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1.  21年11月期の連結業績（平成20年12月1日～平成21年11月30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 ％

21年11月期 5,101 △24.1 △416 ― △377 ― △351 ―

20年11月期 6,718 △9.4 △215 ― △211 ― △440 ―

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 ％ ％ ％

21年11月期 △35.24 ― △54.7 △6.6 △8.2

20年11月期 △44.12 ― △39.4 △3.4 △3.2

（参考） 持分法投資損益 21年11月期  3百万円 20年11月期  3百万円

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

21年11月期 5,250 478 9.1 47.97
20年11月期 6,167 806 13.1 80.80

（参考） 自己資本   21年11月期  478百万円 20年11月期  806百万円

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

21年11月期 △365 △13 360 377
20年11月期 △22 △99 270 395

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 ％ ％

20年11月期 ― ― ― ― ― ― ― ―

21年11月期 ― ― ― ― ― ― ― ―

22年11月期 
（予想）

― ― ― ― ― ―

3.  22年11月期の連結業績予想（平成21年12月1日～平成22年11月30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

2,580 7.9 △73 ― △75 ― △76 ― △7.62

通期 5,590 9.6 32 ― 24 ― 22 ― 2.21
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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) 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、15ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」及び17ページ「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」をご参照下さい。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

1株当たり当期純損失（連結）の算定の基礎となる株式数については、21ページの「1株当たり情報」をご参照下さい。 

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） 21年11月期 10,000,000株 20年11月期 10,000,000株

② 期末自己株式数 21年11月期  24,981株 20年11月期  22,826株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年11月期の個別業績（平成20年12月1日～平成21年11月30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 ％

21年11月期 5,032 △24.3 △414 ― △382 ― △356 ―

20年11月期 6,647 △9.6 △219 ― △218 ― △444 ―

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

21年11月期 △35.71 ―

20年11月期 △44.57 ―

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 5,173 427 8.3 42.85
20年11月期 6,087 760 12.5 76.15

（参考） 自己資本 21年11月期  427百万円 20年11月期  760百万円

2.  22年11月期の個別業績予想（平成21年12月1日～平成22年11月30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 

上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる可
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利用にあたっての注意事項については、3ページ「1.経営成績」をご参照下さい。 

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

2,567 8.9 △71 ― △73 ― △73 ― △7.31

通期 5,546 10.2 29 ― 20 ― 20 ― 2.00
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(1）経営成績に関する分析  

当連結会計年度における我が国を取巻く経済環境は、100年に一度と言われる未曾有の世界同時大不況の中、懸

命に景気回復に向けての努力がなされてはいるものの、中国、インドなど一部新興国が年度後半に掛けて好転した

ことを除けば、全体としての経済は大きく縮小したままで、混沌としたデフレ不況下で終始致しました。 

かかる状況下、本邦塗料業界も急激な市場の縮小で、工場稼働率は著しく減少し、企業採算は悪化し、極めて

厳しい状況下での推移となりました。 

当社におきましては、特に市場の冷え込みが激しい機械メーカーなど工業用塗料客先からの受注減少が大きく

作用し、大幅な操業短縮と事業採算の悪化に苦しんだ一年でありました。 

当連結会計年度は、生産減少に伴う一部社員の雇用調整、人件費をはじめとする諸経費の削減、在庫圧縮、製

造原価の低下などの対応策を断行しこの不況に対処いたしましたが、当社第95期の上期は、工作機械、建設機械分

野向けの前年対比８０％におよぶ凄まじい出荷減を筆頭に、ほぼ全ての分野における急激な需要減退には全く抗し

切れず、事業採算は大幅に悪化の一途を辿りました。下期後半に入り、若干の出荷改善と取り組んできた経費削減

効果や新規取引の具現化などが漸く寄与し、少しばかり事業採算に好転の可能性を探れる展開となりました。 

結果として、当連結会計年度の売上高5,101百万円（前年対比75.9％）、経常損失377百万円（前年同期経常損

失211百万円）となり当期純損失351百万円（前年同期当期純損失440百万円）を計上となりました。 

なお、次期の連結業績予想につきましては、売上高5,590百万円、営業利益32百万円、経常利益24百万円、当期

純利益22百万円を計画いたしております。 

  

   （次期の見通し） 

今後の見通しと致しましては、取巻く経済環境が未だ不透明で、ややもすると景気の二番底も噂になる状況で

あり、景気好転は次年度後半に期待するのがやっとと言った、まだまだ厳しい状況が続くものと想定されます。 

当社はこのような環境下では有りますが、全社員一丸となり事業採算基盤を強化し、次年度業績を好転させる

所存でございます。 

   なお、現時点における平成22年11月期の業績予想は次の通りです。 

                           （単位：百万円）  

  

  

(2）財政状態に関する分析 

①資産、負債及び純資産の状況に関する分析 

当連結会計年度の財政状態は、前連結会計年度末と比較して総資産は917百万円減少して5,250百万円となりまし

た。増減の主なものは、受取手形及び売掛金の減少613百万円、商品及び製品の減少137百万円であります。 

負債は590百万円減少して4,771百万円となりました。増減の主なものは、短期借入金の増加302百万円、支払手

形及び買掛金の減少821百万円であります。 

純資産は327百万円減少して478百万円となりました。増減の主なものは、当期純損失による利益剰余金の減少

351百万円であります。その結果、自己資本比率は4.0ポイント減少し9.1％となりました。 

  

②キャッシュ・フローの状況に関する分析  

（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365百万円（前連結会計年度は22百万円の減少）となりました。これは主に税金等

調整前当期純損失349百万円や仕入債務の減少821百万円、棚卸資産の減少194百万円、売上債権の減少613百万円に

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13百万円（前連結会計年度は99百万円の減少）となりました。これは主に生産設備

の維持更新のための投資82百万円及び投資有価証券売却による収入59百万円によるものであります。 

１．経営成績

  連結  個別  

 売上高 5,590 5,546

 営業利益  32 29

 経常利益  24  20 

 当期純利益  22  20 
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（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360百万円（前連結会計年度は270百万円の増加）となりました。これは主に短期借

入金の純増額250百万円及び長期借入金の借入超過145百万円によるものであります。 

  

以上の結果、当連結会計年度末における現金及び現金同等物は377百万円と前連結会計年度末に比べ18百万円減

少いたしました。 

   なお、当社グループのキャッシュ・フロー・指標は次の通りであります。 

   （注）各指標はいずれも連結ベースの財務数値を用いて、以下の計算式により算出しております。 

      自己資本比率：自己資本／総資産 

      時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

      キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

      インタレスト・ガバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

   

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 当社は配当金の決定については業績推移、内部留保等を考慮し、業績に応じた利益配分をすることを基本にしてお

ります。現状ではより一層の収益拡大を図り財務体質強化を第一といたします。 

 内部留保資金につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応すべく、今まで以上にコスト競争力を高め、

市場ニーズに応える技術・製造開発体制を強化し、有効投資をしてまいりたいと考えております。 

 なお、当期の配当金につきましては、当期純損失の計上を余儀なくされることとなったため、無配といたします。

 次期につきましては、内部留保を行い財務体質を改善するため無配とさせて頂きますが、早急の復配に向けて当社

一丸となって努めてまいります。 

  

(4）事業等のリスク 

投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。 

  １．特定の塗料におけるクレームは大幅減少しております。 

 当社と致しましては技術的、理論的に十分注意を払い製品設計を行なうことにより、クレームの再発防止に注

力しておりますが、将来的にクレームが発生した場合、業績に影響を与える可能性があります。 

  

  ２．災害・事故の発生 

 災害発生時の被害を最小限に留め、事故を未然に防ぐことは平素より企業として努力しています。 

また、万が一の発生時の対策として損害保険に加入しておりますが、発生時の規模によりましては経営に影響を

与える可能性があります。 

  

  ３．国内外の法律・規則、政治的要因に係る問題 

 予期し得ない法律・規則、租税制度の変更、政治的な不利益、戦争、テロ等の社会的混乱の発生により影響を

受ける可能性があります。 

  

  ４．財政状態及び経営成績の変動 

 当社グループは、当連結会計年度において営業損失416百万円を計上して２期連続の赤字となり、また、営業

キャッシュフローも２期連続マイナスとなっておりますが、この要因は前述の「経営成績に関する分析」に記載

のとおりであります。これらを継続企業の前提に関する重要事象としてとらえておりますが、３「経営方針」

（4）「会社の対処すべき課題」に記載の経営改善計画を取り組むことにより、営業損益の黒字化、及び資金計

画の遂行は実行可能であるため、当社グループの経営に重要な影響は生じていないと判断しております。  

   平成19年 

11月期 

平成20年 

11月期 

平成21年 

11月期 

自己資本比率（％） 22.7  13.1  9.1

時価ベースの自己資本比率（％）  20.8  12.8  13.3

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年）  14.6 － － 

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍）  4.3 － － 
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 当社の企業集団は、当社、子会社１社及び関連会社２社で構成され、塗料等の製造販売を主な内容として事業活動

をしております。 

  

 当社グループの事業に係る位置づけは次のとおりであります。 

  

製 造：当社が製造、調色加工するほか、一部を㈱大阪東エス・エフ（関連会社）に調色加工を委託しておりま

す。 

販 売：当社が一部直接需要家へ販売するほか、主として特約店を通じて行っております。 

このうちダイヤス化成㈱は子会社、㈱友進商会は関連会社であります。 

  

［事業系統図］ 

 事業の系統図は次のとおりであります。 

  

 
  

  

２．企業集団の状況
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（1）経営の基本方針 

 当社グループは「人と技術で豊かな未来を創造しよう」・「地球に優しさを、暮らしに彩りを、お客様に満足を」

を経営の基本理念として掲げ、技術力を高め、環境に優しく信頼性の高い製品を提供することを基本方針としており

ます。 

  

（2）目標とする経営指標 

 当社グループは、売上高、経常利益、売上高経常利益率を重視する経営管理を行っております。 

  

（3）中期的な経営戦略 

 当社は更なる「顧客満足度の向上」を目指し、一層の品質改善と顧客への即応体制を強化し、更には、環境対応型

塗料の拡充に努め、新規需要の創出や顧客要求に応え営業基盤の拡大に注力をいたします。また、現在取り組んでお

ります「体質革新」活動を強力に推進し、より高品質で価格競争力のある生産販売体制を確立し、一層の収益基盤強

化を図る所存であります。 

  

（4）会社の対処すべき課題 

当社グループを取り巻く経済環境は、世界的な需要減退によるデフレ基調下にあります。海外各国並びに我が国政

府による経済対策が期待されるものの、厳しい状況が懸念されます。当社グループは企業の継続と持続的成長を図る

ため、経営改善計画を策定し、以下の課題に取り組んでおります。 

  １．固定費の削減 

製造工場へ他部門からの人員シフトを実施して外注費の削減を図ります。 

 また、役員報酬及び社員の給与の減額を強化し、旅費交通費などの販売費・一般管理費は一層の圧縮を図りま

す。 

  ２．変動費の削減 

 単品損益管理により製造コストの改善を図り、過大となった製造品種の統合を推進して生産性の向上、原材料購

入ロス及び在庫の圧縮を図ります。 

  ３．販売の強化 

 当社既存取引先海外工場を中心に海外進出企業との提携関係を強化して海外市場の開拓を図ります。 

小口生産品等の不採算品販売の見直しを実施して、収益の改善を図ります。 

  ４．新製品の開発 

フッ素樹脂塗料など環境配慮型塗料の開発に注力して更なる営業基盤の拡充を図ります。 

  ５．資金計画 

営業キャッシュフローを黒字化するとともに、設備投資を抑制してフリー・キャッシュフローの黒字化を図りま

す。 

取引銀行並びに主要取引先とは良好な関係を維持しており、資金計画を左右する懸念すべき事象は発生しておりま

せん。 

  

（5）その他、会社の経営上の重要な事項 

 該当事項はありません。 

３．経営方針
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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20年11月30日) 

当連結会計年度 
(平成21年11月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 396,446 378,151

受取手形及び売掛金 2,489,591 1,875,952

たな卸資産 1,165,511 －

商品及び製品 － 764,400

仕掛品 － 15,884

原材料及び貯蔵品 － 190,519

その他 105,048 67,412

貸倒引当金 △2,410 △2,238

流動資産合計 4,154,187 3,290,080

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 489,903 462,152

機械装置及び運搬具（純額） 227,762 213,300

土地 769,682 775,505

その他（純額） 64,318 54,330

有形固定資産合計 1,551,667 1,505,289

無形固定資産 5,844 3,149

投資その他の資産   

投資有価証券 397,541 398,573

長期貸付金 － 2,234

預け金 25,754 24,364

繰延税金資産 1,607 865

その他 31,322 25,910

貸倒引当金 △50 △309

投資その他の資産合計 456,175 451,639

固定資産合計 2,013,686 1,960,077

資産合計 6,167,874 5,250,158

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,661,006 1,839,365

短期借入金 1,353,922 1,656,432

1年内償還予定の社債 35,000 －

未払法人税等 1,404 4,144

未払費用 232,072 141,182

特別クレーム補償引当金 84,419 45,354

その他 37,126 22,436

流動負債合計 4,404,952 3,708,916
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成20年11月30日) 

当連結会計年度 
(平成21年11月30日) 

固定負債   

長期借入金 715,125 808,369

繰延税金負債 34,553 50,741

退職給付引当金 52,718 43,175

役員退職慰労引当金 39,381 40,180

その他 114,988 120,279

固定負債合計 956,765 1,062,745

負債合計 5,361,718 4,771,662

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 219,063 △132,471

自己株式 △6,133 △6,301

株主資本合計 754,024 402,322

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 52,131 76,174

評価・換算差額等合計 52,131 76,174

純資産合計 806,155 478,496

負債純資産合計 6,167,874 5,250,158
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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19年12月１日 
 至 平成20年11月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年12月１日 
 至 平成21年11月30日) 

売上高 6,718,841 5,101,593

売上原価 5,703,417 4,514,869

売上総利益 1,015,424 586,723

販売費及び一般管理費 1,231,402 1,003,586

営業利益又は営業損失（△） △215,978 △416,862

営業外収益   

受取利息 354 158

受取配当金 9,450 13,216

持分法による投資利益 3,099 3,409

技術権利料 59,532 56,786

固定資産賃貸料 16,361 12,346

助成金収入 － 12,172

その他 7,677 7,369

営業外収益合計 96,476 105,458

営業外費用   

支払利息 33,435 35,816

クレーム補償金 47,625 26,885

その他 10,594 3,707

営業外費用合計 91,655 66,408

経常利益又は経常損失（△） △211,157 △377,813

特別利益   

投資有価証券売却益 － 50,402

貸倒引当金戻入額 40 62

クレーム補償引当金戻入益 － 12,559

特別利益合計 40 63,024

特別損失   

貸倒引当金繰入額 － 150

たな卸資産評価損 134,726 －

固定資産除却損 34,372 －

投資有価証券評価損 5,891 34,208

特別損失合計 174,991 34,358

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

△386,109 △349,147

法人税、住民税及び事業税 8,980 2,182

法人税等調整額 45,151 206

法人税等合計 54,131 2,388

当期純利益又は当期純損失（△） △440,240 △351,535
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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19年12月１日 
 至 平成20年11月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年12月１日 
 至 平成21年11月30日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 500,000 500,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 500,000 500,000

資本剰余金   

前期末残高 41,095 41,095

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 41,095 41,095

利益剰余金   

前期末残高 689,252 219,063

当期変動額   

剰余金の配当 △29,948 －

当期純損失（△） △440,240 △351,535

当期変動額合計 △470,189 △351,535

当期末残高 219,063 △132,471

自己株式   

前期末残高 △5,963 △6,133

当期変動額   

自己株式の取得 △170 △167

当期変動額合計 △170 △167

当期末残高 △6,133 △6,301

株主資本合計   

前期末残高 1,224,384 754,024

当期変動額   

剰余金の配当 △29,948 －

当期純損失（△） △440,240 △351,535

自己株式の取得 △170 △167

当期変動額合計 △470,359 △351,702

当期末残高 754,024 402,322
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年12月１日 
 至 平成20年11月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年12月１日 
 至 平成21年11月30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 201,535 52,131

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △149,404 24,042

当期変動額合計 △149,404 24,042

当期末残高 52,131 76,174

評価・換算差額等合計   

前期末残高 201,535 52,131

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △149,404 24,042

当期変動額合計 △149,404 24,042

当期末残高 52,131 76,174

純資産合計   

前期末残高 1,425,919 806,155

当期変動額   

剰余金の配当 △29,948 －

当期純損失（△） △440,240 △351,535

自己株式の取得 △170 △167

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △149,404 24,042

当期変動額合計 △619,763 △327,659

当期末残高 806,155 478,496
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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19年12月１日 
 至 平成20年11月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年12月１日 
 至 平成21年11月30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利益又は税金等調整前当期純
損失（△）

△386,109 △349,147

減価償却費 115,463 117,817

貸倒引当金の増減額（△は減少） △40 87

退職給付引当金の増減額（△は減少） △12,269 △9,542

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 7,173 799

受取利息及び受取配当金 △9,804 △13,374

支払利息 33,435 35,816

持分法による投資損益（△は益） △3,099 △3,409

たな卸資産評価損 134,726 －

有形固定資産除却損 35,669 27

投資有価証券売却損益（△は益） － △50,402

投資有価証券評価損益（△は益） 5,891 34,208

売上債権の増減額（△は増加） △53,468 613,638

たな卸資産の増減額（△は増加） △123,139 194,708

その他の流動資産の増減額（△は増加） △7,112 23,985

仕入債務の増減額（△は減少） 408,983 △821,641

その他 △99,429 △133,272

小計 46,870 △359,701

利息及び配当金の受取額 9,804 13,374

利息の支払額 △33,462 △37,250

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △45,591 18,458

営業活動によるキャッシュ・フロー △22,378 △365,119

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 △300

定期預金の払戻による収入 △300 －

有形固定資産の取得による支出 △69,260 △82,524

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 △73,812 △361

投資有価証券の売却による収入 － 59,662

その他 43,837 9,906

投資活動によるキャッシュ・フロー △99,834 △13,757

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） 80,000 250,000

長期借入れによる収入 600,000 500,000

長期借入金の返済による支出 △309,093 △354,246

社債の償還による支出 △70,000 △35,000

リース債務の返済による支出 － △343

配当金の支払額 △29,948 －

その他 △121 △129

財務活動によるキャッシュ・フロー 270,836 360,281

現金及び現金同等物に係る換算差額 － －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 148,624 △18,595

現金及び現金同等物の期首残高 247,221 395,846

現金及び現金同等物の期末残高 395,846 377,251
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 該当事項はありません。 

継続企業の前提に関する注記
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

  
前連結会計年度

（自 平成19年12月１日 
至 平成20年11月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年12月１日 
至 平成21年11月30日） 

１．連結の範囲に関する事項 子会社は全て連結されております。 

当該連結子会社は、ダイヤス化成㈱の１社

であります。 

同左 

２．持分法の適用に関する事

項 

(1）関連会社は以下の２社であり全て持分

法を適用しております。 

㈱大阪東エス・エフ 

㈱友進商会 

(1）       同左 

  (2）持分法適用会社のうち、決算日が連結

決算日と異なる会社については、当該

会社の事業年度に係る財務諸表を使用

しております。 

(2）       同左 

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項 

連結子会社の事業年度の末日は連結決算日

と一致しております。 

同左 

４．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 

イ 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

決算末日の市場価格等に基づく時

価法を採用しております。（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

り算定） 

イ 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を採用し

ております。 

時価のないもの 

同左 

  ロ デリバティブ 

時価法を採用しております。 

ロ デリバティブ 

同左 

  ハ 棚卸資産 

移動平均法による原価法（貸借対照表

価額は収益性の低下に基づく簿価切下

げの方法により算定）を採用しており

ます。 

ハ 棚卸資産 

同左 
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前連結会計年度

（自 平成19年12月１日 
至 平成20年11月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年12月１日 
至 平成21年11月30日） 

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

イ 有形固定資産 

建物（建物付属設備を除く） 

１．平成10年３月31日以前に取得した

もの 

法人税法の定めと同一の基準に

よる旧定率法 

イ 有形固定資産（リース資産除く） 

建物（建物付属設備を除く） 

同左 

  ２．平成10年４月１日から平成19年３

月31日までに取得したもの 

法人税法の定めと同一の基準に

よる旧定額法 

  

  ３．平成19年４月１日以降に取得した

もの 

法人税法の定めと同一の基準に

よる定額法 

  

  建物以外（建物付属設備を含む） 

１．平成19年３月31日以前に取得した

もの 

法人税法の定めと同一の基準に

よる旧定率法 

建物以外（建物付属設備を含む） 

１．平成19年３月31日以前に取得した

もの 

法人税法の定めと同一の基準に

よる旧定率法 

  ２．平成19年４月１日以降に取得した

もの 

法人税法の定めと同一の基準に

よる定率法 

２．平成19年４月１日以降に取得した

もの 

法人税法の定めと同一の基準に

よる定率法 

  なお、主な耐用年数は次の通りであり

ます。 

なお、主な耐用年数は次の通りであり

ます。 

  建物及び構築物   ３～45年 

機械装置及び運搬具 ４～９年 

その他       ３～15年 

建物及び構築物   ３～45年 

機械装置及び運搬具 ４～８年 

その他       ３～15年 

  （追加情報） （追加情報） 

  法人税法の改正に伴い、平成19年３月31

日以前に取得した資産については、償却

可能限度額まで償却が終了した翌年から

５年間で均等償却する方法によっており

ます。 

これにより営業損失、経常損失及び税金

等調整前当期純損失がそれぞれ24,132千

円増加しております。 

法人税法の改正を契機として、耐用年数

の見直しを行い、当連結会計年度より、

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。 

  ロ 無形固定資産 

定額法によっております。 

ロ 無形固定資産（リース資産除く） 

同左 

  ────── ハ リース資産 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額

をゼロとする定額法を採用しておりま

す。 

 なお、リース取引開始日がリース会計

基準適用初年度開始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

処理によっております。 
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前連結会計年度

（自 平成19年12月１日 
至 平成20年11月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年12月１日 
至 平成21年11月30日） 

(3）重要な引当金の計上基

準 

イ 貸倒引当金 

債権の貸倒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基づ

き、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。 

イ 貸倒引当金 

同左 

  ロ 特別クレーム補償引当金 

過去に売上げた特定の製品に係るクレ

ーム補償費の支出に備えるため、補償

費の発生見込額を計上しております。

ロ 特別クレーム補償引当金 

同左 

  ハ 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当連結会

計年度末において発生していると認め

られる額を計上しております。なお、

会計基準変更時差異（1,518,756千

円）は、15年による按分額を費用処理

しています。また、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）による按分額を

それぞれ発生の翌連結会計年度より費

用処理しております。 

ハ 退職給付引当金 

同左 

  ニ 役員退職慰労引当金 

役員の退職慰労金の支払に充てるた

め、内規に基づく当連結会計年度末要

支給額を計上しております。 

ニ 役員退職慰労引当金 

同左 

(4）重要なリース取引の処

理方法 

リース物件の所有権が借主に移転すると認

められるもの以外のファイナンス・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によっております。

────── 

(5）その他連結財務諸表の

作成のための重要事項

イ 消費税等の会計処理 

消費税等の会計処理は、税抜方式によ

っております。 

イ 消費税等の会計処理 

同左 

５．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について

は全面時価評価法を採用しております。 

同左 

６．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲 

連結キャッシュ・フロー計算書における資

金（現金及び現金同等物）は、手許現金、

随時引き出し可能な預金からなっておりま

す。 

同左 
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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

前連結会計年度 
（自 平成19年12月１日 
至 平成20年11月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年12月１日 
至 平成21年11月30日） 

（棚卸資産の評価に関する会計基準） 

 「棚卸資産の評価に関する会計基準」（会計基準委員会

企業会計基準第９号 平成18年７月５日）が平成20年３月

31日以前に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表から

適用できることになったことに伴い、当連結会計年度から

同会計基準を適用しております。 

 この変更に伴い、従来の方法に比べ売上総利益は4,153

千円減少、営業損失は4,153千円増加、経常損失は13,095

千円減少、税金等調整前当期純損失は121,631千円増加し

ております。 

 当該会計方針の変更を当中間連結会計期間に行わなかっ

たのは、「棚卸資産の評価に関する会計基準」に係る受入

準備が当中間連結会計期間に整っていなかったことによる

ものであります。 

 当中間連結会計期間において同基準を適用した場合は、

売上総利益は4,846千円増加、営業損失は4,846千円減少、

経常損失は12,273千円減少し、税金等調整前中間純損失は

122,453千円増加いたします。 

（リース取引に関する会計基準） 

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従

来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっており

ましたが、当連結会計年度より「リース取引に関する会計

基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会

計審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リ

ース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 

会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））を適用し、

通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっており

ます。 

なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移

転外ファイナンス・リース取引については、引き続き通常

の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しており

ます。 

なお、この変更に伴う損益への影響はありません。 

  

表示方法の変更

前連結会計年度 
（自 平成19年12月１日 
至 平成20年11月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年12月１日 
至 平成21年11月30日） 

────── （連結貸借対照表） 

 「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等

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」として掲記されていたものは、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902,398千円、32,751

千円、230,361千円であります。 
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度 
（平成20年11月30日） 

当連結会計年度 
（平成21年11月30日） 

※１．非連結子会社及び関連会社に係る注記 

関連会社に対するものは次のとおりであります。 

※１．非連結子会社及び関連会社に係る注記 

関連会社に対するものは次のとおりであります。 

投資有価証券（株式） 26,367千円 投資有価証券（株式） 29,739千円

※２．有形固定資産の減価償却累計額は4,003,689千円で

あります。 

※２．有形固定資産の減価償却累計額は 千円で

あります。 

4,118,865

※３．担保に供している資産、並びに担保付債務は次のと

おりであります。 

※３．担保に供している資産、並びに担保付債務は次のと

おりであります。 

(1）このうち (1）このうち 

建物及び構築物 289,150千円

機械装置 143,968  

土地 420,904  

計 854,023  

建物及び構築物 276,096千円

機械装置 112,306  

土地 420,904  

計 809,307  

は社債に対する銀行保証35,000千円、長期借入金

715,079千円（１年以内返済分を含む）、短期借

入金680,000千円、支払手形492,144千円、買掛金

138,320千円の担保に供しております。 

（全額工場財団分） 

は長期借入金 千円（１年以内返済分を含

む）、短期借入金 千円、支払手形

千円、買掛金 千円の担保に供しておりま

す。 

（全額工場財団分） 

670,124

850,000 318,385

117,393

(2）このうち 

建物107,430千円、土地61,013千円は、長期借入

金1,200千円、支払手形492,144千円、買掛金

138,320千円の共同担保に供しております。 

(2）このうち 

建物 千円、土地 千円は、長期借入

金 千円、支払手形 千円、買掛金

千円の共同担保に供しております。 

100,486 61,013

850,000 318,385

117,393

(3）このうち 

受取手形384,815千円は短期借入金250,000千円の

担保に供しております。 

(3）このうち 

受取手形 千円は短期借入金 千円、

長期借入金 千円の担保に供しておりま

す。 

408,271 350,000

138,327

(4）このうち 

投資有価証券124,170千円は長期借入金315,000千

円（１年以内返済分を含む）、短期借入金

200,000千円の共同担保に供しております。 

(4）このうち 

投資有価証券 千円は長期借入金 千

円（１年以内返済分を含む）、短期借入金

千円の共同担保に供しております。 

149,900 320,000

530,000

  

  

(5）このうち 

建物 千円、土地 千円は、長期借入金

千円の担保に供しております。 

39,224 5,404

281,350

４．保証債務 

三井物産ソルベント・コーティング㈱の売掛債権に

対する保証額であります。      千円53,483

４．保証債務 

三井物産ケミカル㈱の売掛債権に対する保証額であ

ります。              千円35,082

※５．連結会計年度末日満期手形 

連結会計年度末日満期手形の会計処理は、手形交換

日をもって決済処理をしております。 

当連結会計年度の末日は金融機関の休業日のため、

連結会計年度末日満期手形連結会計年度末残高に含

まれております。 

※５．      ────── 

受取手形 161,484千円

支払手形 397,128  

設備支払手形 3,096  
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   連結損益計算書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

省略します。 

  

   

   

（連結損益計算書関係）

（連結株主資本等変動計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成19年12月１日 
至 平成20年11月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年12月１日 
至 平成21年11月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数ならびに自己株式の種類及

び株式数に関する事項 

１．発行済株式の種類及び総数ならびに自己株式の種類及

び株式数に関する事項 

  発行済株式 自己株式

株式の種類 普通株式 普通株式

前連結会計年度末
株式数 

株 10,000,000 株 21,131

当連結会計年度増
加株式数 

 － 株 1,695

当連結会計年度減
少株式数 

 － －

当連結会計年度末
株式数 

株 10,000,000 株 22,826

発行済株式 自己株式

株式の種類 普通株式 普通株式

前連結会計年度末
株式数 

株 10,000,000 株 22,826

当連結会計年度増
加株式数 

 － 株 2,155

当連結会計年度減
少株式数 

 － －

当連結会計年度末
株式数 

株 10,000,000 株 24,981

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加1,695株は、単

元未満株式の取得及び関連会社による提出会社株式

の取得によるものです。 

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加 株は、単

元未満株式の取得及び関連会社による提出会社株式

の取得によるものです。 

2,155

２．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

平成20年２月28日開催の第93回定時株主総会におい

て次のとおり決議しております。 

・普通株式の配当に関する事項 

────── 

  

① 配当金の総額 円29,948,970

② １株当たり配当額 ３円00銭

③ 基準日 平成19年11月30日

④ 効力発生日 平成20年２月29日

  

（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19年12月１日 
至 平成20年11月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年12月１日 
至 平成21年11月30日） 

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 

（平成20年11月30日現在） （平成21年11月30日現在） 

現金及び預金 396,446千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △600  

現金及び現金同等物 395,846  

現金及び預金 378,151千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △900  

現金及び現金同等物 377,251  
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（前連結会計年度） 

 デリバティブ取引は利用していないため、該当事項はありません。 

  

（当連結会計年度） 

 デリバティブ取引は利用していないため、該当事項はありません。 

   

 該当事項はありません。 

   

前連結会計年度（自平成19年12月１日 至平成20年11月30日） 

 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。 

  

当連結会計年度（自平成20年12月１日 至平成21年11月30日） 

 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。 

   

前連結会計年度（自平成19年12月１日 至平成20年11月30日） 

 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。 

  

当連結会計年度（自平成20年12月１日 至平成21年11月30日） 

 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。 

   

前連結会計年度（自平成19年12月１日 至平成20年11月30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。 

  

当連結会計年度（自平成20年12月１日 至平成21年11月30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。 

   

（デリバティブ取引関係）

（ストック・オプション等関係）

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

ｂ．所在地別セグメント情報

ｃ．海外売上高

  ロシア 東南アジア 計 

Ⅰ．海外売上高（千円）  169,940  605,156  775,096

Ⅱ．連結売上高（千円）  －  －  6,718,841

Ⅲ．連結売上高に占める 

海外売上高の割合（％） 
 2.5  9.0  11.5

  ロシア 東南アジア 計 

Ⅰ．海外売上高（千円）   185,997   488,421   674,419

Ⅱ．連結売上高（千円）   －   －   5,101,593

Ⅲ．連結売上高に占める 

海外売上高の割合（％） 
  3.6   9.6   13.2
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（注） １株当たり当期純利益金額又は純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

   

（開示の省略） 

 リース取引、有価証券、退職給付、税効果会計、関連当事者との取引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ます。  

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（自 平成19年12月１日 
至 平成20年11月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年12月１日 
至 平成21年11月30日） 

１株当たり純資産額 円80.80

１株当たり当期純損失 円△44.12

１株当たり純資産額 円47.97

１株当たり当期純損失 円△35.24

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式がな

いため記載をしておりません。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式がな

いため記載をしておりません。 

  
前連結会計年度

（自 平成19年12月１日 
至 平成20年11月30日） 

当連結会計年度
（自 平成20年12月１日 
至 平成21年11月30日） 

１株当たり当期純利益金額又は純損失金額     

当期純利益又は純損失（△）（千円）  △440,240   △351,535

普通株主に帰属しない金額（千円）  －   －

普通株式に係る当期純利益又は純損失（△）

（千円） 
 △440,240   △351,535

期中平均株式数（株）  9,978,305   9,975,755

（重要な後発事象）

前連結会計年度 
（自 平成19年12月１日 
至 平成20年11月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年12月１日 
至 平成21年11月30日） 

 該当事項はありません。  該当事項はありません。 
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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20年11月30日) 

当事業年度 
(平成21年11月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 350,240 341,713

受取手形 1,464,487 1,098,157

売掛金 998,064 759,406

商品 41,340 48,706

製品 627,411 481,441

半製品 231,740 231,829

仕掛品 32,751 15,884

原材料 219,063 179,726

貯蔵品 11,298 10,792

未収入金 47,344 42,787

未収還付法人税等 15,330 －

未収消費税等 15,621 －

その他 41,088 29,306

貸倒引当金 △1,050 △1,050

流動資産合計 4,094,732 3,238,701

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 446,837 423,616

構築物（純額） 40,971 36,809

機械及び装置（純額） 222,450 207,550

車両運搬具（純額） 5,311 5,749

工具、器具及び備品（純額） 58,109 44,899

土地 769,682 769,682

リース資産（純額） － 3,775

建設仮勘定 5,963 5,456

有形固定資産合計 1,549,326 1,497,539

無形固定資産   

電話加入権 2,508 2,477

公益施設利用権 108 73

無形固定資産合計 2,616 2,551

投資その他の資産   

投資有価証券 369,273 366,993

関係会社株式 15,450 15,450

従業員に対する長期貸付金 － 2,234

積立保険料 30,812 25,387

預け金 25,754 24,364

貸倒引当金 △50 △200

投資その他の資産合計 441,239 434,230

固定資産合計 1,993,182 1,934,321

資産合計 6,087,915 5,173,023
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年11月30日) 

当事業年度 
(平成21年11月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形 2,084,545 1,296,190

買掛金 555,464 525,928

短期借入金 1,030,000 1,280,000

1年内返済予定の長期借入金 323,922 376,432

1年内償還予定の社債 35,000 －

未払金 11,289 7,818

未払費用 232,407 140,595

未払法人税等 － 4,144

預り金 6,750 5,992

特別クレーム補償引当金 84,419 45,354

設備関係支払手形 11,803 2,973

その他 － 686

流動負債合計 4,375,603 3,686,117

固定負債   

長期借入金 715,125 808,369

繰延税金負債 33,993 50,741

退職給付引当金 48,699 39,672

役員退職慰労引当金 39,381 40,180

長期預り金 114,988 117,190

その他 － 3,088

固定負債合計 952,187 1,059,242

負債合計 5,327,790 4,745,360

純資産の部   

株主資本   

資本金 500,000 500,000

資本剰余金   

資本準備金 41,095 41,095

資本剰余金合計 41,095 41,095

利益剰余金   

利益準備金 83,904 83,904

その他利益剰余金   

別途積立金 200,000 200,000

繰越利益剰余金 △110,912 △467,323

利益剰余金合計 172,992 △183,418

自己株式 △5,254 △5,383

株主資本合計 708,833 352,292

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 51,291 75,370

評価・換算差額等合計 51,291 75,370

純資産合計 760,124 427,662

負債純資産合計 6,087,915 5,173,023
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年12月１日 
 至 平成20年11月30日) 

当事業年度 
(自 平成20年12月１日 
 至 平成21年11月30日) 

売上高 6,647,670 5,032,391

売上原価   

商品及び製品期首たな卸高 669,094 668,751

当期製品製造原価 5,447,314 4,113,084

当期商品・製品・工事仕入高 722,542 518,560

合計 6,838,951 5,300,396

他勘定振替高 467,173 262,818

商品及び製品期末たな卸高 668,751 530,148

売上原価合計 5,703,026 4,507,430

売上総利益 944,643 524,961

販売費及び一般管理費   

販売手数料 82,627 53,864

運送荷造費 204,370 160,747

広告宣伝費 14,877 13,175

見本品費 11,099 11,574

役員報酬 44,970 35,402

従業員給料及び手当 265,677 221,471

従業員賞与 61,324 19,710

法定福利費 54,523 37,520

退職給付費用 67,526 67,779

役員退職慰労引当金繰入額 9,147 10,109

厚生費 2,075 2,503

交際費 7,113 4,784

旅費及び交通費 70,288 61,265

通信費 17,240 15,449

照明暖房費 3,225 5,090

事務用消耗品費 6,713 5,050

租税及び課金 14,872 11,378

減価償却費 15,374 13,017

修繕費 18,812 17,253

支払保険料 4,462 5,026

賃借料 90,907 87,690

雑費 96,701 80,019

販売費及び一般管理費合計 1,163,932 939,885

営業利益又は営業損失（△） △219,288 △414,924
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年12月１日 
 至 平成20年11月30日) 

当事業年度 
(自 平成20年12月１日 
 至 平成21年11月30日) 

営業外収益   

受取利息 676 365

受取配当金 9,350 13,111

技術権利料 59,532 56,786

固定資産賃貸料 16,361 12,346

その他 6,742 15,394

営業外収益合計 92,663 98,003

営業外費用   

支払利息 33,143 35,722

クレーム補償金 47,625 26,885

その他 10,833 3,303

営業外費用合計 91,603 65,911

経常利益又は経常損失（△） △218,227 △382,832

特別利益   

投資有価証券売却益 － 50,402

クレーム補償引当金戻入益 － 12,559

特別利益合計 － 62,962

特別損失   

貸倒引当金繰入額 － 150

たな卸資産評価損 134,388 －

固定資産除却損 34,372 －

投資有価証券評価損 5,891 34,208

特別損失合計 174,653 34,358

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △392,881 △354,229

法人税、住民税及び事業税 6,980 2,182

法人税等調整額 45,072 －

法人税等合計 52,052 2,182

当期純利益又は当期純損失（△） △444,933 △356,411
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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19年12月１日 
 至 平成20年11月30日) 

当事業年度 
(自 平成20年12月１日 
 至 平成21年11月30日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 500,000 500,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 500,000 500,000

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 41,095 41,095

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 41,095 41,095

資本剰余金合計   

前期末残高 41,095 41,095

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 41,095 41,095

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 83,904 83,904

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 83,904 83,904

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 200,000 200,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 200,000 200,000

繰越利益剰余金   

前期末残高 363,969 △110,912

当期変動額   

剰余金の配当 △29,948 －

当期純損失（△） △444,933 △356,411

当期変動額合計 △474,882 △356,411

当期末残高 △110,912 △467,323

利益剰余金合計   

前期末残高 647,874 172,992

当期変動額   

剰余金の配当 △29,948 －
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年12月１日 
 至 平成20年11月30日) 

当事業年度 
(自 平成20年12月１日 
 至 平成21年11月30日) 

当期純損失（△） △444,933 △356,411

当期変動額合計 △474,882 △356,411

当期末残高 172,992 △183,418

自己株式   

前期末残高 △5,132 △5,254

当期変動額   

自己株式の取得 △121 △129

当期変動額合計 △121 △129

当期末残高 △5,254 △5,383

株主資本合計   

前期末残高 1,183,837 708,833

当期変動額   

剰余金の配当 △29,948 －

当期純損失（△） △444,933 △356,411

自己株式の取得 △121 △129

当期変動額合計 △475,003 △356,540

当期末残高 708,833 352,292

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 199,945 51,291

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △148,654 24,078

当期変動額合計 △148,654 24,078

当期末残高 51,291 75,370

評価・換算差額等合計   

前期末残高 199,945 51,291

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △148,654 24,078

当期変動額合計 △148,654 24,078

当期末残高 51,291 75,370

純資産合計   

前期末残高 1,383,782 760,124

当期変動額   

剰余金の配当 △29,948 －

当期純損失（△） △444,933 △356,411

自己株式の取得 △121 △129

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △148,654 24,078

当期変動額合計 △623,657 △332,461

当期末残高 760,124 427,662
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 該当事項はありません。 

継続企業の前提に関する注記
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(1）役員の異動（平成22年２月24日付 予定） 

１．代表者の異動 

  該当事項はありません。 

  

２．その他役員の異動 

  ①新任取締役候補  

    取締役（常勤）    豆崎 利行（現 西日本営業部長兼大阪営業所長） 

  

  ②新任監査役候補 

   社外監査役（非常勤） 林 拓史 （現 公認会計士、税理士（林公認会計士・税理士事務所）） 

  

  ③辞任予定取締役 

   取締役（常勤）    湯浅 信雄（現 取締役営業本部長） 

   

  ④退任予定監査役 

   社外監査役（非常勤） 三浦 裕 （現 関西ペイント株式会社 

                      営業企画管理本部営業企画部長兼営業管理部長）  

  

  

６．その他
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