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

26年11月期第2四半期 3,191 12.6 173 302.2 181 230.1 111 183.7
25年11月期第2四半期 2,834 △0.4 43 10.7 55 54.4 39 18.7

（注）包括利益 26年11月期第2四半期 98百万円 （△32.6％） 25年11月期第2四半期 146百万円 （334.1％）

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2四半期 11.21 ―
25年11月期第2四半期 3.95 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年11月期第2四半期 6,981 930 13.3
25年11月期 6,327 832 13.2
（参考）自己資本 26年11月期第2四半期 930百万円 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 ― 0.00
26年11月期（予想） ― 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、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 6,417 8.1 259 65.8 262 52.6 146 6.7 14.65



(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2Q 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2Q 33,792 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2Q 9,966,491 株 25年11月期2Q 9,967,573 株
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（１）経営成績に関する説明 

 当第２四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、政府の経済政策や日本銀行の金融政策を背景に企業収益の改

善や個人消費の持ち直しが見られ、消費税率引き上げ前の駆け込み需要の反動も見られますが、景気は緩やかな回復

基調で推移しました。 

 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新規需要開拓、生産効率の向上などの事業基盤

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は、売上高3,191百万円（前年同期比12.6％増）、経常利益181百万円（前年

同期比230.1％増）、四半期純利益111百万円（前年同期比183.7％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）財政状態に関する説明 

 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556百万円増加したこと等により、6,981百万円（前連結会計

年度末比654百万円増）となりました。 

（負債） 

 負債は、前連結会計年度末に比べ支払手形及び買掛金が80百万円、短期借入金が77百万円それぞれ増加したこと

等により、6,050百万円（前連結会計年度末比555百万円増）となりました。 

（純資産）  

 純資産は、前連結会計年度末に比べ利益剰余金が111百万円増加し、その他有価証券評価差額金が12百万円減少

したこと等により930百万円（前連結会計年度末比98百万円増）となりました。  

  

②キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期連結会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、1,448百万円（前年同

期末残高816百万円）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431百万円（前年同期は201百万円の増加）となりました。これは主に税金等調整

前四半期純利益181百万円、売上債権の減少64百万円、仕入債務の増加80百万円、退職給付引当金の増加48百万円

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22百万円の減少）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23百万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146百万円（前年同期は53百万円の減少）となりました。これは主に長期借入れに

よる収入428百万円、短期借入金の純増加額80百万円、長期借入金の返済による支出354百万円等によるものであ

ります。 

   

（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、平成

26年７月11日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」に記載のとおり修正を行っております。  

  

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 

（法人税率の変更等による影響）  

 「所得税法等の一部を改正する法律」（平成26年法律第10号）が平成26年３月31に公布され、平成26年４月１日

以後に開始する連結会計年度から復興特別法人税が課されないことになりました。これに伴い、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、平成26年12月１日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一

時差異については従来の38.3％から35.9％になります。 

 なお、この税率変更による影響額はありません。 

  

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25年11月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成26年５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 892,096 1,448,379

受取手形及び売掛金 2,404,133 2,339,824

商品及び製品 785,468 852,293

仕掛品 31,474 37,369

原材料及び貯蔵品 270,564 235,033

その他 57,477 81,533

流動資産合計 4,441,214 4,994,434

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 385,579 377,274

機械装置及び運搬具（純額） 103,208 101,922

土地 775,505 775,505

その他（純額） 37,776 164,396

有形固定資産合計 1,302,069 1,419,098

無形固定資産 10,512 9,403

投資その他の資産   

投資有価証券 525,761 510,275

その他 47,502 48,420

投資その他の資産合計 573,263 558,695

固定資産合計 1,885,845 1,987,198

資産合計 6,327,059 6,981,632
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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２四半期連結会計期間 
(平成26年５月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,202,325 2,282,601

短期借入金 1,531,090 1,608,664

未払法人税等 27,840 74,816

その他 265,868 410,668

流動負債合計 4,027,124 4,376,751

固定負債   

長期借入金 683,174 759,512

繰延税金負債 98,856 94,863

退職給付引当金 498,209 546,677

役員退職慰労引当金 66,420 50,264

その他 121,139 222,667

固定負債合計 1,467,799 1,673,984

負債合計 5,494,923 6,050,735

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 94,059 205,759

自己株式 △7,104 △7,174

株主資本合計 628,050 739,680

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 204,084 191,217

その他の包括利益累計額合計 204,084 191,217

純資産合計 832,135 930,897

負債純資産合計 6,327,059 6,981,632
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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24年12月１日 
 至 平成25年５月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年12月１日 
 至 平成26年５月31日) 

売上高 2,834,035 3,191,774

売上原価 2,352,400 2,567,972

売上総利益 481,634 623,801

販売費及び一般管理費 438,378 449,805

営業利益 43,256 173,995

営業外収益   

受取利息 70 88

受取配当金 4,397 7,419

持分法による投資利益 2,599 1,190

技術権利料 18,414 11,468

固定資産賃貸料 1,823 1,980

その他 12,862 4,718

営業外収益合計 40,167 26,866

営業外費用   

支払利息 16,434 14,563

クレーム補償金 11,317 2,697

その他 626 1,887

営業外費用合計 28,378 19,148

経常利益 55,045 181,713

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 46,278 181,713

法人税、住民税及び事業税 6,924 70,036

法人税等調整額 △22 △22

法人税等合計 6,902 70,013

少数株主損益調整前四半期純利益 39,376 111,699

四半期純利益 39,376 111,699
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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24年12月１日 
 至 平成25年５月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年12月１日 
 至 平成26年５月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 39,376 111,699

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 107,312 △12,867

その他の包括利益合計 107,312 △12,867

四半期包括利益 146,688 98,832

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 146,688 98,832

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24年12月１日 
 至 平成25年５月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年12月１日 
 至 平成26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 46,278 181,713

減価償却費 32,220 38,589

退職給付引当金の増減額（△は減少） 65,486 48,467

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4,596 △16,156

貸倒引当金の増減額（△は減少） △23 －

受取利息及び受取配当金 △4,467 △7,508

支払利息 16,434 14,563

為替差損益（△は益） △3,695 △1,003

持分法による投資損益（△は益） △2,599 △1,190

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） 208,746 64,308

たな卸資産の増減額（△は増加） 10,625 △37,188

仕入債務の増減額（△は減少） △139,935 80,276

その他 △25,975 108,279

小計 216,459 473,151

利息及び配当金の受取額 4,967 7,508

利息の支払額 △17,082 △15,676

法人税等の支払額 △3,134 △33,160

営業活動によるキャッシュ・フロー 201,210 431,822

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の払戻による収入 － 900

有形固定資産の取得による支出 △39,988 △23,048

無形固定資産の取得による支出 △6,778 －

投資有価証券の取得による支出 △180 △180

投資有価証券の売却による収入 25,000 －

その他 △854 △131

投資活動によるキャッシュ・フロー △22,800 △22,459

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） △20,000 80,000

長期借入れによる収入 200,000 428,100

長期借入金の返済による支出 △232,021 △354,188

リース債務の返済による支出 △1,290 △7,044

その他 － △51

財務活動によるキャッシュ・フロー △53,311 146,816

現金及び現金同等物に係る換算差額 3,641 1,004

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 128,739 557,183

現金及び現金同等物の期首残高 687,434 891,196

現金及び現金同等物の四半期末残高 816,174 1,448,379
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 該当事項はありません。   

   

   

 該当事項はありません。   

   

   

（４）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）
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