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1.  平成21年11月期第3四半期の連結業績（平成20年12月1日～平成21年8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3四半期 3,615 ― △377 ― △354 ― △299 ―

20年11月期第3四半期 4,929 △10.5 △196 ― △206 ― △259 ―

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3四半期 △30.03 ―

20年11月期第3四半期 △26.02 ―

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3四半期 4,965 549 11.1 55.05
20年11月期 6,167 806 13.1 80.80

（参考） 自己資本   21年11月期第3四半期  549百万円 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

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

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

１．平成21年７月13日公表致しました「業績予想の修正に関するお知らせ」は修正は行っておりません。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。業績予想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【定性的情報・財務諸表等】３．連結業績予想
に関する定性的情報をご覧下さい。 
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3四半期 9,975,117株 20年11月期  9,977,174株

② 期末自己株式数 21年11月期第3四半期  24,883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3四半期 9,975,965株 20年11月期第3四半期 9,978,599株
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 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、在庫調整の一巡や景気対策の効果により持ち直しの傾向にある

ものの、景気の停滞が継続しました。 

 このような状況のもと、当社グループは、新規取引の開拓・全社をあげての経費削減に努めたものの、売上高の減

少に伴う利益減を補うことが出来ませんでした。  

 この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高3,615百万円、経常損失354百万円、四半期純損失299百万円となり

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３四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851百万円、商品及び製品が171百万円それ

ぞれ減少したこと等により、4,965百万円（前連結会計年度末比1,201百万円減）となりました。 

 （負債） 

 当第３四半期連結会計期間末における負債は、短期借入金が264百万円増加し、支払手形及び買掛金が1,077百万

円、未払費用が127百万円それぞれ減少したこと等により、4,416百万円（前連結会計年度末比944百万円減）となり

ました。 

（純資産） 

 当第３四半期連結会計期間末における純資産は、利益剰余金が299百万円減少したこと等により549百万円（前連結

会計年度末比257百万円減）となりました。   

  

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、239百万円（前連結会計年

度末比156百万円減）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423百万円となりました。これは主に売上債権の減少851百万円や仕入債務の減少

1,077百万円、棚卸資産の減少194百万円、税金等調整前四半期純損失297百万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増加は5百万円となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出59百万円や投資有

価証券売却による収入59百万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260百万円となりました。これは主に長期借入による収入300百万円、短期借入による

収入250百万円、長期借入金の返済による支出253百万円等によるものであります。 

  

 連結業績予想につきましては、平成21年７月13日に公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」と変更

はありませんが、今後の様々な要因によって差異が発生する可能性があります。今後の情報収集により、通期の業績

予想について見直しの必要と判断した場合には、速やかに開示いたします。 

  

 該当事項はありません。  

  

   

   ・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。 

  

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
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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。 

２．リース取引に関する会計基準等の変更 

「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。 

 これによる当第３四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。  

  

（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。 

 これによる当第３四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。 

（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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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３四半期連結会計期間末
(平成21年８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 239,976 396,446

受取手形及び売掛金 1,637,647 2,489,591

商品及び製品 731,189 902,398

仕掛品 31,371 32,751

原材料及び貯蔵品 208,179 230,361

その他 67,841 105,048

貸倒引当金 △2,095 △2,410

流動資産合計 2,914,110 4,154,187

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 468,835 489,903

機械装置及び運搬具（純額） 227,905 227,762

土地 775,505 769,682

その他（純額） 57,918 64,318

有形固定資産合計 1,530,164 1,551,667

無形固定資産 3,167 5,844

投資その他の資産   

投資有価証券 462,553 397,541

その他 56,125 58,684

貸倒引当金 △200 △50

投資その他の資産合計 518,479 456,175

固定資産合計 2,051,811 2,013,686

資産合計 4,965,921 6,167,874
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年８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 1,583,113 2,661,006

短期借入金 1,618,067 1,353,922

1年内償還予定の社債 － 35,000

未払法人税等 3,175 1,404

未払費用 104,584 232,072

特別クレーム補償引当金 55,325 84,419

その他 37,958 37,126

流動負債合計 3,402,224 4,404,952

固定負債   

長期借入金 747,086 715,125

退職給付引当金 47,758 52,718

役員退職慰労引当金 37,882 39,381

繰延税金負債 63,209 34,553

その他 118,661 114,988

固定負債合計 1,014,597 956,765

負債合計 4,416,822 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 △80,563 219,063

自己株式 △6,291 △6,133

株主資本合計 454,239 754,024

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 94,859 52,131

評価・換算差額等合計 94,859 52,131

純資産合計 549,098 806,155

負債純資産合計 4,965,921 6,167,874
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年12月１日 
 至 平成21年８月31日) 

売上高 3,615,713

売上原価 3,237,789

売上総利益 377,924

販売費及び一般管理費 755,712

営業損失（△） △377,788

営業外収益  

受取利息 94

受取配当金 9,270

持分法による投資利益 2,644

技術権利料 39,034

固定資産賃貸料 11,735

その他 14,437

営業外収益合計 77,216

営業外費用  

支払利息 26,158

手形売却損 837

クレーム補償金 24,086

その他 2,812

営業外費用合計 53,894

経常損失（△） △354,467

特別利益  

クレーム補償引当金戻入益 6,259

投資有価証券売却益 50,402

貸倒引当金戻入額 314

特別利益合計 56,976

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（△） △297,640

法人税、住民税及び事業税 1,652

法人税等調整額 335

法人税等合計 1,987

四半期純損失（△） △299,627
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（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成21年８月31日) 

売上高 1,224,752

売上原価 1,083,127

売上総利益 141,625

販売費及び一般管理費 260,070

営業損失（△） △118,445

営業外収益  

受取利息 31

受取配当金 2,316

持分法による投資利益 1,412

技術権利料 14,519

固定資産賃貸料 3,161

その他 5,712

営業外収益合計 27,152

営業外費用  

支払利息 9,614

クレーム補償金 14,697

その他 1,955

営業外費用合計 26,267

経常損失（△） △117,559

特別利益  

クレーム補償引当金戻入益 7,160

投資有価証券評価損戻入益 10,788

投資有価証券売却益 50,402

貸倒引当金戻入額 74

特別利益合計 68,426

税金等調整前四半期純損失（△） △49,133

法人税、住民税及び事業税 824

法人税等調整額 △53

法人税等合計 771

四半期純損失（△） △49,904
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年12月１日 
 至 平成21年８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（△） △297,640

減価償却費 86,926

退職給付引当金の増減額（△は減少） △4,959

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △1,499

貸倒引当金の増減額（△は減少） △164

受取利息及び受取配当金 △9,365

支払利息 26,158

持分法による投資損益（△は益） △2,644

投資有価証券売却損益（△は益） △50,402

売上債権の増減額（△は増加） 851,943

たな卸資産の増減額（△は増加） 194,770

仕入債務の増減額（△は減少） △1,077,892

その他 △141,119

小計 △425,887

利息及び配当金の受取額 9,365

利息の支払額 △26,665

法人税等の支払額 19,832

営業活動によるキャッシュ・フロー △423,355

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 △59,160

無形固定資産の取得による支出 △140

投資有価証券の取得による支出 △271

投資有価証券の売却による収入 59,662

その他 5,990

投資活動によるキャッシュ・フロー 5,780

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） 250,000

長期借入れによる収入 300,000

長期借入金の返済による支出 △253,894

社債の償還による支出 △35,000

リース債務の返済による支出 △171

その他 △129

財務活動によるキャッシュ・フロー 260,804

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △156,770

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 239,076
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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３四半期連結累計期間（自平成20年12月１日 至平成21年８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）  179,762  329,935  509,697

Ⅱ．連結売上高（千円）  －  －  3,615,713

Ⅲ．連結売上高に占める海外売上高の割合

（％） 
 5.0  9.1  14.1

（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等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

前四半期連結累計期間（平成19年12月１日～平成20年８月31日） 

   

科目 

前年同四半期
（自 平成19年12月１日  

  至 平成20年８月31日） 

金額（千円）

Ⅰ 売上高  4,929,264

Ⅱ 売上原価  4,198,667

売上総利益  730,597

Ⅲ 販売費及び一般管理費  926,886

営業損失（△） △196,288

Ⅳ 営業外収益  76,789

Ⅴ 営業外費用  86,612

経常損失（△） △206,111

Ⅵ 特別損失  1,385

税金等調整前四半期純損失（△） △207,496

法人税、住民税及び事業税   7,151

法人税等調整額   45,036

四半期純損失（△） △259,684
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