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

(1) 連結経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2021年11月期 5,312 8.8 140 ― 212 ― 146 ―

2020年11月期 4,880 △15.0 △62 ― 10 △96.0 △2 ―

（注）包括利益 2021年11月期　　185百万円 （―％） 2020年11月期　　△58百万円 （―％）

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

2021年11月期 146.76 ― 6.0 2.9 2.6

2020年11月期 △2.52 ― △0.1 0.1 △1.3

（参考） 持分法投資損益 2021年11月期 2百万円 2020年11月期 △6百万円

(2) 連結財政状態

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

2021年11月期 7,649 2,529 33.1 2,540.25

2020年11月期 7,063 2,369 33.5 2,379.12

（参考） 自己資本 2021年11月期 2,529百万円 2020年11月期 2,369百万円

(3) 連結キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

2021年11月期 447 △45 △44 2,022

2020年11月期 190 △172 △66 1,665

2. 配当の状況

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

2020年11月期 ― 0.00 ― 25.00 25.00 24 ― 1.0

2021年11月期 ― 0.00 ― 25.00 25.00 24 17.0 1.0

2022年11月期(予想) ― 0.00 ― 25.00 25.00 13.8

3. 2022年11月期の連結業績予想（2021年12月 1日～2022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）

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

第2四半期(累計) 2,740 7.7 99 111.1 111 32.1 86 32.3 86.36

通期 5,700 7.3 205 46.0 230 8.2 180 23.2 180.76



※ 注記事項

(1) 期中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) 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

(3) 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 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 4,214 株 2020年11月期 4,061 株

③ 期中平均株式数 2021年11月期 995,894 株 2020年11月期 995,960 株

（参考）個別業績の概要

1. 2021年11月期の個別業績（2020年12月1日～2021年11月30日）

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2021年11月期 5,242 8.8 131 ― 202 ― 140 ―

2020年11月期 4,817 △15.0 △71 ― 15 △94.1 4 △97.8

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

2021年11月期 140.76 ―

2020年11月期 4.14 ―

(2) 個別財政状態

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

2021年11月期 7,527 2,499 33.2 2,507.67

2020年11月期 6,952 2,347 33.8 2,355.01

（参考） 自己資本 2021年11月期 2,499百万円 2020年11月期 2,347百万円

2. 2022年11月期の個別業績予想（2021年12月 1日～2022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）

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) 2,718 8.2 97 123.9 108 28.2 84 26.4 84.27

通期 5,656 7.9 200 52.7 223 10.3 175 24.7 175.57

※ 決算短信は公認会計士又は監査法人の監査の対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

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．経営成績等の概況

（１）当期の経営成績の概況

当連結会計年度は、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感染再拡大による経済活動の制限、原材料の高騰や半導体不足などもあり、景気は不安定

な状況で推移しました。世界各国でワクチン接種の進展に伴い経済活動の正常化が期待されるものの、感染拡大の

収束は見通せず、依然として先行き不透明な状況が続いております。

このような状況下、当連結会計年度の経営成績は、売上高は5,312百万円（前年同期比8.8％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212百万円（前年同期経常利益10百万

円）、親会社株主に帰属する当期純利益146百万円（前年同期親会社株主に帰属する当期純損失2百万円）となりま

した。

　（２）当期の財政状態の概況

（資産）

当連結会計年度の財政状態は、前連結会計年度末と比較して総資産は586百万円増加して7,649百万円となりまし

た。増加の主なものは、現金及び預金の増加357百万円、受取手形及び売掛金の増加260百万円であります。

（負債）

負債は426百万円増加して5,120百万円となりました。増加の主なものは、支払手形及び買掛金の増加363百万円

であります。

（純資産）

純資産は160百万円増加して2,529百万円となりました。増加の主なものは、利益剰余金の増加121百万円、その

他有価証券評価差額金の増加36百万円であります。その結果、自己資本比率は0.4ポイント減少し33.1％となりま

した。

（３）キャッシュ・フローの概況

（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447百万円（前連結会計年度は190百万円の増加）となりました。これは主に仕入債

務の増加363百万円、税金等調整前当期純利益212百万円、減価償却費137百万円、売上債権の増加260百万円等によ

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45百万円（前連結会計年度は172百万円の減少）となりました。これは主に生産設

備の増強・維持更新のための有形固定資産の取得による支出43百万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44百万円（前連結会計年度は66百万円の減少）となりました。これは主に長期借入

れによる収入550百万円、長期借入金の返済による支出463百万円、短期借入金の純減額90百万円等によるものであ

ります。

以上の結果、当連結会計年度末における現金及び現金同等物は2,022百万円となり、前連結会計年度末に比べ357

百万円増加いたしました。
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連結 個別

　売上高 5,700 5,656

　営業利益 205 200

　経常利益 230 223

　当期純利益 180 175

　（４）今後の見通し

次期の見通しといたしまして、新型コロナウイルス感染症の動向が見通せない中、原材料の高騰や供給不足が続

くことが懸念され、国内外の経済は先行き不透明な状況が続く見込みではありますが、当期同様、将来に向けての

需要の掘り起こしや市場開拓に注力し、不要な経費の削減を行い財務基盤の強化に努め、全社一丸となって対応し

て参ります。

　　　　なお、現時点における2022年11月期の業績予想は次の通りです。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

　　　（注）2022年11月期の期首より「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号）等を適用するため、上記の

業績予想は当該会計基準等を適用した後の金額となっております。

　（５）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

　当社は、業績推移、設備投資や研究開発など将来の事業展開と経営体質強化のために必要な内部留保の充実を考慮

し、業績に応じた利益配分をすることを基本方針としております。

　当期の期末配当につきましては、安定した株主還元を重視し、期首の配当予想額通り１株当たり25円といたしま

す。

　次期につきましては、不透明な状況が続きますが、安定配当を維持し、１株当たり25円を予定しております。

２．会計基準の選択に関する基本的な考え方

　当社グループは、国内の同業他社等との比較可能性を確保するため、会計基準につきましては日本基準を適用してお

ります。
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年11月30日)

当連結会計年度
(2021年11月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,665,403 2,022,946

受取手形及び売掛金 1,869,019 2,129,403

商品及び製品 756,737 728,848

仕掛品 33,973 40,984

原材料及び貯蔵品 260,121 340,620

未収還付法人税等 28,707 －

その他 42,420 44,876

流動資産合計 4,656,383 5,307,679

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 355,711 331,948

機械装置及び運搬具（純額） 290,199 235,668

土地 757,697 757,697

リース資産（純額） 23,326 8,048

その他（純額） 64,153 48,429

有形固定資産合計 1,491,088 1,381,792

無形固定資産 32,867 28,294

投資その他の資産

投資有価証券 737,995 791,665

長期預け金 19,552 19,322

繰延税金資産 117,283 113,180

その他 8,446 7,927

投資その他の資産合計 883,277 932,096

固定資産合計 2,407,234 2,342,183

資産合計 7,063,617 7,649,862

３．連結財務諸表及び主な注記

（１）連結貸借対照表

- 4 -

川上塗料㈱(4616)　2021年11月期　決算短信



(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年11月30日)

当連結会計年度
(2021年11月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,323,720 1,687,306

短期借入金 1,172,116 1,099,380

未払費用 284,665 256,040

未払法人税等 1,003 82,819

その他 92,595 81,059

流動負債合計 2,874,101 3,206,605

固定負債

長期借入金 820,012 888,984

リース債務 8,159 －

退職給付に係る負債 775,684 816,142

その他 216,205 208,581

固定負債合計 1,820,061 1,913,708

負債合計 4,694,162 5,120,314

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 1,641,018

自己株式 △8,334 △8,577

株主資本合計 2,052,542 2,173,535

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 361,278 397,863

退職給付に係る調整累計額 △44,365 △41,850

その他の包括利益累計額合計 316,913 356,012

純資産合計 2,369,455 2,529,548

負債純資産合計 7,063,617 7,649,862
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(単位：千円)

前連結会計年度
(自　2019年12月１日
　至　2020年11月30日)

当連結会計年度
(自　2020年12月１日

　至　2021年11月30日)

売上高 4,880,826 5,312,034

売上原価 4,077,258 4,286,303

売上総利益 803,568 1,025,730

販売費及び一般管理費 865,652 885,324

営業利益又は営業損失（△） △62,083 140,405

営業外収益

受取利息 18 9

受取配当金 23,470 23,489

持分法による投資利益 － 2,587

技術権利料 14,779 14,975

助成金収入 22,251 32,036

その他 28,333 8,383

営業外収益合計 88,853 81,482

営業外費用

支払利息 9,252 9,181

持分法による投資損失 6,288 －

その他 578 126

営業外費用合計 16,119 9,307

経常利益 10,649 212,579

税金等調整前当期純利益 10,649 212,579

法人税、住民税及び事業税 5,178 77,747

法人税等調整額 7,983 △11,326

法人税等合計 13,162 66,421

当期純利益又は当期純損失（△） △2,512 146,158

親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に

帰属する当期純損失（△）
△2,512 146,158

（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書

（連結損益計算書）
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（単位：千円）

前連結会計年度
(自　2019年12月１日
　至　2020年11月30日)

当連結会計年度
(自　2020年12月１日

　至　2021年11月30日)

当期純利益又は当期純損失（△） △2,512 146,158

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △48,748 36,584

退職給付に係る調整額 △6,889 2,514

その他の包括利益合計 △55,637 39,099

包括利益 △58,150 185,258

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 △58,150 185,258

非支配株主に係る包括利益 － －

（連結包括利益計算書）
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(単位：千円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 500,000 41,095 1,547,215 △8,277 2,080,033

当期変動額

剰余金の配当 △24,921 △24,921

親会社株主に帰属する当期
純損失（△）

△2,512 △2,512

自己株式の取得 △57 △57

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

当期変動額合計 － － △27,434 △57 △27,491

当期末残高 500,000 41,095 1,519,781 △8,334 2,052,542

その他の包括利益累計額

純資産合計
その他有価証券評価

差額金
退職給付に係る調整累

計額
その他の包括利益累

計額合計

当期首残高 410,026 △37,475 372,551 2,452,584

当期変動額

剰余金の配当 △24,921

親会社株主に帰属する当期
純損失（△）

△2,512

自己株式の取得 △57

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

△48,748 △6,889 △55,637 △55,637

当期変動額合計 △48,748 △6,889 △55,637 △83,129

当期末残高 361,278 △44,365 316,913 2,369,455

（３）連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度（自　2019年12月１日　至　2020年11月30日）
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(単位：千円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 500,000 41,095 1,519,781 △8,334 2,052,542

当期変動額

剰余金の配当 △24,921 △24,921

親会社株主に帰属する当期
純利益

146,158 146,158

自己株式の取得 △243 △243

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

当期変動額合計 － － 121,236 △243 120,993

当期末残高 500,000 41,095 1,641,018 △8,577 2,173,535

その他の包括利益累計額

純資産合計
その他有価証券評価

差額金
退職給付に係る調整累

計額
その他の包括利益累

計額合計

当期首残高 361,278 △44,365 316,913 2,369,455

当期変動額

剰余金の配当 △24,921

親会社株主に帰属する当期
純利益

146,158

自己株式の取得 △243

株主資本以外の項目の当期
変動額（純額）

36,584 2,514 39,099 39,099

当期変動額合計 36,584 2,514 39,099 160,093

当期末残高 397,863 △41,850 356,012 2,529,548

当連結会計年度（自　2020年12月１日　至　2021年11月30日）
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(単位：千円)

前連結会計年度
(自　2019年12月１日
　至　2020年11月30日)

当連結会計年度
(自　2020年12月１日

　至　2021年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益 10,649 212,579

減価償却費 136,679 137,460

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △81,770 －

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 100 44,082

受取利息及び受取配当金 △23,489 △23,499

支払利息 9,252 9,181

助成金収入 △22,251 △32,036

為替差損益（△は益） 228 △719

持分法による投資損益（△は益） 6,288 △2,587

売上債権の増減額（△は増加） 628,271 △260,384

たな卸資産の増減額（△は増加） 34,607 △59,621

仕入債務の増減額（△は減少） △564,133 363,586

その他 93,624 △14,810

小計 228,059 373,231

利息及び配当金の受取額 23,614 23,624

利息の支払額 △9,557 △8,902

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △67,415 26,555

助成金の受取額 15,891 32,780

営業活動によるキャッシュ・フロー 190,591 447,289

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 △141,823 △43,378

無形固定資産の取得による支出 △30,384 △1,750

投資有価証券の取得による支出 △360 △360

その他 90 △49

投資活動によるキャッシュ・フロー △172,478 △45,539

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） △10,000 △90,000

長期借入れによる収入 500,000 550,000

長期借入金の返済による支出 △515,390 △463,764

リース債務の返済による支出 △16,042 △16,042

配当金の支払額 △25,061 △24,921

その他 － △184

財務活動によるキャッシュ・フロー △66,494 △44,913

現金及び現金同等物に係る換算差額 △221 704

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △48,601 357,542

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期末残高 1,665,403 2,022,946

（４）連結キャッシュ・フロー計算書
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（５）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。

（表示方法の変更）

（連結損益計算書）

前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業外収益」の「受取保険金」は、金額的重要性が乏し

くなったため当連結会計年度においては「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させ

るため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。

この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外収益」の「受取保険金」として表示していた

21,037千円及び「その他」7,295千円は、「その他」28,333千円として組み替えております。

（連結キャッシュ・フロー計算書）

前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「受取保険金」

及び「保険金の受取額」は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度においては「その他」に含めて

表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行ってお

ります。

この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロ

ー」の「受取保険金」に表示していた△21,037千円及び「保険金の受取額」に表示していた21,037千円を「その

他」として組み替えております。

（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、今後の経済活動への影響を予測することは困難な

状況にありますが、今後も一定期間継続するものと仮定して、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。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

前連結会計年度（自　2019年12月１日　至　2020年11月30日）及び当連結会計年度（自　2020年12月１日　

至　2021年11月30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。
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【関連情報】

前連結会計年度（自　2019年12月１日　至　2020年11月30日）

１．製品及びサービスごとの情報

　単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記

載を省略しております。

２．地域ごとの情報

(1）売上高

　本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。

(2）有形固定資産

　本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、

記載を省略しております。

３．主要な顧客ごとの情報

　外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載を省

略しております。

当連結会計年度（自　2020年12月１日　至　2021年11月30日）

１．製品及びサービスごとの情報

　単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記

載を省略しております。

２．地域ごとの情報

(1）売上高

　本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。

(2）有形固定資産

　本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、

記載を省略しております。

３．主要な顧客ごとの情報

　外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載を省

略しております。

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

前連結会計年度（自　2019年12月１日　至　2020年11月30日）及び当連結会計年度（自　2020年12月１日　

至　2021年11月30日）

　該当事項はありません。

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

前連結会計年度（自　2019年12月１日　至　2020年11月30日）及び当連結会計年度（自　2020年12月１日　

至　2021年11月30日）

　該当事項はありません。

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

前連結会計年度（自　2019年12月１日　至　2020年11月30日）及び当連結会計年度（自　2020年12月１日　

至　2021年11月30日）

　該当事項はありません。
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前連結会計年度
（自　2019年12月１日

至　2020年11月30日）

当連結会計年度
（自　2020年12月１日

至　2021年11月30日）

１株当たり純資産額 2,379.12円 2,540.25円

１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損

失（△）
△2.52円 146.76円

前連結会計年度
（自　2019年12月１日

至　2020年11月30日）

当連結会計年度
（自　2020年12月１日

至　2021年11月30日）

親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社

株主に帰属する当期純損失（△）（千円）
△2,512 146,158

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純

利益又は親会社株主に帰属する当期純損失

（△）（千円）

△2,512 146,158

普通株式の期中平均株式数（株） 995,960 995,894

（１株当たり情報）

（注）１．当連結会計年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式がないため記載をし

ておりません。

　　　２．前連結会計年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、１株当たり当期純損失であ

り、また、潜在株式がないため記載をしておりません。

　　　３．１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失（△）の算定上の基礎は、以下のとおりでありま

す。

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

- 13 -

川上塗料㈱(4616)　2021年11月期　決算短信


