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1.  平成24年11月期第1四半期の連結業績（平成23年12月1日～平成24年2月29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 ％

24年11月期第1四半期 1,340 △3.4 12 222.7 12 ― 10 ―

23年11月期第1四半期 1,388 15.3 3 ― △1 ― △1 ―

（注）包括利益 24年11月期第1四半期 43百万円 （124.5％） 23年11月期第1四半期 19百万円 （―％）

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

24年11月期第1四半期 1.06 ―

23年11月期第1四半期 △0.15 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年11月期第1四半期 5,547 518 9.3
23年11月期 5,447 475 8.7

（参考） 自己資本   24年11月期第1四半期  518百万円 23年11月期  475百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

23年11月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
24年11月期 ―

24年11月期（予想） 0.00 ― 0.00 0.00

3.  平成24年11月期の連結業績予想（平成23年12月1日～平成24年11月30日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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(累計) 2,920 △6.3 33 △40.8 18 △64.4 16 ― 1.60
通期 6,220 0.8 133 72.4 105 50.4 100 ― 10.03



(1) 当四半期連結累計期間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) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無

② ①以外の会計方針の変更   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  無

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年11月期1Q 10,000,000 株 23年11月期 10,000,000 株

② 期末自己株式数 24年11月期1Q 31,931 株 23年11月期 30,399 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年11月期1Q 9,968,646 株 23年11月期1Q 9,971,579 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

  当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の影響による景気停滞から一部持ち直しの動き

が見られましたが、欧州の債務問題や歴史的な円高が続き、厳しい状況で推移しました。 

  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、製造

原価の低下など対応策を行い、新規顧客獲得に向けて積極的に営業活動に努めました。 

 当第１四半期連結累計期間は、売上高1,340百万円（前年同期比3.4％減）となりましたが、前連結会計年度より

行った価格是正の効果により、経常利益12百万円（前年同期経常損失１百万円）、四半期純利益10百万円（前年同

期四半期純損失１百万円）となりました。 

 なお、当社グループは、塗料の製造、販売事業の単一セグメントであるため、セグメント情報の記載は省略して

おります。  

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

 総資産は、前連結会計年度末に比べ現金及び預金が115百万円、たな卸資産が86百万円それぞれ増加し、受取手

形及び売掛金が102百万円減少したこと等により、5,547百万円（前連結会計年度末比100百万円増）となりまし

た。 

（負債） 

 負債は、前連結会計年度末に比べ長期借入金が139百万円増加し、支払手形及び買掛金が56百万円減少したこと

等により、5,029百万円（前連結会計年度末比56百万円増）となりました。 

（純資産） 

 純資産は、前連結会計年度末に比べその他有価証券評価差額金が32百万円増加したこと等により、518百万円

（前連結会計年度末比43百万円増）となりました。 

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成24年11月期の通期連結業績予想につきましては、平成24年１月13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）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

  該当事項はありません。 

     

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

  該当事項はありません。 

     

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  該当事項はありません。   

  

（４）追加情報 

 会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用 

 当第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び

誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に

関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。 

  

 法人税率の変更等による影響 

 「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」（平成23年法律

第114号）及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」

（平成23年法律117号）が平成23年12月２日に公布され、平成24年４月１日以後に開始する連結会計年度の法人税

率の引き下げ及び復興特別法人税の創設が決定されたことにより、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用す

る法定実効税率は従来の40.6％から、平成24年12月１日に開始する連結会計年度から平成26年12月１日に開始する

連結会計年度において解消が見込まれる一時差異等については38.3％に、平成27年12月１日に開始する連結会計年

度以降において解消が見込まれる一時差異等については35.9％に変更されます。 

なお、この変更による損益に与える影響額は軽微であります。  

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（その他）に関する事項
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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）

前連結会計年度 
(平成23年11月30日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年２月29日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 574,298 690,227

受取手形及び売掛金 2,001,481 1,899,217

商品及び製品 761,172 852,833

仕掛品 30,463 36,394

原材料及び貯蔵品 255,684 244,871

その他 65,785 35,592

貸倒引当金 △24 △24

流動資産合計 3,688,861 3,759,113

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 414,578 407,815

機械装置及び運搬具（純額） 139,335 132,929

土地 775,505 775,505

その他（純額） 46,590 45,364

有形固定資産合計 1,376,010 1,361,615

無形固定資産 5,848 6,589

投資その他の資産   

投資有価証券 330,120 372,761

その他 46,879 48,014

貸倒引当金 － △290

投資その他の資産合計 376,999 420,485

固定資産合計 1,758,858 1,788,691

資産合計 5,447,720 5,547,804
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年11月30日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年２月29日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,960,700 1,903,850

短期借入金 1,608,170 1,626,280

未払法人税等 7,790 2,931

その他 242,085 178,633

流動負債合計 3,818,746 3,711,695

固定負債   

長期借入金 640,017 779,062

退職給付引当金 305,350 321,996

役員退職慰労引当金 53,300 50,334

繰延税金負債 27,718 37,330

その他 127,432 129,069

固定負債合計 1,153,818 1,317,792

負債合計 4,972,564 5,029,488

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 △97,141 △86,553

自己株式 △6,725 △6,900

株主資本合計 437,227 447,641

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 37,928 70,674

その他の包括利益累計額合計 37,928 70,674

純資産合計 475,156 518,316

負債純資産合計 5,447,720 5,547,804
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（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22年12月１日 
 至 平成23年２月28日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年12月１日 
 至 平成24年２月29日) 

売上高 1,388,038 1,340,585

売上原価 1,169,165 1,113,310

売上総利益 218,873 227,274

販売費及び一般管理費 214,895 214,438

営業利益 3,977 12,835

営業外収益   

受取利息 51 43

受取配当金 1,573 3,578

持分法による投資利益 1,752 754

技術権利料 7,286 7,979

その他 735 1,439

営業外収益合計 11,399 13,795

営業外費用   

支払利息 8,885 8,476

クレーム補償金 5,433 5,355

その他 2,384 601

営業外費用合計 16,703 14,433

経常利益又は経常損失（△） △1,326 12,198

特別利益   

貸倒引当金戻入額 1,247 －

特別利益合計 1,247 －

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（△）

△79 12,198

法人税、住民税及び事業税 1,411 1,547

法人税等調整額 － 62

法人税等合計 1,411 1,609

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△1,490 10,588

四半期純利益又は四半期純損失（△） △1,490 10,588
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（四半期連結包括利益計算書） 
（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22年12月１日 
 至 平成23年２月28日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年12月１日 
 至 平成24年２月29日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△1,490 10,588

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 20,797 32,746

その他の包括利益合計 20,797 32,746

四半期包括利益 19,306 43,335

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 19,306 43,335

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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 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22年12月１日 至 平成23年２月28日） 

  当社グループは塗料の製造、販売事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。  

  

 当第１四半期連結累計期間（自 平成23年12月１日 至 平成24年２月29日） 

  当社グループは塗料の製造、販売事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 

  

    

 該当事項はありません。   

   

   

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

（５）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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