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1.  平成22年11月期第1四半期の連結業績（平成21年12月1日～平成22年2月28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 ％

22年11月期第1四半期 1,203 14.4 △69 ― △62 ― △23 ―

21年11月期第1四半期 1,052 ― △139 ― △138 ― △151 ―

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

22年11月期第1四半期 △2.37 ―

21年11月期第1四半期 △15.17 ―

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11月期第1四半期 5,423 454 8.4 45.53
21年11月期 5,250 478 9.1 47.97

（参考） 自己資本   22年11月期第1四半期  454百万円 21年11月期  478百万円

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

21年11月期 ― ― ― ― ―

22年11月期 ―

22年11月期 
（予想）

― ― ― ―

3.  平成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）

（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

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) 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） 

(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 

平成22年１月14日発表の連結業績予想の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。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

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11月期第1四半期 10,000,000株 21年11月期  10,000,000株

② 期末自己株式数 22年11月期第1四半期  25,704株 21年11月期  24,981株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年11月期第1四半期  9,974,511株 21年11月期第1四半期  9,976,662株
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 当第１四半期連結会計期間における当社グループを取り巻く環境は、政府の経済対策等により景気に一部持ち直し

の動きが見られたものの、設備投資の抑制や雇用情勢の低迷、デフレの影響も懸念されるなど、依然として先行き不

透明な状況が続きました。 

 このような状況のもと、当社グループは前連結会計年度に引き続き、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行いました。 

 この結果、当第１四半期連結会計期間の売上高1,203百万円（前年同期比14.4％増）、経常損失62百万円（前年同

期経常損失138百万円）、四半期純損失23百万円（前年同期四半期純損失151百万円）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１四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ現金及び預金が198百万円、たな卸資産

が54百万円、それぞれ増加し、受取手形及び売掛金が27百万円減少したこと等により、5,423百万円（前連結会計年

度末比172百万円増）となりました。 

（負債） 

 当第１四半期連結会計期間末における負債は、前連結会計年度末に比べ支払手形及び買掛金が260百万円増加し、

長期借入金が53百万円、未払費用が34百万円それぞれ減少したこと等により、4,968百万円（前連結会計年度末比197

百万円増）となりました。 

（純資産）  

 当第１四半期連結会計期間末における純資産は、前連結会計年度末に比べ利益剰余金が23百万円減少したこと等に

より454百万円（前連結会計年度末比24百万円減）となりました。   

  

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は575百万円（前連結会計年度末比198百万円増）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増加は181百万円（前年同期は68百万円の支出）となりました。これは主に仕入債務の増

加260百万円、たな卸資産の増加54百万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53百万円（前年同期は14百万円の支出）となりました。これは主に投資有価証券の

売却による収入53百万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減少は35百万円（前年同期は193百万円の収入）となりました。これは主に長期借入金の

借入による収入50百万円及び長期借入金の返済による支出85百万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22年１月14 日に公表しました予想と変更はありませんが、実際の業績は、今

後の様々な要因によって大きく差異が発生する可能性があります。今後、業績予想に関して修正の必要が生じた場合

には、速やかに開示する予定でおります。 

  

  

 該当事項はありません。  

  

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）
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 重要な該当事項はありません。 

   

  

 該当事項はありません。  

  

  

（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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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１四半期連結会計期間末
(平成22年２月28日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年11月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 576,643 378,151

受取手形及び売掛金 1,848,074 1,875,952

商品及び製品 799,888 764,400

仕掛品 26,114 15,884

原材料及び貯蔵品 198,955 190,519

その他 55,352 67,412

貸倒引当金 △2,241 △2,238

流動資産合計 3,502,788 3,290,080

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 454,475 462,152

機械装置及び運搬具（純額） 202,788 213,300

土地 775,505 775,505

その他（純額） 51,079 54,330

有形固定資産合計 1,483,849 1,505,289

無形固定資産 3,122 3,149

投資その他の資産   

投資有価証券 379,024 398,573

その他 54,596 53,374

貸倒引当金 △309 △309

投資その他の資産合計 433,312 451,639

固定資産合計 1,920,283 1,960,077

資産合計 5,423,071 5,250,158
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年２月28日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年11月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,100,223 1,839,365

短期借入金 1,674,743 1,656,432

未払法人税等 1,022 4,144

未払費用 106,444 141,182

特別クレーム補償引当金 38,517 45,354

その他 40,243 22,436

流動負債合計 3,961,193 3,708,916

固定負債   

長期借入金 754,549 808,369

退職給付引当金 48,884 43,175

役員退職慰労引当金 37,214 40,180

繰延税金負債 48,470 50,741

その他 118,641 120,279

固定負債合計 1,007,759 1,062,745

負債合計 4,968,953 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 △156,126 △132,471

自己株式 △6,348 △6,301

株主資本合計 378,620 402,322

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 75,497 76,174

評価・換算差額等合計 75,497 76,174

純資産合計 454,118 478,496

負債純資産合計 5,423,071 5,250,158
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年12月１日 
 至 平成21年２月28日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年12月１日 
 至 平成22年２月28日) 

売上高 1,052,102 1,203,341

売上原価 946,387 1,054,109

売上総利益 105,714 149,232

販売費及び一般管理費 244,785 218,917

営業損失（△） △139,070 △69,684

営業外収益   

受取利息 103 84

受取配当金 2,940 1,795

持分法による投資利益 － 671

技術権利料 12,285 17,623

固定資産賃貸料 4,315 610

その他 1,337 2,251

営業外収益合計 20,982 23,036

営業外費用   

支払利息 8,392 8,605

クレーム補償金 10,345 6,818

持分法による投資損失 601 －

その他 952 395

営業外費用合計 20,293 15,819

経常損失（△） △138,381 △62,467

特別利益   

投資有価証券売却益 － 43,519

クレーム補償引当金戻入益 － 4,019

特別利益合計 － 47,538

特別損失   

投資有価証券評価損 12,201 7,433

特別損失合計 12,201 7,433

税金等調整前四半期純損失（△） △150,582 △22,362

法人税、住民税及び事業税 824 898

法人税等調整額 △9 393

法人税等合計 815 1,291

四半期純損失（△） △151,398 △23,654
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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）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年12月１日 
 至 平成21年２月28日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年12月１日 
 至 平成22年２月28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（△） △150,582 △22,362

減価償却費 27,146 26,948

退職給付引当金の増減額（△は減少） 5,074 5,708

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △6,095 △2,966

受取利息及び受取配当金 △3,043 △1,879

支払利息 8,392 8,605

持分法による投資損益（△は益） 601 △671

投資有価証券売却損益（△は益） － △43,519

投資有価証券評価損益（△は益） 12,201 7,433

売上債権の増減額（△は増加） 652,470 27,877

たな卸資産の増減額（△は増加） 90,659 △54,155

仕入債務の増減額（△は減少） △609,597 260,858

その他 △94,243 △23,893

小計 △67,015 187,983

利息及び配当金の受取額 3,049 1,879

利息の支払額 △8,416 △7,310

法人税等の支払額 3,975 △1,517

営業活動によるキャッシュ・フロー △68,407 181,036

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 △14,049 △599

投資有価証券の取得による支出 △90 △90

投資有価証券の売却による収入 － 53,639

その他 172 224

投資活動によるキャッシュ・フロー △14,268 53,174

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） 290,000 －

長期借入れによる収入 － 50,000

長期借入金の返済による支出 △81,458 △85,509

社債の償還による支出 △15,000 －

リース債務の返済による支出 － △171

その他 △49 △37

財務活動によるキャッシュ・フロー 193,492 △35,718

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 110,815 198,492

現金及び現金同等物の期首残高 395,846 377,251

現金及び現金同等物の四半期末残高 506,661 575,743

川上塗料㈱（4616）平成22年11月期　第1四半期決算短信

－ 8 －



 該当事項はありません。 

  

 前第１四半期連結累計期間（自平成20年12月１日 至平成21年２月28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。    

  

 当第１四半期連結累計期間（自平成21年12月１日 至平成22年２月28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。    

  

  

 前第１四半期連結累計期間（自平成20年12月１日 至平成21年２月28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。  

  

 当第１四半期連結累計期間（自平成21年12月１日 至平成22年２月28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。  

  

  

   

前第１四半期連結累計期間（自平成20年12月１日 至平成21年２月28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。 

  

当第１四半期連結累計期間（自平成21年12月１日 至平成22年２月28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）  25,867  67,404  93,271

Ⅱ．連結売上高（千円）  －  －  1,052,102

Ⅲ．連結売上高に占める海外売上高の割合

（％） 
 2.5  6.4  8.9

  ロシア 東南アジア 計

Ⅰ．海外売上高（千円）  23,354  221,335  244,689

Ⅱ．連結売上高（千円）  －  －  1,203,341

Ⅲ．連結売上高に占める海外売上高の割合

（％） 
 1.9  18.4  20.3

（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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