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1. 2021年11月期第2四半期の連結業績（2020年12月1日～2021年5月31日）

(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
親会社株主に帰属する四

半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2021年11月期第2四半期 2,544 3.6 46 ― 84 ― 65 ―

2020年11月期第2四半期 2,455 △10.9 △24 ― 5 △95.9 △3 ―

（注）包括利益 2021年11月期第2四半期　　134百万円 （―％） 2020年11月期第2四半期　　△92百万円 （―％）

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

2021年11月期第2四半期 65.29 ―

2020年11月期第2四半期 △3.17 ―

(2) 連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

2021年11月期第2四半期 7,423 2,478 33.4

2020年11月期 7,063 2,369 33.5

（参考）自己資本 2021年11月期第2四半期 2,478百万円 2020年11月期 2,369百万円

2. 配当の状況

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

2020年11月期 ― 0.00 ― 25.00 25.00

2021年11月期 ― 0.00

2021年11月期（予想） ― 25.00 25.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

3. 2021年11月期の連結業績予想（2020年12月 1日～2021年11月30日）

（％表示は、対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属する

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 5,219 6.9 33 ― 58 444.6 44 ― 44.18

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



※ 注記事項

(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

新規 ― 社 （社名） 、 除外 ― 社 （社名）

(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

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

(4) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 2021年11月期2Q 1,000,000 株 2020年11月期 1,000,000 株

② 期末自己株式数 2021年11月期2Q 4,077 株 2020年11月期 4,061 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年11月期2Q 995,931 株 2020年11月期2Q 995,974 株

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

（将来に関する記述等についてのご注意）

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。
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（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、米中をはじめとする海外経済の持ち直しにより輸出や生産

活動は拡大し回復傾向にあるものの、新型コロナウイルスの感染再拡大により再び経済活動が制限されるなど国内

需要の回復は鈍く、依然として先行き不透明な状況が続いております。

　このような状況のもと、当第２四半期連結累計期間の経営成績は、売上高につきましてはほぼ計画通り推移し

2,544百万円（前年同期比3.6％増）となりました。利益につきましては、不急の設備投資を控えるなど経費削減に

努め経常利益84百万円（前年同期比1,307.7％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益65百万円（前年同期親会

社株主に帰属する四半期純損失3百万円）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）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366百万円、投資有価証券が96百万円それぞれ増加し、商品

及び製品が35百万円減少したこと等により、7,423百万円（前連結会計年度末比359百万円増）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123百万円、短期借入金が119百万円それぞれ増加したこ

と等により、4,944百万円（前連結会計年度末比250百万円増）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68百万円、利益剰余金が40百万円それぞれ増加

したこと等により2,478百万円（前連結会計年度末比109百万円増）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、2,031百万円（前年同

期末残高1,968百万円）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261百万円（前年同期は206百万円の増加）となりました。これは主に仕入債務の増

加額123百万円、税金等調整前四半期純利益84百万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40百万円（前年同期は122百万円の減少）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増加は144百万円（前年同期は170百万円の増加）となりました。これは主に長期借入れに

よる収入300百万円、長期借入金の返済による支出232百万円、短期借入金の純増額110百万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

　2021年11月期第２四半期連結累計期間における営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する四半期純利益はとも

に前回予想を上回りましたが、通期の連結業績予想につきましては、売上は通期計画通りの業績を見込んでおりま

すが、利益につきましては原材料価格の高騰が懸念されるため、2021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。
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（単位：千円）

前連結会計年度
(2020年11月30日)

当第２四半期連結会計期間
(2021年５月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,665,403 2,031,777

受取手形及び売掛金 1,869,019 1,872,829

商品及び製品 756,737 721,652

仕掛品 33,973 33,141

原材料及び貯蔵品 260,121 285,763

未収還付法人税等 28,707 2,225

その他 42,420 56,244

流動資産合計 4,656,383 5,003,633

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 355,711 342,443

機械装置及び運搬具（純額） 290,199 263,356

土地 757,697 757,697

その他（純額） 87,479 67,722

有形固定資産合計 1,491,088 1,431,220

無形固定資産 32,867 29,711

投資その他の資産

投資有価証券 737,995 834,025

その他 145,282 124,985

投資その他の資産合計 883,277 959,011

固定資産合計 2,407,234 2,419,943

資産合計 7,063,617 7,423,576

２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表
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（単位：千円）

前連結会計年度
(2020年11月30日)

当第２四半期連結会計期間
(2021年５月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,323,720 1,446,891

短期借入金 1,172,116 1,292,034

未払法人税等 1,003 32,906

その他 377,261 301,431

流動負債合計 2,874,101 3,073,262

固定負債

長期借入金 820,012 877,666

退職給付に係る負債 775,684 785,405

その他 224,364 208,550

固定負債合計 1,820,061 1,871,622

負債合計 4,694,162 4,944,885

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 1,519,781 1,559,887

自己株式 △8,334 △8,350

株主資本合計 2,052,542 2,092,631

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 361,278 429,520

退職給付に係る調整累計額 △44,365 △43,460

その他の包括利益累計額合計 316,913 386,059

純資産合計 2,369,455 2,478,691

負債純資産合計 7,063,617 7,423,576
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自　2019年12月１日
　至　2020年５月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2020年12月１日

　至　2021年５月31日)

売上高 2,455,182 2,544,004

売上原価 2,039,836 2,059,887

売上総利益 415,345 484,116

販売費及び一般管理費 439,394 437,212

営業利益又は営業損失（△） △24,048 46,904

営業外収益

受取利息 14 4

受取配当金 11,449 10,417

持分法による投資利益 － 1,230

技術権利料 7,582 8,292

助成金収入 332 19,652

その他 21,848 2,177

営業外収益合計 41,227 41,775

営業外費用

支払利息 4,748 4,594

持分法による投資損失 6,271 －

その他 188 34

営業外費用合計 11,208 4,629

経常利益 5,970 84,050

税金等調整前四半期純利益 5,970 84,050

法人税、住民税及び事業税 6,299 25,558

法人税等調整額 2,824 △6,534

法人税等合計 9,124 19,023

四半期純利益又は四半期純損失（△） △3,153 65,027

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主

に帰属する四半期純損失（△）
△3,153 65,027

（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）
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自　2019年12月１日
　至　2020年５月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2020年12月１日

　至　2021年５月31日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） △3,153 65,027

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △88,553 68,242

退職給付に係る調整額 △936 904

その他の包括利益合計 △89,489 69,146

四半期包括利益 △92,643 134,174

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △92,643 134,174

非支配株主に係る四半期包括利益 － －

（四半期連結包括利益計算書）

（第２四半期連結累計期間）
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自　2019年12月１日
　至　2020年５月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2020年12月１日

　至　2021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 5,970 84,050

減価償却費 68,128 69,778

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 5,402 11,024

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △81,770 －

受取利息及び受取配当金 △11,463 △10,421

支払利息 4,748 4,594

助成金収入 △332 △19,652

為替差損益（△は益） 22 △466

持分法による投資損益（△は益） 6,271 △1,230

売上債権の増減額（△は増加） 458,511 △3,809

たな卸資産の増減額（△は増加） △45,628 10,274

仕入債務の増減額（△は減少） △218,107 123,170

その他 40,529 △57,665

小計 232,282 209,645

利息及び配当金の受取額 11,463 10,421

利息の支払額 △4,662 △4,681

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △32,466 29,470

助成金の受取額 332 16,892

営業活動によるキャッシュ・フロー 206,950 261,749

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 △122,373 △39,994

投資有価証券の取得による支出 △179 △180

その他 146 △288

投資活動によるキャッシュ・フロー △122,407 △40,463

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） 100,000 110,000

長期借入れによる収入 350,000 300,000

長期借入金の返済による支出 △246,609 △232,428

リース債務の返済による支出 △8,021 △8,021

配当金の支払額 △24,948 △24,921

財務活動によるキャッシュ・フロー 170,421 144,628

現金及び現金同等物に係る換算差額 △18 458

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 254,946 366,373

現金及び現金同等物の期首残高 1,714,005 1,665,403

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,968,952 2,031,777

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書
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（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）

　該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

　該当事項はありません。

（追加情報）

（新型コロナウイルスの感染拡大に伴う会計上の見積りについて）

　新型コロナウイルスの感染拡大による影響については、今後の収束時期等を予測することは困難な状況にあ

りますが、需要は緩やかに回復し当連結会計年度後半より徐々に収束に向かうものと仮定して、繰延税金資産

の回収可能性等に係る会計上の見積りを行っております。
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