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1.  平成25年11月期第1四半期の連結業績（平成24年12月1日～平成25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 ％

25年11月期第1四半期 1,364 1.8 10 △15.8 11 △2.0 10 △5.4
24年11月期第1四半期 1,340 △3.4 12 222.7 12 ― 10 ―

（注）包括利益 25年11月期第1四半期 75百万円 （74.7％） 24年11月期第1四半期 43百万円 （124.5％）

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

25年11月期第1四半期 1.00 ―
24年11月期第1四半期 1.06 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年11月期第1四半期 5,627 638 11.3
24年11月期 5,635 562 10.0
（参考） 自己資本   25年11月期第1四半期  638百万円 24年11月期  562百万円

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

24年11月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
25年11月期 ―
25年11月期（予想） 0.00 ― 0.00 0.00

3. 平成25年11月期の連結業績予想（平成24年12月 1日～平成25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) 2,908 2.2 19 △51.4 12 △66.3 10 △69.9 1.00
通期 6,064 4.0 90 18.0 80 8.4 71 30.5 7.12



(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 

詳細は【添付資料】Ｐ．２の「会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧下さい。 

(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   ：  有
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） 25年11月期1Q 10,000,000 株 24年11月期 10,000,000 株
② 期末自己株式数 25年11月期1Q 32,435 株 24年11月期 32,311 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年11月期1Q 9,967,627 株 24年11月期1Q 9,968,646 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新政権の経済政策への期待感から円安傾向、株価上昇の動き

が見られたものの、欧州の債務問題の長期化や新興国の成長鈍化などにより、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、人件費をはじめとする諸経費の削減、製造原

価の低下などの対応策を行い、新規顧客獲得に向けて積極的に営業活動に努めました。 

 当第１四半期連結累計期間は、売上高1,364百万円（前年同期比1.8％増）、経常利益11百万円（前年同期比

2.0％減）、四半期純利益10百万円（前年同期比5.4％減）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）連結財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

 総資産は、前連結会計年度末に比べ投資有価証券が93百万円、たな卸資産が72百万円それぞれ増加し、受取手形

及び売掛金が160百万円減少したこと等により、5,627百万円（前連結会計年度末比7百万円減）となりました。 

（負債） 

 負債は、前連結会計年度末に比べ退職給付引当金が33百万円、繰延税金負債が27百万円それぞれ増加し、長期借

入金が51百万円減少したこと等により、4,989百万円（前連結会計年度末比83百万円減）となりました。 

（純資産）  

 純資産は、前連結会計年度末に比べその他有価証券評価差額金が65百万円増加したこと等により638百万円（前

連結会計年度末比75百万円増）となりました。 

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成25年11月期の通期連結業績予想につきましては、平成25年１月11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 

（有形固定資産の減価償却方法の変更）   

 従来、当社及び連結子会社の有形固定資産の償却の方法について、定率法（ただし、平成10年４月１日以降に取

得した建物（附属設備を除く）については定額法）を採用しておりましたが、当第１四半期連結会計期間よりすべ

ての有形固定資産の減価償却方法について定額法に変更しております。 

 この変更は、環境配慮型塗料など多様化する当社グループの顧客ニーズに対応するため、生産体制の再構築に向

けた中長期的な設備投資計画を検討し策定したことを契機に有形固定資産の稼動状況を見直したところ、現状の成

熟した市場環境下においては今後は長期安定的な稼動が見込まれることから、定率法に基づく減価償却よりも、定

額法に基づく減価償却が設備の稼動状況をより適切に表し、合理的な費用配分を可能にすると判断したことによる

ものであります。 

 この変更に伴い、従来の方法によった場合に比較して、当第１四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税

金等調整前四半期純利益はそれぞれ3,296千円増加しております。  

   

  

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
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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24年11月30日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 688,334 666,309

受取手形及び売掛金 2,033,263 1,873,065

商品及び製品 812,868 898,864

仕掛品 36,183 27,977

原材料及び貯蔵品 234,883 229,817

その他 75,889 85,672

貸倒引当金 △50 △27

流動資産合計 3,881,373 3,781,679

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 407,776 402,291

機械装置及び運搬具（純額） 114,293 111,791

土地 775,505 775,505

その他（純額） 37,552 38,635

有形固定資産合計 1,335,127 1,328,224

無形固定資産 5,943 12,024

投資その他の資産   

投資有価証券 364,672 458,102

その他 48,585 48,051

貸倒引当金 △290 △290

投資その他の資産合計 412,967 505,863

固定資産合計 1,754,039 1,846,113

資産合計 5,635,412 5,627,792
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年11月30日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年２月28日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,914,255 1,932,947

短期借入金 1,583,155 1,566,956

未払法人税等 9,063 3,477

その他 276,837 187,255

流動負債合計 3,783,311 3,690,636

固定負債   

長期借入金 695,347 644,062

繰延税金負債 38,478 65,892

退職給付引当金 371,913 405,214

役員退職慰労引当金 57,228 59,526

その他 126,852 124,352

固定負債合計 1,289,819 1,299,047

負債合計 5,073,130 4,989,683

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 △42,737 △32,721

自己株式 △7,021 △6,891

株主資本合計 491,336 501,482

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 70,945 136,626

その他の包括利益累計額合計 70,945 136,626

純資産合計 562,282 638,108

負債純資産合計 5,635,412 5,627,792
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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23年12月１日 
 至 平成24年２月29日) 

当第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) 

売上高 1,340,585 1,364,520

売上原価 1,113,310 1,132,217

売上総利益 227,274 232,303

販売費及び一般管理費 214,438 221,490

営業利益 12,835 10,812

営業外収益   

受取利息 43 31

受取配当金 3,578 2,159

持分法による投資利益 754 613

技術権利料 7,979 11,510

その他 1,439 4,360

営業外収益合計 13,795 18,674

営業外費用   

支払利息 8,476 8,260

クレーム補償金 5,355 8,969

その他 601 300

営業外費用合計 14,433 17,530

経常利益 12,198 11,957

税金等調整前四半期純利益 12,198 11,957

法人税、住民税及び事業税 1,547 1,948

法人税等調整額 62 △7

法人税等合計 1,609 1,941

少数株主損益調整前四半期純利益 10,588 10,016

四半期純利益 10,588 10,016
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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23年12月１日 
 至 平成24年２月29日) 

当第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) 

少数株主損益調整前四半期純利益 10,588 10,016

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 32,746 65,680

その他の包括利益合計 32,746 65,680

四半期包括利益 43,335 75,696

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 43,335 75,696

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。 

   

   

前第１四半期連結累計期間（自 平成23年12月１日 至 平成24年２月29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。 

  

当第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。 

   

   

 該当事項はありません。   

   

   

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

（５）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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