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        平成19年11月期 第３四半期財務・業績の概況 

                                            平成19年10月５日 

上場会社名  株式会社 ホウトク           上場取引所  名証二部 

コード番号   ７９７３                   ＵＲＬ  http://www.houtoku.co.jp/ 

代  表  者 (役職名)   代表取締役社長  (氏名）  安藤   茂 

問合せ先責任者 (役職名)   管理部長      (氏名）  岩田  信光         TEL(0568)79－3581(代表) 

 

（百万円未満切捨て） 

１．平成19年11月期第３四半期の連結業績（平成18年12月１日～平成19年８月31日） 
（1）連結経営成績                                   (％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（当期）純利益

 

19年11月期第３四半期 

18年11月期第３四半期 

 百万円    ％

  4,886   △1.1 
 4,940  △12.2 

百万円    ％

 △65    ― 
 △63   ― 

百万円    ％ 

   △39  ― 

   △61    ― 

百万円    ％

   288   ― 
  △66    ― 

 18年11月期    5,949   △10.8 △266     ―   △261    ―  △230     ― 

 
 １株当たり四半期 

（当期）純利益 
潜在株式調整後１株当たり
四半期（当期）純利益 

 

19年11月期第３四半期 
18年11月期第３四半期 

         円    銭

      35  97 
    △8  28 

円    銭

     ―    ― 
    ―    ― 

 18年11月期     △28   71         ―   ― 

  
 （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 

 

19年11月期第３四半期 
18年11月期第３四半期 

百万円

8,520 
8,316 

百万円

3,608 
3,638 

        ％ 

  42.4 
  43.7 

円   銭

        449 68 
        451  90 

 18年11月期 7,684 3,436   44.6 426  89 

 
（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 

 

19年11月期第３四半期 
18年11月期第３四半期 

百万円

1,236 
  114 

百万円

△355 
 △18 

   百万円 

 △405 
 △267 

百万円

2,010 
1,597 

 18年11月期   216    70  △519 1,535 

 
 
２．平成19年11月期の連結業績予想（平成18年12月１日～平成19年11月30日） 

    業績の見通しにつきましては、本日発表の「通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。 
 

 ３．その他 

   (１) 期中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) 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無               ： 有    

   (３) 近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無              ： 無 

    [(注) 詳細は、２ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。] 
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【定性的情報・財務諸表等】 
 
１．連結経営成績に関する定性的情報 
   当第３四半期におけるわが国経済は、原油価格や原材料価格の上昇など不安定な要素がありましたが、輸出の 
  増加を背景に企業収益は比較的堅調に推移いたしました。 
   こうした中で当社グループは、官公需市場はもとより、首都圏への営業力強化、好調な民需市場の開拓に努め 
  ましたが、主力の学校家具の厳しい価格競争や原材料価格の上昇に加え、工場火災に伴う生産設備の移設、外注 
  加工費をはじめとする諸経費の増加などの影響が残りました。 
   この結果、当第３四半期の売上高は48億86百万円(前年同期比1.1％減)、営業損失は65百万円(前年同期は63百 
  万円の損失)、経常損失は39百万円(前年同期は61百万円の損失)となりました。なお、特別損益として保険金収入 
  20億5百万円、及び火災損失等15億39百万円を計上したことから、四半期純利益につきましては、2億88百万円(前 
  年同期は66百万円の損失)となりました。 
 
 
２．連結財政状態に関する定性的情報 
   当第３四半期における総資産は、前年同期に比べ２億３百万円増加いたしました。流動資産は、たな卸資産や 
  売掛金が減少いたしましたが、火災保険金収入等により３億６百万円増加し、42億23百万円となりました。固定 
  資産は、火災に伴い建物、設備等を除却したため１億２百万円減少し、42億97百万円となりました。 
   負債は、借入金及び社債が６億58百万円減少いたしましたが、火災復旧に伴う引当等により２億33百万円増加 
  し、49億11百万円となりました。純資産は、利益剰余金が１億80百万円増加いたしましたが、その他有価証券評 
  価差額金が１億42百万円減少したことなどにより、29百万円減少いたしました。 
 
 
３．連結業績予想に関する定性的情報   
   連結業績予想に関する定性的情報につきましては、本日発表の「通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご 
  覧ください。 
 

 

４．その他 
 （1）期中における重要な子会社の異動 
     該当事項はありません。 
 
 （2）会計処理の方法における簡便な方法の採用 
     引当金の計上基準など、影響額が僅少なものについては、一部簡便的な方法を採用しております。 
 
 （3） 近連結会計年度からの会計処理の方法の変更 
     該当事項はありません。 
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５. (要約)  四半期連結財務諸表 
 （1）（要約) 四半期連結貸借対照表 

(単位：千円、％)

前年同四半期末 当四半期末

(平成18年11月期 (平成19年11月期

第３四半期末) 第３四半期末)

金　額 金　額 金　額 増減率 金　額

Ⅰ

879,260 1,351,597 472,337 927,419

1,278,803 1,164,782 △114,021 794,672

885,124 755,958 △129,166 976,127

4 未収保険金 －  205,523 205,523 －  

873,624 745,437 △128,188 787,267

流動資産合計 3,916,812 4,223,298 306,485 7.8 3,485,486

Ⅱ

2,885,232 2,745,925 △139,307 2,753,109

13,142 10,788 △2,354 11,221

1,501,504 1,540,593 39,089 1,434,611

固定資産合計 4,399,879 4,297,307 △102,572 △2.3 4,198,942

8,316,692 8,520,606 203,913 2.5 7,684,429

Ⅰ

1,082,469 1,288,828 206,359 971,112

495,000 160,000 △335,000 360,000

288,000 288,000 －  288,000

202,532 307,142 104,610 182,242

5 圧縮未決算特別勘定 －  681,960 681,960 －  

6 火災復旧損失引当金 －  40,877 40,877 －  

241,922 392,837 150,915 228,992

2,309,923 3,159,646 849,722 36.8 2,030,347

Ⅱ

1,054,836 626,694 △428,142 957,288

744,307 608,635 △135,672 680,031

367,303 340,994 △26,309 375,985

202,047 175,824 △26,222 204,000

固定負債合計 2,368,494 1,752,148 △616,345 △26.0 2,217,305

4,678,418 4,911,794 233,376 5.0 4,247,652

Ⅰ

1 資本金 545,393 545,393 －  －  545,393

2 資本剰余金 1,958,950 1,959,083 133 0.0 1,958,950

3 利益剰余金 494,731 675,465 180,733 36.5 386,789

4 自己株式 △192,135 △191,912 223 △0.1 △192,141

2,806,940 2,988,030 181,090 6.5 2,698,992

Ⅱ

1 その他有価証券評価差額金 346,113 204,111 △142,002 △41.0 309,306

2 土地再評価差額金 476,550 420,579 △55,970 △11.7 420,579

3 為替換算調整勘定 △3,906 △3,909 △3 0.1 △3,909

評価・換算差額等合計 818,757 620,780 △197,976 △24.2 725,976

Ⅲ 少数株主持分 12,576 －  △12,576 △100.0 11,807

純資産合計 3,638,274 3,608,811 △29,462 △0.8 3,436,776

8,316,692 8,520,606 203,913 2.5 7,684,429

（資産の部）

流動資産

1 現金及び預金

増　減
科　　目

2 受取手形及び売掛金

3 たな卸資産

5 その他

固定資産

1 有形固定資産

2 無形固定資産

3 投資その他の資産

資産合計

（負債の部）

流動負債

1 支払手形及び買掛金

2 短期借入金

3 一年以内償還予定の社債

4 一年以内返済予定の長期借入金

7 その他

評価・換算差額等

株主資本

3 退職給付引当金

4 その他

負債合計

（純資産の部）

(参考)前期末

(平成18年11月期末)

株主資本合計

負債純資産合計

2 繰延税金負債

流動負債合計

固定負債

1 社債及び長期借入金
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 （2）（要約） 四半期連結損益計算書 
 (単位：千円、％)

前年同四半期 当四半期

(平成18年11月期 (平成19年11月期

第３四半期) 第３四半期)

金　額 金　額 金　額 増減率 金　額

Ⅰ 4,940,097 4,886,968 △53,128 △1.1 5,949,746

Ⅱ 3,565,095 3,533,938 △31,157 △0.9 4,344,445

売上総利益 1,375,001 1,353,030 △21,971 △1.6 1,605,300

Ⅲ 1,438,361 1,418,987 △19,373 △1.3 1,872,010

営業損失 63,360 65,957 2,597 4.1 266,710

Ⅳ 34,003 51,706 17,702 52.1 47,876

Ⅴ 32,282 25,452 △6,829 △21.2 42,250

経常損失 61,638 39,703 △21,934 △35.6 261,084

Ⅵ 21,414 2,017,644 1,996,230 －  32,809

21,414 2,084 21,414

2 －  2,005,523 －  

3 －  10,036 11,394

Ⅶ 14,466 1,542,416 1,527,949 －  27,245

5,985 2,858 17,355

2 減損損失 7,840 －  9,690

火災損失 －  837,935 －  

4 圧縮記帳未決算特別勘定繰入額 －  701,622 －  

5 641 －  199

税金等調整前四半期純利益 △54,690 435,523 490,214 －  △255,521

又は税金等調整前四半期

(当期)純損失(△)

法人税、住民税及び事業税 12,965 139,446 126,480 975.5 15,949

法人税等調整額 △297 593 890 △299.8 △39,428

少数株主利益又は △918 6,808 7,726 －  △1,687

少数株主損失(△)

四半期純利益又は △66,441 288,676 355,117 －  △230,354

四半期(当期)純損失(△)

 営業外費用

 販売費及び一般管理費

 営業外収益

 売上高

 売上原価

増　減
(参考)前期

(平成18年11月期)

その他

その他

 特別損失

1 固定資産売却損及び除却損

科　目

3

1 投資有価証券売却益

火災保険金収入

 特別利益
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 （3）（要約）四半期連結株主資本等変動計算書 

                                                                                 

 

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 545,393 1,958,950 605,596 △191,754 2,918,187

剰余金の配当 △32,096 △32,096

役員賞与の支給 △1,172 △1,172

四半期純損失 △66,441 △66,441

自己株式の取得 △381 △381

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四半期連結会

計期間中の変動額(純額)
－　

四半期連結会計期間中の変動額合計 －　 －　 △110,865 △381 △111,247

545,393 1,958,950 494,731 △192,135 2,806,940

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 334,984 465,395 △3,884 796,494 14,312 3,728,995

剰余金の配当 －　 △32,096

役員賞与の支給 －　 △1,172

四半期純損失 －　 △66,441

自己株式の取得 －　 △381

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四半期連結会

計期間中の変動額(純額)
11,129 －　 △21 11,107 △1,736 9,371

四半期連結会計期間中の変動額合計 11,129 11,154 △21 22,262 △1,736 △90,720

346,113 476,550 △3,906 818,757 △12,576 3,638,274

　　前年同四半期(平成18年11月期　第３四半期)

(単位:千円)

株主資本

四半期連結会計期間中の変動額

四半期連結会計期間中の変動額

平成18年8月31日残高

平成18年8月31日残高

(単位:千円)

評価･換算差額等

少数株主

持分

純資産

合計
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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18年11月30日残高 545,393 1,958,950 386,789 △192,141 2,698,992

四半期純利益 288,676 288,676

自己株式の取得 △162 △162

自己株式の処分 133 392 525

株主資本以外の項目の四半期連結会

計期間中の変動額(純額)
－　

－　 133 288,676 229 289,038

545,393 1,959,083 675,465 △191,912 2,988,030

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18年11月30日残高 309,306 420,579 △3,909 725,976 11,807 3,436,776

四半期純利益 －　 288,676

自己株式の取得 －　 △162

自己株式の処分 －　 525

株主資本以外の項目の四半期連結会

計期間中の変動額(純額)
△105,195 －　 －　 △105,195 △11,807 △117,002

△105,195 －　 －　 △105,195 △11,807 172,035

204,111 420,579 △3,909 620,780 －　 3,608,811

　　当四半期(平成19年11月期　第３四半期)

四半期連結会計期間中の変動額

平成19年8月31日残高

四半期連結会計期間中の変動額合計

評価･換算差額等

少数株主

持分

(単位:千円)

(単位:千円)

四半期連結会計期間中の変動額

純資産

合計

株主資本

四半期連結会計期間中の変動額合計

平成19年8月31日残高
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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 545,393 1,958,950 605,596 △191,754 2,918,187

剰余金の配当 △32,096 △32,096

役員賞与の支給 △1,172 △1,172

当期純損失 △230,354 △230,354

自己株式の取得 △387 △387

売却による土地再評価差額金取崩額 55,970 55,970

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連結会計年度

中の変動額(純額)
－　

連結会計年度中の変動額合計 －　 －　 △218,807 △387 △219,194

545,393 1,958,950 386,789 △192,141 2,698,992

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 334,984 465,395 △3,884 796,494 14,312 3,728,995

剰余金の配当 －　 △32,096

役員賞与の支給 －　 △1,172

当期純損失 －　 △230,354

自己株式の取得 －　 △387

売却による土地再評価差額金取崩額 △55,970 △55,970 －　

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連結会計年度

中の変動額(純額)
△25,677 －　 △25 △25,702 △2,505 △28,208

△25,677 △44,815 △25 △70,518 △2,505 △292,218

309,306 420,579 △3,909 725,976 11,807 3,436,776

連結会計年度中の変動額合計

平成18年11月30日残高

評価･換算差額等

少数株主

持分

純資産

合計

連結会計年度中の変動額

連結会計年度中の変動額

平成18年11月30日残高

(単位:千円)

    前期(平成18年11月期)

(単位:千円)

株主資本
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 （4） (要約) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

1 税金等調整前四半期純利益又は △54,690 435,523 △255,521

四半期(当期)純損失(△)

2 減価償却費 59,610 55,116 78,431

3 減損損失 7,840 －  9,690

4 火災損失 －  837,935 －  

5 火災による保険金収入 －  △2,005,523 －  

6 圧縮記帳未決算特別勘定繰入 －  701,622 －  

7 貸倒引当金の増減額（減少：△） △7,057 △56,142 △12,809

8 退職給付引当金の増減額（減少：△） 35,818 △34,991 44,500

9 受取利息及び受取配当金 △10,549 △15,092 △14,185

10 支払利息 27,112 23,280 35,704

11 有形固定資産売却益 －  －  △8,971

12 有形固定資産除売却損 5,985 2,587 17,355

13 投資有価証券売却益 △21,414 △2,084 △21,414

14 売上債権の増減額（増加：△） △298,648 △309,571 185,549

15 たな卸資産の増減額（増加：△） 218,202 220,168 127,199

16 仕入債務の増減額（減少：△） 176,150 317,715 64,794

17 未払消費税等の増減額（減少：△） 943 △8,955 △16,120

18 未払法人税等の増減額（減少：△） △8,780 5,259 △6,615

19 その他（純額）（減少：△） 14,096 △700,753 22,924

　　小　　計 144,617 △533,904 250,512

20 火災による保険金収入 －  1,800,000 －  

21 利息及び配当金の受取額 10,549 15,092 14,185

22 利息の支払額 △24,361 △23,580 △31,022

23 法人税等の支払額 △16,246 △20,948 △16,966

　営業活動によるキャッシュ・フロー 114,558 1,236,659 216,709

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 △50,000 △10,000

2 定期預金の払戻による収入 10,000 115,000 －  

3 有価証券の取得による支出 △23,698 △1,694 △23,998

4 有価証券の売却による収入 1,699 1,698 1,999

5 有形固定資産の取得による支出 △30,339 △100,762 △52,536

6 有形固定資産の売却による収入 693 809 118,376

7 投資有価証券の取得による支出 △9,993 △296,871 △9,993

8 投資有価証券の売却による収入 46,063 －  46,063

9 子会社株式の取得による支出 －  △6,720 －  

10 その他の投資等への支出 △1,983 △2,341 △3,289

11 その他の投資等の売却等による収入 6,613 705 7,262

12 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の －  △17,832 －  

売却による収入

13 貸付による支出 △16,980 △9,790 △16,980

14 貸付金の回収による収入 11,417 11,118 14,997

15 その他(純額) △1,801 878 △1,133

　投資活動によるキャッシュ・フロー △18,309 △355,801 70,768

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） △35,000 △200,000 △170,000

2 長期借入による収入 －  200,000 －  

3 長期借入金の返済による支出 △242,594 △177,694 △300,432

4 社債の発行による収入 150,000 －  150,000

5 社債の償還による支出 △104,000 △228,000 △164,000

6 配当金の支払額 △31,988 △519 △31,988

7 少数株主への配当金支払額 △310 －  △310

8 その他（純額） △3,171 362 △3,177

　財務活動によるキャッシュ・フロー △267,064 △405,851 △519,907

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △21 －  △25

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 △170,837 475,007 △232,454

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 1,767,977 1,535,523 1,767,977

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高 1,597,140 2,010,530 1,535,523

   

                     区　　分 金　　額 金　　額 金　　額

(単位：千円)

(参考)前年同四半期 当四半期
(参考)前期

(平成18年11月期)
(平成18年11月期 (平成19年11月期

 第３四半期)  第３四半期)


