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        平成20年11月期 第３四半期財務・業績の概況 

                                           平成20年10月９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）  北野  正昭 

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20年11月期第３四半期の連結業績（平成19年12月１日～平成20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

 

20年11月期第3四半期 

19年11月期第3四半期 

百万円   ％

 4,842   △0.9
   4,886   △1.1

百万円   ％

     △48   ― 
    △65   ― 

百万円    ％ 

   △13  ― 

   △39   ― 

百万円   ％

     19   ― 
    288    ― 

 19年11月期      5,866   △1.4    △331   ―   △303   ―   △809     ― 

 
 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

 

20年11月期第3四半期 
19年11月期第3四半期 

         円    銭

       2  95 
     35  97 

円    銭

     ―    ― 
    ―    ― 

 19年11月期     △100   87         ―   ― 

  (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 

 

20年11月期第3四半期 
19年11月期第3四半期 

百万円

5,755 
8,520 

百万円

2,352 
3,608 

        ％ 

  40.9 
  42.4 

円   銭

        293  29 
        449 68 

 19年11月期 6,570 2,466   37.6          307  40 

（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 

 

20年11月期第3四半期 
19年11月期第3四半期 

百万円

 △123 
 1,236   

百万円

 △201 
△355   

   百万円 

  △481 
 △405   

百万円

1,035 
2,010 

 19年11月期  1,138 △311  △519 1,841 

２．配当の状況 

  １株当たり配当金 

(基準日) 中間期末 期末 年間 

 円     銭 円    銭 円     銭 

19年11月期 ―   ― ―   ― ―   ― 

20年11月期(実績) ―   ― ―   ― ―   ― 

20年11月期(予想) ―   ― ―   ― ―   ― 

３．平成20年11月期の連結業績予想（平成19年12月１日～平成20年11月30日）【参考】 
                                          (％表示は、対前期増減率) 

 
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 

 

通   期 
 百万円  ％ 

5,820  △0.8 
百万円  ％

 △150  ―
百万円  ％

 △130  ―
百万円  ％ 

 △100  ― 
円   銭

   △12  46

４．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）  ： 有  

   (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】 ３．その他をご覧ください。] 

 
※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

   業績予想につきましては、本資料の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可能性があります。 
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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、米国のサブプライムローン関連による金融市場の混乱、原油や原材料価 

格の上昇に加え、円高、株安など先行きに一層の減速感を強めてまいりました。 
   こうした中で当社グループは、学校家具関連はもとより、ホテル、金融機関等の民間企業、及び設計事務所を 

介した直販営業を継続的に展開し、また販売代理店との関係強化に取り組んでまいりました。 
また、主力の学校や公共施設、ホテル向けの商品開発に努め、生産の内製化推進、請負委託の削減、原材料調 

達コスト低減策の推進、ならびに営業所の統合、管理職給与の減俸など徹底したコストカットにも取り組み、更 
には、原材料価格の上昇に対応するため、期初に引続き再度の価格改定を実施いたしました。 
 これらの結果、主力の学校家具につきましては比較的堅調でありましたが、ホテル、金融機関をはじめとする 
民需につきましては景気減速感を反映し、また依然厳しい価格競争が続いていることから、当第３四半期の売上 
高は48億42百万円(前年同期比0.9％減)、営業損失は48百万円(前年同期は65百万円の損失)、経常損失は13 
百万円 (前年同期は39百万円の損失)、四半期純利益は、19百万円 (前年同期は２億88百万円の利益)となりま 

した。 
なお、当社グループの業績は、通常の営業形態として特に第２四半期に売上高が偏る傾向があり、業績に著し 

い季節的な変動があります。 
 
２．連結財政状態に関する定性的情報 
  (1) 資産、負債、純資産の状況  

当第３四半期における総資産は、前年同期に比べ27億65百万円減少いたしました。流動資産は、受取手形及 
び売掛金が73百万円増加しましたが、現金及び預金が３億61百万円減少し、29億60百万円となりました。 
固定資産は、前期末に減損損失を12億６百万円計上したことなどから、前年同期に比べ12億43百万円減少し、 

15億２百万円となりました。 
    負債は、社債及び借入金が５億９百万円、繰延税金負債が３億１百万円減少するなど前年同期に比べ15億９ 

百万円減少し、34億２百万円となりました。 
純資産は、利益剰余金が８億21百万円、土地再評価差額金など評価換算差額等が４億33百万円、前年同期に 

比べそれぞれ減少し、23億52百万円となりました。 
  (2) キャッシュ･フローの状況 
    営業活動の結果減少した資金は、１億23百万円となりました。これは主に、季節的要因による売上債権が増 

加したこと等によるものであります。 
投資活動の結果減少した資金は、２億１百万円となりました。これは主に、機械設備などの有形固定資産を 

取得したこと等によるものであります。 
財務活動の結果減少した資金は、４億81百万円となりました。これは主に、長期借入金の返済及び社債の償 

還によるものであります。 
  

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) 

連結子会社の芳徳家具有限公司は、平成19年８月20日より清算手続きを開始し、平成19年12月21日に清算を 
結了いたしましたので特定子会社ではなくなりました。 

(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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４. (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19年11月期 (平成20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

1,351,597 989,752 △361,844 1,584,352

1,164,782 1,238,313 73,530 807,014

755,958 609,136 △146,822 794,641

745,437 122,799 △622,638 471,280

流動資産合計 4,223,298 2,960,000 △1,263,297 △29.9 3,657,289

Ⅱ

2,745,925 1,502,316 △1,243,608 1,444,862

10,788 22,013 11,225 9,050

1,540,593 1,270,698 △269,895 1,459,330

固定資産合計 4,297,307 2,795,029 △1,502,278 △35.0 2,913,242

8,520,606 5,755,029 △2,765,576 △32.5 6,570,532

Ⅰ

1,288,828 996,951 △291,877 961,252

160,000 160,000 －  160,000

288,000 370,000 82,000 388,000

307,142 139,992 △167,150 295,592

借入金

5 圧縮未決算特別勘定 681,960 546,347 △135,612 546,347

433,714 277,186 △156,529 423,407

3,159,646 2,490,477 △669,168 △ 21.2 2,774,599

Ⅱ

626,694 116,702 △509,992 424,196

608,635 306,909 △301,725 140,579

340,994 306,742 △34,251 329,784

175,824 181,388 5,564 434,395

固定負債合計 1,752,148 911,742 △840,405 △48.0 1,328,956

4,911,794 3,402,220 △1,509,574 △30.7 4,103,555

Ⅰ

1 資本金 545,393 545,393 －  －  545,393

2 資本剰余金 1,959,083 1,959,083 －  0.0 1,959,083

3 利益剰余金 675,465 △146,080 △821,545 △121.6 △161,831

4 自己株式 △191,912 △192,417 △505 0.3 △191,919

2,988,030 2,165,979 △822,051 △27.5 2,150,726

Ⅱ

1 その他有価証券評価 204,111 27,101 △177,010 △86.7 160,424

差額金

2 土地再評価差額金 420,579 159,729 △260,850 △62.0 159,729

3 為替換算調整勘定 △3,909 －  3,909 △100.0 △3,903

評価・換算差額等合計 620,780 186,830 △433,950 △69.9 316,250

純資産合計 3,608,811 2,352,809 △1,256,001 △34.8 2,466,976

8,520,606 5,755,029 △2,765,576 △32.5 6,570,532

(参考)前期末
(平成19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

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）

4 一年以内返済予定の長期

6 その他

2 短期借入金

3 一年以内償還予定の社債

資産合計

（負債の部）

流動負債

1 支払手形及び買掛金

2 無形固定資産

3 投資その他の資産

4 その他

固定資産

1 有形固定資産

2 受取手形及び売掛金

3 たな卸資産

（資産の部）

流動資産

1 現金及び預金

増　減
科　　目
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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19年11月期 (平成20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 4,886,968 4,842,578 △44,390 △0.9 5,866,325

Ⅱ 3,533,938 3,510,538 △23,400 △0.7 4,337,941

売上総利益 1,353,030 1,332,039 △20,990 △1.6 1,528,383

Ⅲ 1,418,987 1,380,453 △38,534 △2.7 1,859,583

営業損失 65,957 48,413 17,544 △26.6 331,199

Ⅳ 51,706 51,780 73 0.1 61,240

Ⅴ 25,452 16,965 △8,487 △33.3 33,694

経常損失 39,703 13,598 26,105 △65.8 303,654

Ⅵ 2,014,644 27,149 △1,990,494 －  2,109,348

2,084 27,149 3,734

2 －  152

3 2,005,523 －  2,100,792

4 10,036 －  4,669

Ⅶ 1,542,416 －  △1,542,416 －  2,749,419

2,858 －  12,141

除却損

2 減損損失 －  －  1,206,705

火災損失 837,935 －  926,583

4 圧縮記帳未決算特別 701,622 －  546,347

勘定繰入額

5 －  －  57,641

税金等調整前四半期 435,523 13,551 △421,972 △96.9 △943,724

純利益又は税金等調整前

当期純損失(△)

法人税、住民税及び 139,446 11,454 △127,991 △91.8 39,294

事業税

過年度法人税等戻入等 －  －  

法人税等調整額 593 △542 △1,136 △191.5 △180,356

少数株主利益 6,808 －  △6,808 －  6,808

四半期純利益又は当期 288,676 19,954 △268,721 △93.1 △809,471

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19年11月期)

その他

その他

 特別損失

1 固定資産売却損及び

科　目

3

1 投資有価証券売却益

貸倒引当金戻入益

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 

                                                                                 

 

前四半期連結会計期間(自　平成18年12月１日　至　平成19年８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18年11月30日残高 545,393 1,958,950 386,789 △192,141 2,698,992 725,976 11,807 3,436,776

四半期純利益 288,676 288,676 －　 288,676

自己株式の取得 △162 △162 －　 △162

自己株式の処分 133 392 525 －　 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 △11,807 △117,002

－　 133 288,676 229 289,038 △105,195 △11,807 172,035

545,393 1,959,083 675,465 △191,912 2,988,030 620,780 －　 3,608,811

当四半期連結会計期間(自　平成19年12月１日　至　平成20年８月31日) (単位:千円)

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19年11月30日残高 545,393 1,959,083 △161,831 △191,919 2,150,726 316,250 2,466,976

四半期純利益 19,954 19,954 －　 19,954

自己株式の取得 △498 △498 －　 △498

連結範囲の変動による減

少高
△4,203 △4,203 －　 △4,203

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)

－　 △129,419 △129,419

－　 －　 15,750 △498 15,252 △129,419 △114,166

545,393 1,959,083 △146,080 △192,417 2,165,979 186,830 2,352,809

前連結会計年度(自　平成18年12月１日　至　平成19年11月30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18年11月30日残高 545,393 1,958,950 386,789 △192,141 2,698,992 725,976 11,807 3,436,776

当期純損失 △809,471 △809,471 －　 △809,471

自己株式の取得 △170 △170 －　 △170

自己株式の処分 133 392 525 －　 525

減損に伴う土地再評価差

額金取崩額
260,850 260,850 △260,850 －　

株主資本以外の項目の連結会

計年度中の変動額(純額)
－　 △148,875 △11,807 △160,683

－　 133 △548,620 221 △548,265 △409,726 △11,807 △969,799

545,393 1,959,083 △161,831 △191,919 2,150,726 316,250 －　 2,466,976

少数株主

持分

純資産

合計

連結会計年度中の変動額

平成19年11月30日残高

連結会計年度中の変動額合

計

平成19年８月31日残高

株主資本
評価・換算

差額等

四半期連結会計期間中の変

動額合計

(単位:千円)

四半期連結会計期間中の変

動額

平成20年8月31日残高

純資産

合計

(単位:千円)

株主資本
評価・換算

差額等

株主資本
評価・換算

差額等

少数株主

持分

純資産

合計

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

動額合計
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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 435,523 13,551 △943,724

当期純損失(△)

2 減価償却費 55,116 29,298 72,622

3 減損損失 －  －  1,206,705

4 火災損失 837,935 －  926,583

5 固定資産圧縮損 －  －  57,431

6 火災による保険金収入 △2,005,523 －  △2,100,792
7 圧縮記帳未決算特別勘定繰入 701,622 －  546,347

8 貸倒引当金の増減額（減少：△） △56,142 3,646 △60,381

9 退職給付引当金の増減額（減少：△） △34,991 △23,042 △46,200

10 受取利息及び受取配当金 △15,092 △16,257 △18,052

11 支払利息 23,280 13,042 29,782

12 有形固定資産除売却損 2,587 －  12,141

13 投資有価証券売却益 △2,084 △27,149 △3,734
14 売上債権の増減額（増加：△） △309,571 △429,736 48,394

15 たな卸資産の増減額（増加：△） 220,168 185,505 181,485

16 仕入債務の増減額（減少：△） 317,715 35,699 △9,860

17 未払消費税等の増減額（減少：△） △8,955 46,565 △7,863

18 未払法人税等の増減額（減少：△） 5,259 △7,100 1,650

19 その他（純額）（減少：△） △700,753 △19,681 140,501
　　小　　計 △533,904 △195,660 33,036

20 利息及び配当金の受取額 15,092 16,257 18,052

21 利息の支払額 △23,580 △11,511 △26,710

22 火災による保険金受取額 1,800,000 85,944 2,014,847

23 火災による支払額 －  －  △879,732

24 法人税等の支払額 △20,948 △18,819 △21,458

　営業活動によるキャッシュ・フロー 1,236,659 △123,789 1,138,034
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 △50,000 △60,000 △50,000

2 定期預金の払戻による収入 115,000 50,000 115,000

3 有価証券の取得による支出 △1,694 △1,694 △1,993

4 有価証券の売却による収入 1,698 1,694 1,998

5 有形固定資産の取得による支出 △100,762 △167,862 △65,442

6 有形固定資産の売却による収入 809 1,009
7 投資有価証券の取得による支出 △296,871 △119,800 △296,871

8 投資有価証券の売却による収入 －  94,177 1,650

9 子会社株式の取得による支出 △6,720 △6,720

10 その他の投資等への支出 △2,341 △737 △2,428

11 その他の投資等の売却等による収入 705 7,531 2,843

12 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の △17,832 △17,832
売却による収入

13 貸付による支出 △9,790 △6,755 △10,140

14 貸付金の回収による収入 11,118 9,021 15,092

15 その他(純額) 878 △6,921 1,897

　投資活動によるキャッシュ・フロー △355,801 △201,346 △311,937

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） △200,000 －  △200,000
2 長期借入による収入 200,000 －  200,000

3 長期借入金の返済による支出 △177,694 △253,094 △231,742

4 社債の償還による支出 △228,000 △228,000 △288,000

5 配当金の支払額 △519 △111 △306

6 その他（純額） 362 △498 354

　財務活動によるキャッシュ・フロー △405,851 △481,703 △519,693
Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 －  －  5

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 475,007 △806,839 306,409

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 1,535,523 1,841,933 1,535,523

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高 2,010,530 1,035,093 1,841,933

(単位：千円)

前年同四半期 当四半期
(参考)前期

(平成19年11月期)
(平成19年11月期 (平成20年11月期

 第３四半期)  第３四半期)

   

                     区　　分 金　　額 金　　額 金　　額


