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1.  平成22年11月期第3四半期の連結業績（平成21年12月1日～平成22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 ％

22年11月期第3四半期 4,259 17.8 5 ― 16 ― 70 ―

21年11月期第3四半期 3,615 ― △377 ― △354 ― △299 ―

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3四半期 7.05 ―

21年11月期第3四半期 △30.03 ―

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3四半期 5,159 516 10.0 51.74
21年11月期 5,250 478 9.1 47.97

（参考） 自己資本   22年11月期第3四半期  516百万円 21年11月期  478百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

年間配当金

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）当四半期における業績予想の修正有無  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 5,810 13.9 43 ― 53 ― 100 ― 10.03



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  
（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）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の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基
づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
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、当社が現在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、四半期決算短信(添付資料)2ページ「1．当四半期の連結業績等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」をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.2及びP.3「その他の情報」をご覧ください。）

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3Q 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3Q  27,174株 21年11月期  24,981株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 22年11月期3Q  9,973,821株 21年11月期3Q  9,975,965株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期連結累計期間における我が国の経済は、新興国を中心とした継続的な成長や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、設備投資の低迷、急激な円高の継続等、依然として厳しい状況で推移い

たしました。 

 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。 

 また、新規顧客獲得に向けて、積極的な営業活動に努めております。 

 この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高4,259百万円（前年同期比17.8％増）、経常利益16百万円（前年

同期経常損失354百万円）、四半期純利益70百万円（前年同期純損失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

が無いため、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。  

       

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（資産）  

 当第３四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47百万円増加し、受取

手形及び売掛金が89百万円、投資有価証券が62百万円それぞれ減少したこと等により、5,159百万円（前連結会計

年度末比90百万円減）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、前連結会計年度末に比べ支払手形及び買掛金が83百万円増加し、

短期借入金が123百万円、長期借入金が56百万円それぞれ減少したこと等により、4,643百万円（前連結会計年度末

比127百万円減）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、前連結会計年度末に比べ利益剰余金が70百万円増加し、その他

有価証券評価差額金が32百万円減少したこと等により516百万円（前連結会計年度末比37百万円増）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47百万円増加し、424百万円となりました。 

 当第３四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） 

 営業活動によるキャッシュ・フローは188百万円の収入（前年同期は423百万円の支出）となりました。これは主

に売上債権の減少89百万円や減価償却費82百万円、税金等調整前四半期純利益74百万円の増加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） 

 投資活動によるキャッシュ・フローは42百万円の収入（前年同期は5百万円の収入）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） 

 財務活動によるキャッシュ・フローは180百万円の支出（前年同期は260百万円の収入）となりました。これは主

に長期借入金の借入による収入280百万円及び長期借入金の返済による支出309百万円等によるものであります。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 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７月14日に公表いたしました業績予想から、変更

はありません。 

  

  

（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。 

  

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

 重要な該当事項はありません。 

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

２．その他の情報
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（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

 該当事項はありません。 

  

  

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

 該当事項はありません。 
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３．四半期連結財務諸表 
（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22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21年11月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 425,364 378,151

受取手形及び売掛金 1,786,700 1,875,952

商品及び製品 780,819 764,400

仕掛品 27,034 15,884

原材料及び貯蔵品 217,785 190,519

その他 86,549 67,412

貸倒引当金 △2,255 △2,238

流動資産合計 3,321,998 3,290,080

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 442,110 462,152

機械装置及び運搬具（純額） 175,571 213,300

土地 775,505 775,505

その他（純額） 53,067 54,330

有形固定資産合計 1,446,255 1,505,289

無形固定資産 3,073 3,149

投資その他の資産   

投資有価証券 335,736 398,573

その他 52,935 53,374

貸倒引当金 △309 △309

投資その他の資産合計 388,363 451,639

固定資産合計 1,837,691 1,960,077

資産合計 5,159,690 5,250,158
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22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21年11月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,923,233 1,839,365

短期借入金 1,533,420 1,656,432

未払法人税等 6,396 4,144

未払費用 101,410 141,182

特別クレーム補償引当金 24,444 45,354

その他 44,192 22,436

流動負債合計 3,633,097 3,708,916

固定負債   

長期借入金 752,059 808,369

退職給付引当金 60,452 43,175

役員退職慰労引当金 41,810 40,180

繰延税金負債 28,166 50,741

その他 128,092 120,279

固定負債合計 1,010,581 1,062,745

負債合計 4,643,678 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 △62,119 △132,471

自己株式 △6,443 △6,301

株主資本合計 472,531 402,322

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 43,479 76,174

評価・換算差額等合計 43,479 76,174

純資産合計 516,011 478,496

負債純資産合計 5,159,690 5,250,158
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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）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年12月１日 
 至 平成22年８月31日) 

売上高 3,615,713 4,259,545

売上原価 3,237,789 3,600,336

売上総利益 377,924 659,208

販売費及び一般管理費 755,712 653,875

営業利益又は営業損失（△） △377,788 5,333

営業外収益   

受取利息 94 238

受取配当金 9,270 6,898

持分法による投資利益 2,644 2,620

技術権利料 39,034 40,105

固定資産賃貸料 11,735 1,649

その他 14,437 8,337

営業外収益合計 77,216 59,850

営業外費用   

支払利息 26,158 27,978

手形売却損 837 －

クレーム補償金 24,086 16,192

その他 2,812 4,059

営業外費用合計 53,894 48,230

経常利益又は経常損失（△） △354,467 16,952

特別利益   

クレーム補償引当金戻入益 6,259 14,139

投資有価証券売却益 50,402 43,519

貸倒引当金戻入額 314 71

特別利益合計 56,976 57,730

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（△）

△297,640 74,683

法人税、住民税及び事業税 1,652 4,010

法人税等調整額 335 320

法人税等合計 1,987 4,330

四半期純利益又は四半期純損失（△） △299,627 70,352
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（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第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) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成22年６月１日 
 至 平成22年８月31日) 

売上高 1,224,752 1,467,019

売上原価 1,083,127 1,212,664

売上総利益 141,625 254,354

販売費及び一般管理費 260,070 217,923

営業利益又は営業損失（△） △118,445 36,430

営業外収益   

受取利息 31 80

受取配当金 2,316 1,612

持分法による投資利益 1,412 919

技術権利料 14,519 6,719

固定資産賃貸料 3,161 519

その他 5,712 2,097

営業外収益合計 27,152 11,949

営業外費用   

支払利息 9,614 9,470

クレーム補償金 14,697 6,343

その他 1,955 3,519

営業外費用合計 26,267 19,333

経常利益又は経常損失（△） △117,559 29,046

特別利益   

クレーム補償引当金戻入益 7,160 4,943

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 4,943

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（△）

△49,133 33,990

法人税、住民税及び事業税 824 898

法人税等調整額 △53 △57

法人税等合計 771 841

四半期純利益又は四半期純損失（△） △49,904 33,148
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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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年12月１日 
 至 平成22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利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△297,640 74,683

減価償却費 86,926 82,238

退職給付引当金の増減額（△は減少） △4,959 17,276

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △1,499 1,630

貸倒引当金の増減額（△は減少） △164 16

受取利息及び受取配当金 △9,365 △7,137

支払利息 26,158 27,978

為替差損益（△は益） － 3,294

持分法による投資損益（△は益） △2,644 △2,620

投資有価証券売却損益（△は益） △50,402 △43,519

売上債権の増減額（△は増加） 851,943 89,251

たな卸資産の増減額（△は増加） 194,770 △54,836

仕入債務の増減額（△は減少） △1,077,892 83,868

その他 △141,119 △62,074

小計 △425,887 210,051

利息及び配当金の受取額 9,365 7,632

利息の支払額 △26,665 △27,131

法人税等の支払額 19,832 △2,025

営業活動によるキャッシュ・フロー △423,355 188,527

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 △11,356

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 △270

投資有価証券の売却による収入 59,662 53,639

その他 5,990 664

投資活動によるキャッシュ・フロー 5,780 42,677

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 △150,000

長期借入れによる収入 300,000 280,000

長期借入金の返済による支出 △253,894 △309,322

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 △1,259

その他 △129 △114

財務活動によるキャッシュ・フロー 260,804 △180,696

現金及び現金同等物に係る換算差額 － △3,294

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △156,770 47,213

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 239,076 424,464
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 該当事項はありません。  

  

  

〔事業の種類別セグメント情報〕 

 前第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） 

 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３四半期連結累計期間（自平成21年12月１日 至平成22年８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。 

  

  

〔所在地別セグメント情報〕 

 前第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） 

 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21年12月１日 至平成22年８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 

  

  

〔海外売上高〕 

 前第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。 

  

 当第３四半期連結累計期間（自平成21年12月１日 至平成22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 

   このうち、ベトナムにおける売上高は491,915千円（連結売上高に占める割合11.5％）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

  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

  ロシア 東南アジア 計 

Ⅰ．海外売上高（千円）  282,294  579,566  861,861

Ⅱ．連結売上高（千円）  －  －  4,259,545

Ⅲ．連結売上高に占める海外売上高の割合

（％） 
 6.6  13.6  20.2

（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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