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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第102期

第３四半期連結
累計期間

第103期
第３四半期連結

累計期間
第102期

会計期間

自平成27年
　12月１日
至平成28年
　８月31日

自平成28年
　12月１日
至平成29年
　８月31日

自平成27年
　12月１日
至平成28年
　11月30日

売上高 （千円） 4,393,500 4,284,227 6,024,053

経常利益 （千円） 230,931 248,663 341,241

親会社株主に帰属する四半期（当

期）純利益
（千円） 163,243 189,763 244,337

四半期包括利益又は包括利益 （千円） 110,737 238,095 217,144

純資産額 （千円） 1,638,488 1,962,605 1,744,820

総資産額 （千円） 6,708,504 6,803,037 6,902,228

１株当たり四半期（当期）純利益 （円） 163.84 190.48 245.23

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益
（円） － － －

自己資本比率 （％） 24.42 28.85 25.28

 

回次
第102期

第３四半期連結
会計期間

第103期
第３四半期連結

会計期間

会計期間

自平成28年
　６月１日
至平成28年
　８月31日

自平成29年
　６月１日
至平成29年
　８月31日

１株当たり四半期純利益 （円） 66.63 61.44

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移につい

ては記載しておりません。

 　　　 ２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

　　　　３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、潜在株式が存在しないため記載し

ておりません。

　　　　４．平成29年６月１日付で普通株式10株につき１株の割合をもって株式併合を実施しております。前

連結会計年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、１株当たり四半期（当期）純利益を算

定しております。

 

２【事業の内容】

　当第３四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、

重要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第３四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、又は、前事業年度の有価証券報告書に記載い

たしました「事業等のリスク」について、重要な変更はありません。

 

２【経営上の重要な契約等】

　当第３四半期連結会計期間において、新たに決定又は締結した経営上の重要な契約等はありません。

 

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであります。

（１）業績の状況

（経営成績の分析）

　当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業収益・雇用環境の改善が進み景気は緩やかな回復が続きま

した。一方、米国の政策動向や英国のEU離脱問題等による影響が懸念され、依然として先行き不安定な状況で推移し

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、採算改善、生産効率の向上など事業基盤の拡

充に注力致しました。

　この結果、当第３四半期連結累計期間は、売上高4,284百万円（前年同期比2.5％減）、経常利益248百万円（前年

同期比7.7％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益189百万円（前年同期比16.2％増）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。

 

（財政状態の分析）

（資産）

　総資産は、前連結会計年度末に比べ現金及び預金が108百万円増加し、受取手形及び売掛金が211百万円減少したこ

と等により、6,803百万円（前連結会計年度末比99百万円減）となりました。

（負債）

　負債は、前連結会計年度末に比べ支払手形及び買掛金が201百万円減少したこと等により、4,840百万円（前連結会

計年度末比316百万円減）となりました。

（純資産）

　純資産は、前連結会計年度末に比べ利益剰余金が169百万円増加したこと等により1,962百万円（前連結会計年度末

比217百万円増）となりました。

 

（２）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第３四半期連結累計期間において、事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題はあ

りません。

 

（３）研究開発活動

　当第３四半期連結累計期間の研究開発費の総額は208百万円であります。

　なお、当第３四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

　また、研究開発による新製品は、次のとおりであります。

　　・環境配慮型２液ウレタン樹脂塗料

　　・環境配慮型変性エポキシ樹脂塗料
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 4,000,000

計 4,000,000

(注)平成29年２月24日開催の第102回定時株主総会において、平成29年６月１日付で10株を１株とする株式併合が

承認可決され、発行可能株式総数は36,000,000株減少し、4,000,000株となっております。

 

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成29年８月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成29年10月13日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 1,000,000 1,000,000
東京証券取引所

市場第二部

単元株式数

100株

計 1,000,000 1,000,000 － －

（注）平成29年２月24日開催の第102回定時株主総会決議により、平成29年６月１日付で10株を１株とする株式併

合及び単元株式数の変更（1,000株から100株に変更）を行っております。これにより発行済株式総数は

9,000,000株減少し、1,000,000株となっております。

 

（２）【新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数

（株）

発行済株式
総数残高

（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成29年６月１日

　(注)
△9,000,000 1,000,000 － 500,000 － 41,095

（注）平成29年２月24日開催の第102回定時株主総会決議により、平成29年６月１日付で10株を１株とする株式併

合を行っております。これにより発行済株式総数は9,000,000株減少し、1,000,000株となっております。

 

（６）【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（７）【議決権の状況】

　当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載

することができないことから、直前の基準日である平成29年５月31日の株主名簿による記載をしております。

①【発行済株式】

平成29年５月31日現在
 

 区分  株式数（株）  議決権の数（個）  内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）
　(普通株式)

54,000
－ －

完全議決権株式（その他）
　(普通株式)

9,902,000
9,902 －

単元未満株式
　(普通株式)

44,000
－ －

発行済株式総数 10,000,000 － －

総株主の議決権 － 9,902 －

（注）平成29年２月24日開催の第102回定時株主総会決議により、平成29年６月１日付で10株を１株とする株式

併合及び単元株式数の変更（1,000株から100株に変更）を行っております。なお、上記は株式併合前の株

式数で記載しております。

 

②【自己株式等】

平成29年５月31日現在
 

所有者の氏名又は

名称
所有者の住所

自己名義所有株式

数（株）

他人名義所有株式

数（株）

所有株式数の合

計（株）

発行済株

式総数に

対する所

有株式数

の割合

（％）

川上塗料㈱
兵庫県尼崎市塚口本町

２－41－１
29,000 － 29,000 0.29

㈱友進商会
大阪府守口市大庭町２

－８－24
－ 25,000 25,000 0.25

計 － 29,000 25,000 54,000 0.54

(注)１．㈱友進商会は当社取引先の販売店持株会である川上塗料共栄会（兵庫県尼崎市塚口本町２－41－１）

　　　　の会員であり、川上塗料共栄会名義で所有しております。

　　２．平成29年２月24日開催の第102回定時株主総会決議により、平成29年６月１日付で10株を１株とする株

式併合及び単元株式数の変更（1,000株から100株に変更）を行っております。なお、上記は株式併合前

の株式数で記載しております。

 

２【役員の状況】

　該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について
　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について
　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間（平成29年６月１日から平

成29年８月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成28年12月１日から平成29年８月31日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【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28年11月30日)
当第３四半期連結会計期間

(平成29年８月31日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,024,326 1,133,068

受取手形及び売掛金 2,427,050 2,215,992

商品及び製品 823,717 788,736

仕掛品 34,987 27,573

原材料及び貯蔵品 259,045 276,299

その他 88,558 93,632

貸倒引当金 △7,211 △6,059

流動資産合計 4,650,475 4,529,244

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 367,492 359,235

機械装置及び運搬具（純額） 215,466 207,080

土地 706,100 710,358

その他（純額） 175,278 166,519

有形固定資産合計 1,464,337 1,443,194

無形固定資産 8,822 7,692

投資その他の資産   

投資有価証券 645,128 717,344

その他 133,463 105,561

投資その他の資産合計 778,591 822,905

固定資産合計 2,251,752 2,273,793

資産合計 6,902,228 6,803,037
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  （単位：千円）

 
前連結会計年度

(平成28年11月30日)
当第３四半期連結会計期間

(平成29年８月31日)

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,783,760 1,582,044

短期借入金 1,239,509 1,266,786

未払法人税等 64,111 34,286

その他 348,565 258,025

流動負債合計 3,435,946 3,141,142

固定負債   

長期借入金 756,433 754,596

役員退職慰労引当金 67,614 75,556

退職給付に係る負債 715,128 698,081

その他 182,286 171,056

固定負債合計 1,721,461 1,699,290

負債合計 5,157,408 4,840,432

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 932,543 1,102,364

自己株式 △7,623 △7,990

株主資本合計 1,466,015 1,635,469

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 299,660 348,690

退職給付に係る調整累計額 △20,855 △21,554

その他の包括利益累計額合計 278,804 327,136

純資産合計 1,744,820 1,962,605

負債純資産合計 6,902,228 6,803,037
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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３四半期連結累計期間】

  （単位：千円）

 
前第３四半期連結累計期間
(自　平成27年12月１日
　至　平成28年８月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成28年12月１日
　至　平成29年８月31日)

売上高 4,393,500 4,284,227

売上原価 3,539,846 3,401,966

売上総利益 853,653 882,260

販売費及び一般管理費 638,984 659,871

営業利益 214,669 222,389

営業外収益   

受取利息 87 48

受取配当金 13,168 14,385

持分法による投資利益 1,863 633

技術権利料 13,569 17,118

その他 5,764 3,672

営業外収益合計 34,453 35,859

営業外費用   

支払利息 12,048 9,309

その他 6,143 275

営業外費用合計 18,191 9,584

経常利益 230,931 248,663

特別利益   

固定資産売却益 － ※１ 6,437

特別利益 － 6,437

特別損失   

固定資産譲渡損 － ※２ 1,433

特別損失 － 1,433

税金等調整前四半期純利益 230,931 253,668

法人税、住民税及び事業税 81,161 67,793

法人税等調整額 △13,474 △3,889

法人税等合計 67,687 63,904

四半期純利益 163,243 189,763

親会社株主に帰属する四半期純利益 163,243 189,763
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【四半期連結包括利益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

  （単位：千円）

 
前第３四半期連結累計期間
(自　平成27年12月１日
　至　平成28年８月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成28年12月１日
　至　平成29年８月31日)

四半期純利益 163,243 189,763

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △51,450 49,029

退職給付に係る調整額 △1,056 △698

その他の包括利益合計 △52,506 48,331

四半期包括利益 110,737 238,095

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 110,737 238,095

非支配株主に係る四半期包括利益 － －
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【注記事項】

（追加情報）

（繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用）

　「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成28年３月28日）を第１

四半期連結会計期間から適用しております。

 

（四半期連結貸借対照表関係）

１．保証債務

　三井物産ケミカル㈱の売掛債権に対する保証額であります。

 
前連結会計年度

（平成28年11月30日）
当第３四半期連結会計期間
（平成29年８月31日）

 28,549千円 21,219千円

 

 

（四半期連結損益計算書関係）

※１．固定資産売却益の内容は、次のとおりであります。

 
前第３四半期連結累計期間
（自 平成27年12月１日
至 平成28年８月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自 平成28年12月１日
至 平成29年８月31日）

工具、器具及び備品 －千円 6,437千円

 

 

※２．固定資産譲渡損の内容は、次のとおりであります。

　土地の無償譲渡による損失であります。

 

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半

期連結累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

 
前第３四半期連結累計期間
（自 平成27年12月１日

至 平成28年８月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自 平成28年12月１日
至 平成29年８月31日）

減価償却費 81,562千円 85,756千円

 

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　平成27年12月１日　至　平成28年８月31日）

　配当金支払額

（決　議） 株式の種類
配当金の総額

（千円）

1株当たり

配当額（円）
基準日 効力発生日 配当の原資

平成28年２月24日

定時株主総会
普通株式 19,943 2 平成27年11月30日 平成28年２月25日 利益剰余金

 

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　平成28年12月１日　至　平成29年８月31日）

　配当金支払額

（決　議） 株式の種類
配当金の総額

（千円）

1株当たり

配当額（円）
基準日 効力発生日 配当の原資

平成29年２月24日

定時株主総会
普通株式 19,942 2 平成28年11月30日 平成29年２月27日 利益剰余金
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（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　平成27年12月１日　至　平成28年８月31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。

 

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　平成28年12月１日　至　平成29年８月31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。

 

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第３四半期連結累計期間
（自　平成27年12月１日
至　平成28年８月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成28年12月１日
至　平成29年８月31日）

１株当たり四半期純利益 163円84銭 190円48銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益

（千円）
163,243 189,763

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

四半期純利益（千円）
163,243 189,763

普通株式の期中平均株式数（株） 996,376 996,223

（注）１．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２．平成29年６月１日付で普通株式10株につき１株の割合をもって株式併合を実施しております。前連結会

計年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、１株当たり四半期純利益を算定しております。

 

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

 

 

２【その他】

　該当事項はありません。

 

 

EDINET提出書類

川上塗料株式会社(E00896)

四半期報告書

12/14



第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

平成29年10月13日

川上塗料株式会社

取締役会　御中

 

新日本有限責任監査法人
 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 小竹　伸幸　　印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 守谷　義広　　印

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている川上塗料株式会

社の平成28年12月１日から平成29年11月30日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成29年６月１日から平成

29年８月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成28年12月１日から平成29年８月31日まで）に係る四半期連結財務

諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レ

ビューを行った。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、川上塗料株式会社及び連結子会社の平成29年８月31日現在の財政状態

及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要

な点において認められなかった。

 

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以　上

 

（注）１上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告

書提出会社）が別途保管しております。

　　　　２XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれておりません。

EDINET提出書類

川上塗料株式会社(E00896)

四半期報告書

14/14


	表紙
	本文
	第一部企業情報
	第１企業の概況
	１主要な経営指標等の推移
	２事業の内容

	第２事業の状況
	１事業等のリスク
	２経営上の重要な契約等
	３財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

	第３提出会社の状況
	１株式等の状況
	（１）株式の総数等
	①株式の総数
	②発行済株式

	（２）新株予約権等の状況
	（３）行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
	（４）ライツプランの内容
	（５）発行済株式総数、資本金等の推移
	（６）大株主の状況
	（７）議決権の状況
	①発行済株式
	②自己株式等


	２役員の状況

	第４経理の状況
	１四半期連結財務諸表
	（１）四半期連結貸借対照表
	（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
	四半期連結包括利益計算書
	第３四半期連結累計期間
	注記事項
	セグメント情報


	２その他


	第二部提出会社の保証会社等の情報
	監査報告書

