能であり、場合によっては当社グループの経営成績および財政状態に影響を及ぼす可能性

があります。 

  

当社の取り扱う製品および商品は、各産業分野に分散されておりますが、当連結会計年度における、

主な販売先に対する販売実績の総販売実績に対する割合は、株式会社ホンダアクセスに対して 21.4％

と販売比率が高くなっております。今後も当該取引先との安定的な取引を確保できるよう努めてまいり

ますが、当該取引先との長期契約や資本関係は無く、取引の継続性や安定性が保証されていないため、

当該取引先の経営施策や取引方針の変更等によっては、当社グループの経営成績および財政状態に影響

を及ぼす可能性があります。 

  

  

(2) 産業資材部門について

②原材料の仕入価格の変動について

③為替相場の変動による影響について

④当社グループの特定取引先に対する依存度について
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当社グループ(当社及び当社の関係会社)は、当社及び子会社２社で構成され、合成樹脂各種成形品の製

造及び販売を行っております。 

当社グループの事業形態は、国内では、当社が車輌用フロアーマット、産業用各部材の製造販売及び風

呂蓋等・オフィスチェアー等の販売を行い、海外では、楠泰塑膠(股)が車輌用フロアーマット、産業用各

部材、風呂蓋等の製造(当社委託生産を含む)及び販売を行うとともに、オフィスチェアー等の受託買付を

当社のために行い、また永大化工ベトナム会社が、車輌用フロアーマット、産業用各部材等の製造(当社

委託生産を含む)及び販売を各々行っております。 

当社、楠泰塑膠(股)及び永大化工ベトナム会社の主な事業内容と当該事業における位置付け及び事業の

種類別セグメントとの関連は、おおむね次のとおりであります。 

 

 
  

 

  

  

(注) 永代化工(上海)有限公司は平成21年10月１日に保有する全持分を売却したため、平成21年10月１日を基準日と

して連結の範囲から除外しております。 

  

2. 企業集団の状況

○ 押出成形事業

自動車用品及び

産業資材

………当社は、一部原材料及び製品を楠泰塑膠(股)、永大化工ベトナム会社から

仕入れ、製品を製造販売しております。

楠泰塑膠(股)においては、原材料を当社他から仕入れ、製品を製造し当社

と永大化工ベトナム会社他へ販売しております。

永大化工ベトナム会社においては、原材料を当社、楠泰塑膠(股)他から仕

入れ、製品を当社と楠泰塑膠(股)他へ製造販売しております。また、一部

の製品については、楠泰塑膠(股)から仕入れております。

○ その他事業

産業資材 ………当社が商品を販売する他、楠泰塑膠(股)においても商品を当社他に販売し

ております。

［事業系統図等］
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当社グループの中長期的な会社の経営戦略と会社の対処すべき課題は以下のとおりであります。 

経営構造改革の一環として、国内生産拠点の再編計画および海外生産拠点の集約化計画を進めておりま

す。 

 国内生産拠点においては、生産効率の改善を図るとともに不採算取引の解消を行い、収益力の向上、

コスト削減を実施しております。 

 海外生産拠点においては、生産体制をベトナムに集約することによる生産効率の向上を図っておりま

す。 

 これらにより、当社グループの生産効率改善に努め、収益構造を再構築し、業績の回復を図ってまい

ります。 

 また、グローバルな観点から環境保全についても対応を考えております。商品開発の中で最も注力し

ているのが、リサイクル活動への取り組みであり、地球環境を配慮した素材改革とリサイクル商品の開

発を追求し、急速な環境問題の対応を製造業の責務と認識し、新たな時代の到来に対応すべく「リサイ

クル＆エコロジー」の観点に立つ意識と素材改革に執着し、事業拡大に努めることを課題としておりま

す。 

  

その他の経営方針については、平成19年３月期中間決算短信（平成18年11月14日開示）の内容から重

要な変更がないため開示を省略しております。なお、当該開示資料は、次のＵＲＬからご覧いただくこ

とができます。 

(当社のホームページ) 

http://www.eidaikako.co.jp 

(大阪証券取引所ジャスダック市場ホームページ（JASDAQインターネット開示システム）） 

http://jds.jasdaq.co.jp/tekiji/ 

  

３. 経営方針

(1) 中長期的な会社の経営戦略と会社の対処すべき課題
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4.【連結財務諸表】 
(1)【連結貸借対照表】 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 902,808 1,464,491

受取手形及び売掛金 ※1  2,249,929 ※1  1,907,215

有価証券 130,670 125,906

商品及び製品 801,792 462,405

仕掛品 184,724 123,345

原材料及び貯蔵品 516,494 406,192

繰延税金資産 1,130 1,412

未収入金 25,682 42,795

その他 42,652 30,251

貸倒引当金 △69 △74

流動資産合計 4,855,817 4,563,942

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 3,006,998 3,022,237

減価償却累計額 △1,733,293 △1,789,291

減損損失累計額 △123,785 △128,828

建物及び構築物（純額） ※1  1,149,919 ※1  1,104,117

機械装置及び運搬具 3,069,981 1,967,913

減価償却累計額 △2,381,468 △1,644,426

減損損失累計額 △262,348 △125,562

機械装置及び運搬具（純額） 426,163 197,924

工具、器具及び備品 507,189 365,982

減価償却累計額 △454,288 △339,530

減損損失累計額 △28,042 △7,133

工具、器具及び備品（純額） 24,858 19,318

土地 ※1, ※2  1,549,284 ※1, ※2  1,544,809

有形固定資産合計 3,150,225 2,866,170

無形固定資産   

その他 4,264 2,652

無形固定資産合計 4,264 2,652

投資その他の資産   

投資有価証券 218,469 249,356

繰延税金資産 28 22

その他 168,835 162,764

投資その他の資産合計 387,334 412,143

固定資産合計 3,541,825 3,280,966

資産合計 8,397,642 7,844,908
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,068,750 1,062,394

短期借入金 ※1  327,600 ※1  200,000

1年内返済予定の長期借入金 ※1  293,836 ※1  232,708

未払法人税等 11,481 9,141

賞与引当金 49,284 58,124

関係会社整理損失引当金 220,909 －

その他 ※1  292,892 ※1  263,842

流動負債合計 2,264,754 1,826,209

固定負債   

長期借入金 ※1  652,671 ※1  432,790

繰延税金負債 36,715 40,592

再評価に係る繰延税金負債 ※2  373,470 ※2  373,470

退職給付引当金 89,234 86,089

役員退職慰労引当金 54,767 17,512

その他の引当金 4,254 －

その他 4,328 9,693

固定負債合計 1,215,441 960,147

負債合計 3,480,196 2,786,357

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,241,700 1,241,700

資本剰余金 1,203,754 1,203,754

利益剰余金 2,941,088 2,493,316

自己株式 △171,909 △197,487

株主資本合計 5,214,632 4,741,283

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △22,824 △18,280

繰延ヘッジ損益 △12,307 △5,110

土地再評価差額金 ※2  △33,160 ※2  384,763

為替換算調整勘定 △271,717 △93,657

評価・換算差額等合計 △340,009 267,714

少数株主持分 42,822 49,553

純資産合計 4,917,446 5,058,551

負債純資産合計 8,397,642 7,844,908
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(2)【連結損益計算書】 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 8,104,443 6,359,070

売上原価 ※1  6,900,437 ※1  4,895,207

売上総利益 1,204,005 1,463,863

販売費及び一般管理費 ※2, ※3  1,552,392 ※2, ※3  1,321,564

営業利益又は営業損失（△） △348,386 142,299

営業外収益   

受取利息 4,968 3,441

受取配当金 － 2,078

受取賃貸料 － 19,386

投資有価証券運用益 5,782 －

受取手数料 7,609 4,579

助成金収入 7,000 －

その他 15,198 17,456

営業外収益合計 40,560 46,942

営業外費用   

支払利息 10,097 18,991

賃貸費用 － 13,908

売上割引 1,533 －

為替差損 68,026 21,950

その他 2,156 5,739

営業外費用合計 81,813 60,590

経常利益又は経常損失（△） △389,639 128,650

特別利益   

固定資産売却益 ※4  8,731 ※4  22,406

賞与引当金戻入額 － 46,500

関係会社出資金売却益 － 8,771

関係会社清算益 － ※5  126,293

事業譲渡益 － 6,485

特別利益合計 8,731 210,456

特別損失   

固定資産処分損 ※6  3,846 ※6  30,109

投資有価証券評価損 53,767 －

減損損失 ※7  31,273 ※7  171,625

関係会社整理損 ※8  383,032 －

たな卸資産処分損 － 19,788

特別退職金 ※9  77,093 ※9  97,149

退職給付引当金繰入額 ※10  36,729 ※10  35,331

特別損失合計 585,742 354,004

税金等調整前当期純損失（△） △966,650 △14,896

法人税、住民税及び事業税 13,474 8,333
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

法人税等調整額 △16,684 △4,100

法人税等合計 △3,210 4,233

少数株主利益 5,005 6,216

当期純損失（△） △968,445 △25,346
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(3)【連結株主資本等変動計算書】 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 1,241,700 1,241,700

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,241,700 1,241,700

資本剰余金   

前期末残高 1,203,754 1,203,754

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,203,754 1,203,754

利益剰余金   

前期末残高 3,952,528 2,941,088

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 △35,577 －

当期変動額   

剰余金の配当 △7,417 －

当期純損失（△） △968,445 △25,346

連結範囲の変動 － △4,501

土地再評価差額金の取崩 － △417,923

当期変動額合計 △975,862 △447,771

当期末残高 2,941,088 2,493,316

自己株式   

前期末残高 △171,637 △171,909

当期変動額   

自己株式の取得 △272 △25,577

当期変動額合計 △272 △25,577

当期末残高 △171,909 △197,487

株主資本合計   

前期末残高 6,226,345 5,214,632

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 △35,577 －

当期変動額   

剰余金の配当 △7,417 －

当期純損失（△） △968,445 △25,346

連結範囲の変動 － △4,501

自己株式の取得 △272 △25,577

土地再評価差額金の取崩 － △417,923

当期変動額合計 △976,135 △473,349

当期末残高 5,214,632 4,741,283
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △25,077 △22,824

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 2,252 4,544

当期変動額合計 2,252 4,544

当期末残高 △22,824 △18,280

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 △42,467 △12,307

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 30,160 7,196

当期変動額合計 30,160 7,196

当期末残高 △12,307 △5,110

土地再評価差額金   

前期末残高 △33,160 △33,160

当期変動額   

土地再評価差額金の取崩 － 417,923

当期変動額合計 － 417,923

当期末残高 △33,160 384,763

為替換算調整勘定   

前期末残高 △109,034 △271,717

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △162,682 178,059

当期変動額合計 △162,682 178,059

当期末残高 △271,717 △93,657

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △209,739 △340,009

当期変動額   

土地再評価差額金の取崩 － 417,923

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △130,270 189,800

当期変動額合計 △130,270 607,724

当期末残高 △340,009 267,714

少数株主持分   

前期末残高 80,898 42,822

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △38,075 6,730

当期変動額合計 △38,075 6,730

当期末残高 42,822 49,553
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

純資産合計   

前期末残高 6,097,504 4,917,446

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 △35,577 －

当期変動額   

剰余金の配当 △7,417 －

当期純損失（△） △968,445 △25,346

連結範囲の変動 － △4,501

自己株式の取得 △272 △25,577

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △168,345 196,531

当期変動額合計 △1,144,480 141,105

当期末残高 4,917,446 5,058,551
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(4)【連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純損失（△） △966,650 △14,896

減価償却費 282,230 169,064

長期前払費用償却額 30,090 25,273

減損損失 31,273 171,625

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,912 4

賞与引当金の増減額（△は減少） △12,375 8,839

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 9,517 △37,255

退職給付引当金の増減額（△は減少） 20,185 △3,145

受取利息及び受取配当金 △7,216 △5,520

支払利息 10,097 18,991

為替差損益（△は益） － △977

投資有価証券運用損益（△は益） △5,782 －

投資有価証券評価損益（△は益） 53,767 －

有形固定資産除売却損益（△は益） △4,885 7,703

関係会社出資金売却益 － △8,771

関係会社整理損 383,032 －

関係会社清算損益（△は益） － △126,293

事業譲渡損益（△は益） － △6,485

売上債権の増減額（△は増加） 517,747 342,709

たな卸資産の増減額（△は増加） 5,940 461,820

仕入債務の増減額（△は減少） △531,566 △6,356

未払消費税等の増減額（△は減少） － 20,951

その他の資産の増減額（△は増加） △23,363 28,315

その他の負債の増減額（△は減少） 19,165 △108,863

その他の損益（△は益） 7,098 1,094

小計 △183,604 937,825

利息及び配当金の受取額 11,717 7,405

利息の支払額 △11,939 △17,467

法人税等の支払額 △21,608 △11,768

営業活動によるキャッシュ・フロー △205,434 915,995
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △133,216 △35,868

有形固定資産の売却による収入 52,819 79,911

投資有価証券の取得による支出 △159,653 △13,590

投資有価証券の売却による収入 107,302 －

関係会社株式の取得による支出 △1,064 －

事業譲渡による収入 － ※2  78,964

連結範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による
収入

－ 4,339

貸付けによる支出 － △8,800

貸付金の回収による収入 － 106

その他 △15,363 △13,284

投資活動によるキャッシュ・フロー △149,175 91,776

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） 292,500 △127,600

長期借入れによる収入 500,000 －

長期借入金の返済による支出 △211,702 △293,836

自己株式の取得による支出 △272 △25,577

少数株主への配当金の支払額 △7,417 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 573,108 △447,013

現金及び現金同等物に係る換算差額 39,269 △3,840

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 257,767 556,918

現金及び現金同等物の期首残高 775,712 1,033,479

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  1,033,479 ※1  1,590,397

永大化工㈱（7877）平成22年３月期　決算短信

─18─



該当事項はありません。 

(5)【継続企業の前提に関する注記】
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(6)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】

項目
前連結会計年度

(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

１ 連結の範囲に関する事項 子会社はすべて連結しております。 

 連結子会社の数   ３社 

 連結子会社の名称 

  楠泰塑膠(股)(台湾) 

  永大化工ベトナム会社(ベトナム) 

  永代化工(上海)有限公司(中国)

子会社はすべて連結しております。 

 連結子会社の数   ２社 

 連結子会社の名称 

  楠泰塑膠(股)(台湾) 

  永大化工ベトナム会社(ベトナム) 

 従来、連結子会社であった永代化工

(上海)有限公司は、平成21年10月１日

に保有する全持分を売却したため、平

成21年10月１日を基準日として連結の

範囲から除外しております。

２ 連結子会社の事業年度等

に関する事項

決算日が連結決算日と異なる場合の内

容等 

 連結子会社の決算日は12月31日であ

ります。 

 連結財務諸表作成に当たっては、同

日現在の財務諸表を使用し、連結決算

日との間に生じた重要な取引について

は、連結上必要な調整を行っておりま

す。

同左

３ 会計処理基準に関する事

項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方

法

 ①有価証券

 その他有価証券

  時価のあるもの

   決算日の市場価格等に基づく時

価法(評価差額は全部純資産直入

法により処理し、売却原価は移動

平均法により算出。ただし組込デ

リバティブとして一体処理したも

のについては、評価差額を損益に

計上)

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方

法

 ①有価証券

 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

  商品及び製品、仕掛品、原材料及

び貯蔵品につき、親会社は主として

移動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）、

連結子会社は移動平均法に基づく低

価法を各々採用しております。

 ②たな卸資産

同左
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項目
前連結会計年度

(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の

方法

 ①有形固定資産(リース資産を除く)

  当社は定率法、連結子会社は定額

法を採用しております。

  ただし、当社は平成10年４月１日

以降取得した建物（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 ２～８年

工具、器具及び備品 ２～10年

 

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の

方法

 ①有形固定資産(リース資産を除く)

同左  

  

  

 ②無形固定資産(リース資産を除く)

  定額法によっております。

  ただし、ソフトウェア(自社利用

分)については、社内における利用

可能期間(５年)に基づく定額法によ

っております。

 ②無形固定資産(リース資産を除く)

同左

(3) 重要な引当金の計上基準

 ①貸倒引当金

  債権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検

討し、回収不能見込額を計上してお

ります。

(3) 重要な引当金の計上基準

 ①貸倒引当金

同左

 ②賞与引当金

  従業員の賞与の支給に充てるた

め、支給見込額に基づき計上してお

ります。

 ②賞与引当金

同左

 ③関係会社整理損失引当金

  関係会社の事業整理に伴い、将来

負担することとなる損失に備えるた

め、当該損失見積額を計上しており

ます。

─── 
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項目
前連結会計年度

(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22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、

当連結会計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。なお、会計基準

変更時差異(118,700千円)について

は、10年による按分額を計上してお

ります。

  数理計算上の差異は、各連結会計

年度の発生時における従業員の平均

残存勤務期間以内の一定の年数(10

年)による定額法により按分した額

をそれぞれ発生の翌連結会計年度か

ら費用処理しております。

 ③退職給付引当金

  従業員の退職給付に備えるため、

当連結会計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。なお、会計基準

変更時差異(118,700千円)について

は、10年による按分額を計上してお

ります。

  過去勤務債務については、その発

生時の平均残存勤務期間以内の一定

の年数(10年)による定額法により按

分した額を費用処理しております。

  数理計算上の差異については、各

連結会計年度の発生時における従業

員の平均残存勤務期間以内の一定の

年数(10年)による定額法により按分

した額をそれぞれ発生の翌連結会計

年度から費用処理しております。

 (会計方針の変更) 

 当連結会計年度から「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、これによる損益に与える影

響はありません。

 ⑤役員退職慰労引当金

  役員の退職金の支払に備えるた

め、内規に基づき期末要支給額を計

上しております。

 ④役員退職慰労引当金

同左

(4) 連結財務諸表の作成の基礎となっ

た連結会社の財務諸表の作成に当

たって採用した重要な外貨建の資

産又は負債の本邦通貨への換算の

基準

 外貨建金銭債権債務は、連結決算日

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。なお、在外子会社の資産、負債、

収益及び費用は、決算日の直物為替相

場により円貨に換算し、換算差額は純

資産の部における為替換算調整勘定及

び少数株主持分に含めております。

(4) 連結財務諸表の作成の基礎となっ

た連結会社の財務諸表の作成に当

たって採用した重要な外貨建の資

産又は負債の本邦通貨への換算の

基準

同左
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項目
前連結会計年度

(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

(5) 重要なヘッジ会計の方法

 ①ヘッジ会計の方法

  繰延ヘッジ処理によっておりま

す。また、為替予約等が付されてい

る外貨建金銭債権債務については振

当処理を行っております。

(5) 重要なヘッジ会計の方法

 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…デリバティブ取引

(通貨オプション取引

及び為替予約取引)

  ヘッジ対象…外貨建金銭債権債務

及び外貨建予定取引

 ②ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

 ③ヘッジ方針

  デリバティブ取引に対する方針

は、輸出入取引に係る外貨建金銭債

権債務及び将来の外貨建取引に対し

て、為替相場の変動によるリスクを

軽減する目的で行っております。

 ③ヘッジ方針

同左

 ④ヘッジの有効性評価の方法

  通貨関連のデリバティブ取引につ

いては、ヘッジ対象とヘッジ手段の

重要な条件が一致していることを事

前テストで確認し、また半期毎に当

該条件に変更がないことを事後テス

トで確認しております。

  なお、外貨建予定取引について

は、過去の取引実績等を総合的に勘

案し、取引の実行可能性が極めて高

いことを事前テスト及び事後テスト

で確認しております。

 ④ヘッジの有効性評価の方法

同左

 ⑤リスク管理方針

  デリバティブ取引についての基本

方針は、取締役会において決定さ

れ、それに基づき経理部が実行及び

管理を行っております。

 ⑤リスク管理方針

同左

(6) その他連結財務諸表作成のための

重要な事項

 消費税等の会計処理

 消費税及び地方消費税は税抜方式に

よっております。

(6) その他連結財務諸表作成のための

重要な事項

 消費税等の会計処理

同左

４ 連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

連結子会社の資産及び負債の評価方法

は、全面時価評価法によっておりま

す。

同左

５ 連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲

手許現金、要求払預金及び取得日から

３ヶ月以内に満期日の到来する流動性

の高い、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

しか負わない短期的な投資からなって

おります。

同左
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(7)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更】

【会計方針の変更】

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関す

る当面の取扱いの適用 

 当連結会計年度より、「連結財務諸表作成における在

外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（企業会計

基準委員会 平成18年５月17日 実務対応報告第18号）

を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。 

 この変更による営業損失、経常損失及び税金等調整前

当期純損失に与える影響は軽微であります。

───

【表示方法の変更】

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

(連結貸借対照表) 

 財務諸表等規則等の一部を改正する内閣府令（平成20

年８月７日内閣府令第50号）が適用となることに伴い、

前連結会計年度において、「たな卸資産」として掲記さ

れたものは、当連結会計年度から「商品及び製品」「仕

掛品」「原材料及び貯蔵品」に区分掲記しております。

なお、前連結会計年度の「たな卸資産」に含まれる「商

品及び製品」「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」は、それ

ぞれ637,414千円、257,293千円、687,113千円でありま

す。

─── 

─── (連結損益計算書)

１ 前連結会計年度において、営業外収益の「その他」

に含めて計上しておりました「受取配当金」について

は、当連結会計年度より区分掲記しております。 

 なお、前連結会計年度の営業外収益の「その他」に

含めております「受取配当金」は2,247千円でありま

す。

２ 前連結会計年度において区分掲記しておりました

「売上割引」（当連結会計年度1,218千円）は、金額

的重要性が乏しいため、営業外費用の「その他」に含

めて表示しております。
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(8)【連結財務諸表に関する注記事項】

(連結貸借対照表関係)

番号
前連結会計年度 

(平成21年３月31日)
当連結会計年度 

(平成22年３月31日)

※１

 

(1) 担保に供している資産

受取手形 120,000千円

建物及び構築物 809,158千円

土地 1,537,629千円

 計 2,466,787千円

 
 

(1) 担保に供している資産

受取手形 89,304千円

建物及び構築物 700,661千円

土地 1,533,153千円

 計 2,323,120千円

 

 

(2) 担保資産に対応する債務

短期借入金 327,600千円

一年以内返済予定の長期借入金 293,836千円

長期借入金 652,671千円

 計 1,274,107千円

   上記の被担保債務のほかに、次の銀行保証債

務の見返りとして担保に供しております。

輸入に係る関税及び消費税等の

延納に関する保証
20,186千円

 

(2) 担保資産に対応する債務

短期借入金 200,000千円

一年以内返済予定の長期借入金 232,708千円

長期借入金 432,790千円

 計 865,498千円

   上記の被担保債務のほかに、次の銀行保証債

務の見返りとして担保に供しております。

輸入に係る関税及び消費税等の

延納に関する保証
25,169千円

※２

 

事業用土地の再評価

 「土地の再評価に関する法律」(平成10年３月31

日公布 法律第34号)及び「土地の再評価に関する

法律の一部を改正する法律」(平成13年３月31日公

布 法律第19号)に基づき、事業用土地の再評価を

行っております。なお、評価差額については、当該

評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税

金負債」として負債の部に計上し、これを控除した

金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計

上しております。

再評価を行った年月日 平成14年３月31日

再評価前の帳簿価額 1,136,597千円

再評価後の帳簿価額 1,476,907千円

再評価を行った土地の期

末における時価と再評価

後の帳簿価額との差額

△479,369千円

  同法律第３条第３項に定める再評価の方法

   「土地の再評価に関する法律施行令」(平成

10年３月31日公布政令119号)第２条第３号に定

める固定資産税評価額に基づき合理的な調整を

行って算定する方法としております。

 

事業用土地の再評価

 「土地の再評価に関する法律」(平成10年３月31

日公布 法律第34号)及び「土地の再評価に関する

法律の一部を改正する法律」(平成13年３月31日公

布 法律第19号)に基づき、事業用土地の再評価を

行っております。なお、評価差額については、当該

評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税

金負債」として負債の部に計上し、これを控除した

金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計

上しております。

再評価を行った年月日 平成14年３月31日

再評価前の帳簿価額 540,597千円

再評価後の帳簿価額 1,298,831千円

再評価を行った土地の期

末における時価と再評価

後の帳簿価額との差額

△483,746千円

  同法律第３条第３項に定める再評価の方法

   「土地の再評価に関する法律施行令」(平成

10年３月31日公布政令119号)第２条第３号に定

める固定資産税評価額に基づき合理的な調整を

行って算定する方法としております。
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(連結損益計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

※１ 通常の販売目的で保有する棚卸資産の収益性の低下

による簿価切下額

売上原価 58,162千円

通常の販売目的で保有する棚卸資産の収益性の低下

による簿価切下額

売上原価 △38,589千円

※２ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

下記のとおりであります。

(費目) (金額)

１ 発送配達費 212,095千円

２ 給与手当等 536,858千円

３ 賞与引当金繰入額 25,132千円

４ 役員退職慰労引当金繰入額 9,517千円

５ 退職給付引当金繰入額 31,129千円

６ 研究開発費 49,331千円

販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

下記のとおりであります。

(費目) (金額)

１ 発送配達費 173,402千円

２ 給与手当等 482,097千円

３ 賞与引当金繰入額 35,370千円

４ 役員退職慰労引当金繰入額 1,115千円

５ 退職給付引当金繰入額 34,628千円

６ 研究開発費 36,587千円

※３ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

の総額は49,331千円であります。

一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

の総額は36,587千円であります。

※４

 

固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。

機械装置及び運搬具 8,731千円

固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。

機械装置及び運搬具 22,336千円

工具、器具及び備品 69千円

 計 22,406千円

※５ ─── 関係会社清算益

 関係会社清算益は、楠泰塑膠股份有限公司の清算

に伴うものであり、関係会社整理損失引当金戻入額

41,659千円を含んでおります。

※６ 固定資産処分損の内容は、次のとおりであります。

機械装置及び運搬具 (廃棄損) 946千円

    〃 (売却損) 2,045千円

工具、器具及び備品 (廃棄損) 628千円

    〃 (売却損) 225千円

 計 3,846千円

固定資産処分損の内容は、次のとおりであります。

機械装置及び運搬具 (廃棄損) 29,834千円

    〃 (売却損) 215千円

工具、器具及び備品 (廃棄損) 59千円

    〃 (売却損) 0千円

 計 30,109千円
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前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

※７

 

減損損失

 当社グループは、以下の資産グループについて減

損損失を計上しました。

用途 種類 場所

産業資材生産

設備及びスト

ランデックス

生産設備

建物及び構築

物 

機械装置及び

運搬具 

工 具、器 具 及

び備品

滋賀工場

(滋賀県甲賀市)

 当社グループは、減損会計の適用にあたり、当社

については基本的に事業部門別に資産のグルーピン

グを行い、子会社については拠点別に資産のグルー

ピングを行っております。

 当社の滋賀事業本部における産業資材部門および

ストランデックス合成木材事業部門では、マーケッ

ト拡大に伴う価格競争による販売価格の下落、原材

料価格の上昇による収益の圧迫など厳しい事業環境

下にあることから当面業績の回復が難しいものと判

断し、両事業部門の生産設備31,273千円（うち建物

及び構築物1,551千円、機械装置及び運搬具23,228

千円、工具、器具及び備品6,493千円）の減損処理

を実施いたしました。

 なお、各資産グループの回収可能価額は、合理的

な見積に基づく正味売却価額によって算定しており

ます。

 

減損損失

 当社グループは、以下の資産グループについて減

損損失を計上しました。

用途 種類 場所

産業資材生産

設備

建物及び構築

物 

機械装置及び

運搬具 

工 具、器 具 及

び備品 

土地

天理工場

(奈良県天理市)

自動車用品生

産設備及び産

業資材生産設

備

機械装置及び

運搬具

栃木工場 

(栃木県鹿沼市)

 当社グループは、減損会計の適用にあたり、当社

については基本的に事業部門別に資産のグルーピン

グを行い、子会社については拠点別に資産のグルー

ピングを行っております。

 当社の天理工場における産業資材部門では、当業

界の消費低迷による当社の操業度低下に伴い固定費

の負担増など、厳しい事業環境下にあることから当

面は業績の回復が難しいものと判断し、また、栃木

工場の生産体制を国内生産拠点においては奈良工場

又は海外生産に移管し、当該工場の遊休資産となっ

た生産設備を含め、両事業部門の生産設備171,625

千円（うち建物及び構築物56,443千円、機械装置及

び運搬具105,031千円、工具、器具及び備品5,674千

円、土地4,475千円）の減損処理を実施いたしまし

た。

 なお、各資産グループの回収可能価額は、合理的

な見積に基づく正味売却価額によって算定しており

ます。

※８ 関係会社整理損

 関係会社整理損は、楠泰塑膠股份有限公司及び永

代化工(上海)有限公司の清算に伴うものであり、そ

の内訳は次のとおりであります。

棚卸資産除却損 72,869千円

固定資産除却損 76,017千円

関係会社整理損失引当金繰入額 220,909千円

その他 13,236千円

 計 383,032千円

───

※９ 特別退職金 

 希望退職者の募集に伴う割増退職金等でありま

す。

同左

※10 退職給付引当金繰入額 

 大量退職に係る未認識数理計算上の差異等の一括

償却額であります。

同左
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(注) 普通株式数の増加2千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

  

 
(注) １ 目的となる株式の数は、権利行使可能数を記載しております。 

２ 平成17年新株予約権の減少は、権利失効によるものであります。 

  

 
  

 
(変動事由の概要)  

増加数の内訳は、次のとおりであります。 

 取締役会決議による自己株式の取得による増加 268千株 

 単元未満株式の買取による増加 1千株 

  

 
(注) １ 目的となる株式の数は、権利行使可能数を記載しております。 

２ 平成17年新株予約権の減少は、権利失効によるものであります。 

  

(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日）

１ 発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(千株) 7,300 ─ ─ 7,300

２ 自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(千株) 441 2 ─ 444

３ 新株予約権等に関する事項

会社名 内訳
目的となる
株式の種類

目的となる株式の数（千株） 当連結会計
年度末残高
（千円）

前連結
会計年度末

増加 減少
当連結 

会計年度末

提出会社 平成17年新株予約権 普通株式 132 ─ 12 120 ─

合計 132 ─ 12 120 ─

当連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日）

１ 発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(千株) 7,300 ─ ─ 7,300

２ 自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(千株) 444 269 ─ 713

３ 新株予約権等に関する事項

会社名 内訳
目的となる
株式の種類

目的となる株式の数（千株） 当連結会計
年度末残高
（千円）

前連結
会計年度末

増加 減少
当連結 

会計年度末

提出会社 平成17年新株予約権 普通株式 120 ─ 42 78 ─

合計 120 ─ 42 78 ─

永大化工㈱（7877）平成22年３月期　決算短信

─28─



  

 
  

  

  

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

※１

 

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 902,808千円

有価証券勘定 130,670千円

現金及び現金同等物 1,033,479千円
 

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 1,464,491千円

有価証券勘定 125,906千円

現金及び現金同等物 1,590,397千円

※２ ───

 

事業譲渡により減少した資産及び負債の主な内訳

当社のストランデックス事業の譲渡により減少し

た資産及び負債の内訳と事業譲渡による収入との

関係は次のとおりであります。

流動資産 49,248千円

固定資産 23,230千円

事業譲渡益 6,485千円

 事業の譲渡の対価 78,964千円

現金及び現金同等物 ─千円

 差引：事業譲渡による収入 78,964千円
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(注) １ 事業区分の方法 

  当社の事業区分の方法は、原材料及び製造方法の類似性を考慮して、合成樹脂を中心とする各分野向製品の

押出成形とその他とに区分しております。 

２ 各事業区分の主要製品 

 
３ 営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた、配賦不能営業費用はありません。 

４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は1,147,633千円であり、その主なものは、親会

社での余資運用資金(現金及び有価証券)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等でありま

す。 

  

(セグメント情報)

１ 事業の種類別セグメント情報

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

押出成形事業 
(千円)

その他事業
(千円)

計(千円)
消去又は全社 

(千円)
連結(千円)

Ⅰ 売上高及び営業損益

   売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

7,957,162 147,281 8,104,443 ─ 8,104,443

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

─ ─ ─ (─) ─

計 7,957,162 147,281 8,104,443 (─) 8,104,443

   営業費用 8,316,787 136,042 8,452,829 (─) 8,452,829

   営業利益又は 
   営業損失(△)

△359,625 11,238 △348,386 (─) △348,386

Ⅱ 資産、減価償却費、 
  減損損失及び資本的支出

   資産 7,113,146 136,861 7,250,008 1,147,633 8,397,642

   減価償却費 278,839 1,155 279,994 ─ 279,994

   減損損失 31,273 ─ 31,273 ─ 31,273

   資本的支出 159,653 ─ 159,653 ─ 159,653

事業区分 売上区分 主要製品

押出成形事業

自動車用品 自動車用フロアーマット

産業資材
エアコンダクト、家庭冷蔵庫用部材、事務デスク用部材、プ
ラスチック竹パネル、住宅用内装材、風呂蓋、マガジンステ
ィック、端子台用カバー

ストランデックス ストランデックス合成木材

その他事業 産業資材 乾燥機用スタンド、オフィスチェアー
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(注) １ 事業区分の方法 

  当社の事業区分の方法は、原材料及び製造方法の類似性を考慮して、合成樹脂を中心とする各分野向製品の

押出成形とその他とに区分しております。 

２ 各事業区分の主要製品 

 
３ 営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた、配賦不能営業費用はありません。 

４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は1,644,256千円であり、その主なものは、親会

社での余資運用資金(現金及び有価証券)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等でありま

す。 

５ 押出成形事業のうちストランデックス事業部門につきましては、平成21年10月１日をもって事業譲渡してお

ります。 

  

  

  

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

押出成形事業 
(千円)

その他事業
(千円)

計(千円)
消去又は全社 

(千円)
連結(千円)

Ⅰ 売上高及び営業損益

   売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

6,248,943 110,127 6,359,070 ─ 6,359,070

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

─ ─ ─ (─) ─

計 6,248,943 110,127 6,359,070 (─) 6,359,070

   営業費用 6,120,403 96,367 6,216,771 (─) 6,216,771

   営業利益 128,539 13,759 142,299 (─) 142,299

Ⅱ 資産、減価償却費、 
  減損損失及び資本的支出

   資産 6,089,467 111,184 6,200,652 1,644,256 7,844,908

   減価償却費 168,262 801 169,064 ─ 169,064

   減損損失 171,625 ─ 171,625 ─ 171,625

   資本的支出 25,337 ─ 25,337 ─ 25,337

事業区分 売上区分 主要製品

押出成形事業

自動車用品 自動車用フロアーマット

産業資材
エアコンダクト、家庭冷蔵庫用部材、事務デスク用部材、プ
ラスチック竹パネル、住宅用内装材、風呂蓋、マガジンステ
ィック、端子台用カバー

ストランデックス ストランデックス合成木材

その他事業 産業資材 乾燥機用スタンド、オフィスチェアー
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(注) １ 営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた、配賦不能営業費用はありません。 

２ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は1,147,633千円であり、その主なものは親会社

での余資運用資金(現金及び有価証券)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等でありま

す。 

３ 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域 

(1) 国又は地域の区分の方法は、地理的近接度によっております。 

(2) 各区分に属する主な国又は地域 

   東南アジア………台湾・ベトナム・中国 

  

 
(注) １ 営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた、配賦不能営業費用はありません。 

２ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は1,644,256千円であり、その主なものは親会社

での余資運用資金(現金及び有価証券)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等でありま

す。 

３ 国又は地域の区分の方法及び各区分に属する主な国又は地域 

(1) 国又は地域の区分の方法は、地理的近接度によっております。 

(2) 各区分に属する主な国又は地域 

   東南アジア………台湾・ベトナム・中国 

  

２ 所在地別セグメント情報

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

日本
(千円)

東南アジア
(千円)

計
(千円)

消去又は全社 
(千円)

連結
(千円)

Ⅰ 売上高及び営業損益

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

7,937,830 166,613 8,104,443 (─) 8,104,443

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

122,078 2,484,036 2,606,115 (2,606,115) ─

計 8,059,908 2,650,649 10,710,558 (2,606,115) 8,104,443

営業費用 8,441,139 2,625,101 11,066,240 (2,613,411) 8,452,829

営業利益又は営業損失(△) △381,230 25,548 △355,682 7,295 △348,386

Ⅱ 資産 7,236,868 1,134,986 8,371,855 25,787 8,397,642

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

日本
(千円)

東南アジア
(千円)

計
(千円)

消去又は全社 
(千円)

連結
(千円)

Ⅰ 売上高及び営業損益

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

6,235,773 123,296 6,359,070 (─) 6,359,070

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

17,998 2,006,566 2,024,564 (2,024,564) ─

計 6,253,772 2,129,862 8,383,635 (2,024,564) 6,359,070

営業費用 6,189,863 2,086,543 8,276,407 (2,059,635) 6,216,771

営業利益 63,908 43,319 107,227 35,071 142,299

Ⅱ 資産 5,973,479 1,163,948 7,137,427 707,481 7,844,908
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前連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

当連結会計年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

３ 海外売上高
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(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

 
  

２ １株当たり当期純損失金額 

 
  

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

１株当たり純資産額 711円02銭 １株当たり純資産額 760円48銭

１株当たり当期純損失 141円22銭 １株当たり当期純損失 3円71銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について
は、１株当たり当期純損失であるため記載しておりませ
ん。

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について
は、１株当たり当期純損失であるため記載しておりませ
ん。

前連結会計年度
(平成21年３月31日)

当連結会計年度
(平成22年３月31日)

連結貸借対照表の純資産の部の合計額
(千円)

4,917,446 5,058,551

普通株式に係る純資産額(千円) 4,874,623 5,008,998

差額の主な内訳(千円) 

 少数株主持分 42,822 49,553

普通株式の発行済株式数(千株) 7,300 7,300

普通株式の自己株式数(千株) 444 713

１株当たり純資産額の算定に用いられた
普通株式の数(千株)

6,855 6,586

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当期純損失(△)(千円) △968,445 △25,346

普通株主に帰属しない金額(千円) ─ ─

普通株式に係る当期純損失(△)(千円) △968,445 △25,346

普通株式の期中平均株式数(千株) 6,857 6,838

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の算定に含め

なかった潜在株式の概要

平成17年６月29日株主総会決

議ストックオプション（新株

予約権１種類新株予約権の数

120個）

平成17年６月29日株主総会決

議ストックオプション（新株

予約権１種類新株予約権の数

78個）
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該当事項はありません。 

  

リース取引、関連当事者との取引、税効果会計、金融商品、有価証券、デリバティブ取引、退職給

付、ストッ ク・オプション等、企業結合等、資産除去債務、賃貸等不動産に関する注記事項について

は、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 

  

(重要な後発事象)

(開示の省略)
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5.【個別財務諸表】 
(1)【貸借対照表】 

(単位：千円)

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 798,493 1,268,993

受取手形 ※1  571,945 ※1  283,116

売掛金 1,511,300 1,373,553

有価証券 130,670 125,906

商品及び製品 699,727 449,455

仕掛品 153,728 97,576

原材料及び貯蔵品 260,492 199,407

前渡金 1,737 －

前払費用 5,643 4,457

未収入金 ※3  513,601 ※3  380,777

1年内回収予定の関係会社長期貸付金 － 118,093

その他 29,208 9,702

流動資産合計 4,676,549 4,311,041

固定資産   

有形固定資産   

建物 2,476,119 2,477,052

減価償却累計額 △1,408,642 △1,468,857

減損損失累計額 △51,633 △106,396

建物（純額） ※1  1,015,842 ※1  901,798

構築物 154,714 155,380

減価償却累計額 △111,425 △114,786

減損損失累計額 △20,751 △22,431

構築物（純額） 22,537 18,163

機械及び装置 2,481,945 1,538,323

減価償却累計額 △2,008,926 △1,347,118

減損損失累計額 △189,791 △106,254

機械及び装置（純額） 283,227 84,951

車両運搬具 116,655 98,334

減価償却累計額 △98,020 △88,995

減損損失累計額 △5,280 △3,532

車両運搬具（純額） 13,354 5,806

工具、器具及び備品 329,493 300,932

減価償却累計額 △294,510 △277,625

減損損失累計額 △12,582 △4,572

工具、器具及び備品（純額） 22,399 18,733

土地 ※1, ※2  1,549,284 ※1, ※2  1,544,809

有形固定資産合計 2,906,646 2,574,262
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

無形固定資産   

ソフトウエア 3,846 2,233

電話加入権 418 418

無形固定資産合計 4,264 2,652

投資その他の資産   

投資有価証券 218,469 249,356

関係会社株式 0 0

関係会社出資金 418,700 418,700

従業員に対する長期貸付金 － 1,193

関係会社長期貸付金 98,230 －

破産更生債権等 － 4

長期前払費用 650 5,906

差入保証金 52,973 53,192

その他 8,016 1,424

投資その他の資産合計 797,040 729,779

固定資産合計 3,707,952 3,306,694

資産合計 8,384,502 7,617,735

負債の部   

流動負債   

支払手形 231,079 206,099

買掛金 784,412 869,411

短期借入金 ※1  300,000 ※1  200,000

1年内返済予定の長期借入金 ※1  293,836 ※1  232,708

未払金 ※1  184,046 ※1  78,449

未払費用 59,572 38,523

未払法人税等 8,822 6,335

未払消費税等 － 21,615

預り金 4,652 2,894

賞与引当金 46,500 48,800

関係会社整理損失引当金 194,864 －

設備関係支払手形 722 －

設備関係未払金 13,737 5,997

その他 10,251 8,783

流動負債合計 2,132,497 1,719,619

固定負債   

長期借入金 ※1  665,498 ※1  432,790

繰延税金負債 36,715 40,592

再評価に係る繰延税金負債 ※2  373,470 ※2  373,470

退職給付引当金 18,023 80,593

役員退職慰労引当金 54,767 17,512
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

その他 4,328 9,693

固定負債合計 1,152,802 954,651

負債合計 3,285,300 2,674,270

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,241,700 1,241,700

資本剰余金   

資本準備金 1,203,754 1,203,754

資本剰余金合計 1,203,754 1,203,754

利益剰余金   

利益準備金 167,250 167,250

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金 54,073 48,447

別途積立金 3,680,000 3,680,000

繰越利益剰余金 △1,007,374 △1,561,571

利益剰余金合計 2,893,949 2,334,125

自己株式 △171,909 △197,487

株主資本合計 5,167,493 4,582,092

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △22,824 △18,280

繰延ヘッジ損益 △12,307 △5,110

土地再評価差額金 ※2  △33,160 ※2  384,763

評価・換算差額等合計 △68,291 361,372

純資産合計 5,099,202 4,943,464

負債純資産合計 8,384,502 7,617,735
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(2)【損益計算書】 

(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高   

製品売上高 7,912,627 6,143,645

商品売上高 147,281 110,127

売上高合計 8,059,908 6,253,772

売上原価   

製品期首たな卸高 523,462 694,524

当期製品仕入高 3,752,279 2,825,976

当期製品製造原価 3,376,347 1,905,065

合計 7,652,089 5,425,567

製品他勘定振替高 － ※1  34,704

製品期末たな卸高 694,524 445,588

製品売上原価 6,957,565 4,945,274

商品期首たな卸高 5,152 5,202

当期商品仕入高 119,435 85,022

合計 124,588 90,225

商品期末たな卸高 5,202 3,867

商品売上原価 119,385 86,357

売上原価合計 ※2  7,076,950 ※2  5,031,631

売上総利益 982,958 1,222,140

販売費及び一般管理費 ※5, ※6  1,365,379 ※5, ※6  1,158,231

営業利益又は営業損失（△） △382,421 63,908

営業外収益   

受取利息 5,506 5,250

有価証券利息 3,716 2,608

受取配当金 2,589 2,078

受取賃貸料 － 19,386

設備賃貸料 601 －

投資有価証券運用益 5,782 －

受取手数料 7,609 4,083

助成金収入 7,000 －

その他 9,990 11,281

営業外収益合計 42,796 44,689

営業外費用   

支払利息 9,822 18,629

賃貸費用 － 13,908

設備賃貸費用 231 －

売上割引 1,533 －

為替差損 5,321 14,712

その他 1 6,665

営業外費用合計 16,910 53,915
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

経常利益又は経常損失（△） △356,535 54,682

特別利益   

固定資産売却益 ※3  4,520 ※3  8,469

賞与引当金戻入額 － 46,500

関係会社出資金売却益 － 5,654

関係会社整理損失引当金戻入額 － 89,809

事業譲渡益 － 6,485

貸倒引当金戻入額 30,310 －

特別利益合計 34,830 156,919

特別損失   

固定資産処分損 ※4  3,846 ※4  28,457

投資有価証券評価損 53,767 －

減損損失 ※7  31,273 ※7  171,625

関係会社整理損 ※8  567,433 －

たな卸資産処分損 － 19,788

特別退職金 ※9  77,093 ※9  97,149

退職給付引当金繰入額 ※10  36,729 ※10  35,331

特別損失合計 770,143 352,352

税引前当期純損失（△） △1,091,847 △140,750

法人税、住民税及び事業税 8,873 4,973

法人税等調整額 △16,886 △3,824

法人税等合計 △8,012 1,149

当期純損失（△） △1,083,835 △141,900
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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20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 1,241,700 1,241,700

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,241,700 1,241,700

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 1,203,754 1,203,754

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,203,754 1,203,754

資本剰余金合計   

前期末残高 1,203,754 1,203,754

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,203,754 1,203,754

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 167,250 167,250

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 167,250 167,250

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金   

前期末残高 61,136 54,073

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の取崩 △7,062 △5,626

当期変動額合計 △7,062 △5,626

当期末残高 54,073 48,447

別途積立金   

前期末残高 3,680,000 3,680,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,680,000 3,680,000

繰越利益剰余金   

前期末残高 69,398 △1,007,374

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の取崩 7,062 5,626

土地再評価差額金の取崩 － △417,923
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当期純利益 △1,083,835 △141,900

当期変動額合計 △1,076,772 △554,197

当期末残高 △1,007,374 △1,561,571

利益剰余金合計   

前期末残高 3,977,784 2,893,949

当期変動額   

土地再評価差額金の取崩 － △417,923

当期純利益 △1,083,835 △141,900

当期変動額合計 △1,083,835 △559,824

当期末残高 2,893,949 2,334,125

自己株式   

前期末残高 △171,637 △171,909

当期変動額   

自己株式の取得 △272 △25,577

当期変動額合計 △272 △25,577

当期末残高 △171,909 △197,487

株主資本合計   

前期末残高 6,251,601 5,167,493

当期変動額   

土地再評価差額金の取崩 － △417,923

自己株式の取得 △272 △25,577

当期純利益 △1,083,835 △141,900

当期変動額合計 △1,084,107 △585,401

当期末残高 5,167,493 4,582,092

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △25,077 △22,824

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 2,252 4,544

当期変動額合計 2,252 4,544

当期末残高 △22,824 △18,280

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 △42,467 △12,307

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 30,160 7,196

当期変動額合計 30,160 7,196

当期末残高 △12,307 △5,110

土地再評価差額金   

前期末残高 △33,160 △33,160
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当期変動額   

土地再評価差額金の取崩 － 417,923

当期変動額合計 － 417,923

当期末残高 △33,160 384,763

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △100,704 △68,291

当期変動額   

土地再評価差額金の取崩 － 417,923

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 32,412 11,740

当期変動額合計 32,412 429,664

当期末残高 △68,291 361,372

純資産合計   

前期末残高 6,150,897 5,099,202

当期変動額   

自己株式の取得 △272 △25,577

当期純利益 △1,083,835 △141,900

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 32,412 11,740

当期変動額合計 △1,051,695 △155,737

当期末残高 5,099,202 4,943,464
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(5)【重要な会計方針】

項目
前事業年度

(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

１ 有価証券の評価基準及び

評価方法

(1) 子会社株式及び関連会社株式

 移動平均法による原価法

(1) 子会社株式及び関連会社株式

同左

(2) その他有価証券

 時価のあるもの

  決算日の市場価格等に基づく時価

法(評価差額は全部純資産直入法に

より処理し、売却原価は移動平均法

により算出。ただし組込デリバティ

ブとして一体処理したものについて

は、評価差額を損益に計上)

(2) 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

商品及び製品、仕掛品、原材料及び貯

蔵品 

 主として移動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)

商品及び製品、仕掛品、原材料及び貯

蔵品

同左 

３ 固定資産の減価償却の方

法

(1) 有形固定資産(リース資産を除く)

 定率法によっております。

 ただし、平成10年４月１日以降取得

した建物(建物附属設備を除く)につい

ては、定額法によっております。

 なお、主な耐用年数は、以下のとお

りであります。

建物 ７～50年

構築物 ７～50年

機械及び装置 ２～８年

工具、器具及び備品 ２～10年

 

(1) 有形固定資産(リース資産を除く)

同左

 

 

(2) 無形固定資産(リース資産を除く)

 定額法によっております。

 ただし、ソフトウェア(自社利用分)

については、社内における利用可能期

間(５年)に基づく定額法によっており

ます。

(2) 無形固定資産(リース資産を除く)

同左

(3) 長期前払費用 

 定額法によっております。

(3) 長期前払費用

同左

４ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 

 債権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検討し、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充てるため、

支給見込額に基づき計上しておりま

す。

(2) 賞与引当金

同左
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項目
前事業年度

(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

(3) 関係会社整理損失引当金

  関係会社の事業整理に伴い、将来

負担することとなる損失に備えるた

め、当該損失見積額を計上しており

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

期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。な お、会 計 基 準 変 更 時 差 異

(118,700千円)については、10年によ

る按分額を計上しております。 

 数理計算上の差異は、各事業年度の

発生時における従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数(10年)による定

額法により按分した額をそれぞれ発生

年度の翌事業年度から費用処理してお

ります。

(3) 退職給付引当金

 従業員の退職給付に備えるため、当

期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。な お、会 計 基 準 変 更 時 差 異

(118,700千円)については、10年によ

る按分額を計上しております。 

 過去勤務債務については、、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(10年)による定額法によ

り按分した額を費用処理しておりま

す。 

 数理計算上の差異については、各事

業年度の発生時における従業員の平均

残存勤務期間以内の一定の年数(10年)

による定額法により按分した額をそれ

ぞれ発生年度の翌事業年度から費用処

理しております。

(会計方針の変更) 

 当事業年度から「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、これによる損益に与える影響

はありません。

(5) 役員退職慰労引当金 

 役員の退職金の支払に備えるため、

内規に基づき期末要支給額を計上して

おります。

(4) 役員退職慰労引当金

同左

５ ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法 

 繰延ヘッジ処理によっております。

為替予約等が付されている外貨建金銭

債権債務については振当処理を行って

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…デリバティブ取引(通

貨オプション取引及び為

替予約取引)

・ヘッジ対象…外貨建金銭債権債務及

び外貨建予定取引

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

(3) ヘッジ方針 

 デリバティブ取引に対する方針は、

輸出入取引に係る外貨建金銭債権債務

及び将来の外貨建取引に対して、為替

相場の変動によるリスクを軽減する目

的で行っております。

(3) ヘッジ方針

同左

永大化工㈱（7877）平成22年３月期　決算短信

─45─



 
  

項目
前事業年度

(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

(4) ヘッジの有効性評価の方法 

 通貨関連のデリバティブ取引につい

ては、ヘッジ対象とヘッジ手段の重要

な条件が一致していることを事前テス

トで確認し、また半期毎に当該条件に

変更がないことを事後テストで確認し

ております。 

 なお、外貨建予定取引については、

過去の取引実績等を総合的に勘案し、

取引の実行可能性が極めて高いことを

事前テスト及び事後テストで確認して

おります。

(4) ヘッジの有効性評価の方法

同左

(5) リスク管理方法 

 デリバティブ取引についての基本方

針は、取締役会において決定され、そ

れに基づき経理部が実行及び管理を行

っております。

(5) リスク管理方法

同左

６ 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)【個別財務諸表に関する注記事項】

(貸借対照表関係)

前事業年度 
(平成21年３月31日)

当事業年度 
(平成22年３月31日)

※１

 

(1) 担保に供している資産

受取手形 120,000千円

建物 805,085千円

土地 1,537,629千円

 計 2,462,714千円

 
 

(1) 担保に供している資産

受取手形 89,304千円

建物 700,661千円

土地 1,533,153千円

 計 2,323,120千円

 

 

(2) 担保資産に対応する債務

短期借入金 300,000千円

一年以内返済予定の長期借入金 293,836千円

長期借入金 665,498千円

 計 1,259,334千円

   上記の被担保債務のほかに、次の銀行保証債

務の見返りとして担保に供しております。

輸入に係る関税及び消費税等の

延納に関する保証
20,186千円

 

(2) 担保資産に対応する債務

短期借入金 200,000千円

一年以内返済予定の長期借入金 232,708千円

長期借入金 432,790千円

 計 865,498千円

   上記の被担保債務のほかに、次の銀行保証債

務の見返りとして担保に供しております。

輸入に係る関税及び消費税等の

延納に関する保証
25,169千円

※２

 

事業用土地の再評価

 「土地の再評価に関する法律」(平成10年３月31

日公布 法律第34号)及び「土地の再評価に関する

法律の一部を改正する法律」(平成13年３月31日公

布 法律第19号)に基づき、事業用土地の再評価を

行っております。なお、評価差額については、当該

評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税

金負債」として負債の部に計上し、これを控除した

金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計

上しております。

再評価を行った年月日 平成14年３月31日

再評価前の帳簿価額 1,136,597千円

再評価後の帳簿価額 1,476,907千円

再評価を行った土地の期

末における時価と再評価

後の帳簿価額との差額

△479,369千円

  同法律第３条第３項に定める再評価の方法

   「土地の再評価に関する法律施行令」(平成

10年３月31日公布政令119号)第２条第３号に定

める固定資産税評価額に基づき合理的な調整を

行って算定する方法としております。

 

事業用土地の再評価

 「土地の再評価に関する法律」(平成10年３月31

日公布 法律第34号)及び「土地の再評価に関する

法律の一部を改正する法律」(平成13年３月31日公

布 法律第19号)に基づき、事業用土地の再評価を

行っております。なお、評価差額については、当該

評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税

金負債」として負債の部に計上し、これを控除した

金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計

上しております。

再評価を行った年月日 平成14年３月31日

再評価前の帳簿価額 540,597千円

再評価後の帳簿価額 1,298,831千円

再評価を行った土地の期

末における時価と再評価

後の帳簿価額との差額

△483,746千円

  同法律第３条第３項に定める再評価の方法

   「土地の再評価に関する法律施行令」(平成

10年３月31日公布政令119号)第２条第３号に定

める固定資産税評価額に基づき合理的な調整を

行って算定する方法としております。

※３ 関係会社に対する資産には区分掲記されたもののほ

か次のものがあります。

未収入金 500,796千円

関係会社に対する資産には区分掲記されたもののほ

か次のものがあります。

未収入金 334,909千円
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(損益計算書関係)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

※１ ─── 製品他勘定振替高の内容は、次のとおりでありま

す。

事業譲渡に伴う減少 6,590千円

たな卸資産処分損（特別損失） 16,142千円

その他 11,971千円

 計 34,704千円

※２ 通常の販売目的で保有する棚卸資産の収益性の低下

による簿価切下額

売上原価 58,162千円

通常の販売目的で保有する棚卸資産の収益性の低下

による簿価切下額

売上原価 △38,589千円

※３

 

固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。

機械及び装置 4,520千円

固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。

機械及び装置 8,329千円

車輌及び運搬具 70千円

工具、器具及び備品 69千円

 計 8,469千円

※４ 固定資産処分損の内容は、次のとおりであります。

機械及び装置 (売却損) 2,020千円

機械及び装置 (廃棄損) 669千円

車輌及び運搬具 (売却損) 24千円

車輌及び運搬具 (廃棄損) 277千円

工具、器具及び備品 (売却損) 225千円

工具、器具及び備品 (廃棄損) 628千円

 計 3,846千円
 

固定資産処分損の内容は、次のとおりであります。

機械及び装置 (売却損) 215千円

機械及び装置 (廃棄損) 28,091千円

車輌及び運搬具 (廃棄損) 91千円

工具、器具及び備品 (売却損) 0千円

工具、器具及び備品 (廃棄損) 59千円

 計 28,457千円

※５ 販売費に属する費目のおおよその割合は30％、一般

管理費に属する費目のおおよその割合は70％であり

ます。

主要な費目及び金額は次のとおりであります。

発送配達費 212,095千円

役員報酬 45,417千円

給与手当 452,494千円

減価償却費 36,192千円

賞与引当金繰入額 23,400千円

退職給付引当金繰入額 29,929千円

役員退職慰労引当金繰入額 9,517千円

研究開発費 49,331千円

販売費に属する費目のおおよその割合は 27％、一

般管理費に属する費目のおおよその割合は73％であ

ります。

主要な費目及び金額は次のとおりであります。

発送配達費 173,402千円

役員報酬 36,060千円

給与手当 403,063千円

減価償却費 46,489千円

賞与引当金繰入額 34,803千円

退職給付引当金繰入額 34,490千円

役員退職慰労引当金繰入額 1,115千円

研究開発費 36,587千円

※６ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

の総額は49,331千円であります。

一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

の総額は36,587千円であります。
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前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

※７

 

減損損失

 当社は、以下の資産グループについて減損損失を

計上しました。

用途 種類 場所

産業資材生産

設備及びスト

ランデックス

生産設備

建物 

構築物 

機械及び装置 

車両及び運搬

具 

工 具、器 具 及

び備品

滋賀工場

(滋賀県甲賀市)

 当社は、減損会計の適用にあたり、基本的に事業

部門別に資産のグルーピングを行っております。

 滋賀事業本部における産業資材部門及びストラン

デックス合成木材事業部門では、マーケット拡大に

伴う価格競争による販売価格の下落、原材料価格の

上昇による収益の圧迫など厳しい事業環境下にある

ことから当面は業績の回復が難しいものと判断し、

両事業部門の生産設備31,273千円（うち構築物

1,551千円、機械及び装置22,160千円、車輌及び運

搬具1,068千円、工具、器具及び備品6,493千円）の

減損処理を実施いたしました。

 なお、各資産グループの回収可能価額は、合理的

な見積に基づく正味売却価額によって算定しており

ます。

 

減損損失

 当社は、以下の資産グループについて減損損失を

計上しました。

用途 種類 場所

産業資材生産

設備

建物 

構築物 

機械及び装置 

車両運搬具 

工 具、器 具 及

び備品 

土地

天理工場

(奈良県天理市)

自動車用品生

産設備及び産

業資材生産設

備

機械及び装置 栃木工場

(栃木県鹿沼市)

 当社は、減損会計の適用にあたり、基本的に事業

部門別に資産のグルーピングを行っております。

 天理工場における産業資材部門では、当業界の消

費低迷による当社の操業度低下に伴い固定費の負担

増など、厳しい事業環境下にあることから当面は業

績の回復が難しいものと判断し、また、栃木工場の

生産体制を国内生産拠点においては奈良工場又は海

外生産に移管し、当該工場の遊休資産となった生産

設備を含め、両事業部門の生産設備171,625千円

（うち建物54,763千円、構築物1,680千円、機械及

び装置102,779千円、車両運搬具2,251千円、工具、

器具及び備品5,674千円、土地4,475千円）の減損処

理を実施いたしました。

 なお、各資産グループの回収可能価額は、合理的

な見積に基づく正味売却価額によって算定しており

ます。

※８ 関係会社整理損

 関係会社整理損は、楠泰塑膠股份有限公司及び永

代化工(上海)有限公司の清算に伴うものであり、そ

の内訳は次のとおりであります。

関係会社株式評価損 372,569千円

関係会社整理損失引当金繰入額 194,864千円

 計 567,433千円

───

※９ 特別退職金 

 希望退職者の募集に伴う割増退職金等でありま

す。

同左

※10 退職給付引当金繰入額 

 大量退職に係る未認識数理計算上の差異等の一括

償却額であります。

同左
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(注) 普通株式数の増加2千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

  

 
(変動事由の概要)  

増加数の内訳は、次のとおりであります。 

 取締役会決議による自己株式の取得による増加 268千株 

 単元未満株式の買取による増加 1千株 

  

(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日）

自己株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式（千株） 441 2 ─ 444

当事業年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日）

自己株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式（千株） 444 269 ─ 713
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(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

 
  

２ １株当たり当期純損失金額 

 
  

  

  

  

該当事項はありません。 

  

(１株当たり情報)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

１株当たり純資産額 743円78銭 １株当たり純資産額 750円53銭

１株当たり当期純損失(△) △158円05銭 １株当たり当期純損失(△) △20円75銭

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について
は、１株当たり当期純損失であるため記載しておりませ
ん。

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について
は、１株当たり当期順損失であるため記載しておりませ
ん。

前事業年度
(平成21年３月31日)

当事業年度
(平成22年３月31日)

貸借対照表の純資産の部の合計額(千円) 5,099,202 4,943,464

普通株式に係る純資産額(千円) 5,099,202 4,943,464

普通株式の発行済株式数(千株) 7,300 7,300

普通株式の自己株式数(千株) 444 713

１株当たり純資産額の算定に用いられた
普通株式の数(千株)

6,855 6,586

前事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

当期純損失(△)(千円) △1,083,835 △141,900

普通株主に帰属しない金額(千円) ─ ─

普通株式に係る当期純損失(△)(千円) △1,083,835 △141,900

普通株式の期中平均株式数(千株) 6,857 6,838

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の算定に含め

なかった潜在株式の概要

平成17年６月29日株主総会決

議ストックオプション（新株

予約権１種類新株予約権の数

120個）

平成17年６月29日株主総会決

議ストックオプション（新株

予約権１種類新株予約権の数

78個）

(重要な後発事象)
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該当事項はありません。 

  

  

6. その他

 役員の異動
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