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（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 ％

2022年10月期第３四半期 15,257 11.5 1,421 △9.8 1,696 △0.7 1,176 △3.9

2021年10月期第３四半期 13,679 14.8 1,576 70.7 1,707 85.1 1,225 96.5

（注）包括利益 2022年10月期第３四半期 1,496百万円（10.9％） 2021年10月期第３四半期 1,348百万円（191.3％）

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

2022年10月期第３四半期 155.99 －

2021年10月期第３四半期 162.41 －

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2022年10月期第３四半期 27,655 21,681 78.4

2021年10月期 26,280 20,595 78.4

（参考）自己資本 2022年10月期第３四半期 21,681百万円 2021年10月期 20,595百万円

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
2021年10月期 － 29.00 － 31.00 60.00

2022年10月期 － 24.00 －

2022年10月期（予想） 26.00 50.00

（％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 20,200 6.1 1,730 △14.5 2,020 △8.8 1,400 △14.6 185.55

１．2022年10月期第３四半期の連結業績（2021年11月１日～2022年７月31日）

（２）連結財政状態

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

３．2022年10月期の連結業績予想（2021年11月１日～2022年10月31日）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無：有

連結業績予想の修正については、本日（2022年９月２日）公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」

をご覧ください。



①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 2022年10月期３Ｑ 8,144,400株 2021年10月期 8,144,400株

②  期末自己株式数 2022年10月期３Ｑ 598,026株 2021年10月期 600,992株

③  期中平均株式数（四半期累計） 2022年10月期３Ｑ 7,544,473株 2021年10月期３Ｑ 7,543,421株

※  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        ：有

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

（注）詳細は、添付資料Ｐ８「２．四半期連結財務諸表及び主な注記（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（会計方針の変更）」をご覧ください。

（４）発行済株式数（普通株式）

※  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

　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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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３四半期連結累計期間（2021年11月１日～2022年７月31日）における世界経済は、新型コロナウイルス感染

症の防疫と経済の両立への動きが進み、持ち直しが見られたものの、半導体不足やエネルギー及び資源価格の急激

な高騰といったサプライチェーンリスクに加え、ウクライナ情勢の長期化や中国における経済活動抑制の影響によ

るインフレ圧力の高まりや供給制約等により、先行きはより一層不透明な状況となっております。

　わが国経済は、新型コロナウイルス感染症に対するワクチン接種が進み、社会活動における制限緩和が進む中

で、持ち直しの動きが見られましたが、変異ウイルスによる感染再拡大、資源価格や原材料価格の高騰、急速な円

安の進行により、依然として予断を許さない状況が続いております。

　このような状況のもと、当社グループは絶えず独創的、革新的な研究と技術力の向上に努め、付加価値の高い製

品の開発を行うとともに、社会全体をより良くすることを第一に、環境、品質、機能において常に優れた製品、サ

ービス、情報を提供することに努めてまいりました。

　この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は15,257百万円（前年同期比11.5％増）となりました。利益面で

は、原材料価格の高騰や物流コストの上昇などの影響を受け、営業利益は1,421百万円（前年同期比9.8％減）、経

常利益1,696百万円（前年同期比0.7％減）、親会社株主に帰属する四半期純利益1,176百万円（前年同期比3.9％

減）となりました。

　セグメントの業績は、次のとおりであります。

①塗料事業

　金属用塗料分野では、工作機械、農業機械を中心に機能性塗料や粉体塗料の採用が増え、中国で水性塗料を

中心に新規ユーザーの開拓が進んだことで、売上高は前年同期に比べ増加いたしました。建材用塗料分野で

は、主力外装建材ユーザーの高耐久商材向けや海外向けの商材が増えたことや内装建材向けの抗ウイルス塗料

が順調に増えたことにより、売上高は前年同期に比べ増加いたしました。セグメント利益は、原材料価格の高

騰や物流コストの上昇などの影響を受け、前年同期に比べ減少いたしました。

　この結果、塗料事業における当第３四半期連結累計期間の売上高は8,962百万円（前年同期比8.2％増）、セ

グメント利益は773百万円（前年同期比25.7％減）となりました。

②ファインケミカル事業

　ＰＣやタブレット等の情報家電向けのコーティング剤の需要が減少したものの、光学フィルム向けのコーテ

ィング剤が底堅く推移したことやモビリティ（自動車関連）向けのコーティング剤の需要が旺盛であったこと

により、売上高は前年同期に比べ増加いたしました。セグメント利益は、原材料価格の高騰や物流コストの上

昇などの影響を受けたものの、高付加価値製品の販売が伸びたことで、前年同期に比べ増加いたしました。

　この結果、ファインケミカル事業における当第３四半期連結累計期間の売上高は2,696百万円（前年同期比

15.4％増）、セグメント利益は1,016百万円（前年同期比41.0％増）となりました。

③シンナー事業

　新規ユーザーの獲得や新商材の販売の推進により、売上高は前年同期に比べ増加いたしました。セグメント

利益は、原材料価格などの高騰の影響を受け、前年同期に比べ減少いたしました。

　この結果、シンナー事業における当第３四半期連結累計期間の売上高は3,598百万円（前年同期比17.7％

増）、セグメント利益は185百万円（前年同期比33.8％減）となりました。
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（２）財政状態に関する説明

(資産)

　当第３四半期連結会計期間末における流動資産は19,029百万円となり、前連結会計年度末に比べ684百万円増加

いたしました。これは主に現金及び預金が769百万円減少したものの、受取手形及び売掛金が832百万円、有価証

券が200百万円、原材料及び貯蔵品が134百万円、その他流動資産が129百万円増加したことによるものでありま

す。固定資産は8,625百万円となり、前連結会計年度末に比べ690百万円増加いたしました。これは主に長期預金

が673百万円増加したことによるものであります。

　この結果、総資産は27,655百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,374百万円増加いたしました。

(負債)

　当第３四半期連結会計期間末における流動負債は5,434百万円となり、前連結会計年度末に比べ450百万円増加

いたしました。これは主に未払法人税等が268百万円、賞与引当金が119百万円減少したものの、支払手形及び買

掛金が602百万円、その他流動負債が213百万円増加したことによるものであります。固定負債は540百万円とな

り、前連結会計年度末に比べ161百万円減少いたしました。これは主に役員退職慰労引当金が167百万円減少した

ことによるものであります。

　この結果、負債合計は5,974百万円となり、前連結会計年度末に比べ289百万円増加いたしました。

(純資産)

　当第３四半期連結会計期間末における純資産の合計は21,681百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,085百万

円増加いたしました。これは主に親会社株主に帰属する四半期純利益を1,176百万円計上した一方で、配当金の支

払414百万円があったこと、為替換算調整勘定が346百万円増加したことによるものであります。

　この結果、自己資本比率は78.4％(前連結会計年度末は78.4％)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

2022年10月期の連結業績予想につきましては、 近の業績動向等を踏まえ、通期業績予想を修正いたしました。

詳細につきましては、本日（2022年９月２日）公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下

さい。
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（単位：千円）

前連結会計年度
(2021年10月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2022年７月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 7,832,874 7,063,816

受取手形及び売掛金 5,651,375 6,484,364

電子記録債権 794,853 865,941

有価証券 1,200,000 1,400,000

商品及び製品 1,134,081 1,219,206

仕掛品 35,619 47,280

原材料及び貯蔵品 757,487 892,275

前渡金 11,355 －

その他 934,347 1,064,029

貸倒引当金 △6,058 △6,914

流動資産合計 18,345,935 19,029,999

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,576,919 3,222,859

機械装置及び運搬具（純額） 1,197,916 1,584,155

土地 1,743,380 1,743,380

その他（純額） 1,374,830 468,415

有形固定資産合計 6,893,046 7,018,811

無形固定資産 320,617 366,418

投資その他の資産

投資有価証券 446,191 407,741

繰延税金資産 116,129 28,928

長期預金 － 673,050

その他 162,651 131,523

貸倒引当金 △3,777 △686

投資その他の資産合計 721,194 1,240,557

固定資産合計 7,934,858 8,625,786

資産合計 26,280,794 27,655,786

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,302,766 3,905,526

電子記録債務 68,365 108,193

未払法人税等 393,308 124,410

賞与引当金 273,584 154,450

役員賞与引当金 42,300 25,575

その他 902,790 1,115,923

流動負債合計 4,983,114 5,434,079

固定負債

繰延税金負債 6,987 14,779

役員退職慰労引当金 366,647 199,564

退職給付に係る負債 101,483 93,438

その他 226,860 232,495

固定負債合計 701,978 540,278

負債合計 5,685,093 5,974,358

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
(2021年10月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2022年７月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 1,626,340 1,626,340

資本剰余金 3,316,538 3,317,994

利益剰余金 15,349,734 16,111,624

自己株式 △516,339 △513,790

株主資本合計 19,776,273 20,542,167

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 168,342 143,551

為替換算調整勘定 637,620 984,324

退職給付に係る調整累計額 13,463 11,383

その他の包括利益累計額合計 819,426 1,139,259

非支配株主持分 － －

純資産合計 20,595,700 21,681,427

負債純資産合計 26,280,794 27,655,786
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自　2020年11月１日
　至　2021年７月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2021年11月１日

　至　2022年７月31日)

売上高 13,679,533 15,257,948

売上原価 9,882,636 11,482,123

売上総利益 3,796,896 3,775,825

販売費及び一般管理費 2,220,547 2,354,322

営業利益 1,576,349 1,421,503

営業外収益

受取利息 3,082 8,185

受取配当金 12,940 16,206

為替差益 89,624 206,646

物品売却益 23,157 32,634

その他 10,056 11,417

営業外収益合計 138,861 275,091

営業外費用

支払利息 2 2

売上割引 7,794 －

その他 139 461

営業外費用合計 7,936 464

経常利益 1,707,273 1,696,130

特別利益

固定資産売却益 1,799 3,166

補助金収入 16,713 800

保険解約返戻金 － 28,608

特別利益合計 18,513 32,575

特別損失

固定資産処分損 7,353 19,021

固定資産圧縮損 9,333 800

特別損失合計 16,687 19,821

税金等調整前四半期純利益 1,709,099 1,708,883

法人税、住民税及び事業税 437,990 421,074

法人税等調整額 46,002 110,961

法人税等合計 483,993 532,035

四半期純利益 1,225,106 1,176,848

非支配株主に帰属する四半期純利益 － －

親会社株主に帰属する四半期純利益 1,225,106 1,176,848

（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３四半期連結累計期間）
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自　2020年11月１日
　至　2021年７月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2021年11月１日

　至　2022年７月31日)

四半期純利益 1,225,106 1,176,848

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △4,452 △24,790

為替換算調整勘定 125,179 346,704

退職給付に係る調整額 3,137 △2,080

その他の包括利益合計 123,865 319,833

四半期包括利益 1,348,971 1,496,681

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,348,971 1,496,681

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３四半期連結累計期間）
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（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）

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。

（会計方針の変更）

（収益認識に関する会計基準等の適用）

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」という。）

等を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財

又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これにより、従来は営業

外費用に計上しておりました売上割引については、売上高から減額しております。

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従ってお

り、第１四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第１四半期連

結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。

この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は8,412千円減少し、売上総利益及び営業利益は8,412千円それぞ

れ減少しておりますが、営業外費用も8,412千円減少したため、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える

影響はありません。また、利益剰余金の当期首残高に与える影響はありません。

（時価の算定に関する会計基準等の適用）

「時価の算定に関する基準」（企業会計基準第30号　2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」という。）等

を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企業

会計基準第10号　2019年７月４日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新

たな会計方針を、将来にわたって適用しております。なお、四半期連結財務諸表に与える影響はありません。

（追加情報）

（新型コロナウイルス感染症の影響に関する会計上の見積り）

前連結会計年度の決算短信の（追加情報）（新型コロナウイルス感染症の影響に関する会計上の見積り）に記載

した新型コロナウイルス感染症拡大の影響に関する仮定について重要な変更はありません。
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（単位：千円）

報告セグメント

調整額
（注）1

四半期連結
損益計算書

計上額
（注）２塗料事業

ファインケ
ミカル事業

シンナー事
業

計

売上高

(1）外部顧客への売上高 8,284,446 2,336,983 3,058,102 13,679,533 － 13,679,533

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
12,046 － 204,605 216,651 △216,651 －

計 8,296,493 2,336,983 3,262,707 13,896,184 △216,651 13,679,533

セグメント利益 1,041,510 720,585 280,263 2,042,359 △466,010 1,576,349

（単位：千円）

報告セグメント

調整額
（注）1

四半期連結
損益計算書

計上額
（注）２塗料事業

ファインケ
ミカル事業

シンナー事
業

計

売上高

(1）外部顧客への売上高 8,962,966 2,696,628 3,598,353 15,257,948 － 15,257,948

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
11,001 － 227,577 238,579 △238,579 －

計 8,973,968 2,696,628 3,825,930 15,496,527 △238,579 15,257,948

セグメント利益 773,859 1,016,235 185,652 1,975,747 △554,243 1,421,503

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　2020年11月１日　至　2021年７月31日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

（注）１．セグメント利益の調整額△466,010千円は、セグメント間取引消去17,702千円、各報告セグメントに配

分していない全社費用△483,712千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しな

い本社の管理部門における一般管理費であります。

　　　２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　2021年11月１日　至　2022年７月31日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

（注）１．セグメント利益の調整額△554,243千円は、セグメント間取引消去9,940千円、各報告セグメントに配

分していない全社費用△564,184千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しな

い本社の管理部門における一般管理費であります。

　　　２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

２．報告セグメントの変更等に関する事項

（収益認識に関する会計基準等の適用）

会計方針の変更に記載のとおり、第１四半期連結会計期間の期首から収益認識会計基準等を適用し、収

益認識に関する会計処理方法を変更したため、報告セグメントの利益又は損失の算定方法を同様に変更し

ております。当該変更により、従来の方法によった場合と比較し、当第３四半期連結累計期間の塗料事業

の売上高は8,165千円減少、セグメント利益は8,165千円減少し、シンナー事業の売上高は247千円減少、セ

グメント利益は247千円減少しております。
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