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1.  22年11月期の連結業績（平成21年12月1日～平成22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 ％

22年11月期 5,806 13.8 36 ― 45 ― 113 ―

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

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 ％ ％ ％

22年11月期 11.39 ― 21.6 0.9 0.6
21年11月期 △35.24 ― △54.7 △6.6 △8.2

（参考） 持分法投資損益 22年11月期  3百万円 21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

22年11月期 5,402 575 10.7 57.71
21年11月期 5,250 478 9.1 47.97

（参考） 自己資本   22年11月期  575百万円 21年11月期  478百万円

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

22年11月期 232 38 △64 579
21年11月期 △365 △13 360 377

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 ％ ％

21年11月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 0 0.0 0.0
22年11月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 0 ― ―

23年11月期 
（予想）

― 0.00 ― 0.00 0.00 0.0

3.  23年11月期の連結業績予想（平成22年12月1日～平成23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

2,890 3.5 22 ― 4 ― 3 △91.9 0.30

通期 6,070 4.5 140 288.1 110 140.8 105 △7.6 10.53

－ 1 －



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、14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」をご覧下さい。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

1株当たりの当期純利益(連結)の算定の基礎となる株式数については、22ページの「1株当たり情報」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 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  28,153株 21年11月期  24,981株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年11月期の個別業績（平成21年12月1日～平成22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 ％

22年11月期 5,728 13.8 35 ― 40 ― 109 ―

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

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

22年11月期 10.98 ―

21年11月期 △35.71 ―

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 5,319 520 9.8 52.14
21年11月期 5,173 427 8.3 42.85

（参考） 自己資本 22年11月期  520百万円 21年11月期  427百万円

2.  23年11月期の個別業績予想（平成22年12月1日～平成23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 

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、P.3「1.経営成績」をご覧下さい。 

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

2,860 3.9 20 ― 1 ― 0 ― 0.00

通期 6,015 5.0 135 285.7 100 150.0 100 △8.3 10.02

－ 2 －



(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、景気は緩やかな回復基調にあるものの、急激な円高の継

続やデフレを背景に依然として厳しい状況で推移しました。 

かかる状況下、本邦塗料業界も回復基調にあるものの原材料価格の上昇、価格競争の熾烈化等、企業を取り巻

く経営環境は極めて厳しいものとなりました。 

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、新規顧客獲得に向けて積極的に営業活動に勤めました。当連結会計年

度は、昨年落ち込んだ工作機械、建設機械分野向けや海外売上の回復等により、売上高5,806百万円（前年対比

113.8％）、経常利益45百万円（前年同期経常損失377百万円）となり当期純利益113百万円（前年同期当期純損失

351百万円）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6,070百万円、営業利益140百万円、経常利益110百万円、当

期純利益105万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、更なる円高やデフレによる企業収益の悪化が

懸念されるなど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23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152百万円増加して5,402百万円となりまし

た。増減の主なものは、現金及び預金の増加202百万円であります。 

負債は55百万円増加して4,827百万円となりました。増減の主なものは、退職給付引当金の増加45百万円、支払

手形及び買掛金の増加44百万円、特別クレーム補償引当金の減少45百万円であります。 

純資産は96百万円増加して575百万円となりました。増減の主なものは、当期純利益による利益剰余金の増加113

百万円であります。その結果、自己資本比率は1.6ポイント増加し10.7％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増加は232百万円（前連結会計年度は365百万円の減少）となりました。これは主に税金等

調整前当期純利益118百万円や減価償却費110百万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増加は38百万円（前連結会計年度は13百万円の減少）となりました。これは主に投資有価

証券売却による収入53百万円及び生産設備の維持更新のための投資17百万円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64百万円（前連結会計年度は360百万円の増加）となりました。これは主に短期借

入金の純減額80百万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579百万円となり、前連結会計年度末に比べ202百

万円増加いたしました。 

１．経営成績

  連結  個別  

 売上高 6,070 6,015

 営業利益  140 135

 経常利益  110  100 

 当期純利益  105  100 
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   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、内部留保を行い財務体質を改善するため無配といたします。 

 次期につきましても、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くことを予定しておりますが、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．クレーム補償 

 当社グループ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。 

なお、特定塗料におけるクレームは大幅減少しており、引当金は不要なものと判断し、取崩しいたしました。 

  

  ２．外国為替相場の変動に関するリスク 

 当社グループでは、輸出取引において為替変動リスクを負っており、当社グループの業績及び財務状況が影響

を受ける可能性があります。 

  

  ３．災害・事故の発生 

 災害発生時の被害を 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。 

  

  ４．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。 

  

  ５．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利益及び営業キャッシュフローの黒字化を達成いたしました

が、売上高は回復しているものの低調に推移しております。このことから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、引き続き営業損益及び営業キャッシュフローの黒字化、及び資金計画の遂行は実行可能であるため、継

続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないと判断しております。 

  

(5）継続企業の前提に関する重要事象等 

「(4)事業等のリスク５.財政状態及び経営成績の変動」をご参照下さい。 

   平成20年 

11月期 

平成21年 

11月期 

平成22年 

11月期 

自己資本比率（％） 13.1  9.1  10.7

時価ベースの自己資本比率（％）  12.8  13.3  11.8

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年）  － －  10.9

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍）  － －  6.3
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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、資源価格の高止まり、円高基調下にあります。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、期首より経営改善計画を策定し、以下の課題に取り組んで成果を上げており、引き続き改善に取り組んでまいり

ます。 

  １．固定費の削減 

引き続き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、人件費を含む経費削減を継続いたします。 

  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、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21年11月30日) 

当連結会計年度 
(平成22年11月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 378,151 580,269

受取手形及び売掛金 ※3  1,875,952 ※3  1,959,505

商品及び製品 764,400 750,760

仕掛品 15,884 21,404

原材料及び貯蔵品 190,519 186,580

その他 67,412 63,954

貸倒引当金 △2,238 △2,320

流動資産合計 3,290,080 3,560,154

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） ※2, ※3  462,152 ※2, ※3  434,302

機械装置及び運搬具（純額） ※2, ※3  213,300 ※2, ※3  163,116

土地 ※3  775,505 ※3  775,505

その他（純額） ※2  54,330 ※2  50,169

有形固定資産合計 1,505,289 1,423,094

無形固定資産 3,149 4,351

投資その他の資産   

投資有価証券 ※1, ※3  398,573 ※1, ※3  360,962

長期貸付金 2,234 3,846

長期預け金 24,364 22,286

繰延税金資産 865 362

その他 25,910 28,221

貸倒引当金 △309 △309

投資その他の資産合計 451,639 415,370

固定資産合計 1,960,077 1,842,817

資産合計 5,250,158 5,402,971
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成21年11月30日) 

当連結会計年度 
(平成22年11月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 ※3  1,839,365 ※3  1,883,348

短期借入金 ※3  1,656,432 ※3  1,627,724

未払法人税等 4,144 8,413

未払費用 141,182 181,009

特別クレーム補償引当金 45,354 －

その他 22,436 51,920

流動負債合計 3,708,916 3,752,416

固定負債   

長期借入金 ※3  808,369 ※3  775,025

繰延税金負債 50,741 40,214

退職給付引当金 43,175 87,943

役員退職慰労引当金 40,180 44,108

その他 120,279 127,819

固定負債合計 1,062,745 1,075,111

負債合計 4,771,662 4,827,527

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 △132,471 △18,879

自己株式 △6,301 △6,502

株主資本合計 402,322 515,712

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 76,174 59,731

評価・換算差額等合計 76,174 59,731

純資産合計 478,496 575,443

負債純資産合計 5,250,158 5,402,971
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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20年12月１日 
 至 平成21年11月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年12月１日 
 至 平成22年11月30日) 

売上高 5,101,593 5,806,288

売上原価 ※1, ※3  4,514,869 ※1, ※3  4,888,796

売上総利益 586,723 917,492

販売費及び一般管理費 ※2  1,003,586 ※2  881,417

営業利益又は営業損失（△） △416,862 36,075

営業外収益   

受取利息 158 292

受取配当金 13,216 10,803

持分法による投資利益 3,409 3,927

技術権利料 56,786 47,033

固定資産賃貸料 12,346 2,169

助成金収入 12,172 －

その他 7,369 9,840

営業外収益合計 105,458 74,066

営業外費用   

支払利息 35,816 36,830

クレーム補償金 26,885 21,686

その他 3,707 5,940

営業外費用合計 66,408 64,457

経常利益又は経常損失（△） △377,813 45,684

特別利益   

投資有価証券売却益 50,402 43,519

貸倒引当金戻入額 62 71

クレーム補償引当金戻入益 12,559 37,045

特別利益合計 63,024 80,636

特別損失   

貸倒引当金繰入額 150 －

投資有価証券評価損 34,208 4,415

環境対策費 － 3,667

特別損失合計 34,358 8,082

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

△349,147 118,238

法人税、住民税及び事業税 2,182 4,407

法人税等調整額 206 239

法人税等合計 2,388 4,646

当期純利益又は当期純損失（△） △351,535 113,592
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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20年12月１日 
 至 平成21年11月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年12月１日 
 至 平成22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 219,063 △132,471

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） △351,535 113,592

当期変動額合計 △351,535 113,592

当期末残高 △132,471 △18,879

自己株式   

前期末残高 △6,133 △6,301

当期変動額   

自己株式の取得 △167 △201

当期変動額合計 △167 △201

当期末残高 △6,301 △6,502

株主資本合計   

前期末残高 754,024 402,322

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） △351,535 113,592

自己株式の取得 △167 △201

当期変動額合計 △351,702 113,390

当期末残高 402,322 515,712
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（単位：千円）

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

当連結会計年度 
(自 平成21年12月１日 
 至 平成22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 52,131 76,174

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 24,042 △16,443

当期変動額合計 24,042 △16,443

当期末残高 76,174 59,731

評価・換算差額等合計   

前期末残高 52,131 76,174

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 24,042 △16,443

当期変動額合計 24,042 △16,443

当期末残高 76,174 59,731

純資産合計   

前期末残高 806,155 478,496

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） △351,535 113,592

自己株式の取得 △167 △201

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 24,042 △16,443

当期変動額合計 △327,659 96,947

当期末残高 478,496 575,443
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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20年12月１日 
 至 平成21年11月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年12月１日 
 至 平成22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（△）

△349,147 118,238

減価償却費 117,817 110,769

貸倒引当金の増減額（△は減少） 87 82

退職給付引当金の増減額（△は減少） △9,542 44,768

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 799 3,928

受取利息及び受取配当金 △13,374 △11,096

支払利息 35,816 36,830

為替差損益（△は益） － 4,545

持分法による投資損益（△は益） △3,409 △3,927

有形固定資産除却損 27 186

投資有価証券売却損益（△は益） △50,402 △43,519

投資有価証券評価損益（△は益） 34,208 4,415

売上債権の増減額（△は増加） 613,638 △83,553

たな卸資産の増減額（△は増加） 194,708 12,057

その他の流動資産の増減額（△は増加） 23,985 2,732

仕入債務の増減額（△は減少） △821,641 43,983

その他 △133,272 19,089

小計 △359,701 259,532

利息及び配当金の受取額 13,374 11,716

利息の支払額 △37,250 △36,666

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 18,458 △2,025

営業活動によるキャッシュ・フロー △365,119 232,556

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 △82,524 △17,021

無形固定資産の取得による支出 △140 △1,300

投資有価証券の取得による支出 △361 △360

投資有価証券の売却による収入 59,662 53,639

その他 9,906 3,270

投資活動によるキャッシュ・フロー △13,757 38,228

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 △80,000

長期借入れによる収入 500,000 430,000

長期借入金の返済による支出 △354,246 △412,052

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 △343 △1,904

その他 △129 △164

財務活動によるキャッシュ・フロー 360,281 △64,120

現金及び現金同等物に係る換算差額 － △4,545

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △18,595 202,118

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期末残高 377,251 579,369
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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

川上塗料㈱（4616）平成22年11月期　決算短信

－ 13 －



  

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20年12月１日 
至 平成21年11月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年12月１日 
至 平成22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 

連結会計年度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20年12月１日 
至 平成21年11月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年12月１日 
至 平成22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（リース資産除く） 

定率法を採用しております。ただし、

平成10年４月１日以降に取得した建物

（建物付属設備を除く）については、

定額法を採用しております。なお、主

な耐用年数は次のとおりであります。

建物及び構築物   ３～45年 

機械装置及び運搬具 ４～８年 

その他       ３～15年 

(追加情報) 

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。 

イ 有形固定資産（リース資産除く） 

同左  

  

  

  

  

  

  

  

────── 

  ロ 無形固定資産（リース資産除く） 

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。  

ハ リース資産 

同左 
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前連結会計年度

（自 平成20年12月１日 
至 平成21年11月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年12月１日 
至 平成22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     ────── 

  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）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20年12月１日 
至 平成21年11月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年12月１日 
至 平成22年11月30日） 

（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20年12月１日 
至 平成21年11月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年12月１日 
至 平成22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21年11月30日） 

当連結会計年度 
（平成22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） 29,739千円 投資有価証券（株式） 32,959千円

※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 ※２．有形固定資産の減価償却累計額は 千円で

あります。 

4,223,100

※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 

  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） 

建物及び構築物 276,096千円

機械装置 112,306  

土地 420,904  

計 809,307  

670,124

850,000 318,385

117,393

(1）担保資産 

 (財団抵当) 

 本社工場並びに東京工場  

 (不動産抵当)  

 千葉工場並びに九州営業所施設 

 (その他)  

   

土地 420,904千円

建物・構築物 261,525  

機械装置 87,748  

計 770,177  

土地 66,418千円

建物・構築物 130,060  

計 196,478  

投資有価証券 196,170千円

受取手形 444,724  

計 640,894  

(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

(2）担保債務 

  

短期借入金 1,200,000千円

長期借入金 1,202,749  

 (1年以内の返済分を含む)   

支払手形・買掛金 435,044  

計 2,837,793  

(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 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。 

(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。 

149,900 320,000

530,000

39,224 5,404

281,350

  

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

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43,650
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（連結損益計算書関係）

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

当連結会計年度 
（自 平成21年12月１日 
至 平成22年11月30日） 

※１．期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金

額（洗替法）であり、次のたな卸資産評価損が売上

原価に含まれております。 

  9,877千円

※１．期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金

額（洗替法）であり、次のたな卸資産評価損が売上

原価に含まれております。 

  △13,603千円

※２．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。 

※２．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。 

従業員給料及び手当 268,141千円

運賃及び荷造費 169,003  

退職給付費用 68,692  

役員退職慰労引当金繰入額 10,109  

従業員給料及び手当 203,379千円

運賃及び荷造費 145,153  

退職給付費用 68,502  

役員退職慰労引当金繰入額 9,192  

※３．当期製造費用に含まれる研究開発費 ※３．当期製造費用に含まれる研究開発費 

  266,424千円   244,570千円
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（連結株主資本等変動計算書関係）

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

当連結会計年度 
（自 平成21年12月１日 
至 平成22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 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

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 24,981

当連結会計年度増
加株式数 

 － 株 3,172

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 28,153

（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 （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。 

3,172

    

（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20年12月１日 
至 平成21年11月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年12月１日 
至 平成22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21年11月30日現在） （平成22年11月30日現在） 

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  

現金及び預金 580,269千円

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 579,369  
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前連結会計年度（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。 

   

当連結会計年度（自平成21年12月１日 至平成22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。 

   

当連結会計年度（自平成21年12月１日 至平成22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。 

   

当連結会計年度（自平成21年12月１日 至平成22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。 

   

（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）   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

  ロシア 東南アジア 計 

Ⅰ．海外売上高（千円）   331,927   696,316   1,028,243

Ⅱ．連結売上高（千円）   －   －   5,806,288

Ⅲ．連結売上高に占める 

海外売上高の割合（％） 
  5.7   12.0   17.7
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（注） １株当たり当期純利益また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。 

  

   

（１株当たり情報）

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

当連結会計年度 
（自 平成21年12月１日 
至 平成22年11月30日） 

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

１株当たり純資産額 円57.70

１株当たり当期純利益 円11.39

 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株当たり当期純利益であり、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20年12月１日 
至 平成21年11月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年12月１日 
至 平成22年11月30日） 

１株当たり当期純利益金額または純損失金額     

当期純利益または純損失（△）（千円）   △351,535   113,592

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または純損失

（△）（千円） 
  △351,535   113,592

期中平均株式数（株）   9,975,755   9,973,413

（重要な後発事象）

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

当連結会計年度 
（自 平成21年12月１日 
至 平成22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21年11月30日) 

当事業年度 
(平成22年11月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 341,713 546,057

受取手形 1,098,157 1,210,358

売掛金 759,406 728,075

商品及び製品 761,978 748,637

仕掛品 15,884 21,404

原材料及び貯蔵品 190,519 186,580

未収入金 42,787 36,919

その他 29,306 28,994

貸倒引当金 △1,050 △1,050

流動資産合計 3,238,701 3,505,977

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 423,616 397,785

構築物（純額） 36,809 34,918

機械及び装置（純額） 207,550 157,240

車両運搬具（純額） 5,749 5,876

工具、器具及び備品（純額） 44,899 34,385

土地 769,682 769,682

リース資産（純額） 3,775 13,235

建設仮勘定 5,456 1,937

有形固定資産合計 1,497,539 1,415,060

無形固定資産   

電話加入権 2,477 2,423

公共施設利用権 73 39

ソフトウエア － 1,300

無形固定資産合計 2,551 3,763

投資その他の資産   

投資有価証券 366,993 325,452

関係会社株式 15,450 15,450

従業員に対する長期貸付金 2,234 3,846

保険積立金 25,387 25,414

長期預け金 24,364 22,286

長期前払費用 － 2,280

貸倒引当金 △200 △200

投資その他の資産合計 434,230 394,531

固定資産合計 1,934,321 1,813,355

資産合計 5,173,023 5,319,333
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年11月30日) 

当事業年度 
(平成22年11月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形 1,296,190 1,392,722

買掛金 525,928 471,761

短期借入金 1,280,000 1,200,000

1年内返済予定の長期借入金 376,432 427,724

未払金 7,818 14,595

未払費用 140,595 179,632

未払法人税等 4,144 7,500

預り金 5,992 28,324

特別クレーム補償引当金 45,354 －

設備関係支払手形 2,973 2,078

その他 686 2,580

流動負債合計 3,686,117 3,726,920

固定負債   

長期借入金 808,369 775,025

繰延税金負債 50,741 40,214

退職給付引当金 39,672 85,038

役員退職慰労引当金 40,180 44,108

長期預り金 117,190 117,164

その他 3,088 10,654

固定負債合計 1,059,242 1,072,206

負債合計 4,745,360 4,799,126

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 △467,323 △357,776

利益剰余金合計 △183,418 △73,871

自己株式 △5,383 △5,547

株主資本合計 352,292 461,675

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 75,370 58,531

評価・換算差額等合計 75,370 58,531

純資産合計 427,662 520,206

負債純資産合計 5,173,023 5,319,333
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

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

当事業年度 
(自 平成21年12月１日 
 至 平成22年11月30日) 

売上高 5,032,391 5,728,321

売上原価   

商品及び製品期首たな卸高 668,751 530,148

当期製品製造原価 4,113,084 4,418,941

当期商品・製品・工事仕入高 518,560 601,196

合計 5,300,396 5,550,285

他勘定振替高 262,818 190,029

商品及び製品期末たな卸高 530,148 511,068

売上原価合計 4,507,430 4,849,187

売上総利益 524,961 879,133

販売費及び一般管理費   

販売手数料 53,864 60,274

運賃及び荷造費 160,747 136,742

広告宣伝費 13,175 12,238

見本費 11,574 9,369

役員報酬 29,468 24,951

従業員給料及び手当 221,471 179,289

従業員賞与 19,710 28,367

法定福利費 37,520 31,112

退職給付費用 67,779 67,684

役員退職慰労引当金繰入額 10,109 9,192

福利厚生費 2,503 2,329

交際費 4,784 4,462

旅費及び交通費 61,265 53,796

通信費 15,449 15,057

照明暖房費 5,090 5,609

事務用消耗品費 5,050 3,935

租税公課 11,378 14,527

減価償却費 13,017 12,233

修繕費 17,253 16,268

保険料 5,026 3,785

賃借料 87,690 34,618

その他 85,953 118,162

販売費及び一般管理費合計 939,885 844,009

営業利益又は営業損失（△） △414,924 35,123
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（単位：千円）

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

当事業年度 
(自 平成21年12月１日 
 至 平成22年11月30日) 

営業外収益   

受取利息 365 457

受取配当金 13,111 11,318

技術権利料 56,786 47,033

固定資産賃貸料 12,346 2,169

その他 15,394 8,882

営業外収益合計 98,003 69,860

営業外費用   

支払利息 35,722 36,805

クレーム補償金 26,885 21,686

その他 3,303 5,920

営業外費用合計 65,911 64,412

経常利益又は経常損失（△） △382,832 40,571

特別利益   

投資有価証券売却益 50,402 43,519

クレーム補償引当金戻入益 12,559 37,045

特別利益合計 62,962 80,565

特別損失   

貸倒引当金繰入額 150 －

環境対策費 － 3,667

投資有価証券評価損 34,208 4,415

特別損失合計 34,358 8,082

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △354,229 113,054

法人税、住民税及び事業税 2,182 3,507

法人税等調整額 － －

法人税等合計 2,182 3,507

当期純利益又は当期純損失（△） △356,411 109,547
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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20年12月１日 
 至 平成21年11月30日) 

当事業年度 
(自 平成21年12月１日 
 至 平成22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 △110,912 △467,323

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） △356,411 109,547

当期変動額合計 △356,411 109,547

当期末残高 △467,323 △357,776

利益剰余金合計   

前期末残高 172,992 △183,418

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） △356,411 109,547

当期変動額合計 △356,411 109,547

当期末残高 △183,418 △73,871

川上塗料㈱（4616）平成22年11月期　決算短信

－ 27 －



（単位：千円）

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

当事業年度 
(自 平成21年12月１日 
 至 平成22年11月30日) 

自己株式   

前期末残高 △5,254 △5,383

当期変動額   

自己株式の取得 △129 △164

当期変動額合計 △129 △164

当期末残高 △5,383 △5,547

株主資本合計   

前期末残高 708,833 352,292

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） △356,411 109,547

自己株式の取得 △129 △164

当期変動額合計 △356,540 109,383

当期末残高 352,292 461,675

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 51,291 75,370

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 24,078 △16,839

当期変動額合計 24,078 △16,839

当期末残高 75,370 58,531

評価・換算差額等合計   

前期末残高 51,291 75,370

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 24,078 △16,839

当期変動額合計 24,078 △16,839

当期末残高 75,370 58,531

純資産合計   

前期末残高 760,124 427,662

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） △356,411 109,547

自己株式の取得 △129 △164

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 24,078 △16,839

当期変動額合計 △332,461 92,544

当期末残高 427,662 520,206
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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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該当事項はありません。 

  

  

  

６．その他
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