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

24年11月期第2四半期 2,845 △8.7 39 △29.9 35 △29.6 33 ―
23年11月期第2四半期 3,117 11.6 55 ― 50 ― △94 ―

（注）包括利益 24年11月期第2四半期 33百万円 （―％） 23年11月期第2四半期 △97百万円 （―％）

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2四半期 3.33 ―
23年11月期第2四半期 △9.52 ―

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

24年11月期第2四半期 5,429 508 9.4 51.04
23年11月期 5,447 475 8.7 47.66
（参考） 自己資本   24年11月期第2四半期  508百万円 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 ― 0.00
24年11月期（予想） ― 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、対前期増減率）

（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

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。 

※  注記事項

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2Q 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2Q 32,124 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2Q 9,968,327 株 23年11月期2Q 9,971,265 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、景気は緩やかに持ち直しつつあるものの、欧州の債務問題

の影響などもあり、厳しい状況下で推移いたしました。 

 このような状況のなか、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業績は、売上高2,845百万円（前年同期比8.7％減）、経常利益35百万円

（前年同期比29.6％減）、四半期純利益33百万円（前年同期四半期純損失94百万円）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112百万円、商品及び製品が57百万円それぞれ増加し、受取

手形及び売掛金が110百万円、原材料及び貯蔵品が49百万円それぞれ減少したこと等により、5,429百万円（前連結

会計年度末比18百万円減）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78百万円、退職給付引当金が47百万円それぞれ増加し、支払手形

及び買掛金が165百万円減少したこと等により、4,920百万円（前連結会計年度末比51百万円減）となりました。 

（純資産） 

 純資産は、前連結会計年度末に比べ利益剰余金が33百万円増加したこと等により508百万円（前連結会計年度末

比33百万円増）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、685百万円（前年同期

末残高930百万円）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72百万円（前年同期は439百万円の増加）となりました。これは主に売上債権の減

少110百万円、減価償却費52百万円、退職給付引当金の増加47百万円、仕入債務の減少165百万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減少は36百万円（前年同期は11百万円の減少）となりました。これは主に生産設備の維持

更新のための有形固定資産の取得による支出34百万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増加は75百万円（前年同期は76百万円の減少）となりました。これは主に長期借入による

収入350百万円、長期借入金の返済による支出242百万円及び短期借入金の返済による支出30百万円等によるもので

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．当四半期決算に関する定性的情報
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（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） 

 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日以後から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38.3％に、平成27年12月１日に開始する連結会計年

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。  

   

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２四半期連結会計期間 
(平成24年５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 574,298 686,360

受取手形及び売掛金 2,001,481 1,890,892

商品及び製品 761,172 818,388

仕掛品 30,463 22,886

原材料及び貯蔵品 255,684 205,795

その他 65,785 68,401

貸倒引当金 △24 △44

流動資産合計 3,688,861 3,692,679

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 414,578 400,815

機械装置及び運搬具（純額） 139,335 130,882

土地 775,505 775,505

その他（純額） 46,590 46,586

有形固定資産合計 1,376,010 1,353,790

無形固定資産 5,848 6,374

投資その他の資産   

投資有価証券 330,120 329,046

その他 46,879 47,804

貸倒引当金 － △290

投資その他の資産合計 376,999 376,561

固定資産合計 1,758,858 1,736,725

資産合計 5,447,720 5,429,405
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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２四半期連結会計期間 
(平成24年５月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,960,700 1,794,966

短期借入金 1,608,170 1,606,849

未払法人税等 7,790 5,428

その他 242,085 235,461

流動負債合計 3,818,746 3,642,705

固定負債   

長期借入金 640,017 718,462

退職給付引当金 305,350 353,109

役員退職慰労引当金 53,300 52,632

繰延税金負債 27,718 23,794

その他 127,432 129,962

固定負債合計 1,153,818 1,277,960

負債合計 4,972,564 4,920,666

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 △63,968

自己株式 △6,725 △6,933

株主資本合計 437,227 470,193

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 38,546

その他の包括利益累計額合計 37,928 38,546

純資産合計 475,156 508,739

負債純資産合計 5,447,720 5,429,405
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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22年12月１日 
 至 平成23年５月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年12月１日 
 至 平成24年５月31日) 

売上高 3,117,170 2,845,472

売上原価 2,618,086 2,369,240

売上総利益 499,084 476,231

販売費及び一般管理費 443,375 437,166

営業利益 55,708 39,065

営業外収益   

受取利息 138 111

受取配当金 5,388 5,010

持分法による投資利益 1,492 2,619

技術権利料 12,664 14,253

固定資産賃貸料 1,038 1,038

その他 1,644 1,120

営業外収益合計 22,368 24,154

営業外費用   

支払利息 17,522 17,513

クレーム補償金 8,515 8,841

その他 1,421 1,218

営業外費用合計 27,460 27,572

経常利益 50,616 35,648

特別利益   

貸倒引当金戻入額 1,247 －

特別利益合計 1,247 －

特別損失   

退職給付制度改定損 143,950 －

特別損失合計 143,950 －

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（△）

△92,087 35,648

法人税、住民税及び事業税 2,219 2,425

法人税等調整額 575 49

法人税等合計 2,794 2,474

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（△）

△94,881 33,173

四半期純利益又は四半期純損失（△） △94,881 33,173
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（四半期連結包括利益計算書） 
（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22年12月１日 
 至 平成23年５月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年12月１日 
 至 平成24年５月31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（△）

△94,881 33,173

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △2,544 617

その他の包括利益合計 △2,544 617

四半期包括利益 △97,425 33,791

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △97,425 33,791

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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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22年12月１日 
 至 平成23年５月31日) 

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

△92,087 35,648

減価償却費 49,729 52,358

退職給付引当金の増減額（△は減少） 207,133 47,758

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4,596 △668

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,396 310

受取利息及び受取配当金 △5,527 △5,122

支払利息 17,522 17,513

持分法による投資損益（△は益） △1,492 △2,619

売上債権の増減額（△は増加） 108,324 110,588

たな卸資産の増減額（△は増加） △128,678 250

仕入債務の増減額（△は減少） 327,458 △165,733

その他 △32,575 △2,579

小計 453,006 87,704

利息及び配当金の受取額 6,022 5,622

利息の支払額 △17,071 △18,712

法人税等の支払額 △2,715 △2,037

営業活動によるキャッシュ・フロー 439,242 72,576

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △9,487 △34,544

無形固定資産の取得による支出 △595 △962

投資有価証券の取得による支出 △180 △181

その他 △740 △472

投資活動によるキャッシュ・フロー △11,004 △36,159

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） － △30,000

長期借入れによる収入 150,000 350,000

長期借入金の返済による支出 △225,552 △242,876

リース債務の返済による支出 △1,290 △1,290

その他 △57 △189

財務活動によるキャッシュ・フロー △76,899 75,644

現金及び現金同等物に係る換算差額 △602 △0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 350,735 112,061

現金及び現金同等物の期首残高 579,369 573,398

現金及び現金同等物の四半期末残高 930,105 685,460
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 該当ありません。   

   

   

 前第２四半期連結累計期間（自 平成22年12月１日 至 平成23年５月31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２四半期連結累計期間（自 平成23年12月１日 至 平成24年５月31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。   

   

   

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

（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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