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

22年11月期第2四半期 2,792 16.8 △31 ― △12 ― 37 ―

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

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2四半期 3.73 ―

21年11月期第2四半期 △25.03 ―

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2四半期 5,245 504 9.6 50.55
21年11月期 5,250 478 9.1 47.97

（参考） 自己資本   22年11月期第2四半期  504百万円 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 ― 0.00 ― 0.00 0.00
22年11月期 ― 0.00

22年11月期 
（予想）

― 0.00 0.00

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 5,810 13.9 43 ― 53 ― 100 ― 10.03
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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 

1.平成22年1月14日に公表いたしました連結業績予想は、平成22年７月14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 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2四半期 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2四半期  26,562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2四半期  9,974,158株 21年11月期第2四半期  9,976,283株
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 当第２四半期連結累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は緩やかな回復

基調にあるものの、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。  

 このような状況の下、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２四半期連結累計期間の売上高2,792百万円（前年同期比16.8％増）、経常損失12百万円（前年同

期経常損失237百万円）、純利益37百万円（前年同期純損失249百万円）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、前連結会計年度末に比べ現金及び預金が260百万円増加し、投資

有価証券が28百万円、受取手形及び売掛金が220百万円それぞれ減少したこと等により、5,245百万円（前連結会計年

度末比5百万円減）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、前連結会計年度末に比べ支払手形及び買掛金が22百万円、短期借入

金が13百万円それぞれ増加し、長期借入金が65百万円、特別クレーム補償引当金が13百万円それぞれ減少したこと等

により、4,740百万円（前連結会計年度末比30百万円減）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、前連結会計年度末に比べ利益剰余金が37百万円増加し、その他有

価証券評価差額金が11百万円減少したこと等により504百万円（前連結会計年度末比25百万円増）となりました。 

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第２四半期連結累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、前連結会計年度末に比べ

て260百万円増加し、638百万円となりました。 

 当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。  

（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262百万円（前年同期は47百万円の支出）となりました。これは主に売上債権の減少

220百万円や税金等調整前当期純利益40百万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51百万円（前年同期は37百万円の支出）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52百万円（前年同期は105百万円の収入）となりました。これは主に長期借入金の借

入による収入150百万円及び長期借入金の返済による支出201百万円等によるものであります。 

  

 平成22年11月期の通期連結業績予想につきましては、平成22年１月14日に公表いたしました業績予想から、平成22

年７月14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。   

  

 重要な該当事項はありません。  

   

 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）

（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２四半期連結会計期間末
(平成22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21年11月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 639,132 378,151

受取手形及び売掛金 1,654,952 1,875,952

商品及び製品 748,074 764,400

仕掛品 17,373 15,884

原材料及び貯蔵品 185,492 190,519

その他 103,777 67,412

貸倒引当金 △2,170 △2,238

流動資産合計 3,346,632 3,290,080

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 447,838 462,152

機械装置及び運搬具（純額） 188,569 213,300

土地 775,505 775,505

その他（純額） 59,890 54,330

有形固定資産合計 1,471,803 1,505,289

無形固定資産 3,094 3,149

投資その他の資産   

投資有価証券 370,427 398,573

その他 53,398 53,374

貸倒引当金 △309 △309

投資その他の資産合計 423,517 451,639

固定資産合計 1,898,415 1,960,077

資産合計 5,245,047 5,250,158
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22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21年11月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,862,101 1,839,365

短期借入金 1,669,920 1,656,432

未払法人税等 5,673 4,144

未払費用 134,860 141,182

特別クレーム補償引当金 31,715 45,354

その他 36,329 22,436

流動負債合計 3,740,600 3,708,916

固定負債   

長期借入金 743,289 808,369

退職給付引当金 46,957 43,175

役員退職慰労引当金 39,512 40,180

繰延税金負債 42,082 50,741

その他 128,480 120,279

固定負債合計 1,000,321 1,062,745

負債合計 4,740,921 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 △95,267 △132,471

自己株式 △6,406 △6,301

株主資本合計 439,420 402,322

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 64,705 76,174

評価・換算差額等合計 64,705 76,174

純資産合計 504,125 478,496

負債純資産合計 5,245,047 5,250,158
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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）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年12月１日 
 至 平成22年５月31日) 

売上高 2,390,960 2,792,525

売上原価 2,154,662 2,387,671

売上総利益 236,298 404,854

販売費及び一般管理費 495,641 435,951

営業損失（△） △259,343 △31,097

営業外収益   

受取利息 63 158

受取配当金 6,954 5,285

持分法による投資利益 1,231 1,700

技術権利料 24,514 33,385

固定資産賃貸料 8,574 1,130

その他 8,724 6,239

営業外収益合計 50,063 47,900

営業外費用   

支払利息 16,544 18,508

クレーム補償金 10,289 9,849

その他 1,694 540

営業外費用合計 28,528 28,897

経常損失（△） △237,808 △12,094

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額 － 9,196

貸倒引当金戻入額 239 71

特別利益合計 239 52,787

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利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△248,506 40,693

法人税、住民税及び事業税 827 3,112

法人税等調整額 388 377

法人税等合計 1,215 3,489

四半期純利益又は四半期純損失（△） △249,722 37,204
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（第２四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第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) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年５月31日) 

売上高 1,338,858 1,589,183

売上原価 1,208,274 1,333,562

売上総利益 130,583 255,621

販売費及び一般管理費 250,856 217,033

営業利益又は営業損失（△） △120,272 38,587

営業外収益   

受取利息 26 73

受取配当金 4,013 3,490

持分法による投資利益 1,833 1,029

技術権利料 12,228 15,761

固定資産賃貸料 4,259 520

その他 7,321 3,988

営業外収益合計 29,682 24,863

営業外費用   

支払利息 8,151 9,902

クレーム補償金 4,090 3,031

その他 741 144

営業外費用合計 12,983 13,078

経常利益又は経常損失（△） △103,573 50,373

特別利益   

クレーム補償引当金戻入額 4,146 5,177

投資有価証券評価損戻入益 1,412 7,433

貸倒引当金戻入額 239 71

特別利益合計 5,799 12,682

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利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△97,923 63,055

法人税、住民税及び事業税 3 2,213

法人税等調整額 397 △16

法人税等合計 400 2,197

四半期純利益又は四半期純損失（△） △98,324 60,858
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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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年12月１日 
 至 平成22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利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△248,506 40,693

減価償却費 56,373 54,349

退職給付引当金の増減額（△は減少） △8,392 3,782

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △3,797 △668

貸倒引当金の増減額（△は減少） △89 △68

受取利息及び受取配当金 △7,017 △5,444

支払利息 16,544 18,508

持分法による投資損益（△は益） △1,231 △1,700

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） 10,788 －

売上債権の増減額（△は増加） 928,433 220,999

たな卸資産の増減額（△は増加） 274,763 19,863

仕入債務の増減額（△は減少） △931,136 22,736

その他 △145,868 △54,820

小計 △59,136 274,712

利息及び配当金の受取額 6,930 5,444

利息の支払額 △17,614 △17,700

法人税等の支払額 22,576 △418

営業活動によるキャッシュ・フロー △47,245 262,037

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 △3,351

投資有価証券の取得による支出 △180 △180

投資有価証券の売却による収入 － 53,639

その他 436 1,072

投資活動によるキャッシュ・フロー △37,878 51,180

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 －

長期借入れによる収入 － 150,000

長期借入金の返済による支出 △158,946 △201,592

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 － △557

その他 △120 △86

財務活動によるキャッシュ・フロー 105,933 △52,236

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 20,809 260,981

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 416,655 638,232
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 該当事項はありません。 

  

 前第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）  

 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２四半期連結累計期間（自平成21年12月１日 至平成22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） 

 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21年12月１日 至平成22年５月31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。 

  

当第２四半期連結累計期間（自平成21年12月１日 至平成22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 

   このうち、ベトナムにおける売上高は395,507千円（連結売上高に占める割合14.2％）であります。  

  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の割合

（％） 
 7.6  6.3  13.9

  ロシア 東南アジア 計

Ⅰ．海外売上高（千円）  150,960  448,377  599,337

Ⅱ．連結売上高（千円）  －  －  2,792,525

Ⅲ．連結売上高に占める海外売上高の割合

（％） 
 5.4  16.1  21.5

（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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