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1.  平成25年11月期第2四半期の連結業績（平成24年12月1日～平成25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 ％

25年11月期第2四半期 2,834 △0.4 43 10.7 55 54.4 39 18.7
24年11月期第2四半期 2,845 △8.7 39 △29.9 35 △29.6 33 ―

（注）包括利益 25年11月期第2四半期 146百万円 （334.1％） 24年11月期第2四半期 33百万円 （―％）

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

25年11月期第2四半期 3.95 ―
24年11月期第2四半期 3.33 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年11月期第2四半期 5,660 708 12.5
24年11月期 5,635 562 10.0
（参考） 自己資本   25年11月期第2四半期  708百万円 24年11月期  562百万円

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

24年11月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
25年11月期 ― 0.00
25年11月期（予想） ― 0.00 0.00

3. 平成25年11月期の連結業績予想（平成24年12月 1日～平成25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 6,064 4.0 90 18.0 80 8.4 71 30.5 7.12



(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 

詳細は、【添付資料】P.3の「会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧下さい。 

(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   ：  有
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） 25年11月期2Q 10,000,000 株 24年11月期 10,000,000 株
② 期末自己株式数 25年11月期2Q 32,533 株 24年11月期 32,311 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年11月期2Q 9,967,573 株 24年11月期2Q 9,968,327 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、昨年の政権交代以降のデフレ脱却に向けた金融経済政策に

より円高は修正され、円安、株価回復のなか全体的に先行き経済回復への期待が感ぜられる状況下での推移であり

ました。しかし実体経済は依然として昨年後半から需要低迷が継続しており、産業の活性化、景気の回復は年度後

半へと持ち越されました。 

 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新規需要開拓、諸経費削減などの事業基盤の

拡充に注力致しました。 

 この結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高についてはほぼ前年並みに推移し2,834百万円（前年同

期比0.4％減）となりましたが、経費削減効果と円安による事業採算の改善が寄与し、経常利益55百万円（前年同

期比54.4％増）となりました。また、四半期純利益は、関係会社株式売却に伴う投資有価証券売却損8百万円を特

別損失に計上したため39百万円（前年同期比18.7％増）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 

①資産、負債及び純資産の状況  

（資産） 

 総資産は、前連結会計年度末に比べ現金及び預金が128百万円、投資有価証券が125百万円それぞれ増加し、受取

手形及び売掛金が208百万円が減少したこと等により、5,660百万円（前連結会計年度末比24百万円増）となりまし

た。 

（負債） 

 負債は、前連結会計年度末に比べ退職給付引当金が65百万円、繰延税金負債が50百万円それぞれ増加し、支払手

形及び買掛金が139百万円減少したこと等により、4,951百万円（前連結会計年度末比121百万円減）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39百万円、その他有価証券評価差額金107百万円それぞれ増加

したこと等により708百万円（前連結会計年度末比146百万円増）となりました。   

②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、816百万円（前年同期

末残高685百万円）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201百万円（前年同期は72百万円の増加）となりました。これは主に税金等調整前

四半期純利益46百万円、売上債権の減少208百万円、退職給付引当金の増加65百万円、仕入債務の減少139百万円等

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22百万円（前年同期は36百万円の減少）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39百万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53百万円（前年同期は75百万円の増加）となりました。これは主に長期借入れによ

る収入200百万円、長期借入金の返済による支出232百万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25年11月期の通期連結業績予想につきましては、平成25年１月11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 

（有形固定資産の減価償却方法の変更） 

 従来、当社及び連結子会社の有形固定資産の償却の方法について、定率法（ただし、平成10年４月１日以降に取

得した建物（附属設備を除く）については定額法）を採用しておりましたが、第１四半期連結会計期間よりすべ 

ての有形固定資産の減価償却方法について定額法に変更しております。 

 この変更は、環境配慮型塗料など多様化する当社グループの顧客ニーズに対応するため、生産体制の再構築に向

けた中長期的な設備投資計画を検討し策定したことを契機に有形固定資産の稼動状況を見直したところ、現状の成

熟した市場環境下においては今後は長期安定的な稼動が見込まれることから、定率法に基づく減価償却よりも、定

額法に基づく減価償却が設備の稼動状況をより適切に表し、合理的な費用配分を可能にすると判断したことによる

ものであります。 

 この変更に伴い、従来の方法によった場合に比較して、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税

金等調整前四半期純利益はそれぞれ7,913千円増加しております。 

   

   

２．サマリー情報（注記事項）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24年11月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 688,334 817,074

受取手形及び売掛金 2,033,263 1,824,516

商品及び製品 812,868 827,311

仕掛品 36,183 24,657

原材料及び貯蔵品 234,883 221,342

その他 75,889 71,967

貸倒引当金 △50 △27

流動資産合計 3,881,373 3,786,842

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 407,776 397,224

機械装置及び運搬具（純額） 114,293 110,174

土地 775,505 775,505

その他（純額） 37,552 40,051

有形固定資産合計 1,335,127 1,322,955

無形固定資産 5,943 11,620

投資その他の資産   

投資有価証券 364,672 490,615

その他 48,585 48,422

貸倒引当金 △290 △290

投資その他の資産合計 412,967 538,747

固定資産合計 1,754,039 1,873,323

資産合計 5,635,412 5,660,166
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年11月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年５月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,914,255 1,774,320

短期借入金 1,583,155 1,554,736

未払法人税等 9,063 9,804

その他 276,837 228,496

流動負債合計 3,783,311 3,567,356

固定負債   

長期借入金 695,347 671,745

繰延税金負債 38,478 88,598

退職給付引当金 371,913 437,400

役員退職慰労引当金 57,228 61,824

その他 126,852 124,290

固定負債合計 1,289,819 1,383,858

負債合計 5,073,130 4,951,214

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 △42,737 △3,360

自己株式 △7,021 △7,040

株主資本合計 491,336 530,693

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 70,945 178,257

その他の包括利益累計額合計 70,945 178,257

純資産合計 562,282 708,951

負債純資産合計 5,635,412 5,660,166
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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23年12月１日 
 至 平成24年５月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年12月１日 
 至 平成25年５月31日) 

売上高 2,845,472 2,834,035

売上原価 2,369,240 2,352,400

売上総利益 476,231 481,634

販売費及び一般管理費 437,166 438,378

営業利益 39,065 43,256

営業外収益   

受取利息 111 70

受取配当金 5,010 4,397

持分法による投資利益 2,619 2,599

技術権利料 14,253 18,414

固定資産賃貸料 1,038 1,823

その他 1,120 12,862

営業外収益合計 24,154 40,167

営業外費用   

支払利息 17,513 16,434

クレーム補償金 8,841 11,317

その他 1,218 626

営業外費用合計 27,572 28,378

経常利益 35,648 55,045

特別損失   

投資有価証券売却損 － 8,766

特別損失合計 － 8,766

税金等調整前四半期純利益 35,648 46,278

法人税、住民税及び事業税 2,425 6,924

法人税等調整額 49 △22

法人税等合計 2,474 6,902

少数株主損益調整前四半期純利益 33,173 39,376

四半期純利益 33,173 39,376
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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23年12月１日 
 至 平成24年５月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年12月１日 
 至 平成25年５月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 33,173 39,376

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 617 107,312

その他の包括利益合計 617 107,312

四半期包括利益 33,791 146,688

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 33,791 146,688

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23年12月１日 
 至 平成24年５月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年12月１日 
 至 平成25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 35,648 46,278

減価償却費 52,358 32,220

退職給付引当金の増減額（△は減少） 47,758 65,486

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △668 4,596

貸倒引当金の増減額（△は減少） 310 △23

受取利息及び受取配当金 △5,122 △4,467

支払利息 17,513 16,434

為替差損益（△は益） 0 △3,695

持分法による投資損益（△は益） △2,619 △2,599

投資有価証券売却損益（△は益） － 8,766

売上債権の増減額（△は増加） 110,588 208,746

たな卸資産の増減額（△は増加） 250 10,625

仕入債務の増減額（△は減少） △165,733 △139,935

その他 △2,579 △25,975

小計 87,704 216,459

利息及び配当金の受取額 5,622 4,967

利息の支払額 △18,712 △17,082

法人税等の支払額 △2,037 △3,134

営業活動によるキャッシュ・フロー 72,576 201,210

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 △34,544 △39,988

無形固定資産の取得による支出 △962 △6,778

投資有価証券の取得による支出 △181 △180

投資有価証券の売却による収入 － 25,000

その他 △472 △854

投資活動によるキャッシュ・フロー △36,159 △22,800

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 △20,000

長期借入れによる収入 350,000 200,000

長期借入金の返済による支出 △242,876 △232,021

リース債務の返済による支出 △1,290 △1,290

その他 △189 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 75,644 △53,311

現金及び現金同等物に係る換算差額 △0 3,641

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 112,061 128,739

現金及び現金同等物の期首残高 573,398 687,434

現金及び現金同等物の四半期末残高 685,460 816,174
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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。 

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成24年12月１日 至 平成25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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