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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 10,568 ― △1,232 ― △1,347 ― △1,356 ―
20年11月期第1四半期 13,820 △16.1 △1,193 ― △1,380 ― △1,573 ―

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 △85.15 ―
20年11月期第1四半期 △98.80 ―

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 35,769 7,372 20.6 462.81
20年11月期 40,969 8,790 21.5 551.85

（参考） 自己資本   21年11月期第1四半期  7,372百万円 20年11月期  8,790百万円

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 ― 3.00 ― 0.00 3.00
21年11月期 ―
21年11月期 

（予想）
0.00 ― 0.00 0.00

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

26,500 ― △520 ― △600 ― △630 ― △39.55

通期 54,500 △10.2 370 ― 200 ― 150 ― 9.42

1



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、5ページ【定性的情報・財務諸表等】 4.その他をご覧ください。 

(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、5ページ【定性的情報・財務諸表等】 4.その他をご覧ください。 

(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.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。 
2.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大きく
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につきましては、4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ください。 

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 17,339,200株 20年11月期  17,339,200株
② 期末自己株式数 21年11月期第1四半期  1,409,600株 20年11月期  1,409,600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 15,929,600株 20年11月期第1四半期 15,929,600株
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当第１四半期連結会計期間（平成20年12月～平成21年2月）における国内経済は、世界的な金融不安

や、株式、為替市場の大幅な変動などの影響から企業収益や雇用情勢が悪化し、個人消費が停滞するな

ど景気が急速に悪化する状況で推移いたしました。  

 例年、冬場である第１四半期（12月～2月）は積雪等の季節要因から、他の四半期に比べ建築需要が

減少する傾向にありますが、当第１四半期は、雇用や所得環境の厳しさ、景気の先行き不透明感などを

背景に、新設住宅着工戸数が前年実績を下回る低水準で推移し、建材業界を取り巻く環境は、需要環境

の悪化に伴う売上高の減少、生産の縮小、相場の低迷（特に、合板相場の歴史的な下落）など厳しい業

務環境が続きました。  

 このような厳しい環境のもと、当グループは、低コスト体質への早期転換と収益力の向上をはかるた

め、外部コンサルタントの意見も参考に、人件費、原材料、倉庫賃借料、事務所経費等を中心に大幅な

コスト削減を推進するとともに、高付加価値製品の開発、集合住宅分野等への提案力の強化、新規顧客

の開拓と既存顧客との取引深耕などにより需要の取り込みに努めてまいりましたが、住宅需要低迷に伴

う販売競争の一層の激化や合板相場低迷の影響などから、当第１四半期連結会計期間の売上高は10,568

百万円（前年同期比23.5％減）にとどまり、また損益面につきましても、売上高が予想以上に下回った

ことや需要環境の悪化から販売価格の低下を招き収益性の改善が予定より遅れていること、需要低迷か

ら連結子会社を含め大幅な生産調整を余儀なくされ生産効率が低下したこと、合板業を営む連結子会

社、持分法適用会社の業績が悪化したことなどから営業損失1,232百万円、経常損失1,347百万円、四半

期純損失1,356百万円という厳しい結果となりました。  

   ・部門別売上高の状況  

 
  

  

当第１四半期連結会計期間末の総資産は35,769百万円となり、前連結会計年度末に比べ5,200百万円

減少いたしました。その主なものは、受取手形及び売掛金の減少3,154百万円、現金及び預金の減少

1,245百万円、製品在庫の減少595百万円、投資その他の資産の減少358百万円などによるものでありま

す。  

  負債は28,397百万円となり、前連結会計年度末に比べ3,781百万円減少いたしました。その主なもの

は、支払手形及び買掛金の減少1,827百万円、短期借入金の減少659百万円、その他（流動負債）の減少

929百万円、長期借入金の減少243百万円などによるものであります。  

  純資産は7,372百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,418百万円減少いたしました。その主なもの

は、四半期純損失の計上による利益剰余金の減少1,356 百万円などによるものであります。  

  

【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

事業部門

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) 

 

建材部門

内装材 2,931百万円

外装材 116

住宅機器他 2,951

小計 5,999

繊維板部門 971

合板部門 3,535

住宅関連工事部門 62

合計 10,568

2. 連結財政状態に関する定性的情報

①財政状態の状況
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当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ1,245百万円

減少し、4,123百万円となりました。  

 各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。  

 営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純損失は1,347百万円となり、減価償却

費の計上による267百万円の増加、売上債権の減少による3,154百万円の増加、たな卸資産の減少による

405百万円の増加、仕入債務の減少による1,827百万円の減少、その他719百万円の減少などの要因か

ら、26百万円の支出となりました。  

 投資活動によるキャッシュ・フローは、設備投資など有形固定資産の取得による209百万円の減少な

どの要因から、228百万円の支出となりました。  

 また、財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の減少による619百万円の減少や、長期借

入金の返済による283百万円の減少などの要因から、991百万円の支出となりました。  

  

国内外の景況感の悪化等を背景に住宅需要が低迷し、当第１四半期の新設住宅着工戸数は前年同期を

下回り、合板相場も長期低迷が続くなか当グループの業績も予想を下回る状況で推移しておりますが、

更なる低コスト体質への早期転換と収益力の向上により業績の回復をはかるため、現在、外部コンサル

タントの意見も参考に、大幅なコスト削減（人件費、原材料費、倉庫賃借料、事務所経費等）やフロア

部門における新製品（ＮＥＸＩＯ：ネクシオ）の投入など各種施策を推進しており、また今後の住宅着

工や合板相場の動向などが現状では予想し難いことなどもあり、 平成21年1月23日公表の業績予想は変

更しておりません。なお、今後の見通しにつきましては引き続き検討を行い、業績予想に関し修正の必

要が生じた場合には、速やかに開示する予定であります。 

  
  

 
  

  

②キャッシュ・フローの状況

3. 連結業績予想に関する定性的情報

 

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大きく異なる可能性があります。 

実際の業績等に影響を与える可能性のある重要な要因には、以下の事項があります。  

なお、業績に影響を与える要因はこれらに限定されるものではありません。 

 ①新設住宅着工戸数の動向 

 ②原材料価格の変動等 

 ③自然災害等による影響
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該当事項はありません。 
  

  

①簡便な会計処理 

棚卸資産の評価方法 

棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見
積り、簿価切下げを行う方法によっております。 

固定資産の減価償却の算定方法 

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定
する方法によっております。 

経過勘定項目の算定方法 

一部の経過勘定項目については、合理的な算定方法による概算額を計上する方法によっておりま
す。 

法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

税引前四半期純損失に重要な税務調整を加えた後の課税所得を基に未払法人税等を算出しており
ます。 

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 該当事項はありません。 
  

①「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。 

②棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 

  通常の販売目的で保有するたな卸資産については、主として総平均法による低価法によっておりま

したが、当連結会計年度の第１四半期連結会計期間から、「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企

業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９号）が適用されたことに伴い、主として総

平均による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定

しております。これによる損益への影響は軽微であります。 

③リース取引に関する会計基準等の適用 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る会計処理によってお

りましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計

審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企

業会計基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年

３月30日改正））が平成20年４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用

することができるようになったことに伴い、当第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適

用し、通常の売買取引に係る会計処理によっております。また、所有権移転外ファイナンス・リース

取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とす

る定額法を採用しております。  

 この変更による、損益に与える影響はありません。  

 なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・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。  

  

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)

(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
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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 4,301,331 5,547,277

受取手形及び売掛金 6,041,960 9,196,841

製品 7,324,569 7,920,499

仕掛品 1,361,069 1,316,294

原材料及び貯蔵品 2,281,666 2,127,630

その他 673,086 482,307

貸倒引当金 △600 △600

流動資産合計 21,983,083 26,590,251

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,021,056 2,063,266

機械装置及び運搬具（純額） 3,258,948 3,443,239

土地 4,473,795 4,473,795

その他（純額） 161,189 167,937

有形固定資産合計 9,914,989 10,148,239

無形固定資産 40,999 41,935

投資その他の資産   

投資有価証券 3,126,893 3,292,685

その他 706,832 899,690

貸倒引当金 △3,000 △3,000

投資その他の資産合計 3,830,726 4,189,375

固定資産合計 13,786,715 14,379,550

資産合計 35,769,798 40,969,801

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 9,757,223 11,584,473

短期借入金 9,330,864 9,990,550

未払法人税等 14,426 34,484

その他 1,875,697 2,804,993

流動負債合計 20,978,212 24,414,502

固定負債   

社債 70,000 70,000

長期借入金 1,529,000 1,772,700

長期未払金 88,677 176,640

繰延税金負債 351,593 386,265

退職給付引当金 5,027,041 5,011,350

役員退職慰労引当金 352,906 347,568

固定負債合計 7,419,218 7,764,524

負債合計 28,397,431 32,179,027
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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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,141,000 2,141,000

資本剰余金 1,587,822 1,587,822

利益剰余金 4,638,213 5,994,622

自己株式 △755,068 △755,068

株主資本合計 7,611,967 8,968,376

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 102,083 154,347

繰延ヘッジ損益 － △129

為替換算調整勘定 △341,684 △331,820

評価・換算差額等合計 △239,600 △177,602

純資産合計 7,372,367 8,790,774

負債純資産合計 35,769,798 40,969,801
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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 10,568,924

売上原価 8,956,967

売上総利益 1,611,957

販売費及び一般管理費 2,844,362

営業損失（△） △1,232,405

営業外収益  

受取利息 5,286

受取配当金 11,342

受取保険金 18,455

為替差益 5,467

その他 7,703

営業外収益合計 48,255

営業外費用  

支払利息 57,004

売上割引 8,232

売上債権売却損 24,940

持分法による投資損失 60,748

その他 12,087

営業外費用合計 163,013

経常損失（△） △1,347,163

税金等調整前四半期純損失（△） △1,347,163

法人税、住民税及び事業税 9,603

法人税等調整額 △357

法人税等合計 9,245

四半期純損失（△） △1,356,409
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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利益 △1,347,163

減価償却費 267,760

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 5,338

受取利息及び受取配当金 △16,628

支払利息 57,004

持分法による投資損益（△は益） 60,748

売上債権の増減額（△は増加） 3,154,881

たな卸資産の増減額（△は増加） 405,523

仕入債務の増減額（△は減少） △1,827,250

未払消費税等の増減額（△は減少） △40,883

その他 △719,155

小計 174

利息及び配当金の受取額 31,848

利息の支払額 △39,546

法人税等の支払額 △18,660

営業活動によるキャッシュ・フロー △26,183

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △209,645

貸付けによる支出 △13,197

貸付金の回収による収入 4,433

その他 △9,647

投資活動によるキャッシュ・フロー △228,056

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） △619,990

長期借入金の返済による支出 △283,396

割賦債務の返済による支出 △88,320

財務活動によるキャッシュ・フロー △991,706

現金及び現金同等物に係る換算差額 －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,245,946

現金及び現金同等物の期首残高 5,369,277

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,123,331
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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。 

  

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

近年の新設住宅着工戸数の低迷や、建築基準法改正の影響、米国サブプライム問題に端を発する国

内外の急速な景況感の悪化などを背景に、住宅需要の低迷が続いており、当グループは売上高の減少

等により前連結会計年度において3,066百万円の営業損失を計上し、3期連続の営業損失となりまし

た。なお、当第1四半期連結会計期間においても、引き続き住宅需要が低迷し、売上高の減少等によ

り、1,232百万円の営業損失を計上しております。  

  これらの状況から、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。当グループは、この

ような状態を脱するため、外部コンサルタントの意見も参考に、以下の各種施策の徹底により一層の

低コスト体質への早期転換をはかり、「第72期年度事業計画」（平成21年11月期）の達成と収益力の

向上に努めております。  

  

（各種施策の重点項目）  

1．人件費の大幅削減  

  ・人材の適正配置による人員削減  

  ・人件費、福利厚生制度の見直し  

2．商品力の強化  

  ・フロア部門における新製品投入  

  ・建具類の機能強化  

3．生産体制の見直し  

  ・外注生産体制の見直しと一部内製化による生産性向上  

  ・植林木に対応する生産設備の導入（マレーシア）  

4．販売体制の見直し  

  ・営業戦力の再配置による販売力の強化  

  ・販売拠点の統廃合による事務処理の集約化や事務所経費の削減  

  ・効果的な広告展開による宣伝広告費の削減（Webの活用等）  

5．在庫管理や配送体制の見直し  

  ・在庫管理の徹底による倉庫賃借料の低減  

  ・配送体制の効率化による運賃コスト削減  

  

  当グループでは、上記施策の実現により業績の早期回復に努めることにより、継続企業の前提に関

する重要な疑義を解消できるものと考えております。  

  なお、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、このような重要な疑義の影響

を四半期連結財務諸表には反映しておりません。  

  

(4) 継続企業の前提に関する注記
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ａ．事業の種類別セグメント情報  
  当グループの事業は「建築用資材の製造、販売及びこれらに関連する事業」と「住宅関連工事事
業」に区分しておりますが、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）において「建築用資材の製造、販売及びこれらに関連する事業」の連結売上高及び営業利益並び
に総資産に占める割合がいずれも90％を越えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略
しております。  
  

ｂ．所在地別セグメント情報  
 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）において、本邦以外の国
又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。  
  

ｃ．海外売上高  
 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）における海外売上高が連
結売上高の10％未満のため、その記載を省略しております。  
  

  

該当事項はありません。 

  

(5) セグメント情報

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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前四半期に係る財務諸表等 

(要約)四半期連結損益計算書 

 
  

  

「参考」

科  目

前第１四半期連結会計期間

(自 平成19年12月１日 

至 平成20年２月29日）

金額（千円）

Ⅰ 売上高 13,820,013

Ⅱ 売上原価 11,484,464

   売上総利益 2,335,549

Ⅲ 販売費及び一般管理費 3,528,575

   営業損失（△） △1,193,025

Ⅳ 営業外収益 33,710

Ⅴ 営業外費用 221,447

   経常損失（△） △1,380,763

Ⅵ 特別損失 452,966

   税金等調整前 

   四半期純損失（△）
△1,833,729

   法人税、住民税及び事業税 10,000

   法人税等調整額 △269,811

   四半期純損失（△） △1,573,918
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