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1. 平成26年11月期第1四半期の連結業績（平成25年12月1日～平成26年2月28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 ％

26年11月期第1四半期 1,551 13.7 93 768.0 93 683.8 54 441.2
25年11月期第1四半期 1,364 1.8 10 △15.8 11 △2.0 10 △5.4

（注）包括利益 26年11月期第1四半期 34百万円 （54.4％） 25年11月期第1四半期 75百万円 （74.7％）

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

26年11月期第1四半期 5.44 ―
25年11月期第1四半期 1.00 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年11月期第1四半期 6,166 866 14.1
25年11月期 6,327 832 13.2
（参考）自己資本 26年11月期第1四半期 866百万円 25年11月期 832百万円

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

25年11月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
26年11月期 ―
26年11月期（予想） 0.00 ― 0.00 0.00

3. 平成26年11月期の連結業績予想（平成25年12月 1日～平成26年11月30日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期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) 3,154 11.3 60 38.7 54 △1.9 17 △56.8 1.71
通期 6,380 7.5 146 △6.6 135 △21.4 52 △62.0 5.22



(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） 26年11月期1Q 10,000,000 株 25年11月期 10,000,000 株
② 期末自己株式数 26年11月期1Q 33,710 株 25年11月期 33,158 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年11月期1Q 9,966,683 株 25年11月期1Q 9,967,627 株
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（１）経営成績に関する説明 

 当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、金融経済政策により円安・株価回復が進み、雇用・所得環境

の回復、消費税率引上げ前の駆け込み需要もあり、景気は緩やかな回復が見られました。しかし、新興国経済の成

長鈍化や原材料価格の上昇も散見され、依然として景気の先行きは不透明な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、新規需要開拓、生産効率の向上など事業基

盤の拡充に注力致しました。 

 当第１四半期連結累計期間は、売上高1,551百万円（前年同期比13.7％増）、経常利益93百万円（前年同期比

683.8％増）、四半期純利益54百万円（前年同期比441.2％増）となりました。 

   

（２）財政状態に関する説明 

（資産） 

 総資産は、前連結会計年度末に比べたな卸資産が88百万円増加し、受取手形及び売掛金が210百万円、投資有価

証券が29百万円それぞれ減少したこと等により、6,166百万円（前連結会計年度末比160百万円減）となりました。

（負債） 

 負債は、前連結会計年度末に比べ支払手形及び買掛金が153百万円、長期借入金が42百万円それぞれ減少したこ

と等により、5,299百万円（前連結会計年度末比195百万円減）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54百万円増加したこと等により866百万円（前連結会計年度末

比34百万円増）となりました。   

  

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 平成26年11月期の通期連結業績予想につきましては、平成26年１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）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。 

   

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

川上塗料㈱(4616)　平成26年11月期　第1四半期決算短信

－ 2 －



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25年11月30日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成26年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 892,096 875,072

受取手形及び売掛金 2,404,133 2,193,601

商品及び製品 785,468 875,146

仕掛品 31,474 30,518

原材料及び貯蔵品 270,564 269,884

その他 57,477 56,717

流動資産合計 4,441,214 4,300,940

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 385,579 379,491

機械装置及び運搬具（純額） 103,208 104,385

土地 775,505 775,505

その他（純額） 37,776 51,361

有形固定資産合計 1,302,069 1,310,744

無形固定資産 10,512 9,957

投資その他の資産   

投資有価証券 525,761 495,913

その他 47,502 48,551

投資その他の資産合計 573,263 544,465

固定資産合計 1,885,845 1,865,166

資産合計 6,327,059 6,166,107
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年11月30日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成26年２月28日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,202,325 2,049,317

短期借入金 1,531,090 1,598,497

未払法人税等 27,840 41,980

その他 265,868 194,229

流動負債合計 4,027,124 3,884,023

固定負債   

長期借入金 683,174 641,057

繰延税金負債 98,856 88,429

退職給付引当金 498,209 514,306

役員退職慰労引当金 66,420 47,886

その他 121,139 123,795

固定負債合計 1,467,799 1,415,474

負債合計 5,494,923 5,299,498

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 94,059 148,267

自己株式 △7,104 △7,164

株主資本合計 628,050 682,198

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 204,084 184,411

その他の包括利益累計額合計 204,084 184,411

純資産合計 832,135 866,609

負債純資産合計 6,327,059 6,166,107
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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24年12月１日 
 至 平成25年２月28日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年12月１日 
 至 平成26年２月28日) 

売上高 1,364,520 1,551,537

売上原価 1,132,217 1,235,739

売上総利益 232,303 315,797

販売費及び一般管理費 221,490 221,946

営業利益 10,812 93,850

営業外収益   

受取利息 31 37

受取配当金 2,159 2,259

持分法による投資利益 613 296

技術権利料 11,510 6,092

その他 4,360 2,215

営業外収益合計 18,674 10,900

営業外費用   

支払利息 8,260 7,206

クレーム補償金 8,969 1,702

その他 300 2,118

営業外費用合計 17,530 11,027

経常利益 11,957 93,723

税金等調整前四半期純利益 11,957 93,723

法人税、住民税及び事業税 1,948 39,515

法人税等調整額 △7 0

法人税等合計 1,941 39,515

少数株主損益調整前四半期純利益 10,016 54,208

四半期純利益 10,016 54,208
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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24年12月１日 
 至 平成25年２月28日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年12月１日 
 至 平成26年２月28日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 10,016 54,208

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 65,680 △19,673

その他の包括利益合計 65,680 △19,673

四半期包括利益 75,696 34,534

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 75,696 34,534

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。   

   

   

 該当事項はありません。   

   

   

（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

川上塗料㈱(4616)　平成26年11月期　第1四半期決算短信

－ 7 －


