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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 33,318 ― △1,723 ― △1,827 ― △1,828 ―
20年11月期第3四半期 44,345 △13.2 △2,859 ― △3,169 ― △6,331 ―

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 △114.78 ―
20年11月期第3四半期 △397.45 ―

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 33,048 6,929 21.0 435.01
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3四半期  6,929百万円 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
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 ― 3.00 ― 0.00 3.00
21年11月期 ― 0.00 ―
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  有   

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 46,000 △24.2 △1,150 ― △1,250 ― △1,300 ― △81.61
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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、6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、6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、5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、
及び本日公表の別紙「業績予想の修正に関するお知らせ」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3四半期 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3四半期  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3四半期 15,929,600株 20年11月期第3四半期 15,929,600株
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当第3四半期連結累計期間（平成20年12月～平成21年8月）における国内経済は、昨年秋以降の世界的な

景気後退を背景に企業業績や雇用情勢が悪化し、景気対策等により一部持ち直しの兆しが見られたもの

の、個人消費が低迷を続ける厳しい状況で推移しました。  

 建材業界におきましては、住宅ローン減税の拡大や長期優良住宅への優遇措置もありましたが、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大幅に下回る低

水準で推移するなか、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、当グループは収益力の向上をはかるため、化粧シートを表面に用いたフ

ロア「ＮＥＸＩＯ（ネクシオ）」や高級突板を表面に用いたフロア「ナチュラルフェイス」など新製品の

投入や、高付加価値製品の開発、住宅の長寿命化(注1)への対応、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3四半期連結累計期間の売上高は33,318百万円（前年同期比24.9％減）に

とどまりました。  

  

＜部門別の状況＞  

部門別の状況は次のとおりであります。  

（部門別売上高の状況）  

 
  

また損益面につきましては、原材料費や人件費、倉庫賃借料、事務所経費(注2)等を中心に大幅な固定

費削減に努め、低コスト体質への転換を実施し、下記「（参考）四半期別業績」に記載のとおり、第1四

半期（12月～2月）に比べ、第2四半期（3月～5月）は主力の建材部門や繊維板部門を中心に収益が大幅に

改善し赤字幅は縮小、また第3四半期（6月～8月）については、黒字を継続している繊維板部門に加え建

材部門も黒字化したものの、国内針葉樹合板相場の更なる悪化により特に合板業を営む子会社の業績改善

が遅れたため、営業損失1,723百万円、経常損失1,827百万円、四半期純損失1,828百万円という厳しい結

果となりました。  

  

 

  

 

  

 

  

【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3四半期連結累計期間
事 業 部 門  自 平成20年12月1日 前年同期比 （増減）

 至 平成21年8月31日

内装材 9,628百万円 △ 2,822百万円 △22.7%

 建材部門 外装材 597 △ 81 △12.0

住宅機器他 9,225 △ 1,516 △14.1

小 計 19,451 △ 4,420 △18.5

繊維板部門 2,664 △ 348 △11.6

合板部門 11,040 △ 6,225 △36.1

住宅関連工事部門 162 △ 31 △16.4

合 計 33,318 △ 11,026 △24.9
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（参考）四半期別業績  

・平成21年11月期第3四半期連結累計期間 四半期別業績（連結）  

 
※個別の業績数値は、四半期財務諸表規則に基づき算出しておりますが、法定開示におけるレビュー 

  対象ではありません。  

  

注1．．当社（株式会社ノダ）の木造軸組工法「Ｐ＆Ｃ－ＭＪ２００・長期住宅プロジェクト」は、 

       国土交通省の「平成21年度第1回 長期優良住宅先導的モデル事業」に採択されました。  

       なお、長期優良住宅関連情報は、こちらでご覧下さい。  

     ・国土交通省 ホームページ  

       http://www.mlit.go.jp/report/press/house06_hh_000026.html  

       http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000006.html  

     ・株式会社ノダ ホームページ  

       http://www.noda-co.jp/cyoukiyuuryou/index.html  

注2．．当社（株式会社ノダ）は、営業所統廃合に伴い、「営業所」に比べ事務所賃借料等の経費 

       負担が少ない営業拠点として各地に「オフィス」を設置いたしました。なお、現在の設置 

       状況は、次のとおりです。  

 
  

  

①財政状態の状況  

    当第3四半期連結会計期間末の総資産は33,048百万円となり、前連結会計年度末に比べ7,921  

 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3,491百万円、現金及び  

 預金の減少2,188百万円、製品在庫の減少1,179百万円、原材料及び貯蔵品の減少434百万円、有 

 形固定資産（機械装置等）の減少631百万円などによるものであります。  

    負債は26,118百万円となり、前連結会計年度末に比べ6,060百万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4,458百万円、その他（流動負債）の減少1,330百万円、長 

 期借入金の減少228百万円などによるものであります。 

    純資産は6,929百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,861百万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1,828百万円などによるものであります。 

第3四半期連結累計期間 うち第1四半期 うち第2四半期 うち第3四半期

（12月～8月） （12月～2月） （3月～5月） （6月～8月）

連結売上高 33,318百万円 10,568百万円 11,649百万円 11,100百万円

連結営業損失（△） △ 1,723 △ 1,232 △ 327 △ 164

連結経常損失（△） △ 1,827 △ 1,347 △ 287 △ 193

連結四半期純損失（△） △ 1,828 △ 1,356 △ 272 △ 199

・平成21年11月期第3四半期累計期間 四半期別業績（個別）※

第3四半期累計期間 うち第1四半期 うち第2四半期 うち第3四半期

（12月～8月） （12月～2月） （3月～5月） （6月～8月）

売上高 24,983百万円 8,044百万円 8,766百万円 8,173百万円

営業利益又は営業損失（△） △ 674 △ 757 △ 59 142

経常利益又は経常損失（△） △ 781 △ 795 △ 104 118

四半期純利益又は四半期純損失（△） △ 825 △ 805 △ 129 109

＜営業所＞ ＜オフィス＞

平成20年11月末（前期末） 37ヶ所 －

 平成21年10月14日現在 22ヶ所 13ヶ所

2. 連結財政状態に関する定性的情報
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②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は、前連結会計年度末に比べ2,188 

  百万円減少し、3,180百万円となりました。 

   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1,800百万円となり、減 

    価償却費の計上による826百万円の増加、売上債権の減少による3,491百万円の増加、たな卸資 

    産の減少による1,641百万円の増加、仕入債務の減少による4,458百万円の減少、その他1,038百 

    万円の減少などの要因から、1,459百万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430百万円の 

    減少などの要因から、504百万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、短期借入金の増加による176百万円の増加や、 

    長期借入れによる560百万円の増加、長期借入金の返済による867百万円の減少、割賦債務の返 

    済による88百万円の減少などの要因から、223百万円の支出となりました。  

  

  

 平成21年7月15日に公表いたしました平成21年11月期の通期業績予想につきましては、連結及び 

 個別ともに修正しております。詳細につきましては、本日（平成21年10月14日）公表の別紙「業 

 績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。 

  

 
  

  

  

3. 連結業績予想に関する定性的情報

※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、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棚卸資産については、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、当連結会計年度の第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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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3四半期連結累計期間においては、第1四半期（12月～2月）に比べ、第2四半期（3月～5

月）は主力の建材部門や繊維板部門を中心に収益が大幅に改善し赤字幅は縮小、また第3四半期（6月

～8月）については、黒字を継続している繊維板部門に加え建材部門も黒字化したものの、国内針葉

樹合板相場の更なる悪化により合板部門の改善が遅れました。当第3四半期連結累計期間（12月～8

月）では、国内針葉樹合板相場の悪化や住宅需要の低迷による売上高の減少等から営業損失1,723百

万円の計上となり、これらの状況から継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在し

ております。  

 当グループは、このような状態を脱するため、以下の各種施策の徹底により既に低コスト体質への

転換を実施いたしておりますが、今後の厳しい需要動向を見据え、合板事業を営む子会社石巻合板工

業㈱の更なる構造改革も含め、一層の低コスト化を推進し、「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まいります。  

  

（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  

 ・国土交通省の「平成21年度第1回 長期優良住宅先導的モデル事業」に採択された  

  当社の木造軸組工法「Ｐ＆Ｃ－ＭＪ２００・長期住宅プロジェクト」の積極的活用  

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、上記施策により業績の早期回復に努め、継続企業の前提に関する重要な疑義を生

じさせるような状況の解消に努めてまいりますが、住宅需要や合板相場の動向は今後も厳しい状況が

続くものと予想されるため、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。 

  

  

（４）継続企業の前提に関する重要事象等
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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 3,358,822 5,547,277

受取手形及び売掛金 5,704,910 9,196,841

製品 6,740,516 7,920,499

仕掛品 1,278,195 1,316,294

原材料及び貯蔵品 1,693,255 2,127,630

その他 638,796 482,307

貸倒引当金 △600 △600

流動資産合計 19,413,896 26,590,251

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,933,451 2,063,266

機械装置及び運搬具（純額） 2,899,231 3,443,239

土地 4,468,578 4,473,795

その他（純額） 215,222 167,937

有形固定資産合計 9,516,484 10,148,239

無形固定資産 48,177 41,935

投資その他の資産   

投資有価証券 3,337,130 3,292,685

その他 735,735 899,690

貸倒引当金 △3,000 △3,000

投資その他の資産合計 4,069,866 4,189,375

固定資産合計 13,634,527 14,379,550

資産合計 33,048,424 40,969,801

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 7,125,568 11,584,473

短期借入金 10,088,058 9,990,550

未払法人税等 36,749 34,484

その他 1,474,257 2,804,993

流動負債合計 18,724,634 24,414,502

固定負債   

社債 70,000 70,000

長期借入金 1,544,276 1,772,700

長期未払金 88,320 176,640

繰延税金負債 403,701 386,265

退職給付引当金 4,876,397 5,011,350

役員退職慰労引当金 356,612 347,568

その他 54,955 －

固定負債合計 7,394,262 7,764,524

負債合計 26,118,896 32,179,027
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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) 

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 4,166,234 5,994,622

自己株式 △755,068 △755,068

株主資本合計 7,139,988 8,968,376

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 182,746 154,347

繰延ヘッジ損益 △437 △129

為替換算調整勘定 △392,770 △331,820

評価・換算差額等合計 △210,461 △177,602

純資産合計 6,929,527 8,790,774

負債純資産合計 33,048,424 40,969,801
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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 33,318,776

売上原価 26,919,534

売上総利益 6,399,242

販売費及び一般管理費 8,123,179

営業損失（△） △1,723,936

営業外収益  

受取利息 12,992

受取配当金 24,141

受取保険金 37,522

為替差益 29,817

持分法による投資利益 48,790

その他 40,244

営業外収益合計 193,509

営業外費用  

支払利息 176,443

売上割引 22,139

売上債権売却損 73,992

その他 24,952

営業外費用合計 297,528

経常損失（△） △1,827,955

特別利益  

補助金収入 42,763

特別利益合計 42,763

特別損失  

固定資産除却損 7,972

減損損失 5,287

その他 2,000

特別損失合計 15,259

税金等調整前四半期純損失（△） △1,800,451

法人税、住民税及び事業税 29,745

法人税等調整額 △1,808

法人税等合計 27,936

四半期純損失（△） △1,828,388
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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損失（△） △1,800,451

減価償却費 826,276

減損損失 5,287

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 9,044

有形固定資産除却損 7,972

受取利息及び受取配当金 △37,134

支払利息 176,443

持分法による投資損益（△は益） △48,790

売上債権の増減額（△は増加） 3,491,931

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,641,551

仕入債務の増減額（△は減少） △4,458,904

未払消費税等の増減額（△は減少） △76,243

その他 △1,038,419

小計 △1,301,438

利息及び配当金の受取額 51,840

利息の支払額 △189,344

法人税等の支払額 △20,729

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,459,673

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 △430,612

貸付けによる支出 △48,812

貸付金の回収による収入 13,048

その他 △38,445

投資活動によるキャッシュ・フロー △504,820

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） 176,903

長期借入れによる収入 560,000

長期借入金の返済による支出 △867,820

割賦債務の返済による支出 △88,320

リース債務の返済による支出 △4,725

財務活動によるキャッシュ・フロー △223,961

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） △2,188,455

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 3,180,822
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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)  

 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3四半期連結累計期間においては、第1四半期（12月～2月）に比べ、第2四半期（3月～5

月）は主力の建材部門や繊維板部門を中心に収益が大幅に改善し赤字幅は縮小、また第3四半期（6月～

8月）については、黒字を継続している繊維板部門に加え建材部門も黒字化したものの、国内針葉樹合

板相場の更なる悪化により合板部門の改善が遅れました。当第3四半期連結累計期間（12月～8月）で

は、国内針葉樹合板相場の悪化や住宅需要の低迷による売上高の減少等から営業損失1,723百万円の計

上となり、これらの状況から継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しておりま

す。  

 当グループは、このような状態を脱するため、以下の各種施策の徹底により既に低コスト体質への転

換を実施いたしておりますが、今後の厳しい需要動向を見据え、合板事業を営む子会社石巻合板工業㈱

の更なる構造改革も含め、一層の低コスト化を推進し、「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まいります。  

  

（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  

 ・国土交通省の「平成21年度第1回 長期優良住宅先導的モデル事業」に採択された  

  当社の木造軸組工法「Ｐ＆Ｃ－ＭＪ２００・長期住宅プロジェクト」の積極的活用  

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、上記施策により業績の早期回復に努め、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じ

させるような状況の解消に努めてまいりますが、住宅需要や合板相場の動向は今後も厳しい状況が続く

ものと予想されるため、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。  

 なお、四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関する重要な不

確実性の影響を四半期連結財務諸表に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）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は省略しておりま

す。  

  

ｂ．所在地別セグメント情報  

 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）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）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 

  

(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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前年同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」

前第３四半期連結累計期間

(自 平成19年12月１日
至 平成20年８月31日)

区分 金額(千円)

Ⅰ 売上高 44,345,501

Ⅱ 売上原価 36,704,010

   売上総利益 7,641,490

Ⅲ 販売費及び一般管理費 10,500,708

   営業損失(△) △ 2,859,217

Ⅳ 営業外収益 130,273

Ⅴ 営業外費用 440,414

   経常損失(△) △ 3,169,358

Ⅵ 特別損失 1,236,787

   税金等調整前四半期 
   純損失(△)

△ 4,406,145

   法人税、住民税 
   及び事業税

16,461

   法人税等調整額 1,908,590

   四半期純損失(△) △ 6,331,197
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