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平成18年11月期  中間決算短信（連結）            平成18年7月14日 

上場会社名  株式会社 ホウトク    上 場 取 引 所  名証市場第２部

コード番号 ７９７３    

（ＵＲＬ http://www.houtoku.co.jp/） 本社所在都道府県  愛 知 県

代表者     役職名  取締役社長  氏名 安藤  茂   

問合せ先責任者 役職名  専務取締役  氏名 岡田 悌一 ＴＥＬ        (0568)79-3581(代表) 

中間決算取締役会開催日  平成18年７月14日          

米国会計基準採用の有無  無 
 
１．18年5月中間期の連結業績（平成17年12月１日～平成18年５月31日） 
（1）連結経営成績                                  （単位未満切捨） 

 売  上  高 営 業 利 益  経 常 利 益  
   百万円    ％   百万円    ％ 百万円    ％ 

18年５月中間期 3,509 (△16.8) 42 (△84.2) 43 (△83.4)
17年５月中間期 4,220 ( △0.1) 268 (   5.3) 262 (   8.1)

17年11月期 6,673 △75  △70  
 

 中間（当期）純利益 
１ 株 当 た り 中 間
（ 当 期 ） 純 利 益

潜在株式調整後1株当た
り中間(当期)純利益 

   百万円    ％   円 銭   円 銭
18年５月中間期 42 (△83.2) 5  31    ―   
17年５月中間期 253 (   3.0) 31  63    ―   

17年11月期 △83 △10  52    ―    
(注)①持分法投資損益 18年５月中間期 ―  百万円 17年５月中間期 ―  百万円 17年11月期 ―  百万円

    ②期中平均株式数（連結） 18年５月中間期 8,023,548株 17年５月中間期 8,026,598株 17年11月期 8,025,969株

    ③会計処理の方法の変更 無      

    ④売上高、営業利益、経常利益、中間（当期）純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率 
 
（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 

 
18年５月中間期 
17年５月中間期 

百万円
8,653 
9,127 

百万円
3,710 
3,811 

      ％ 
42.7 
41.7 

円 銭
460  70 
474  94 

17年11月期 8,396 3,714 44.2 462  79 
    (注)期末発行済株式数(連結)   18年５月中間期 8,023,258株   17年５月中間期 8,025,994株   17年11月期 8,024,163株 
 
（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 

 
18年５月中間期 
17年５月中間期 

百万円
268 

   49 

百万円
    △73 
      54 

百万円 
 △158 
    36 

百万円
1,804 
2,053 

17年11月期 △53    50 △ 141 1,767 

 
（4）連結範囲及び持分法の適用に関する事項 
 
    連結子会社数 ４社  持分法適用非連結子会社数 ― 社  持分法適用関連会社数 ― 社 

 
（5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況 

     連結(新規)  ―  社（除外）― 社    持分法（新規）― 社（除外）― 社 

 

２．18年11月期の連結業績予想（平成17年12月１日～平成18年11月30日） 
 売 上  高 経 常 利 益 当 期 純 利 益 

通  期 
百万円

    6,550 
百万円

 40     
百万円 

 20      

   (参考) １株当たり予想当期純利益（通期）   2 円 49 銭 
      業績予想につきましては､発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり､実際の業績は今後 
      様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。 
      上記業績予想に関連する事項につきましては、中間決算短信（連結）添付資料の４ページをご参照ください。 
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１．企 業 集 団 の 状 況 

 

当グループは、当社及び連結子会社４社により構成されており、各種家具の製造、販売及び施工を主な内容として、

さらに、各事業に関連して広告宣伝のサービス等の事業活動を展開しております。 

なお、次の２部門について、当社は事業の種類別セグメント情報を記載していないため、事業部門別に記載しており

ます。 

  １．家具関連・・・・ 当社が家具の製造、販売及び施工を行うほか、連結子会社㈱フジテック、及び㈱サントクが、 

            家具部品の製造を行っております。 

  ２．その他・・・・・ 連結子会社㈱アド・ホークが、広告宣伝等に関する各種印刷物の企画及び制作を行っており 

            ます。 

   事業の系統図は、次のとおりであります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）連結子会社芳徳家具有限公司は営業活動を中止しております。 

 

部 

 

品 

（連結子会社） 

 (株)サントク 

 

部 

 

品 

（連結子会社） 

 (株)フジテック 

 商 

 品 

 ・ 

 製 

 品 

 

 

 

 商 

 品 

 ・ 

 製 

 品 

代理店 

得      意      先 

商 

品 

・ 

製 

品 

当         社 

（連結子会社）（注） 

 芳徳家具有限公司 

各 
種企 
印画 
刷及 
物び 
の制 
作 

（連結子会社） 

 (株)アド・ホーク 
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２．経 営 方 針 

 
 
 （１）経営の基本方針 

     当社グループは、「環境に優しい企業」、「誠実な経営」、「快適空間の提供」、「豊かな人間性」、 

    「家庭の幸福」の５つの誓いを経営理念として企業活動を展開しております。 

     今後もこの経営理念のもと、利益重視の経営政策により「安定的経営基盤の確立」を基本方針として、 

    社会から信頼される企業を目指してまいります。 
 
 

 （２）利益配分に関する基本方針 

     当社は、株主各位に対して安定した配当を継続することを基本とし、設備投資、新製品開発による競争 

    力の維持強化、将来の事業展開に備える内部留保の充実にも配慮しつつ利益配当を決定する方針をとって 

    おります。なお、当期末配当金につきましては、１株当たり４円とさせていただく予定でございます。 
 
 

 （３）投資単位の引き下げに関する考え方及び方針等 

     当社は、当社株式の流動性の向上及び株主数増加を資本政策上の重要課題と認識しております。投資家 

の皆様に、より投資しやすい環境を整えるため、株式投資単位の引き下げ等につきましては慎重に検討し、 

対処していく所存であります。 
 
 

 （４）目標とする経営指標 

     当社は主な経営指標として総資産利益率（ＲＯＡ）、株主資本利益率（ＲＯＥ）やキャッシュフロー、 

    売上高営業利益率を重視し、常にコスト意識を持って収益改善に努めてまいります。 

 

 

（５）中長期的な経営戦略 

     当社グループの中長期的ビジョンは、『ホウトクブランドの確立』であり、得意分野でのアイデンティ 

ティーの確立を目指してまいります。 

     開発面におきましては、教育施設分野家具の開発に注力してまいります。 

     次に、主要ジャンル・スペースとなっております会議・ロビー・宴会・飲食分野に対してテーマを絞り 

込み、ブランド商品の基幹商品開発を優先して取り組んでまいります。また、販路開拓を図る為、ホーム 

ユース向け商品開発を強化してまいります。 

     販売戦略といたしましては、販売店政策を 重要視し、既存販売店の見直しを図るとともに、新規契約 

販売店の増設を推進してまいります。 

 生産面におきましては、主力であります学校家具製造ラインの機械化推進、テーブル天板・イス張りの 

内製化を積極的に行い、原価低減を図る一方、在庫の圧縮を重点的に実施してまいります。 

     環境への取り組みといたしましては、経営の重要なテーマに位置づけグループを挙げて環境保全活動を 

展開しております。 

     今後も環境配慮型の新商品開発をはじめ、環境マネジメントシステムの推進により「循環型社会」に対 

応した取り組みに努めてまいります。 
 
 
 （６）対処すべき課題 

     今後のわが国経済の見通しにつきましては、厳しいグローバル競争にさらされている社会情勢の中で、 

    ますます予断を許さない状況が続くものと予測されます。 

     このような経営環境の中にあって、当社グループは引き続き次世代ホウトクの基盤を構築することを大 

    前提にグループ全体の利益体質強化を図ってまいります。 

     また、新たな事業展開につなげるべく商品研究と開発に鋭意努力してまいります。そして、資本効率を 

    重視し、財務体質の改善を更に進めていくとともに、一層の経費節減にも努めてまいる所存であります。 
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３．経営成績及び財政状態 

 

（１）経営成績 

 

 ①当中間期の概況 

    当中間連結会計期間におけるわが国経済は、原油価格の高騰や、資材価格の上昇など不安定な要素はあった 

   ものの、企業収益の改善による設備投資の増加等により回復基調で推移いたしました。 

    このような経営環境の中にあって当社グループは、学校及び行政官公庁などの官公需市場はもとより、好調 

   な民間企業や金融機関など民需を中心とした市場の商品開発及び販売に注力いたしました。 

    しかしながら、主力の官公需は厳しい財政事情を反映した価格競争が続いており、その結果、当中間連結会 

   計期間の売上高は35億9百万円（前年同期比16.8％減）と、7億10百万円の減収となりました。 

    また利益面におきましては、売上高の減少に伴い、営業利益は42百万円（前年同期比84.2％減）、経常利益 

   は43百万円（前年同期比83.4％減）、当中間純利益は42百万円（前年同期比83.2％減）となりました。 

 

 ②通期の見通し 

    国内経済は、原油や資材価格の高騰など、不安定要素が多く、まだまだ厳しい状況が続くものと予測されま 

   す。 

    当社グループといたしましては、このような経営環境の中ではありますが、主力の教育分野市場では学校の 

普通教室だけではなく周辺の備品提案を展開し、また有力な市場である介護、医療・福祉等の分野の商品開発 

研究に注力してまいります。 

    利益面におきましては、生産コストの低減、販管費の削減、在庫及び有利子負債の圧縮等を推進することに 

より、業績の向上を着実に進めてまいる所存でございます。 

    通期の業績見通しは売上高65億50百万円、経常利益 40百万円、当期純利益 20百万円を見込んでおります。 

 

 

（２）財政状態 

    当中間連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会年度 

   末残高に比較して36百万円増加し、当中間連結会計期間末には18億4百万円（前年同期比12.1％減）となりまし 

   た。 

    各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

 

   （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

     営業活動の結果得られた資金は、2億68百万円（前年同期比2億19百万円増）となりました。 

     これは主に、売上債権が3億62百万円増加したことにより、資金が減少した一方、仕入債務の増加3億74百 

    万円及びたな卸資産が1億65百万円減少したこと等により、資金が増加したこと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） 

     投資活動の結果減少した資金は、73百万円（前年同期は54百万円の増加）となりました。 

     これは主に、自動塗装装置等の設備投資により資金を25百万円使用したこと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） 

     財務活動の結果減少した資金は1億58百万円（前年同期は36百万円の増加）となりました。 

     これは主に、社債の発行により、資金が1億50百万円増加しましたが、長期借入金の返済及び社債の償還に 

    より資金を2億32百万円使用したこと等によるものであります。 
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（３） 事業等のリスク 

   当社グループの経営成績及び財務状況等に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあ 

  ります。なお、文中における将来に関する項目は、当中間連結会計期間末現在において当社グループが判断した 

  ものでありますが、本記載は将来発生しうる全てのリスクを網羅したものではありません。 

 

 ① 国内経済動向による影響 

     当社グループの売上高は、ほぼ全額を国内市場で売り上げております。したがって、国内経済が悪化し、 

    公共投資や民間設備投資が抑制され、需要が縮小した場合は当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があ 

    ります。 

 

 ② 製品の品質に関するリスク 

     当社グループは、製品の特性に応じて 適な品質を確保できるようISO基準をベースに全社を挙げて品質 

    向上に取り組んでおりますが、予期せぬ事情により大規模な品質問題が発生する可能性が皆無ではなく、こ 

    の場合は当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

 ③ 価格動向について 

     当社グループが生産する鋼製家具の主材料である鋼管等、原材料の価格上昇が続いております。当社グル 

    ープは、独自の製品開発を推進して差別化に努め、また製造工程での合理化を図りムダをなくすなど生産性 

    の向上に努めておりますが、当業界は市場からの価格下げ圧力が依然として強く、また競合性も高いため、 

    十分な採算性を確保できる保証はありません。 

 

 ④ 資金調達及び金利変動のリスク 

     当社グループの有利子負債(社債及び借入金)は当中間連結会計期間末(平成18年５月31日)現在で21億 

    48百万円であり、当中間連結会計期間の支払利息は18百万円となっております。現在のところ取引金融機 

    関との関係は良好で資金調達に支障はありませんが、将来にわたって資金調達が十分可能という保証はあり 

    ません。また金利変動については、金利等の市場環境などの変化の影響を強く受けるため、これらの環境の 

    変化により当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

 

 ⑤ 取引先に関するリスク 

     当社グループは、仕入先や販売店をはじめ数多くの取引先との関係によって事業を営んでおります。した 

    がって、これらの取引先等との関係に著しい変化が生じた場合は、当社グループの業績に影響を及ぼす可能 

    性があります。 
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４．中間連結財務諸表等 
  （1）中間連結財務諸表 

   ①中間連結貸借対照表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注記 構成比 構成比 構成比

番号 （％） （％） （％）

Ⅰ

1,336,000 1,197,456 928,622

1,752,868 1,336,038 973,693

3 有価証券 846,223 746,489 946,354

1,063,626 938,206 1,103,327

5 繰延税金資産 1,453 2,101 552

113,971 92,590 25,434

7 貸倒引当金 △23,135 △17,425 △12,145

流動資産合計 5,091,008 55.8 4,295,456 49.6 3,965,837 47.2

Ⅱ

※1,2

(1)建物及び構築物 663,778 638,439 657,015

(2)機械装置及び 228,648 214,711 214,664

運搬具

(3)土地 1,930,829 1,928,617 1,930,829

(4)建設仮勘定 300 －  －  

(5)その他 104,353 120,078 112,281

有形固定資産 2,927,910 32.0 2,901,846 33.5 2,914,790 34.7
合計

15,692 0.2 13,213 0.2 15,382 0.2

(1)投資有価証券 ※1 935,456 1,294,296 1,354,974

(2)繰延税金資産 8,335 9,250 8,793

(3)長期売掛債権 111,815 112,636 112,723

(4)その他 158,103 147,010 148,446

(5)貸倒引当金 △120,800 △119,760 △123,950

投資その他の 1,092,910 12.0 1,443,434 16.7 1,500,987 17.9
資産合計

固定資産合計 4,036,512 44.2 4,358,494 50.4 4,431,160 52.8

9,127,520 100.0 8,653,951 100.0 8,396,998 100.0

(単位未満切捨)

当中間連結会計期間末
前連結会計年度の
要約連結貸借対照表

(平成18年５月31日）

           区分 金額(千円) 金額(千円)

(平成17年11月30日）

2 受取手形及び売掛金

4 たな卸資産

3 投資その他の資産

6 その他

固定資産

1 有形固定資産

資産合計

前中間連結会計期間末

(平成17年５月31日）

金額(千円)

（資産の部）

流動資産

1 現金及び預金

2 無形固定資産
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注記 構成比 構成比 構成比

番号 （％） （％） （％）

Ⅰ

1,417,259 1,280,390 906,318

※1 560,000 490,000 530,000

140,000 188,000 140,000

※1 340,072 239,982 299,592

5 未払金 55,044 40,698 45,658

6 未払費用 156,758 120,939 105,056

7 未払法人税等 20,022 16,517 28,176

8 未払消費税等 47,097 31,238 26,766

92,563 27,548 21,512

2,828,818 31.0 2,435,314 28.1 2,103,080 25.0

Ⅱ

900,000 862,000 830,000

2 長期借入金 ※1 508,966 368,984 472,370

101,823 245,130 264,302

4 再評価に係る 472,452 472,452 472,452

繰延税金負債

298,989 358,641 331,484

135,280 147,246 141,178

7 53,543 53,727 53,135

固定負債合計 2,471,055 27.1 2,508,181 29.0 2,564,922 30.6

5,299,873 58.1 4,943,496 57.1 4,668,003 55.6

15,767 0.2 　　　－  － 14,312 0.2

Ⅰ 545,393 6.0 　　　－  － 545,393 6.5

Ⅱ 1,958,950 21.4 　　　－  － 1,958,950 23.3

Ⅲ 942,750 10.3 　　　－  － 605,596 7.2

Ⅳ 465,395 5.1 　　　－  － 465,395 5.5

Ⅴ 94,449 1.0 　　　－  － 334,984 4.0

Ⅵ △3,969 △0.0 　　　－  － △3,884 △0.0

Ⅶ △191,091 △2.1 　　　－  － △191,754 △2.3

 3,811,879 41.7 　　　－  － 3,714,682 44.2

9,127,520 100.0 　　　－  － 8,396,998 100.0
及び資本合計

自己株式

資本合計

負債、少数株主持分

土地再評価差額金

評価差額金

その他有価証券

為替換算調整勘定

(単位未満切捨)

当中間連結会計期間末前中間連結会計期間末
前連結会計年度の

1 社債

繰延税金負債

9 その他

流動負債合計

(平成17年５月31日）

の長期借入金

短期借入金

金額(千円)

固定負債

負債合計

（資本の部）

利益剰余金

 (少数株主持分)

   少数株主持分

5 退職給付引当金

6 役員退職慰労引当金

資本剰余金

資本金

要約連結貸借対照表

(平成17年11月30日）

の社債

金額(千円)

(平成18年５月31日）

（負債の部）

           区分

2

金額(千円)

その他

流動負債

1 支払手形及び買掛金

3

3 一年以内償還予定

4 一年以内返済予定
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注記 構成比 構成比 構成比

番号 （％） （％） （％）

Ⅰ

1 資本金 　　　－  － 545,393 6.3 　　　－  － 

2 資本剰余金 　　　－  － 1,958,950 22.6 　　　－  － 

3 利益剰余金 　　　－  － 603,783 7.0 　　　－  － 

4 自己株式 　　　－  － △192,107 △2.2 　　　－  － 

　　　－  － 2,916,020 33.7 　　　－  － 

Ⅱ

1 その他有価証券 　　　－  － 307,688 3.6 　　　－  － 

評価差額金

2 土地再評価差額金 　　　－  － 476,550 5.5 　　　－  － 

3 為替換算調整勘定 　　　－  － △3,932 △0.0 　　　－  － 

評価・換算差額等 　　　－  － 780,306 9.0 　　　－  － 

合計

Ⅲ 少数株主持分 　　　－  － 14,128 0.2 　　　－  － 

純資産合計 　　　－  － 3,710,454 42.9 　　　－  － 

　　　－  － 8,653,951 100.0 　　　－  － 負債純資産合計

（純資産の部）

株主資本

株主資本合計

(平成17年11月30日）

金額(千円) 金額(千円)

評価・換算差額等

(平成18年５月31日）

           区分 金額(千円)

(平成17年５月31日）

(単位未満切捨)

当中間連結会計期間末前中間連結会計期間末
前連結会計年度の

要約連結貸借対照表
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②中間連結損益計算書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注記 百分比 百分比 百分比

番号 (％) (％) (％)

Ⅰ 4,220,093 100.0 3,509,924 100.0 6,673,512 100.0

Ⅱ 2,881,055 68.3 2,485,666 70.8 4,765,441 71.4

売上総利益 1,339,038 31.7 1,024,257 29.2 1,908,071 28.6

Ⅲ ※1 1,070,904 25.4 981,959 28.0 1,983,772 29.7

営業利益又は 268,134 6.3 42,298 1.2 △75,701 △1.1
営業損失(△)

Ⅳ

1,525 1,330 9,374

2,257 3,643 8,503

4,512 4,460 9,092

6,328 6,266 8,674

5 金型売却益 －  2,930 －  

11,635 26,260 0.6 6,166 24,798 0.7 24,026 59,671 0.9

Ⅴ

23,755 18,889 44,562

6,250 2,790 6,250

1,424 31,429 0.7 1,885 23,565 0.7 3,295 54,108 0.8

経常利益又は 262,964 6.2 43,531 1.2 △70,138 △1.1
経常損失(△)

Ⅵ

30,862 30,862 0.7 21,414 21,414 0.6 43,815 43,815 0.7

Ⅶ

※2 1,952 5,985 7,623
除却損

2 たな卸資産評価損 21,919 －  25,890

3 減損損失 ※3 －  7,840 －  

2,341 26,213 0.6 －  13,825 0.4 5,071 38,584 0.6

税金等調整前中間純利益 267,613 6.3 51,120 1.5 △64,907 △1.0

又は税金等調整前当期

純損失(△)

法人税、住民税及び 11,914 10,529 18,331
事業税

法人税等調整額 △363 11,551 0.3 △2,652 7,876 0.2 △690 17,640 0.2

少数株主利益 2,175 0.0 633 0.0 720 0.0

中間純利益又は 253,886 6.0 42,610 1.2 △83,267 △1.2
当期純損失(△)

金額(千円)

 (自 平成17年12月１日

   至 平成18年５月31日)

前連結会計年度の

 (自 平成16年12月１日

   至 平成17年11月30日)

要約連結損益計算書

(単位未満切捨)

4 その他

 特別損失

1 固定資産売却損及び

 特別利益

投資有価証券売却益

2 社債発行費

3 その他

6 その他

 営業外費用

1 支払利息

4 カタログ代収入

2 受取配当金

3 資産賃貸収入

1 受取利息

 売上高

 売上原価

 販売費及び一般管理費

区分

 営業外収益

 (自 平成16年12月１日

   至 平成17年５月31日)

金額(千円) 金額(千円)

当中間連結会計期間前中間連結会計期間
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③中間連結剰余金計算書及び中間連結株主資本等変動計算書 

 

中間連結剰余金計算書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注記

番号

Ⅰ 1,958,950 1,958,950

Ⅱ 1,958,950 1,958,950

Ⅰ 714,317 714,317

Ⅱ

中間純利益 253,886 253,886 　　　－ 　　　－

Ⅲ

1 配当金 24,082 24,082

2 役員賞与 1,370 1,370

3 当期純損失 　　　－ 25,452 83,267 108,720

Ⅳ 942,750 605,596

利益剰余金減少高

利益剰余金中間期末(期末)残高

資本剰余金期首残高

資本剰余金中間期末(期末)残高

（利益剰余金の部）

利益剰余金期首残高

(自 平成16年12月１日

  至 平成17年11月30日)

金額(千円)

利益剰余金増加高

（資本剰余金の部）

区　　分 金額(千円)

(自 平成16年12月１日

  至 平成17年５月31日)

（単位未満切捨）

前中間連結会計期間
連結剰余金計算書

前連結会計年度の
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中間連結株主資本等変動計算書

当中間連結会計期間(自　平成17年12月１日　至　平成18年５月31日)

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式
株主資本
合計

平成17年11月30日　残高(千円) 545,393 1,958,950 605,596 △191,754 2,918,187

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当 △32,096 △32,096

役員賞与 △1,172 △1,172

中間純利益 42,610 42,610

自己株式の取得 △353 △353

減損に伴う土地再評価
差額金取崩額

△11,154 △11,154

株主資本以外の項目の中間
連結会計期間中の変動額
(純額)

－　 －　 △1,813 △353 △2,167

平成18年５月31日　残高(千円) 545,393 1,958,950 603,783 △192,107 2,916,020

その他
有価証券

評価差額金

土地再評価
差額金

為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

平成17年11月30日　残高(千円) 334,984 465,395 △3,884 796,494 14,312 3,728,995

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当 △32,096

役員賞与 △1,172

中間純利益 42,610

自己株式の取得 △353

減損に伴う土地再評価
差額金取崩額

11,154 11,154 －　

株主資本以外の項目の中間
連結会計期間中の変動額
(純額)

△27,295 －　 △47 △27,343 △184 △27,527

△27,295 11,154 △47 △16,188 △184 △18,540

平成18年５月31日　残高(千円) 307,688 476,550 △3,932 780,306 14,128 3,710,454

(単位未満切捨)

純資産
合計

株主資本

中間連結会計期間中の変動額
合計(千円)

中間連結会計期間中の変動額
合計(千円)

評価･換算差額等

少数株主
持分
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④中間連結キャッシュ・フロー計算書 

 

 

注記
番号

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

1 税金等調整前中間純利益又は 267,613 51,120 △64,907
当期純損失(△)

2 減価償却費 39,216 38,735 81,725

3 減損損失 －  7,840 －  

4 のれん償却額 623 623 623

5 貸倒引当金の増減額（減少：△） 17,110 1,090 9,270

6 退職給付引当金の増減額（減少：△） 31,813 27,156 64,308

7 受取利息及び受取配当金 △3,782 △4,974 △17,878

8 支払利息 23,755 18,889 44,562

9 有形固定資産除売却損 －  5,985 －  

10 投資有価証券売却益 △30,862 △21,414 △43,815

11 売上債権の増減額（増加：△） △791,590 △362,258 △13,322

12 たな卸資産の増減額（増加：△） 240,195 165,120 200,494

13 仕入債務の増減額（減少：△） 246,390 374,071 △264,550

14 未払消費税等の増減額（減少：△） 19,367 4,471 △964

15 未払法人税等の増減額（減少：△） －  △5,366 11,386

16 その他（純額）（減少：△） 27,282 △5,061 △13,168

　　小　　計 87,131 296,028 △6,235

17 利息及び配当金の受取額 3,782 4,974 17,878

18 利息の支払額 △22,843 △16,373 △43,872

19 法人税等の支払額 △18,471 △15,828 △21,255

　営業活動によるキャッシュ・フロー 49,599 268,801 △53,485

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

1 定期預金の預入による支出 －  △10,000 －  

2 定期預金の払戻による収入 10,000 －  10,000

3 有価証券の取得による支出 △23,699 △23,698 △1,999

4 有価証券の売却による収入 1,699 1,699 1,999

5 有形固定資産の取得による支出 △73,374 △25,021 △124,123

6 有形固定資産の売却による収入 －  693 －  

7 投資有価証券の取得による支出 －  △9,992 △39,356

8 投資有価証券の売却による収入 123,029 265 179,674

9 その他の投資等への支出 △12,180 △1,961 △12,567

10 その他の投資等の売却等による収入 19,178 372 19,398

11 貸付による支出 △980 △11,650 △2,130

12 貸付金の回収による収入 11,324 7,691 19,612

13 その他(純額) －  △1,801 －  

　投資活動によるキャッシュ・フロー 54,997 △73,404 50,508

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

1 短期借入金の増減額（純額） △125,000 △40,000 △155,000

2 長期借入による収入 200,000 －  300,000

3 長期借入金の返済による支出 △163,952 △162,996 △341,028

4 社債の発行による収入 200,000 150,000 200,000

5 社債の償還による支出 △50,000 △70,000 △120,000

6 配当金の支払額 △23,836 △31,930 △23,951

7 少数株主への配当金支払額 △320 △310 △320

8 その他（純額） △290 △3,143 △953

　財務活動によるキャッシュ・フロー 36,600 △158,380 △141,253

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △45 △47 134

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 141,151 36,969 △144,095

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 1,912,073 1,767,977 1,912,073

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高 ※1 2,053,224 1,804,947 1,767,977

   

                     区　　分        金額 (千円)        金額 (千円) 金額 (千円)

　（単位未満切捨）

 (自平成16年12月１日

  至平成17年11月30日)

前連結会計年度前中間連結会計期間 当中間連結会計期間

  至平成17年５月31日)   至平成18年５月31日)

 (自平成16年12月１日  (自平成17年12月１日
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 中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

前中間連結会計期間 

(自 平成16年12月１日 

  至 平成17年５月31日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成17年12月１日 

 至 平成18年５月31日) 

前連結会計年度 

(自 平成16年12月１日 

 至 平成17年11月30日) 

１ 連結の範囲に関する事項 

  連結子会社の数    ４社 

   連結子会社の名称 

    ㈱アド・ホーク 

    芳徳家具有限公司 

    ㈱フジテック 

    ㈱サントク 

 

１ 連結の範囲に関する事項 

  連結子会社の数    ４社 

   連結子会社の名称 

    ㈱アド・ホーク 

    芳徳家具有限公司 

    ㈱フジテック 

    ㈱サントク 

 

１ 連結の範囲に関する事項 

  連結子会社の数    ４社 

   連結子会社の名称 

    ㈱アド・ホーク 

    芳徳家具有限公司 

    ㈱フジテック 

    ㈱サントク 

   

２ 持分法の適用に関する事項 

  持分法適用会社はありません。 

２ 持分法の適用に関する事項 

     同左 

２ 持分法の適用に関する事項 

     同左 

３ 連結子会社の中間決算日等に関 

  する事項 

    連結子会社の中間期の末日 

   は、中間連結決算日と一致し 

   ております。 

３ 連結子会社の中間決算日等に関 

  する事項 

     同左 

３ 連結子会社の事業年度等に関 

  する事項 

    連結子会社の事業年度末日 

   と、連結決算日は一致してお 

   ります。 

４ 会計処理基準に関する事項 

 (1) 重要な資産の評価基準及び評 

   価方法 

 (イ)有価証券 

  ａ満期保有目的の債券 

    償却原価法（定額法） 

  ｂその他有価証券 

   時価のあるもの 

     中間連結決算日の市場 

    価格等に基づく時価法（ 

    評価差額は全部資本直入 

    法により処理し、売却原 

    価は移動平均法により算 

    定）によっております。 

   時価のないもの 

     主として移動平均法に 

    よる原価法 

 (ロ)たな卸資産 

    主として先入先出法によ 

   る原価法 

 (2) 重要な減価償却資産の減価償 

   却方法 

 (イ)有形固定資産 

    建物(建物附属設備を含む) 

         ・・・・定額法 

      ただし、一部の連結子 

     会社は定率法 

    建物以外 ・・・・定率法 

      なお、主な耐用年数は 

     次のとおりであります。 

４ 会計処理基準に関する事項 

 (1) 重要な資産の評価基準及び評 

   価方法 

 (イ)有価証券 

    同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 (ロ)たな卸資産 

     同左 

 

 (2) 重要な減価償却資産の減価償 

   却方法 

 (イ)有形固定資産 

     同左  

 

 

 

 

 

 

４ 会計処理基準に関する事項 

 (1) 重要な資産の評価基準及び評 

   価方法 

 (イ)有価証券 

  ａ満期保有目的の債券 

     同左 

  ｂその他有価証券 

   時価のあるもの 

     連結決算日の市場価格 

    等に基づく時価法（評価 

    差額は全部資本直入法に 

    より処理し、売却原価は 

    移動平均法により算定） 

    によっております。 

   時価のないもの 

     同左 

 

 (ロ)たな卸資産 

     同左 

 

 (2) 重要な減価償却資産の減価償 

   却方法 

 (イ)有形固定資産 

     同左 

 

 

 

 

 

 

  建物及び構築物 ３年～50年   

  機械装置及び運搬具 ３年～13年   

  その他 ２年～20年   

 (ロ)無形固定資産 

    定額法によっております。 

 (ロ)無形固定資産 

     同左 

 (ロ)無形固定資産 

     同左 
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前中間連結会計期間 

(自 平成16年12月１日 

  至 平成17年５月31日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成17年12月１日 

  至 平成18年５月31日) 

前連結会計年度 

(自 平成16年12月１日 

  至 平成17年11月30日) 

 (3) 繰延資産の処理方法 

   社債発行費 

    支出時に全額費用処理して 

    おります 

 (3) 繰延資産の処理方法 

   社債発行費 

      同左 

 (3) 繰延資産の処理方法 

   社債発行費 

      同左 

 (4) 重要な引当金の計上基準  (4) 重要な引当金の計上基準  (4) 重要な引当金の計上基準 

 (イ)貸倒引当金  (イ)貸倒引当金  (イ)貸倒引当金 

    債権の貸倒れに備えるた 

   め、一般債権については貸 

   倒実績率により、貸倒懸念 

   債権等特定の債権について 

   は回収可能性を検討し、回 

   収不能見込額を計上してお 

   ります。 

       同左        同左 

 (ロ)退職給付引当金  (ロ)退職給付引当金  (ロ)退職給付引当金 

    従業員の退職給付に備える 

   ため、当連結会計年度末にお 

   ける退職給付債務及び年金資 

   産の見込額に基づき、当中間 

   連結会計期間末において発生 

   していると認められる額を計 

   上しております。 

    なお、会計基準変更時差異 

   1,125,010千円については、 

   15年による按分額を費用処理 

   しております。 

    数理計算上の差異は、各連 

   結会計年度の発生時における 

   従業員の平均残存勤務期間に 

   よる定額法により按分した額 

   をそれぞれ発生の翌連結会計 

   年度から費用処理しておりま 

   す。 

    同左     従業員の退職給付に備える 

   ため、当連結会計年度末にお 

   ける退職給付債務及び年金資 

   産の見込額に基づき、当連結 

   会計年度末において発生して 

   いると認められる額を計上し 

   ております。 

    なお、会計基準変更時差異 

   1,125,010千円については、 

   15年による按分額を費用処理 

   しております。 

    数理計算上の差異は、各期 

   の発生時における従業員の平 

   均残存勤務期間による定額法 

   により按分した額をそれぞれ 

   発生の翌連結会計年度から費 

   用処理しております。 

 (ハ)役員退職慰労引当金  (ハ)役員退職慰労引当金  (ハ)役員退職慰労引当金 

    役員退職慰労金の支給に備 

   えるため、主として内規に基 

   づく中間期末要支給額の100％ 

   を計上しております。 

（追加情報） 

   従来、役員退職慰労引当金の 

  計上方法は、主として内規に基 

  づく中間期末要支給額の50％を 

  計上しておりましたが、前連結 

  会計年度の下期において、期末 

  要支給額の100％を計上する方法 

  に変更いたしました。 

   なお、前中間連結会計期間は 

  変更後の方法によった場合と比 

  べ営業利益及び経常利益は750 

  千円多く計上され、税金等調整 

  前中間純利益は27,857千円多く 

  計上されております。 

    役員退職慰労金の支給に備 

   えるため、主として内規に基 

   づく中間期末要支給額の100％ 

   を計上しております。 

 

    役員退職慰労金の支給に備 

   えるため、主として内規に基 

   づく期末要支給額の100％を 

   計上しております。 
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前中間連結会計期間 

(自 平成16年12月１日 

  至 平成17年５月31日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成17年12月１日 

  至 平成18年５月31日) 

前連結会計年度 

(自 平成16年12月１日 

  至 平成17年11月30日) 

 (5) 重要なリース取引の処理方法 

    リース物件の所有権が、借 

   主に移転すると認められるも 

   の以外のファイナンス・リー 

   ス取引については、通常の賃 

   貸借取引に係る方法に準じた 

   会計処理によっております。 

 (6) 重要なヘッジ会計の方法 

 (イ)ヘッジ会計の方法 

     金利スワップについては、 

    特例処理の要件を満たして 

    おりますので、特例処理を 

    採用しております。 

 (ロ)ヘッジ手段とヘッジ対象 

   ヘッジ手段 ・・・ 

       金利スワップ 

   ヘッジ対象 ・・・ 

       借入金の支払金利 

 (ハ)ヘッジ方針 

     変動金利による借入金金 

    利を固定金利に交換し、金 

    利変動リスクをヘッジして 

    おります。 

 (ニ)ヘッジ有効性評価の方法 

     金利スワップの特例処理 

    の要件を満たしているため、 

    有効性の判定を省略してお 

    ります。 

 

 (7) その他中間連結財務諸表作成の 

   ための基本となる重要な事項 

   消費税等の会計処理 

       税抜方式によっております。 

     なお、「仮受消費税等」 

    及び「仮払消費税等」は相 

    殺のうえ流動負債の「未払 

    消費税等」として表示して 

    おります。 

(5) 重要なリース取引の処理方法 

     同左 

 

 

 

 

 

 (6) 重要なヘッジ会計の方法 

 (イ)ヘッジ会計の方法 

     同左 

 

 

 

 (ロ)ヘッジ手段とヘッジ対象 

     同左 

 

 

 

 (ハ)ヘッジ方針 

     同左 

 

 

 

 (ニ)ヘッジ有効性評価の方法 

     同左 

 

 

 

 

 (7) その他中間連結財務諸表作成の 

   ための基本となる重要な事項 

   消費税等の会計処理 

     同左 

 

 (5) 重要なリース取引の処理方法 

     同左 

 

 

 

 

 

(6) 重要なヘッジ会計の方法 

 (イ)ヘッジ会計の方法 

     同左 

 

 

 

 (ロ)ヘッジ手段とヘッジ対象 

     同左 

 

 

 

 (ハ)ヘッジ方針 

     同左 

 

 

 

 (ニ)ヘッジ有効性評価の方法 

     同左 

 

 

 

 

 (7) その他連結財務諸表作成のため 

   の基本となる重要な事項 

   消費税等の会計処理 

    税抜方式によっております。

 

５ 中間連結キャッシュ・フロー計算 

  書における資金の範囲 

５ 中間連結キャッシュ・フロー計算 

  書における資金の範囲 

５ 連結キャッシュ・フロー計算書に 

  おける資金の範囲 

    手許現金、随時引き出し可 

   能な預金及び容易に換金可能 

   であり、かつ、価値の変動に 

   ついて僅少なリスクしか負わ 

   ない取得日から３ヶ月以内に 

   償還期限の到来する短期投資 

   からなっております。 

      同左       同左 
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

 

前中間連結会計期間 

(自 平成16年12月１日 

  至 平成17年５月31日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成17年12月１日 

  至 平成18年５月31日) 

前連結会計年度 

(自 平成16年12月１日 

  至  平成17年11月30日) 

 

     ―――――――― 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

  当中間連結会計期間より、固定 

 資産の減損に係る会計基準（「固 

 定資産の減損に係る会計基準の設 

 定に関する意見書」（企業会計審 

 議会 平成14年８月９日））及び 

 「固定資産の減損に係る会計基準 

 の適用指針」（企業会計基準適用 

 指針第６号 平成15年10月31日） 

 を適用しております。これにより 

 営業利益及び経常利益は186千円 

 増加し、税金等調整前中間純利益 

 は7,653千円減少しております。 

  なお、減損損失累計額について 

 は、改正後の中間連結財務諸表規 

 則に基づき各資産の金額から直接 

 控除しております。 

  

（貸借対照表の純資産の部の表示に 

 関する会計基準） 

  当中間連結会計期間より、「貸 

 借対照表の純資産の部の表示に関 

 する会計基準」（企業会計基準第 

 ５号 平成 17年 12 月９日）及び 

 「貸借対照表の純資産の部の表示 

 に関する会計基準等の適用指針」 

 （企業会計基準適用指針第８号 

 平成 17年 12 月９日）を適用して 

 おります。 

  従来の資本の部の合計に相当す 

 る金額は 3,696,326 千円でありま 

 す。 

  なお、中間連結財務諸表規則の 

 改正により、当中間連結会計期間 

 における中間連結貸借対照表の純 

 資産の部については、改正後の中 

 間連結財務諸表規則により作成し 

 ております。 

 

 

     ―――――――― 
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追加情報 

 

前中間連結会計期間 

(自 平成16年12月１日 

  至 平成17年５月31日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成17年12月１日 

  至 平成18年５月31日) 

前連結会計年度 

(自 平成16年12月１日 

  至  平成17年11月30日) 

（法人事業税における外形標準課税） 

  実務対応報告第12号「法人事業 

 税における外形標準課税部分の損 

 益計算書上の表示についての実務 

 上の取り扱い」（企業会計基準委 

 員会（平成16年２月13日））に基 

 づき、当中間連結会計期間から法 

 人事業税の付加価値割及び資本割 

 については、販売費及び一般管理 

 費に 7,945 千円計上しております。 

 

           ―――――――― 

（法人事業税における外形標準課税） 

  実務対応報告第12号「法人事業 

 税における外形標準課税部分の損 

 益計算書上の表示についての実務 

 上の取り扱い」（企業会計基準委 

 員会（平成16年２月13日））に基 

 づき、当連結会計年度から法人事 

 業税の付加価値割及び資本割 11, 

 386 円については、販売費及び一 

 般管理費に計上しております。 

 

 

 注記事項 

 （中間連結貸借対照表関係） 

前中間連結会計期間末 

(平成17年５月31日) 

当中間連結会計期間末 

(平成18年５月31日) 

前連結会計年度 

(平成17年11月30日) 

※１ 担保に供している資産 ※１ 担保に供している資産 ※１ 担保に供している資産 

        

  建物 368,653千円   建物 361,220千円  建物 362,774千円

  土地 1,658,629千円   土地 1,658,629千円  土地 1,658,629千円

  投資有価証券 694,736千円   投資有価証券 1,048,007千円  投資有価証券 1,185,533千円

 合計  2,722,019千円  合計  3,067,857千円 合計  3,206,936千円

   

 上記に対応する債務  上記に対応する債務  上記に対応する債務 

  短期借入金 560,000千円   短期借入金 490,000千円  短期借入金 336,920千円

  長期借入金 849,038千円   長期借入金 608,966千円  長期借入金 688,762千円

    （一年以内返済予定の長期 

     借入金を含む） 

    （一年以内返済予定の長期 

     借入金を含む） 

 

 

   （一年以内返済予定の長期 

     借入金を含む） 

   

※２ 有形固定資産の減価償却累計額 ※２ 有形固定資産の減価償却累計額 ※２ 有形固定資産の減価償却累計額 

  4,741,379千円   4,751,422千円  4,734,831千円

      

 ３ 保証債務  ３ 保証債務  ３ 保証債務 

   従業員の借入に対し、債務 

  保証を行っております。 

   従業員の借入に対し、債務 

  保証を行っております。 

   従業員の借入に対し、債務 

  保証を行っております。 

 従業員 1,545千円  従業員 3,477千円 従業員 3,003千円
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 （中間連結損益計算書関係） 

前中間連結会計期間 

(自 平成16年12月１日 

  至 平成17年５月31日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成17年12月１日 

  至 平成18年５月31日) 

前連結会計年度 

(自 平成16年12月１日 

  至 平成17年11月30日) 

※１ 販売費及び一般管理費のうち 

     主要な費目及び金額 

※１ 販売費及び一般管理費のうち 

     主要な費目及び金額 

※１ 販売費及び一般管理費のうち 

     主要な費目及び金額 

 運賃  200,868千円  運賃  163,052千円  運賃  310,907千円 

 給料  395,457千円  給料  394,321千円  給料  780,617千円 

 
役員退職慰労 

引当金繰入額 
 5,600千円  

役員退職慰労 

引当金繰入額 
 6,068千円  

役員退職慰労 

引当金繰入額 
 11,498千円 

 貸倒引当金繰入額 17,654千円  貸倒引当金繰入額 5,279千円  貸倒引当金繰入額 16,071千円 

   

※２ 固定資産売却損及び除却損の 

     内訳 

※２ 固定資産売却損及び除却損の 

     内訳 

※２ 固定資産売却損及び除却損の 

     内訳 

 固定資産売却損   固定資産売却損    固定資産売却損   

   ―――――    建物及び構築物 5,041千円    ―――――   

 固定資産除却損   固定資産除却損    固定資産除却損   

  建物及び構築物 354千円      建物及び構築物 2,055千円 

 
 機械装置及び 

 運搬具 
1,354千円  

 機械装置及び 

 運搬具 
625千円  

 機械装置及び 

 運搬具 
5,210千円 

  その他  243千円   その他 317千円   その他 356千円 

    計  1,952千円      計  943千円     計  7,623千円 

   合計  1,952千円    合計  5,985千円    合計  7,623千円 
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前中間連結会計期間 

(自 平成16年12月１日 

  至 平成17年５月31日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成17年12月１日 

  至 平成18年５月31日) 

前連結会計年度 

(自 平成16年12月１日 

  至 平成17年11月30日) 

※３ 減損損失 

 

 

   ―――――――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ４ 当グループの売上高は、通常 

  の営業形態として下半期に比べ 

  上半期の金額が多いため、連結 

  会計年度の売上高と下半期の売 

  上高との間に著しい相違があり、 

  上半期と下半期の業績に季節的 

  変動があります。 

 

 

※３ 減損損失 

   当中間連結会計期間において、

  以下の資産グループについて減 

  損損失を計上しております。 

 

場所 用途 種類

固定資産

減損損失

(千円)

石川県鳳珠郡 遊休 土地 1,197

長野市門沢 遊休 土地 1,014

大阪支社 

（大阪市西区

ほか） 

賃借用

資産

建物

ほか
3,282

西日本支店

（広島市中区

ほか） 

賃借用

資産

建物

ほか
2,345

 

  資産のグルーピングは、遊休資 

 産については個別物件単位、事業 

 資産については管理会計上の区分 

 に基づき決定しております。 

  土地の時価が取得原価に比べて 

 著しく下落しているため、各遊休 

 資産の帳簿価格を回収可能額まで 

 減額し、また、事業資産について 

 は、管理会計上の会計責任単位毎 

 にグルーピングしております。当 

 該減少額を減損損失7,840千円とし 

 て特別損失に計上しております。 

 その内訳は、建物及び構築物2,055 

 千円、土地2,211千円、無形固定資 

 産3,380千円及びその他192千円で 

 あります。 

  なお、当資産グループの回収可 

 能価額は正味売却価額により算定 

 しており、直近の固定資産税評価 

 額を基礎として評価しております。

 
 ４   同左 

 

 

 

 

 

 

 

 

※３ 減損損失 

 

 

   ―――――――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ４   

 

    ―――――――― 
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 （中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前中間連結会計期間 

(自 平成16年12月１日 

  至 平成17年５月31日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成17年12月１日 

  至 平成18年５月31日) 

前連結会計年度 

(自 平成16年12月１日 

  至 平成17年11月30日) 

※１ 現金及び現金同等物の中間期末 

   残高と中間連結貸借対照表に記 

   載されている科目の金額との関 

   係 

                千円 

※１ 現金及び現金同等物の中間期末 

   残高と中間連結貸借対照表に記 

   載されている科目の金額との関 

   係 

               千円 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高 

   と連結貸借対照表に記載されて 

   いる金額との関係 

 

                千円 

 現金及び預金勘定 1,336,000   現金及び預金勘定 1,197,456   現金及び預金勘定 928,622  

 有価証券勘定 846,223   有価証券勘定 746,489   有価証券勘定 946,354  

計  2,182,223  計  1,943,945  計  1,874,976  

  預入期間が３ヶ月 

  を超える定期預金 
△105,000  

  預入期間が３ヶ月 

  を超える定期預金 
△115,000

   預入期間が３ヶ月 

  を超える定期預金 
△105,000

 

  価値変動リスクの 

  ある投資信託及び 

  割引債券 

△23,999  

  価値変動リスクの 

  ある投資信託及び 

  割引債券 

△23,998  

  価値変動リスクの 

  ある投資信託及び 

  割引債券 

△1,999  

  現金及び現金同 

  等物 

 

2,053,224  

  現金及び現金同 

 等物 

 

1,804,947  

  現金及び現金同 

 等物 

 

1,767,977 
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 （リース取引関係） 

前中間連結会計期間 

(自 平成16年12月１日 

  至 平成17年５月31日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成17年12月１日 

 至 平成18年５月31日) 

前連結会計年度 

(自 平成16年12月１日 

 至 平成17年11月30日) 

１ リース物件の所有権が借主に移転 

  すると認められるもの以外のファ 

   イナンス・リース取引 

 

１ リース物件の所有権が借主に移転 

  すると認められるもの以外のファ 

   イナンス・リース取引 

 (注)リース資産に配分された減損損 

  失はないため、減損損失に関する 

  項目等の記載は省略しております。

 

１ リース物件の所有権が借主に移転 

  すると認められるもの以外のファ 

   イナンス・リース取引 

 

 (1)リース物件の取得価額相当額、 

  減価償却累計額相当額及び中間 

  期末残高相当額 

 (1)リース物件の取得価額相当額、 

  減価償却累計額相当額及び中間 

  期末残高相当額 

 (1)リース物件の取得価額相当額、 

   減価償却累計額相当額及び期末 

   残高相当額 

  
取得価額 

相当額 

減価償却 

累計額相 

当額 

中間期末 

残高相当 

額 

  
取得価額

相当額 

減価償却

累計額相

当額 

中間期末

残高相当

額 

 
取得価額 

相当額 

減価償却

累計額相

当額 

期末残高

相当額 

  (千円) (千円) (千円)  (千円) (千円) (千円)  (千円) (千円) (千円)

 機械装置 

及び 

運搬具 

3,670 1,957 1,712 

 機械装置

及び 

運搬具 

3,670 2,691 978

機械装置 

及び 

運搬具 

3,670 2,324 1,345

 その他 

(工具器 

具備品) 

95,733 78,196 17,537 

 その他 

(工具器

具備品)

51,996 11,912 40,083

その他 

(工具器 

具備品) 

122,451 84,836 37,615

 
合計 99,404 80,154 19,249 

 
合計 55,666 14,604 41,061 合計 126,122 87,160 38,961

   なお、取得価額相当額は未経過 

  リース料中間期末残高が有形固定 

  資産の中間期末残高等に占める割 

  合が低いため、支払利子込み法に 

  より算定しております。 

 

 

    同左 

   なお、取得価額相当額は未経過 

  リース料期末残高が有形固定資産 

  の期末残高等に占める割合が低い 

  ため、支払利子込み法により算定 

  しております。 

 (2)未経過リース料中間期末残高相当 

  額 

 (2)未経過リース料中間期末残高相当 

  額 

 (2)未経過リース料期末残高相当額 

 １年以内 8,291千円  １年以内 11,133千円  １年以内 9,695千円

 １年超 10,957千円  １年超 29,928千円  １年超 29,265千円

   合計 19,249千円    合計 41,061千円    合計 38,961千円

   なお、未経過リース料中間期末 

  残高相当額は、未経過リース料中 

  間期末残高が有形固定資産の中間 

  期末残高等に占める割合が低いた 

  め、支払利子込み法により算定し 

  ております。 

 

 

    同左 

   なお、未経過リース料期末残高 

  相当額は、未経過リース料期末残 

  高が有形固定資産の期末残高等に 

  占める割合が低いため、支払利子 

  込み法により算定しております。 

 (3)支払リース料及び減価償却費相 

  当額 

 (3)支払リース料及び減価償却費相 

  当額 

 (3)支払リース料及び減価償却費相 

  当額 

  支払リース料 9,940千円    支払リース料 5,087千円   支払リース料 16,946千円

  減価償却費相当額 9,940千円    減価償却費相当額 5,087千円   減価償却費相当額 16,946千円

 

 (4)減価償却費相当額の算定方法 

 

 (4)減価償却費相当額の算定方法 

 

 (4)減価償却費相当額の算定方法 

    リース期間を耐用年数とし、 

   残存価額を零とする定額法に 

   よっております。 

    同左     同左 
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（有価証券関係） 

 前中間連結会計期間末（平成17年５月31日） 

 １ 満期保有目的の債券で時価のあるもの 

    該当事項はありません。 

 

 

 ２ その他有価証券で時価のあるもの 

区分 取得原価(千円) 
中間連結貸借対照表 

計上額(千円) 
差額(千円) 

 (1) 株式 663,161 819,441 156,280 

 (2) 債券    

     社債        ―        ―        ― 

     その他        ―        ―        ― 

 (3) その他 52,524 54,796 2,272 

合計 715,686 874,238 158,552 

 

 

 ３ 時価評価されていない主な有価証券 

区分 中間連結貸借対照表計上額(千円) 

 (1) 満期保有目的の債券   

     割引債券 23,999  

 (2) その他有価証券   

     公社債投資信託 16,992  

     ＭＭＦ 805,231  

     非上場株式 61,217  
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 当中間連結会計期間末（平成18年５月31日） 

 １ 満期保有目的の債券で時価のあるもの 

    該当事項はありません。 

 

 

 ２ その他有価証券で時価のあるもの 

区分 取得原価(千円) 
中間連結貸借対照表 

計上額(千円) 
差額(千円) 

 (1) 株式 624,887 1,140,990 516,102 

 (2) 債券    

     社債        ―        ―        ― 

     その他        9,820        9,516   △304 

 (3) その他 81,855 82,573 717 

合計 716,563 1,233,079 516,515 

 

 

 ３ 時価評価されていない主な有価証券 

区分 中間連結貸借対照表計上額(千円) 

 (1) 満期保有目的の債券   

     割引債券  23,998 

 (2) その他有価証券   

     公社債投資信託  16,997 

     ＭＭＦ  705,493 

     非上場株式  61,217 
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 前連結会計年度末（平成17年11月30日） 

 １ 満期保有目的の債券で時価のあるもの 

     該当事項はありません。 

 

 

 ２ その他有価証券で時価のあるもの 

区分 取得原価(千円) 
連結貸借対照表 

計上額(千円) 
差額(千円) 

 (1) 株式 649,537 1,208,711 559,173 

 (2) 債券    

     社債        ―        ―        ― 

     その他      9,820         9,678       △142 

 (3) その他 72,061 75,367 3,305 

合計 731,419 1,293,756 562,337 

 

 

 ３ 時価評価されていない主な有価証券 

区分 連結貸借対照表計上額(千円) 

 (1) 満期保有目的の債券   

     割引債券 23,999  

 (2) その他有価証券   

     公社債投資信託 16,997  

     ＭＭＦ 905,358  

     非上場株式 61,217  
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（デリバティブ取引関係） 

   前中間連結会計期間（自平成16年12月１日 至平成17年５月31日）、当中間連結会計期間（自平成17年12月１日 

  至平成18年５月31日）及び前連結会計年度（自平成16年12月１日 至平成17年11月30日）のいずれにおいても、デ 

リバティブ取引については、すべてヘッジ会計が適用されているため、注記の対象から除いております。 

 

 

（セグメント情報） 

    事業の種類別セグメント情報 

    前中間連結会計期間（自平成16年12月１日 至平成17年５月31日） 

      家具・遊戯具の製造販売事業の売上高及び営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益 

     の金額の合計額に占める割合がいずれも90％超であるため、記載を省略しております。 

 

    当中間連結会計期間（自平成17年12月１日 至平成18年５月31日） 

      家具・遊戯具の製造販売事業の売上高及び営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益 

     の金額の合計額に占める割合がいずれも90％超であるため、記載を省略しております。 

 

    前連結会計年度（自平成16年12月１日 至平成17年11月30日） 

      家具・遊戯具の製造販売事業の売上高、営業利益及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計、営業 

     利益及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める割合がいずれも90％超であるため、記載を省略してお 

     ります。 

 

    所在地別セグメント情報 

    前中間連結会計期間（自平成16年12月１日 至平成17年５月31日） 

      本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計額に占める割合がいずれも90％超であるため、記載を省略 

     しております。 

 

    当中間連結会計期間（自平成17年12月１日 至平成18年５月31日） 

      本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計額に占める割合がいずれも90％超であるため、記載を省略 

     しております。 

 

    前連結会計年度（自平成16年12月１日 至平成17年11月30日） 

      本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計額及び全セグメントの資産の金額の合計額 

     に占める割合がいずれも90％超であるため、記載を省略しております。 

 

    海外売上高 

    前中間連結会計期間（自平成16年12月１日 至平成17年５月31日） 

      海外売上高は連結売上高の10％未満のため、記載を省略しております。 

    当中間連結会計期間（自平成17年12月１日 至平成18年５月31日） 

      海外売上高は連結売上高の10％未満のため、記載を省略しております。 

    前連結会計年度（自平成16年12月１日 至平成17年11月30日） 

      海外売上高は連結売上高の10％未満のため、記載を省略しております。 
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 （１株当たり情報） 

前中間連結会計期間 

(自 平成16年12月１日 

 至 平成17年５月31日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成17年12月１日 

 至 平成18年５月31日) 

前連結会計年度 

(自 平成16年12月１日 

 至 平成17年11月30日) 

１株当たり純資産額   474円 94銭 

１株当たり中間純利益    31円 63銭 

 

   なお、潜在株式調整後１株当 

  たり中間純利益については、新 

  株予約権付社債等潜在株式が存 

  在しないため記載しておりませ 

  ん。 

１株当たり純資産額   460円 70銭 

１株当たり中間純利益     5円 31銭 

 

   同左 

 

 

 

 

１株当たり純資産額   462円 79銭 

１株当たり当期純損失   10円 52銭 

 

   なお、潜在株式調整後１株当 

  たり当期純利益については、新 

  株予約権付社債等潜在株式が存 

  在しないため記載しておりませ 

  ん。 

(注)１  １株当たり中間純利益又は当期純損失（△）の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 前中間連結会計期間 

 (自 平成16年12月１日 

 至 平成17年５月31日) 

当中間連結会計期間 

 (自 平成17年12月１日 

 至 平成18年５月31日)

前連結会計年度 

 (自 平成16年12月１日 

 至 平成17年11月30日)

 中間純利益又は当期純損失（△） 

             （千円） 
253,886 42,610 △83,267

 普通株主に帰属しない金額（千円）          ―          ―        △1,172

 普通株式に係る中間純利益又は 

 当期純損失（△）        （千円） 
253,886 42,610 △84,439

 期中平均株式数          （千株） 8,026 8,023 8,025

(注)２  １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 

 前中間連結会計期間 

 (自 平成16年12月１日 

 至 平成17年５月31日) 

当中間連結会計期間 

 (自 平成17年12月１日 

 至 平成18年５月31日)

前連結会計年度 

 (自 平成16年12月１日 

 至 平成17年11月30日)

 純資産の部の合計額   （千円）        ― 3,710,454        ― 

 純資産の部の合計額から控除する 

 金額          （千円） 
       ―         14,128        ― 

 （少数株主持分）       （ ― ） （14,128）       （ ― ） 

 普通株式に係る中間期末（期末） 

 の純資産額           （千円） 
       ― 3,696,326        ― 

 中間期末（期末）の普通株式の数  

                 （千株） 
       ― 8,023        ― 

 

 

   （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。 
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（部門別売上高・受注高･受注残高明細表） 

 

 　

机 類 1,488,887 35.3 1,107,935 31.6 2,103,712 31.5

売 椅 子 類 1,563,369 37.0 1,319,040 37.6 2,412,579 36.2

遊 戯 具 58,887 1.4 21,323 0.6 88,663 1.3

上 造作家具･その他 1,105,677 26.2 1,057,329 30.1 2,062,672 30.9

計 4,216,820 99.9 3,505,627 99.9 6,667,626 99.9

高 3,273 0.1 4,297 0.1 5,886 0.1

4,220,093 100.0 3,509,924 100.0 6,673,512 100.0

机 類 1,420,071 34.9 1,144,390 32.4 1,987,041 30.5

受 椅 子 類 1,520,979 37.4 1,318,760 37.3 2,340,338 35.9

遊 戯 具 31,708 0.8 20,923 0.6 64,804 1.0

注 造作家具・その他 1,086,928 26.8 1,048,765 29.6 2,119,180 32.5

計 4,059,686 99.9 3,532,838 99.9 6,511,363 99.9

高 3,273 0.1 4,297 0.1 5,886 0.1

4,062,959 100.0 3,537,135 100.0 6,517,249 100.0

机 類 159,448 40.6 148,048 35.1 111,593 28.3

受 椅 子 類 196,796 50.0 166,665 39.6 166,945 42.3

注 遊 戯 具 899 0.2 3,819 0.9 4,219 1.1

残 造作家具・その他 36,219 9.2 102,912 24.4 111,476 28.3

高 計 393,362 100.0 421,444 100.0 394,233 100.0

－ － － － －  －  

393,362 100.0 421,444 100.0 394,233 100.0

（注）金額には消費税等は含んでおりません。

   合             計

   そ     の      他

   合             計

家
 
具
 
関
 
連

家
 
具
 
関
 
連

家
 
具
 
関
 
連

　 そ 　　 の　　  他

   合             計

   そ     の      他

　金額(千円) 　金額(千円)

当中間連結会計期間

(自　平成17年12月１日

  至　平成18年５月31日)

 　　　　

(自　平成16年12月１日

  至　平成17年５月31日)

前中間連結会計期間

(％)
　金額(千円)

構成比  構成比

(％) (％)

　構成比

(単位未満切捨)

前連結会計年度

(自　平成16年12月１日

  至　平成17年11月30日)


