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1.  平成21年11月期第3四半期の連結業績（平成20年12月1日～平成21年8月31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3四半期 3,619 ― 98 ― 134 ― 115 ―

20年11月期第3四半期 4,842 △0.9 △48 ― △13 ― 19 ―

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3四半期 11.36 ―

20年11月期第3四半期 2.49 ―

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3四半期 5,474 2,678 48.9 234.29
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3四半期  2,678百万円 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

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年11月期 ― ― ― 0.00 0.00
21年11月期 ― ― ―

21年11月期 
（予想）

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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 4,420 △21.9 △50 ― △20 ― △10 ― △0.95
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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４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４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、３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。 

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3四半期 13,116,439株 20年11月期  9,705,439株

② 期末自己株式数 21年11月期第3四半期  1,685,826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3四半期 10,198,551株 20年11月期第3四半期 8,024,289株
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当第３四半期連結累計期間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、企業業績や雇

用情勢の悪化、設備投資の抑制、個人消費の減退など、景気の低迷状態が続く状況となりました。 

当家具業界も民需を中心に案件の延期や中止など、需要の冷え込みにより、厳しい事業環境で推移いたしました。

このような経済情勢のもとで、当社グループは主力の教育施設分野を中心として新商品や基幹商品の販売促進を図

るため、販売店へのトップ訪問や価格政策などによる営業強化及び原材料費のコストダウン、物流改善等に取組む一

方、引き続き固定費を中心とした経費の削減を図りました。 

また、業務資本提携契約を締結したアイリスオーヤマ株式会社との商品の相互供給、原材料の調達など事業の改

革、拡充を進めてまいりました。 

しかしながら、金融機関、ホテル、オフィスを中心とする民需の低迷が続く中、教育・公共施設分野も一段と激し

い価格競争が続きました。 

その結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は36億19百万円（前年同期比25.3％減）となりました。また損益面

につきましては、販売価格改定に伴う売上原価率の改善や諸経費の削減等により、営業利益は98百万円（前年同期は

48百万円の損失）、経常利益は１億34百万円（前年同期は13百万円の損失）、四半期純利益は１億15百万円（前年同

期比480.5％増）となりました。  

  

(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54億74百万円と、前連結会計年度末に比べて２億96百万円増加いたしました。 

流動資産は、たな卸資産が35百万円減少いたしましたが、有価証券が２億98百万円、受取手形及び売掛金が39百万

円、それぞれ増加したこと等から前連結会計年度末に比べて２億91百万円増加し、30億88百万円となりました。 

固定資産は、投資有価証券の時価上昇等により、前連結会計年度末に比べて４百万円増加し、23億86百万円となり

ました。 

負債は、27億96百万円と、前連結会計年度末に比べて１億46百万円減少いたしました。 

流動負債は、１年内返済予定の長期借入金が１億12百万円増加いたしましたが、支払手形及び買掛金が２億73百万

円減少したこと等から、前連結会計年度末に比べて６億33百万円減少し、14億40百万円となりました。 

固定負債は、役員退職慰労引当金が規定の改定により30百万円減少いたしましたが、長期借入金が４億49百万円増

加したこと等から、４億87百万円増加し、13億56百万円となりました。 

純資産は、アイリスオーヤマ株式会社との業務資本提携契約に基づく新株発行により資本金及び資本準備金がそれ

ぞれ１億36百万円増加したこと並びに利益剰余金が１億15百万円増加したこと等から、前連結会計年度末に比べて４

億42百万円増加し、26億78百万円となりました。 

(2)連結キャッシュ・フローの状況 

当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末残高に

比べ77百万円増加し、13億13百万円となりました。当第３四半期連結累計期間における各キャッシュ・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） 

営業活動の結果減少した資金は、１億12百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益が１億29百

万円となりましたが、季節的要因により仕入債務が２億73百万円減少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、２億13百万円となりました。これは主に、定期預金の預入により２億20百万円資

金が減少したこと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） 

財務活動の結果増加した資金は、４億４百万円となりました。これは主に、社債の償還や借入金の返済により５億

68百万円資金が減少いたしましたが、長期借入れにより７億円及び第三者割当増資により２億72百万円、それぞれ増

加したことによるものであります。 

  

 平成21年７月３日の「業績予想の修正に関するお知らせ」で公表いたしました業績予想から修正は行っておりませ

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
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 該当事項はありません。 

   

簡便な会計処理 

たな卸資産の評価方法 

当第３四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、第２四半期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。 

  

・会計基準に関する事項の変更  

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．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。 

  

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３四半期連結会計期間末
(平成21年８月31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 1,158,095 1,179,727

受取手形及び売掛金 777,908 738,553

有価証券 405,291 107,138

商品及び製品 416,212 459,466

仕掛品 69,001 66,124

原材料及び貯蔵品 232,872 228,242

繰延税金資産 241 303

その他 38,328 26,138

貸倒引当金 △9,697 △9,182

流動資産合計 3,088,254 2,796,512

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 54,998 54,077

機械装置及び運搬具（純額） 27,702 27,539

土地 1,384,891 1,384,891

その他（純額） 21,229 37,387

有形固定資産合計 1,488,822 1,503,896

無形固定資産   

その他 19,354 21,349

無形固定資産合計 19,354 21,349

投資その他の資産   

投資有価証券 771,735 753,564

繰延税金資産 1,155 1,155

破産更生債権等 12,982 46,189

その他 113,914 110,171

貸倒引当金 △21,233 △54,381

投資その他の資産合計 878,554 856,699

固定資産合計 2,386,730 2,381,945

資産合計 5,474,984 5,178,457
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年８月31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 596,786 870,239

短期借入金 60,000 260,000

1年内償還予定の社債 50,000 260,000

1年内返済予定の長期借入金 251,220 139,032

未払金 37,362 51,873

未払費用 56,063 69,040

未払法人税等 34,816 18,449

未払消費税等 15,617 42,570

圧縮未決算特別勘定 317,913 317,913

その他 20,403 44,114

流動負債合計 1,440,183 2,073,232

固定負債   

社債 － 20,000

長期借入金 550,982 101,824

繰延税金負債 － 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 421,561 308,951

役員退職慰労引当金 73,523 103,850

負ののれん 5,235 6,443

その他 48,040 51,152

固定負債合計 1,356,680 869,648

負債合計 2,796,864 2,942,880

純資産の部   

株主資本   

資本金 681,833 545,393

資本剰余金 2,095,517 1,959,077

利益剰余金 13,318 △102,512

自己株式 △192,697 △192,600

株主資本合計 2,597,972 2,209,358

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △79,581 △133,511

土地再評価差額金 159,729 159,729

評価・換算差額等合計 80,148 26,218

純資産合計 2,678,120 2,235,576

負債純資産合計 5,474,984 5,178,457
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年12月１日 
 至 平成21年８月31日) 

売上高 3,619,568

売上原価 2,430,762

売上総利益 1,188,805

販売費及び一般管理費  

運送費及び保管費 203,684

給料及び賞与 423,245

福利厚生費 104,128

退職給付費用 76,328

役員退職慰労引当金繰入額 922

賃借料 79,477

減価償却費 13,429

貸倒引当金繰入額 978

その他 188,048

販売費及び一般管理費合計 1,090,243

営業利益 98,562

営業外収益  

受取利息 1,203

受取配当金 8,963

固定資産賃貸料 7,103

カタログ代収入 8,579

助成金収入 19,295

その他 8,000

営業外収益合計 53,145

営業外費用  

支払利息 14,880

その他 2,297

営業外費用合計 17,178

経常利益 134,530

特別利益  

固定資産売却益 312

役員退職慰労引当金戻入額 31,249

特別利益合計 31,561

特別損失  

固定資産除却損 71

投資有価証券評価損 299

業務資本提携費用 36,582

特別損失合計 36,953

税金等調整前四半期純利益 129,137

法人税、住民税及び事業税 33,332

法人税等調整額 △20,025

法人税等合計 13,306

四半期純利益 115,831
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年12月１日 
 至 平成21年８月31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 129,137

減価償却費 45,294

貸倒引当金の増減額（△は減少） △32,633

退職給付引当金の増減額（△は減少） 112,609

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △30,326

受取利息及び受取配当金 △10,166

支払利息 14,880

有形固定資産売却損益（△は益） △312

有形固定資産除却損 71

投資有価証券評価損益（△は益） 299

売上債権の増減額（△は増加） △6,147

たな卸資産の増減額（△は増加） 35,747

未払消費税等の増減額（△は減少） △26,953

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減
少）

△2,094

仕入債務の増減額（△は減少） △273,453

その他 △53,211

小計 △97,258

利息及び配当金の受取額 10,166

利息の支払額 △13,638

法人税等の支払額 △11,489

営業活動によるキャッシュ・フロー △112,220

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 △220,300

定期預金の払戻による収入 20,000

有価証券の売却による収入 1,693

有形固定資産の取得による支出 △48,411

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 △2,911

投資有価証券の売却による収入 38,370

貸付けによる支出 △12,980

貸付金の回収による収入 8,031

その他 713

投資活動によるキャッシュ・フロー △213,992

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） △200,000

長期借入れによる収入 700,000

長期借入金の返済による支出 △138,654

社債の償還による支出 △230,000

第三者割当増資による収入 272,880

その他 △97

財務活動によるキャッシュ・フロー 404,128

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 77,916

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 1,313,087
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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、当第３四半期連結累計期間におきましては、営業利益98百万円、四半期純利益は１億15百万

円を計上しております。しかしながら、前期まで４期連続の営業損失を計上し、当連結会計年度においても営業

損失の計上を見込んでおり、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、こうした状況を解消し将来に向けた経営基盤を再構築するため、教育施設分野を中心とした

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などに加え人件費を中心とした固定費削減策を含めた中期経営計画を推し進めておりま

す。 

また、業務資本提携契約を締結したアイリスオーヤマ株式会社との原材料調達や商品の相互供給、生産、販

売、物流面等についての相互委託を進め、更にスピードを上げて事業の強化拡充、発展を図る予定であります。

四半期連結財務諸表は、継続企業を前提として作成しており、このよう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。 

  

当第３四半期連結累計期間（平成20年12月１日～平成21年８月31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３四半期連結累計期間（平成20年12月１日～平成21年８月31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３四半期連結累計期間（平成20年12月１日～平成21年８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。  

  

 当社は、平成21年３月10日付で、アイリスオーヤマ株式会社から第三者割当増資の払込みを受けました。この

結果、当第３四半期連結累計期間において資本金及び資本準備金がそれぞれ１億36百万円増加し、当第３四半期

連結会計期間末において資本金が６億81百万円、資本剰余金が20億95百万円となっております。 

  

（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
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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３四半期連結累計期間（平成19年12月１日～平成20年８月31日） 

  

  

科目 

前年同四半期
（平成20年11月期 
第３四半期） 

金額（千円）

Ⅰ 売上高  4,842,578

Ⅱ 売上原価  3,510,538

売上総利益  1,332,039

Ⅲ 販売費及び一般管理費  1,380,453

営業損失  48,413

Ⅳ 営業外収益  51,780

Ⅴ 営業外費用  16,965

経常損失  13,598

Ⅵ 特別利益  27,149

投資有価証券売却益   27,149

Ⅶ 特別損失 －

税金等調整前四半期純利益  13,551

法人税、住民税及び事業税  11,454

過年度法人税等戻入等 △17,315

法人税等調整額 △542

四半期純利益  19,954
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前第３四半期連結累計期間（平成19年12月１日～平成20年８月31日） 

  

  

（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

  
前年同四半期

（平成20年11月期 
第３四半期） 

区分 金額（千円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー      

 1 税金等調整前四半期純利益  13,551

 2 減価償却費  29,298

 3 貸倒引当金の増減額（減少：△）  3,646

 4 退職給付引当金の増減額（減少：△） △23,042

 5 受取利息及び受取配当金 △16,257

 6 支払利息  13,042

 7 投資有価証券売却益 △27,149

 8 売上債権の増減額（増加：△） △429,736

 9 たな卸資産の増減額（増加：△）  185,505

10 仕入債務の増減額（減少：△）  35,699

11 未払消費税等の増減額（減少：△）  46,565

12 未払法人税等の増減額（減少：△） △7,100

13 その他（純額）（減少：△） △19,681

小  計 △195,660

14 利息及び配当金の受取額  16,257

15 利息の支払額 △11,511

16 火災による保険金受取額  85,944

17 法人税等の支払額 △18,819

営業活動によるキャッシュ・フロー △123,789

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 △60,000

 2 定期預金の払戻による収入  50,000

 3 有価証券の取得による支出 △1,694

 4 有価証券の売却による収入  1,694

 5 有形固定資産の取得による支出 △167,862

 6 投資有価証券の取得による支出 △119,800

 7 投資有価証券の売却による収入  94,177

 8 その他の投資等への支出 △737

 9 その他の投資等の売却等による収入  7,531

10 貸付による支出 △6,755

11 貸付金の回収による収入  9,021

12 その他(純額) △6,921

投資活動によるキャッシュ・フロー △201,346

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー      

 1 長期借入金の返済による支出 △253,094

 2 社債の償還による支出 △228,000

 3 配当金の支払額 △111

 4 その他（純額） △498

財務活動によるキャッシュ・フロー △481,703

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 －

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額（減少：△） △806,839

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  1,841,933

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高  1,035,093
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前第３四半期連結累計期間（平成19年12月１日～平成20年８月31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３四半期連結累計期間（平成19年12月１日～平成20年８月31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。  

  

前第３四半期連結累計期間（平成19年12月１日～平成20年８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。 

（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〕
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