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1.  平成21年11月期第2四半期の連結業績（平成20年12月1日～平成21年5月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（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 ％

21年11月期第2四半期 2,390 ― △259 ― △237 ― △249 ―

20年11月期第2四半期 3,265 △10.7 △136 ― △149 ― △202 ―

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

21年11月期第2四半期 △25.03 ―

20年11月期第2四半期 △20.29 ―

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

21年11月期第2四半期 5,054 609 12.0 61.05
20年11月期 6,167 806 13.1 80.80

（参考） 自己資本   21年11月期第2四半期  609百万円 20年11月期  806百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年11月期 ― ― ― ― ―

21年11月期 ― ―

21年11月期 
（予想）

― ― ―

3.  平成21年11月期の連結業績予想（平成20年12月1日～平成21年11月30日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
 

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 5,450 △18.9 △240 ― △220 ― △232 ― △23.26

－ 1 －



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）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結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 【定性的情報・財務諸表等】 4．その他をご覧下さい。 

(3) 四半期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（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、3ページ 【定性的情報・財務諸表等】 4．その他をご覧下さい。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
1.平成21年1月23日に公表いたしました連結業績予想は、平成21年７月13日に公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」において修正しております。 
2.当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準
適用指針第14号)を適用しております。また「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年11月期第2四半期 9,975,341株 20年11月期  9,977,174株

② 期末自己株式数 21年11月期第2四半期  24,659株 20年11月期  22,826株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年11月期第2四半期 9,976,283株 20年11月期第2四半期 9,978,803株
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 当第２四半期連結累計会計期間における当社グループの取り巻く環境は、世界的な金融危機による国内外の急激な

需要減退により、建材をはじめ各分野において大幅な出荷減少となりました。 

この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は2,390百万円（前年同期比26.8％減）、経常損失237百万円（前年

同期経常損失149百万円）、四半期純損失249百万円（前年同期四半期純損失202百万円）となりました。 

なお、当社グループは、塗料の製造・販売並びにこれらの付随業務を行っており、当該事業以外には事業の種類がな

いため、事業の種類別セグメントの業績は記載しておりません。また、当社グループは、本邦以外の国又は地域に所

在する連結子会社及び在外支店がないため、所在地別のセグメントの業績は記載しておりません。 

  

  

（資産） 

 当第２四半期連結会計期間末における総資産は、受取手形及び売掛金が928百万円、商品及び製品が222百万円それ

ぞれ減少したこと等により、5,054百万円（前連結会計年度末比1,113百万円減）となりました。 

（負債） 

当第２四半期連結会計期間末における負債は、短期借入金が289百万円増加し、支払手形及び買掛金が931百万円、

長期借入金が148百万円、未払費用が117百万円それぞれ減少したこと等により、4,445百万円（前連結会計年度末比

916百万円減）となりました。 

（純資産） 

当第２四半期連結会計期間末における純資産は、利益剰余金が249百万円減少したこと等により609百万円（前連結

会計年度末比197百万円減）となりました。  

  

（キャッシュ・フローの状況） 

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は416百万円（前連結会計年度末比20百万円増）となり

ました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動による資金の減少は47百万円となりました。これは主に売上債権の減少928百万円や仕入債務の減少931百

万円、棚卸資産の減少274百万円、税金等調整前四半期純損失248百万円等によるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動による資金の減少は37百万円となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出37百万円等による

ものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動による資金の増加は105百万円となりました。これは主に短期借入金の借入による収入300百万円及び長期

借入金の返済による支出158百万円等によるものであります。 

  

 平成21年11月期の通期連結業績予想につきましては、平成21年１月23日に公表いたしました業績予想から、平成21

年７月13日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」に記載のとおり修正を行っております。 

 該当事項はありません。  

  

１．簡便な会計処理 

・棚卸資産の評価方法 

  棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、簿価

切下げを行う方法によっております。 

  

１．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に

関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務

諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報

２．連結財政状態に関する定性的情報

３．連結業績予想に関する定性的情報

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）

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）四半期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
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２．「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成５年６月17日 最終改正平成19年３月30日 企

業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 平成６年１月18

日 最終改正平成19年３月30日 企業会計基準適用指針第16号）を当連結会計年度第１四半期連結会計期間から

早期に適用し、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会

計処理から通常の売買処理に係る方法に準じた会計処理に変更し、リース資産として計上しております。 

また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価格をゼロとして算定する方法に

よっております。 

なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸

借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。 

これによる第２四半期連結累計期間の営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失に与える影響は

ありません。 

  

(追加情報) 

 (有形固定資産の耐用年数の変更）    

法人税法の改正を契機として、耐用年数の見直しを行い、当第１四半期連結会計期間より、機械装置の耐用

年数の変更を行っております。 

これによる第２四半期連結累計期間の営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失に与える影響は軽

微であります。 
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年５月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年11月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 417,555 396,446

受取手形及び売掛金 1,561,157 2,489,591

商品及び製品 679,874 902,398

仕掛品 19,211 32,751

原材料及び貯蔵品 191,661 230,361

その他 103,805 105,048

貸倒引当金 △2,170 △2,410

流動資産合計 2,971,096 4,154,187

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 476,666 489,903

機械装置及び運搬具（純額） 236,800 227,762

土地 769,682 769,682

その他（純額） 57,914 64,318

有形固定資産合計 1,541,063 1,551,667

無形固定資産 5,811 5,844

投資その他の資産   

投資有価証券 476,517 397,541

その他 59,907 58,684

貸倒引当金 △200 △50

投資その他の資産合計 536,225 456,175

固定資産合計 2,083,100 2,013,686

資産合計 5,054,197 6,167,874
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年５月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年11月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,729,870 2,661,006

短期借入金 1,643,306 1,353,922

1年内償還予定の社債 － 35,000

未払法人税等 4,112 1,404

未払費用 114,216 232,072

特別クレーム補償引当金 65,719 84,419

その他 55,759 37,126

流動負債合計 3,612,984 4,404,952

固定負債   

長期借入金 566,795 715,125

退職給付引当金 44,325 52,718

役員退職慰労引当金 35,584 39,381

繰延税金負債 70,202 34,553

その他 115,290 114,988

固定負債合計 832,196 956,765

負債合計 4,445,181 5,361,718

純資産の部   

株主資本   

資本金 500,000 500,000

資本剰余金 41,095 41,095

利益剰余金 △30,658 219,063

自己株式 △6,273 △6,133

株主資本合計 504,162 754,024

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 104,853 52,131

評価・換算差額等合計 104,853 52,131

純資産合計 609,015 806,155

負債純資産合計 5,054,197 6,167,874
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年12月１日 
 至 平成21年５月31日) 

売上高 2,390,960

売上原価 2,154,662

売上総利益 236,298

販売費及び一般管理費 495,641

営業損失（△） △259,343

営業外収益  

受取利息 63

受取配当金 6,954

持分法による投資利益 1,231

技術権利料 24,514

固定資産賃貸料 8,574

その他 8,724

営業外収益合計 50,063

営業外費用  

支払利息 16,544

クレーム補償金 10,289

その他 1,694

営業外費用合計 28,528

経常損失（△） △237,808

特別利益  

貸倒引当金戻入額 239

特別利益合計 239

特別損失  

投資有価証券評価損 10,788

貸倒引当金繰入額 150

特別損失合計 10,938

税金等調整前四半期純損失（△） △248,506

法人税、住民税及び事業税 827

法人税等調整額 388

法人税等合計 1,215

四半期純損失（△） △249,722
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（第２四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年５月31日) 

売上高 1,338,858

売上原価 1,208,274

売上総利益 130,583

販売費及び一般管理費 250,856

営業損失（△） △120,272

営業外収益  

受取利息 26

受取配当金 4,013

持分法による投資利益 1,833

技術権利料 12,228

固定資産賃貸料 4,259

その他 7,321

営業外収益合計 29,682

営業外費用  

支払利息 8,151

クレーム補償金 4,090

その他 741

営業外費用合計 12,983

経常損失（△） △103,573

特別利益  

クレーム補償引当金戻入益 4,146

投資有価証券評価損戻入益 1,412

貸倒引当金戻入額 239

特別利益合計 5,799

特別損失  

貸倒引当金繰入額 150

特別損失合計 150

税金等調整前四半期純損失（△） △97,923

法人税、住民税及び事業税 3

法人税等調整額 397

法人税等合計 400

四半期純損失（△） △98,324
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年12月１日 
 至 平成21年５月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純損失（△） △248,506

減価償却費 56,373

退職給付引当金の増減額（△は減少） △8,392

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △3,797

貸倒引当金の増減額（△は減少） △89

受取利息及び受取配当金 △7,017

支払利息 16,544

持分法による投資損益（△は益） △1,231

投資有価証券評価損益（△は益） 10,788

売上債権の増減額（△は増加） 928,433

たな卸資産の増減額（△は増加） 274,763

仕入債務の増減額（△は減少） △931,136

その他 △145,868

小計 △59,136

利息及び配当金の受取額 6,930

利息の支払額 △17,614

法人税等の支払額 22,576

営業活動によるキャッシュ・フロー △47,245

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出 △300

有形固定資産の取得による支出 △37,834

投資有価証券の取得による支出 △180

その他 436

投資活動によるキャッシュ・フロー △37,878

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） 300,000

長期借入金の返済による支出 △158,946

社債の償還による支出 △35,000

その他 △120

財務活動によるキャッシュ・フロー 105,933

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 20,809

現金及び現金同等物の期首残高 395,846

現金及び現金同等物の四半期末残高 416,655
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 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関す

る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規

則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

 該当事項はありません。 

  

 当社グループは塗料の製造・販売並びにこれらの付随業務を行っており、当該事業以外に事業の種類がないた

め、該当事項はありません。 

  

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

 当第２四半期連結累計期間（自平成20年12月１日 至平成21年5月31日） 

（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

   ２．各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

     東南アジア……ベトナム、フィリピン 

   ３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

  ロシア  東南アジア  計  

 Ⅰ．海外売上高（千円）   181,138   151,774   332,913

 Ⅱ．連結売上高（千円）   －   －   2,390,960

 Ⅲ．連結売上高に占める海外売上高いの割合 

   （％）  
  7.6  6.3  13.9

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（１）中間連結損益計算書 

  

  
前中間連結会計期間

（自 平成19年12月１日 
至 平成20年５月31日） 

区分 金額（千円）
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高        3,265,673  100.0

Ⅱ 売上原価        2,783,454  85.2

売上総利益        482,218  14.8

Ⅲ 販売費及び一般管理費        618,768  19.0

営業損失(△)       △136,549 △4.2

Ⅳ 営業外収益                  

１．受取利息  194            

２．受取配当金  3,809            

３．持分法による投資利益  2,054            

４．技術権利料  32,508            

５．固定資産賃貸料  7,800            

６．その他  3,587  49,955  1.5

Ⅴ 営業外費用                  

１．支払利息  16,163            

２．棚卸資産廃却損  10,341            

３．クレーム補償金  32,000            

４．その他  4,571  63,077  1.9

経常損失(△)       △149,671 △4.6

Ⅵ 特別損失                  

１．投資有価証券評価損  1,385  1,385  0.0

税金等調整前中間純損失(△)       △151,057 △4.6

法人税、住民税及び事業税  6,328            

法人税等調整額  45,044  51,372  1.6

中間純損失(△)       △202,429 △6.2
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（２）中間連結キャッシュ・フロー計算書

  
前中間連結会計期間

（自 平成19年12月１日 
至 平成20年５月31日） 

区分 金額（千円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前中間純損失(△) △151,057

減価償却費   55,411

退職給付引当金の増減額（△は減少）  6,450

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）  2,435

受取利息及び受取配当金 △4,004

支払利息   16,163

持分法による投資利益（△は益）  △2,054

有形固定資産除却損  1,259

投資有価証券評価損  1,385

売上債権の増減額（△は増加）   102,430

棚卸資産の増減額（△は増加）  △61,828

その他の流動資産の増減額（△は増加） △24,061

仕入債務の増減額（△は減少）   285,654

その他  △57,416

小計  170,766

利息及び配当金の受取額   4,004

利息の支払額  △16,694

法人税等の支払額  △19,758

営業活動によるキャッシュ・フロー  138,318

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出  △300

有形固定資産の取得による支出 △34,776

投資有価証券の取得による支出  △73,631

その他   237

投資活動によるキャッシュ・フロー △108,469

Ⅲ 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）  △10,000

長期借入れによる収入  400,000

長期借入金の返済による支出  △137,313

社債の償還による支出 △35,000

配当金の支払額  △29,948

財務活動によるキャッシュ・フロー  187,738

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）  217,587

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  247,221

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末残高  464,809
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前中間連結会計期間（自 平成19年12月１日 至 平成20年５月31日） 

 当社グループは塗料の製造・販売並びにこれらの附随業務を行っており、当該事業以外に事業の種類がない

ため、該当事項はありません。  

  

前中間連結会計期間（自 平成19年12月１日 至 平成20年５月31日） 

 本邦以外の国又は地位に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

前中間連結会計期間（自 平成19年12月１日 至 平成20年５月31日） 

（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

   ２．各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

     東南アジア……ベトナム、フィリピン 

   ３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

（３）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

  ロシア  東南アジア 計

Ⅰ 海外売上高（千円）  29,479  333,142  362,621

Ⅱ 連結売上高（千円） － －  3,265,673

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上

高の割合（％） 
 0.9  10.2  11.1
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