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1. 2021年11月期第3四半期の連結業績（2020年12月1日～2021年8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3四半期 3,861 7.4 74 ― 127 ― 101 ―

2020年11月期第3四半期 3,596 △14.7 △54 ― △12 ― △15 ―

（注）包括利益 2021年11月期第3四半期　　157百万円 （―％） 2020年11月期第3四半期　　△75百万円 （―％）

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3四半期 101.91 ―

2020年11月期第3四半期 △15.71 ―

(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3四半期 7,449 2,502 33.6

2020年11月期 7,063 2,369 33.5

（参考）自己資本 2021年11月期第3四半期 2,502百万円 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3Q 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3Q 4,123 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3Q 995,918 株 2020年11月期3Q 995,966 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３四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感染再拡大による経済活動の制限、原材料高や半導体不

足など懸念材料もあり、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３四半期連結累計期間の経営成績は、売上高は3,861百万円（前年同期比7.4％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127百万円（前年同期

経常損失12百万円）、親会社株主に帰属する四半期純利益101百万円（前年同期親会社株主に帰属する四半期純損

失15百万円）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

（資産）

　総資産は、前連結会計年度末に比べ現金及び預金が275百万円、受取手形及び売掛金が87百万円それぞれ増加し

たこと等により、7,449百万円（前連結会計年度末比385百万円増）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220百万円、短期借入金が147百万円それぞれ増加し、長

期借入金が32百万円減少したこと等により、4,947百万円（前連結会計年度末比253百万円増）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76百万円、その他有価証券評価差額金が52百万円それぞれ増加

したこと等により2,502百万円（前連結会計年度末比132百万円増）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

　2021年11月期の連結業績予想につきましては、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３四半期連結会計期間
(2021年８月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,665,403 1,941,317

受取手形及び売掛金 1,869,019 1,956,899

商品及び製品 756,737 762,569

仕掛品 33,973 33,180

原材料及び貯蔵品 260,121 300,426

未収還付法人税等 28,707 －

その他 42,420 60,457

流動資産合計 4,656,383 5,054,850

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 355,711 335,817

機械装置及び運搬具（純額） 290,199 250,101

土地 757,697 757,697

その他（純額） 87,479 58,400

有形固定資産合計 1,491,088 1,402,017

無形固定資産 32,867 28,142

投資その他の資産

投資有価証券 737,995 812,759

その他 145,282 151,707

投資その他の資産合計 883,277 964,466

固定資産合計 2,407,234 2,394,625

資産合計 7,063,617 7,449,476

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

- 3 -

川上塗料㈱(4616)　2021年11月期第３四半期決算短信



（単位：千円）

前連結会計年度
(2020年11月30日)

当第３四半期連結会計期間
(2021年８月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,323,720 1,544,396

短期借入金 1,172,116 1,319,597

未払法人税等 1,003 57,958

賞与引当金 － 52,554

その他 377,261 179,388

流動負債合計 2,874,101 3,153,894

固定負債

長期借入金 820,012 787,445

退職給付に係る負債 775,684 797,455

その他 224,364 208,550

固定負債合計 1,820,061 1,793,451

負債合計 4,694,162 4,947,346

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 1,596,355

自己株式 △8,334 △8,392

株主資本合計 2,052,542 2,129,058

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 361,278 413,514

退職給付に係る調整累計額 △44,365 △40,442

その他の包括利益累計額合計 316,913 373,072

純資産合計 2,369,455 2,502,130

負債純資産合計 7,063,617 7,449,476
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自　2019年12月１日
　至　2020年８月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2020年12月１日

　至　2021年８月31日)

売上高 3,596,153 3,861,957

売上原価 3,002,909 3,130,124

売上総利益 593,243 731,832

販売費及び一般管理費 647,824 657,201

営業利益又は営業損失（△） △54,581 74,631

営業外収益

受取利息 15 6

受取配当金 16,887 17,067

持分法による投資利益 － 2,074

技術権利料 10,356 12,430

助成金収入 6,197 25,534

その他 22,228 2,770

営業外収益合計 55,685 59,883

営業外費用

支払利息 7,024 6,889

持分法による投資損失 5,945 －

その他 481 55

営業外費用合計 13,450 6,944

経常利益又は経常損失（△） △12,346 127,569

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期

純損失（△）
△12,346 127,569

法人税、住民税及び事業税 12,445 54,715

法人税等調整額 △9,143 △28,641

法人税等合計 3,302 26,073

四半期純利益又は四半期純損失（△） △15,649 101,496

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（△）
△15,649 101,496

（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　2019年12月１日
　至　2020年８月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2020年12月１日

　至　2021年８月31日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） △15,649 101,496

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △58,834 52,235

退職給付に係る調整額 △1,405 3,923

その他の包括利益合計 △60,239 56,159

四半期包括利益 △75,888 157,655

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △75,888 157,655

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。

（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）

　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の感染拡大に伴う会計上の見積りについて）

に記載した新型コロナウイルスの感染拡大による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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