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1.  平成21年11月期第1四半期の連結業績（平成20年12月1日～平成21年2月28日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年11月期第1四半期 936 ― △84 ― △70 ― △73 ―

20年11月期第1四半期 1,102 14.6 △149 ― △116 ― △119 ―

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

21年11月期第1四半期 △9.18 ―

20年11月期第1四半期 △14.95 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

21年11月期第1四半期 4,930 2,128 43.2 265.38
20年11月期 5,178 2,235 43.2 278.73

（参考） 自己資本   21年11月期第1四半期  2,128百万円 20年11月期  2,235百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年11月期 ― ― ― ― ―

21年11月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年11月期（予想） ――― ― ― ― ―

3.  平成21年11月期の連結業績予想（平成20年12月1日～平成21年11月30日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

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

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期連結累計期間 3,350 ― 110 ― 130 ― 120 ― 14.96
通期 5,530 △2.3 60 ― 90 ― 60 △5.5 7.48

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）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

(注)詳細は2ページ「定性的情報・財務諸表等」4.その他をご覧下さい。  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

(注)詳細は2ページ「定性的情報・財務諸表等」4.その他をご覧下さい。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
1.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。 
 なお、上記業績予想に関する事項は、2ページ「定性的情報・財務諸表等」3.連結業績予想に関する定性的情報をご覧下さい。 
2.当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計適用指針第14号）
を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年11月期第1四半期  9,705,439株 20年11月期  9,705,439株

② 期末自己株式数 21年11月期第1四半期  1,685,312株 20年11月期  1,684,885株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年11月期第1四半期  8,020,356株 20年11月期第1四半期  8,024,742株
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当第１四半期におけるわが国経済は、世界的な金融危機の影響が実体経済にも波及し、大幅な企業収益の減少

や雇用情勢の悪化など、景気は急激に失速してまいりました。 

厳しい経済情勢の影響を受けて需要が急激に冷え込む当業界の中、当社グループは主力の教育施設分野におい

て は、マーケット調査に基づく販売政策を推進し、また、新商品や主力商品の販売促進キャンペーン、販売代理

店との関係強化など、需要期に向けた販売促進活動に注力いたしました。また、資材調達コストの削減、生産性

向上、物流改善や、経費の一層の削減にも取組みました。 

しかしながら、教育施設分野については比較的堅調に推移したものの、景況の悪化を反映して金融機関や公共

施設などを中心に、案件の延期や中止等により需要が減少し、価格競争も一層激しくなるなど厳しい状況で推移

いたしました。 

その結果、当第１四半期における売上高は、９億36百万円(前年同期比15.1％減)となりました。また、損益面

につきましては、人件費を中心とした固定費の削減に取組みましたが、営業損失は84百万円(前年同期は１億49百

万円の損失)、経常損失は70百万円(前年同期は１億16百万円の損失)、四半期純損失は73百万円(前年同期は１億

19百万円の損失)となりました。 

なお、当連結会計年度より第１四半期決算短信を作成しているため、前年同期比較は参考として記載しており

ます。  

  

（1）資産、負債、純資産の状況 

 当第１四半期末における総資産は49億30百万円と、前連結会計年度末に比べて２億47百万円減少いたしまし

た。 

 流動資産は、たな卸資産が２億68百万円増加いたしましたが、現金及び預金が３億95百万円減少したことなど

から前連結会計年度末に比べて１億83百万円減少し、26億13百万円となりました。 

固定資産は、投資有価証券の時価の下落により投資その他の資産が65百万円減少したことなどから、前連結会

計年度末に比べて64百万円減少し、23億17百万円となりました。 

 負債は、28億２百万円と、前連結会計年度末に比べて１億40百万円減少いたしました。 

 流動負債は、支払手形及び買掛金が32百万円増加いたしましたが、社債及び借入金が２億78百万円減少したこ

となどから、前連結会計年度末に比べて３億18百万円減少いたしました。 

 固定負債は、長期借入金の借入が１億51百万円、退職給付引当金が37百万円それぞれ増加したことなどから、

前連結会計年度末に比べて１億78百万円増加し、10億48百万円となりました。  

  純資産は、利益剰余金が73百万円減少したことなどから、前連結会計年度末に比べて１億７百万円減少し、21

億28百万円となりました。  

（2）連結キャッシュ・フローの状況 

 営業活動の結果減少した資金は、３億66百万円となりました。これは主に、季節的要因によりたな卸資産が増加

したこと等によるものであります。 

 投資活動の結果増加した資金は、８百万円となりました。これは主に、カタログ製版代や新商品金型など固定

資産の取得に26百万円投資いたしましたが、投資有価証券の売却により資金が32百万円増加したことなどによる

ものであります。 

 財務活動の結果減少した資金は、１億37百万円となりました。これは主に、長期借入金の借入により２億円増

加いたしましたが、社債の償還や短期借入金等の返済により３億37百万円の支出があったことなどによるもので

あります。  

  

 (当年度の見通し) 

 平成21年11月期の連結業績予想につきましては、平成21年１月16日に開示いたしましたが、景気の急激な悪化に

より民間企業を中心に大幅に需要が減少するなど、その後の経営環境が急激に変化しております。当年度の見通し

については、現在対策を含めた見直しを進めており、業績修正が必要な場合は適宜開示いたします。 

  

 該当事項はありません。  

  

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 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

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） 
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 簡便な会計処理 

  たな卸資産の評価方法 

 当第１四半期末のたな卸資産の評価方法について、実地たな卸を省略し、前連結会計年度末の実地たな

卸高を基礎として合理的な方法により算出しております。  

  

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関

する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表

規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

 当第１四半期連結会計期間より、「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月

５日 ）が適用されたことに伴い、たな卸資産の評価基準を主として先入先出法による原価法(収益性の低下によ

る簿価切下げの方法）により算出しております。 

 これによる損益に与える影響はありません。  
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年２月28日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年11月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 784,148 1,179,727

受取手形及び売掛金 782,770 738,553

有価証券 6,079 107,138

商品及び製品 694,911 459,466

仕掛品 72,351 66,124

原材料及び貯蔵品 255,240 228,242

繰延税金資産 325 303

その他 26,957 26,138

貸倒引当金 △9,724 △9,182

流動資産合計 2,613,061 2,796,512

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 53,057 54,077

機械装置及び運搬具（純額） 26,445 27,539

土地 1,384,891 1,384,891

その他（純額） 41,621 37,387

有形固定資産合計 1,506,014 1,503,896

無形固定資産   

その他 20,684 21,349

無形固定資産合計 20,684 21,349

投資その他の資産   

投資有価証券 687,352 753,564

繰延税金資産 1,155 1,155

破産更生債権等 46,742 46,189

その他 110,891 110,171

貸倒引当金 △54,987 △54,381

投資その他の資産合計 791,154 856,699

固定資産合計 2,317,853 2,381,945

資産合計 4,930,914 5,178,457
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年２月28日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年11月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 902,849 870,239

短期借入金 160,000 260,000

1年内償還予定の社債 80,000 260,000

1年内返済予定の長期借入金 140,072 139,032

未払金 64,946 51,873

未払費用 59,538 69,040

未払法人税等 5,873 18,449

未払消費税等 995 42,570

圧縮未決算特別勘定 317,913 317,913

その他 22,099 44,114

流動負債合計 1,754,289 2,073,232

固定負債   

社債 10,000 20,000

長期借入金 253,276 101,824

繰延税金負債 19,619 20,088

再評価に係る繰延税金負債 257,337 257,337

退職給付引当金 346,488 308,951

役員退職慰労引当金 105,520 103,850

負ののれん 6,040 6,443

その他 49,948 51,152

固定負債合計 1,048,230 869,648

負債合計 2,802,519 2,942,880

純資産の部   

株主資本   

資本金 545,393 545,393

資本剰余金 1,959,077 1,959,077

利益剰余金 △176,126 △102,512

自己株式 △192,639 △192,600

株主資本合計 2,135,705 2,209,358

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △167,040 △133,511

土地再評価差額金 159,729 159,729

評価・換算差額等合計 △7,310 26,218

純資産合計 2,128,394 2,235,576

負債純資産合計 4,930,914 5,178,457
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年12月１日 
 至 平成21年２月28日) 

売上高 936,483

売上原価 640,452

売上総利益 296,030

販売費及び一般管理費 380,243

運送費及び保管費 54,371

給料及び賞与 143,020

福利厚生費 34,123

退職給付費用 30,397

役員退職慰労引当金繰入額 1,670

賃借料 26,271

減価償却費 3,745

貸倒引当金繰入額 1,148

その他 85,496

営業損失（△） △84,213

営業外収益  

受取利息 714

受取配当金 5,205

固定資産賃貸料 2,367

雑収入 9,781

営業外収益合計 18,069

営業外費用  

支払利息 3,644

その他 830

営業外費用合計 4,475

経常損失（△） △70,618

特別利益  

固定資産売却益 312

特別利益合計 312

税金等調整前四半期純損失（△） △70,306

法人税、住民税及び事業税 3,798

法人税等調整額 △490

法人税等合計 3,307

四半期純損失（△） △73,613
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年12月１日 
 至 平成21年２月28日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純損失（△） △70,306

減価償却費 13,539

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,148

退職給付引当金の増減額（△は減少） 37,536

受取利息及び受取配当金 △5,920

支払利息 3,644

有形固定資産売却損益（△は益） △312

売上債権の増減額（△は増加） △44,770

たな卸資産の増減額（△は増加） △268,669

仕入債務の増減額（△は減少） 20,793

未払消費税等の増減額（△は減少） △41,574

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減
少）

△2,617

その他 3,069

小計 △354,440

利息及び配当金の受取額 5,920

利息の支払額 △3,630

法人税等の支払額 △14,404

営業活動によるキャッシュ・フロー △366,554

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出 △10,000

定期預金の払戻による収入 10,000

有価証券の売却による収入 697

有形固定資産の取得による支出 △26,042

有形固定資産の売却による収入 1,802

投資有価証券の取得による支出 △20

投資有価証券の売却による収入 32,702

貸付けによる支出 △6,990

貸付金の回収による収入 2,537

その他 3,474

投資活動によるキャッシュ・フロー 8,161

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） △100,000

長期借入れによる収入 200,000

長期借入金の返済による支出 △47,508

社債の償還による支出 △190,000

自己株式の取得による支出 △38

財務活動によるキャッシュ・フロー △137,546

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △495,939

現金及び現金同等物の期首残高 1,235,171

現金及び現金同等物の四半期末残高 739,231
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 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

当社グループは、前連結会計年度まで４期連続で営業損失を計上し、当第１四半期連結会計期間においても営

業損失84,213千円、四半期純損失73,613千円を計上いたしました。 

当該状況により、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在しております。 

当社グループは、当該状況を解消すべく平成20年９月に経営体制を刷新、ブランドの再構築を目指し、教育施

設市場を中心としたコア事業のシェア拡大、海外提携ブランドの販売強化、民需に強い販売店網の拡大、営業現

場を主体としたマーケティングや商品開発、主要20品目の原価低減などの諸施策に加え、人件費を中心とした固

定費削減策を含めた修正中期経営計画により事業を進めており、当第１四半期では売上高が前年同期比165,990

千円減少いたしましたものの営業損失は前年同期比64,919千円減少いたしております。 

また、平成21年２月23日にはアイリスオーヤマ株式会社との業務資本提携契約を締結し、互いの経営資源のシ

ナジーによる事業基盤の強化、拡充、発展のために協議を進めております。 

しかしながら、現時点では収益基盤が安定したと判断できる状況には至らず、継続企業の前提に関する重要な

疑義を払拭する状況には至っておりません。 

今後も引き続きこれらの施策を確実に実行し、継続企業の前提に関する重要な疑義を解消するように努めてま

いります。 

四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、上記のような重要な疑義の影響を四半期連結財

務諸表に反映しておりません。 

  

当第１四半期連結累計期間（自平成20年12月１日 至平成21年２月28日） 

当社グループは、家具・遊戯具の製造販売事業を行っており、当該事業以外に事業の種類がないため、該当事

項はありません。 

  

当第１四半期連結累計期間（自平成20年12月１日 至平成21年２月28日） 

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

当第１四半期連結累計期間（自平成20年12月１日 至平成21年２月28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。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記 

（５）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

〔所在地別セグメント情報〕 

〔海外売上高〕 

（６）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。 
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「参考資料」  

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

前第１四半期連結累計期間（平成19年12月１日～平成20年２月29日） 

  

科目 

前年同四半期
（平成20年11月期 
第１四半期） 

金額（千円）

Ⅰ 売上高  1,102,473

Ⅱ 売上原価  794,957

売上総利益  307,515

Ⅲ 販売費及び一般管理費  456,648

営業損失  149,132

Ⅳ 営業外収益  38,745

Ⅴ 営業外費用  6,486

経常損失  116,873

税金等調整前四半期純損失  116,873

税金費用  3,064

四半期純損失  119,937
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（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

前第１四半期連結累計期間（平成19年12月１日～平成20年２月29日） 

  

  
前年同四半期

（平成20年11月期 
第１四半期） 

区分 金額（千円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー      

税金等調整前四半期純損失(△) △116,873

減価償却費  3,408

貸倒引当金の増減額（減少：△） △1,750

退職給付引当金の増減額（減少：△） △7,957

受取利息及び受取配当金 △8,300

支払利息  5,199

売上債権の増減額（増加：△）  19,795

たな卸資産の増減額（増加：△） △322,601

仕入債務の増減額（減少：△）  74,833

未払消費税等の増減額（減少：△） △919

未払法人税等の増減額（減少：△） △6,541

その他（純額）（減少：△） △53,975

小計 △415,682

利息及び配当金の受取額  8,300

利息の支払額 △4,552

火災による保険金受取額  85,944

法人税等の支払額 △18,197

営業活動によるキャッシュ・フロー △344,187
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前年同四半期

（平成20年11月期 
第１四半期） 

区分 金額（千円）

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー      

定期預金の預入による支出 △40,000

定期預金の払戻による収入  50,000

有価証券の取得による支出 △697

有価証券の売却による収入  698

有形固定資産の取得による支出 △37,891

その他の投資等への支出 △151

その他の投資等の売却等による収入  5

貸付けによる支出 △3,150

貸付金の回収による収入  3,301

その他(純額)  5,835

投資活動によるキャッシュ・フロー △22,050

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー      

長期借入金の返済による支出 △54,048

社債の償還による支出 △34,000

その他（純額） △234

財務活動によるキャッシュ・フロー △88,283

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額（又は減
少額） 

△454,521

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  1,841,933

Ⅵ 現金及び現金同等物の四半期末残高  1,387,411
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前第１四半期連結累計期間（平成19年12月１日～平成20年２月29日） 

当社グループは、家具・遊戯具の製造販売事業を行っており、当該事業以外に事業の種類がないため、該当事

項はありません。 

  

前第１四半期連結累計期間（平成19年12月１日～平成20年２月29日） 

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

（３）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

〔所在地別セグメント情報〕 

〔海外売上高〕 

前第１四半期連結累計期間（平成19年12月１日～平成20年２月29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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