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1.  21年11月期の連結業績（平成20年12月1日～平成21年11月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年11月期 4,462 △21.1 △3 ― 36 ― 274 332.2
20年11月期 5,658 △3.5 △215 ― △179 ― 63 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年11月期 26.13 ― 11.0 0.7 △0.1

20年11月期 7.92 ― 2.7 △3.1 △3.8

（参考） 持分法投資損益 21年11月期  ―百万円 20年11月期  ―百万円

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 5,176 2,742 53.0 239.93
20年11月期 5,178 2,235 43.2 278.73

（参考） 自己資本   21年11月期  2,742百万円 20年11月期  2,235百万円

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

百万円 百万円 百万円 百万円

21年11月期 △139 △212 406 1,289
20年11月期 △133 14 △487 1,235

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

20年11月期 ― ― ― 0.00 0.00 ― ― ―

21年11月期 ― ― ― 0.00 0.00 ― ― ―

22年11月期 
（予想）

― ― ― 0.00 0.00 ―

3.  22年11月期の連結業績予想（平成21年12月1日～平成22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）

 

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

2,880 5.2 270 58.6 280 45.1 170 7.5 14.87

通期 4,720 5.8 50 ― 60 65.4 40 △85.4 3.50



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) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

(注）詳細は20ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧下さい。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

(注）1株当たり当期純利益（連結)の算定の基礎となる株式数については、34ページ「1株当たり情報」をご覧下さい。 

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 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  1,685,926株 20年11月期 1,684,885株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年11月期の個別業績（平成20年12月1日～平成21年11月30日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年11月期 4,442 △21.1 △4 ― 31 ― 270 343.4
20年11月期 5,634 △3.3 △223 ― △183 ― 61 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

21年11月期 25.78 ―

20年11月期 7.61 ―

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 5,126 2,723 53.1 238.25
20年11月期 5,126 2,220 43.3 276.80

（参考） 自己資本 21年11月期  2,723百万円 20年11月期  2,220百万円

2.  22年11月期の個別業績予想（平成21年12月1日～平成22年11月30日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

上記予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき記載しております。実際の業績は、今後様々な要因によって上記予想とは大きく異な
る可能性があります。業績予想に関する事項は、 ページ「１．経営成績」をご参照下さい。 

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 
累計期間

2,870 5.2 270 61.1 280 47.2 170 8.8 14.87

通期 4,700 5.8 50 ― 60 93.0 40 △85.2 3.50



(1）経営成績に関する分析 

 ①当期の概況 

  当連結会計年度におけるわが国経済は、金融不安に端を発した世界的な経済情勢の悪化の影響を受け、企業収益

や雇用情勢が悪化し、設備投資や個人消費も低迷するなど、景気の後退が顕著に現れました。 

 当家具業界におきましても、景気後退により民需を中心として需要が急減し、価格競争が続くなど厳しい状況で

推移いたしました。 

 当社グループは、このような事業環境のもと経営基盤及び生産・販売・物流等各分野の強化を図るため、平成21

年2月にアイリスオーヤマ株式会社と業務資本提携契約を締結する一方、教育施設や、高齢者福祉施設、病院など

の公共施設、及び官公庁、ホテルなど主要市場を絞り込み、新商品を含めた重点商品の拡販に努め、またトップ訪

問や価格政策による販売代理店との関係強化を図り、全国的な新商品キャンペーンを実施するなど販売促進活動を

推進してまいりました。 

 しかしながら、景気後退による市場の冷え込みは予想以上に厳しく、また価格競争が激化したことから、主要な

分野別売上高は、教育施設関連が24億85百万円(前年同期比12.2％減)、公共施設関連が３億82百万円(前年同期比

32.0％減)、オフィス関連が３億77百万円(前年同期比31.8％減)となるなど民需を中心として大きく減少し、当連

結会計年度の売上高は44億62百万円(前年同期比21.1％減)となりました。 

 損益面につきましては、販売価格改定による粗利益の改善を図る一方、生産の効率化やアイリスオーヤマ株式会

社からの原材料調達を推進し、また経費面では人件費の削減を図るとともに、コストダイエットプロジェクトを発

足、全社を挙げて諸経費の節減を徹底した結果、営業損失は３百万円（前年同期は2億15百万円の損失）に縮小い

たしました。また経常利益は営業損失の縮小、及び雇用調整助成金収入を24百万円計上したことなどにより36百万

円（前年同期は1億79百万円の損失）となりました。 

 なお、平成19年11月期の火災事故により被災した建物について、当期中の建替えを予定し圧縮未決算特別勘定を

３億17百万円計上しておりましたが、経済情勢の変化に伴い生産体制を見直し、当該建物の補強修復により対処す

ることとしたため、同額を特別利益として戻し入れするとともに、補強修復費用として60百万円を特別損失に計上

いたしました。その結果、当期純利益は２億74百万円（前年同期比332.2％増）となりました。 

  

 ②次期の見通し 

 次期における国内経済は不透明感が強く、当業界におきましても需要の縮小、低迷による厳しい価格競争が続く

ものと思われます。 

 当社グループといたしましては、中期経営計画の 終年度に当たり基本方針である「ブランドの再構築」を目指

し、教育施設分野を中心としたコア事業のシェア拡大、マーケティング強化に基づく商品開発の推進、アイリスグ

ループ商品の拡販と原材料調達の拡大、生産の内製化ならびに社員の意識改革などを推進、企業体質を改善して利

益の確保に鋭意努力する所存でございます。 

 連結業績の見通しといたしましては、売上高47億20百万円（前年同期比5.8％増）、営業利益50百万円、経常利

益60百万円、当期純利益40百万円を見込んでおります。 

  

(2）財政状態に関する分析 

 当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」と言う。）は、前連結会計年度末残高に比較して54

百万円増加し、当連結会計年度末には12億89百万円（前年同期比4.4％増）となりました。 

 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、１億39百万円（前年同期比５百万円減）となりました。 

 これは主に、税金等調整前当期純利益２億89百万円や売上債権の減少１億84百万円などにより資金が増加した一

方、圧縮未決算特別勘定の戻入３億17百万円や、仕入債務の減少２億68百万円などにより資金が減少したことによ

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、２億12百万円（前年同期は14百万円の増加）となりました。 

 これは主に、定期預金の払戻90百万円や投資有価証券の売却41百万円などにより資金が増加した一方、定期預金

の預入２億90百万円や、金型等の有形固定資産の取得により資金を55百万円使用したことなど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、４億６百万円（前年同期は４億87百万円の減少）となりました。 

 これは主に、社債の償還及び短期ならびに長期借入金の返済により資金が６億56百万円減少しましたが、長期借

入金の借入７億90百万円及び第三者割当増資による収入２億72百万円などにより資金が増加したことによるもので

１．経営成績



あります。 

  

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 当社は、株主各位に対して安定した配当を継続することを基本としつつ、設備投資、新商品開発による競争力の

維持強化、将来の事業展開に備える内部留保の充実にも配慮しながら利益配当を決定する方針をとっております。

 なお、当期及び次期の株主配当金につきましては、誠に遺憾ではございますが見送りとさせていただく予定でご

ざいます。 

  

(4）事業等のリスク 

 当社グループの経営成績及び財務状況等に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあり

ます。なお、文中における将来に関する項目は、当期末現在において当社グループが判断したものでありますが、

本記載は将来発生しうる全てのリスクを網羅したものではありません。 

 ① 国内経済動向による影響 

 当社グループの売上高は、ほぼ全額を国内市場で売り上げております。したがって、国内経済が悪化し、

公共投資や民間設備投資が抑制され、需要が縮小した場合は当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があ

ります。 

 ② 製品の品質に関するリスク 

 当社グループは、製品の特性に応じて 適な品質を確保できるようISO基準をベースに全社を挙げて品質向

上に取り組んでおりますが、予期せぬ事情により大規模な品質問題が発生する可能性が皆無ではなく、この

場合は当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 ③ 価格動向について 

 当社グループは、独自の製品開発を推進して差別化に努め、また製造工程での合理化を図りムダをなくす 

など生産性の向上に努めておりますが、当業界は市場からの価格下げ圧力が依然として強く、また競合性も

高いため、十分な採算性を確保できる保証はありません。 

 ④ 資金調達及び金利変動のリスク 

 当社グループの有利子負債は当連結会計年度末(平成21年11月30日)現在で９億56百万円であり、当連結会

計年度の支払利息は20百万円となっております。現在のところ資金調達環境は厳しくなっており、今後の業

績如何によっては、将来にわたって資金調達が十分可能という保証はありません。また金利変動について

は、金利等の市場環境などの変化の影響を強く受けるため、これらの環境の変化により当社グループの業績

及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

 ⑤ 取引先に関するリスク     

 当社グループは、仕入先や販売店をはじめ数多くの取引先との関係によって事業を営んでおります。した 

がって、これらの取引先等との関係に著しい変化が生じた場合は、当社グループの業績に影響を及ぼす可能 

性があります。 

  



 当社グループは、当社及び連結子会社２社により構成されており、各種家具・遊戯具の製造、販売及び施工を主な

内容として、事業活動を展開しております。 

 当社グループの事業内容及び当社と関係会社の該当事業に係る位置づけは、次のとおりであります。 

 家具関連……当社が家具の製造、販売及び施工を行うほか、連結子会社㈱フジテックがテーブル部品の製造を、㈱ 

       サントクがいす張り加工等を行っております。 

 事業の系統図は、次のとおりであります。 

  

 
  

２．企業集団の状況



(1）会社の経営の基本方針 

 当社グループは、「環境に優しい企業」、「誠実な経営」、「快適空間の提供」、「豊かな人間性」、「家庭の

幸福」の５つの誓いを経営理念として企業活動を展開しております。 

 今後もこの経営理念のもと、利益重視の経営政策により「安定的経営基盤の確立」を基本方針として、社会から

信頼される企業を目指してまいります。 

  

(2）目標とする経営指標 

 当社グループが事業を継続していくためには、製品の販売を通じ適正な利益を確保することが必要であり、中期

経営計画を基に売上高、粗利益率、営業利益など予算数値を必達目標とし、収益力の強化を目指して企業価値の向

上に努めてまいります。 

  

(3）中長期的な会社の経営戦略 

 当社グループの中長期的ビジョンは、「ブランドの再構築」であり、教育施設分野をコア事業とし、教室、会

議、飲食、宴会、ロビースペース製品の開発・生産・販売に取り組み、得意分野でのアイデンティティーの確立を

目指してまいります。 

 また、業務資本提携いたしましたアイリスオーヤマ株式会社との相互協力関係を推進し、生産、販売、管理面等

について、より一層の相乗効果を高めてまいる所存であります。 

 環境への取り組みといたしましては、経営の重要なテーマに位置づけ、グループを挙げて環境保全活動を展開し

ており、今後も環境配慮型の新商品開発をはじめ、環境マネジメントシステムの推進により「循環型社会」に対応

した取り組みに努めてまいります。 

  

(4）会社の対処すべき課題 

 当社グループの属する家具業界は、景気低迷に伴うデフレ懸念、緊縮財政及び少子化に伴う需要の減少の影響  

から、今後も生き残りをかけた厳しいシェア、価格競争が続くものと思われます。 

 このような状況の中で、当社グループは中期経営計画の基本方針であるブランドの再構築達成のため、引き続き

コア事業である教育施設分野を中心として、教室、会議、飲食、宴会、ロビースペース商品の開発を重点課題と

し、マーケティングを強化して、市場のニーズに合った迅速な商品開発を進めてまいります。 

 また、営業面では市場分野別重点商品の販売推進及び販売店との関係強化、継続顧客の深耕、ならびにアイリス

グループ商品の販売拡大など、教育施設分野を中心としたシェアアップ及び収益向上を目指し、諸施策を推進いた

します。 

 生産面では、被災工場建物の補強修復に伴い生産設備を集約することにより、フレキシブルな生産体制や生産効

率・品質改善、短納期化を進め、またアイリスオーヤマ株式会社よりの原材料、部品調達の拡大を更に推進いたし

ます。 

 管理面では情報管理など事務部門を中心とした効率化を進展させるとともに、社員教育を中心として全社の意識

改革に取組むとともに、内部統制面での体制強化を推進してまいります。 

 なお、継続企業の前提に関する重要事象等については、「第４ 連結財務諸表 継続企業の前提に関する注記」に

記載しております。 

  

(5）その他、会社の経営上重要な事項 

  該当事項はありません。 

  

３．経営方針



４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成20年11月30日) 

当連結会計年度 
(平成21年11月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,179,727 1,134,698

受取手形及び売掛金 ※7  738,553 596,250

有価証券 107,138 405,402

たな卸資産 753,833 －

商品及び製品 － 432,735

仕掛品 － 77,697

原材料及び貯蔵品 － 234,260

繰延税金資産 303 135

その他 26,138 19,121

貸倒引当金 △9,182 △7,446

流動資産合計 2,796,512 2,892,856

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） ※2  54,077 ※2  54,348

機械装置及び運搬具（純額） 27,539 27,098

土地 ※1, ※2  1,384,891 ※1, ※2  1,384,891

その他（純額） 37,387 23,344

有形固定資産合計 ※3, ※4  1,503,896 ※3, ※4  1,489,682

無形固定資産 21,349 18,689

投資その他の資産   

投資有価証券 ※2  753,564 ※2  674,285

繰延税金資産 1,155 1,434

破産更生債権等 46,189 4,388

その他 110,171 100,416

貸倒引当金 △54,381 △5,617

投資その他の資産合計 856,699 774,907

固定資産合計 2,381,945 2,283,279

資産合計 5,178,457 5,176,136



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成20年11月30日) 

当連結会計年度 
(平成21年11月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 870,239 601,423

短期借入金 ※2  260,000 60,000

1年内償還予定の社債 260,000 10,000

1年内返済予定の長期借入金 ※2  139,032 ※2  236,924

未払金 51,873 83,029

未払費用 69,040 57,965

未払法人税等 18,449 38,710

未払消費税等 42,570 3,673

圧縮未決算特別勘定 ※5  317,913 －

その他 44,114 22,795

流動負債合計 2,073,232 1,114,521

固定負債   

社債 20,000 －

長期借入金 101,824 607,650

繰延税金負債 20,088 －

再評価に係る繰延税金負債 ※1  257,337 ※1  257,337

退職給付引当金 308,951 332,558

役員退職慰労引当金 103,850 73,821

負ののれん 6,443 4,832

その他 51,152 42,836

固定負債合計 869,648 1,319,036

負債合計 2,942,880 2,433,558

純資産の部   

株主資本   

資本金 545,393 681,833

資本剰余金 1,959,077 2,095,517

利益剰余金 △102,512 172,017

自己株式 △192,600 △192,706

株主資本合計 2,209,358 2,756,662

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △133,511 △173,813

土地再評価差額金 ※1  159,729 ※1  159,729

評価・換算差額等合計 26,218 △14,084

純資産合計 2,235,576 2,742,577

負債純資産合計 5,178,457 5,176,136



（２）連結損益計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年12月１日 
 至 平成20年11月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年12月１日 
 至 平成21年11月30日) 

売上高 5,658,630 4,462,426

売上原価 ※1  4,117,202 ※1  3,035,528

売上総利益 1,541,427 1,426,898

販売費及び一般管理費   

運送費及び保管費 295,243 246,742

給料及び賞与 718,875 560,527

福利厚生費 168,250 138,144

退職給付費用 － 118,279

役員退職慰労引当金繰入額 4,905 1,220

賃借料 123,419 107,622

貸倒引当金繰入額 3,021 44

減価償却費 15,870 18,280

その他 427,470 239,643

販売費及び一般管理費合計 ※1  1,757,056 ※1  1,430,504

営業損失（△） △215,628 △3,606

営業外収益   

受取利息 4,911 1,491

受取配当金 11,670 8,999

固定資産賃貸料 10,384 9,471

カタログ代収入 8,145 8,608

スクラップ売却益 3,709 －

保険解約返戻金 9,996 －

助成金収入 － 24,157

その他 9,643 10,390

営業外収益合計 58,462 63,118

営業外費用   

支払利息 17,423 20,431

損害保険評価損 3,402 －

その他 1,394 2,811

営業外費用合計 22,221 23,243

経常利益又は経常損失（△） △179,388 36,269

特別利益   

投資有価証券売却益 27,302 －

圧縮未決算特別勘定戻入額 ※4  228,433 ※4  317,913

固定資産売却益 － ※2  312

貸倒引当金戻入額 － 1,338

役員退職慰労引当金戻入額 － 31,249

その他 4,125 －

特別利益合計 259,860 350,814



（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年12月１日 
 至 平成20年11月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年12月１日 
 至 平成21年11月30日) 

特別損失   

固定資産除売却損 ※3  1,160 ※3  71

投資有価証券評価損 29,413 299

建物等修復費用 － 60,360

業務資本提携費用 － 36,582

特別損失合計 30,574 97,313

税金等調整前当期純利益 49,898 289,769

法人税、住民税及び事業税 15,540 35,437

過年度法人税等戻入額 △17,315 －

法人税等調整額 △11,848 △20,198

法人税等合計 △13,624 15,239

当期純利益 63,523 274,530



（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年12月１日 
 至 平成20年11月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年12月１日 
 至 平成21年11月30日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 545,393 545,393

当期変動額   

新株の発行 － 136,440

当期変動額合計 － 136,440

当期末残高 545,393 681,833

資本剰余金   

前期末残高 1,959,083 1,959,077

当期変動額   

自己株式の処分 △6 －

新株の発行 － 136,440

当期変動額合計 △6 136,440

当期末残高 1,959,077 2,095,517

利益剰余金   

前期末残高 △161,831 △102,512

当期変動額   

当期純利益 63,523 274,530

連結範囲の変動による減少高 △4,203 －

当期変動額合計 59,319 274,530

当期末残高 △102,512 172,017

自己株式   

前期末残高 △191,919 △192,600

当期変動額   

自己株式の取得 △734 △106

自己株式の処分 53 －

当期変動額合計 △681 △106

当期末残高 △192,600 △192,706

株主資本合計   

前期末残高 2,150,726 2,209,358

当期変動額   

新株の発行 － 272,880

当期純利益 63,523 274,530

自己株式の取得 △734 △106

自己株式の処分 47 －

連結範囲の変動による減少高 △4,203 －

当期変動額合計 58,631 547,303

当期末残高 2,209,358 2,756,662



（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年12月１日 
 至 平成20年11月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年12月１日 
 至 平成21年11月30日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 160,424 △133,511

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △293,935 △40,302

当期変動額合計 △293,935 △40,302

当期末残高 △133,511 △173,813

土地再評価差額金   

前期末残高 159,729 159,729

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － －

当期変動額合計 － －

当期末残高 159,729 159,729

為替換算調整勘定   

前期末残高 △3,903 －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 3,903 －

当期変動額合計 3,903 －

当期末残高 － －

評価・換算差額等合計   

前期末残高 316,250 26,218

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △290,031 △40,302

当期変動額合計 △290,031 △40,302

当期末残高 26,218 △14,084

純資産合計   

前期末残高 2,466,976 2,235,576

当期変動額   

新株の発行 － 272,880

当期純利益 63,523 274,530

自己株式の取得 △734 △106

自己株式の処分 47 －

連結範囲の変動による減少高 △4,203 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △290,031 △40,302

当期変動額合計 △231,400 507,001

当期末残高 2,235,576 2,742,577



（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年12月１日 
 至 平成20年11月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年12月１日 
 至 平成21年11月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 49,898 289,769

減価償却費 46,966 64,484

圧縮未決算特別勘定戻入額 △228,433 △317,913

貸倒引当金の増減額（△は減少） 659 △50,499

退職給付引当金の増減額（△は減少） △20,832 23,606

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） － △30,029

受取利息及び受取配当金 △16,582 △10,490

支払利息 17,423 20,431

有形固定資産除売却損益（△は益） 1,160 △241

投資有価証券売却損益（△は益） △27,302 －

投資有価証券評価損益（△は益） 29,413 299

売上債権の増減額（△は増加） 67,729 184,103

たな卸資産の増減額（△は増加） 40,808 9,139

仕入債務の増減額（△は減少） △91,012 △268,816

未払消費税等の増減額（△は減少） 39,787 △38,897

未払法人税等の増減額（△は減少） △4,550 662

その他 △105,747 5,694

小計 △200,614 △118,695

利息及び配当金の受取額 16,582 10,490

利息の支払額 △15,955 △19,933

火災による保険金受取額 85,944 －

法人税等の支払額 △19,719 △11,538

営業活動によるキャッシュ・フロー △133,762 △139,677

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 △110,000 △290,450

定期預金の払戻による収入 110,000 90,000

有価証券の取得による支出 △1,694 －

有価証券の売却による収入 1,993 1,693

有形固定資産の取得による支出 △166,806 △55,819

有形固定資産の売却による収入 － 1,802

無形固定資産の取得による支出 △13,061 －

投資有価証券の取得による支出 △119,800 △2,941

投資有価証券の売却による収入 293,331 41,617

その他の投資等への支出 △1,063 －

その他の投資等の売却等による収入 7,726 －

貸付けによる支出 △7,305 △13,720

貸付金の回収による収入 11,654 10,592

その他 9,758 4,890

投資活動によるキャッシュ・フロー 14,732 △212,334



（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年12月１日 
 至 平成20年11月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年12月１日 
 至 平成21年11月30日) 

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 △200,000

長期借入れによる収入 100,000 790,000

長期借入金の返済による支出 △298,932 △186,282

社債の償還による支出 △388,000 △270,000

第三者割当増資による収入 － 272,880

配当金の支払額 △111 －

その他 △687 △106

財務活動によるキャッシュ・フロー △487,730 406,491

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △606,761 54,480

現金及び現金同等物の期首残高 1,841,933 ※1  1,235,171

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  1,235,171 ※1  1,289,651



  

継続企業の前提に関する注記

前連結会計年度 
（自 平成19年12月１日 
至 平成20年11月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年12月１日 
至 平成21年11月30日） 

 当社グループは、前々期266,710千円、前期331,199千円

及び当期215,628千円と継続的な営業損失を計上し、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。 

 営業損失の計上は、コア事業である教育施設市場の需要

減少や、官公需の厳しい財政状況に加え、金融不安による

景況感の悪化に伴う売上高の減少、及び原材料価格の上昇

等によるものであります。 

 このような状況のもと、当社グループは平成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を策定（平成20年11月18日取締役

会承認）し、事業を進める予定であります。 

 なお、「重要な後発事象」に記載のとおり、平成21年２

月23日開催の当社取締役会において、アイリスオーヤマ株

式会社との業務資本提携及び第三者割当による新株式の発

行を行うことを決議し、同日アイリスオーヤマ株式会社と

の間で業務資本提携契約を締結いたしました。 

 当社及びアイリスオーヤマ株式会社は、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

「業務提携委員会」を設置し協議を進める予定であり、こ

れらの施策により、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。 

 連結財務諸表は、継続企業を前提として作成しており、

上記のような疑義の影響を連結財務諸表には反映しており

ません。 

 当社グループは、平成17年11月期以降連続して営業損失

を計上し、当連結会計年度においても、営業損失3,606千

円を計上しており、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が続いております。 

 当該状況を解消すべく、当社は平成21年２月にアイリス

オーヤマ株式会社と業務資本提携契約を締結し、同社を割

当先として第三者割当増資を行ない経営基盤の安定を図る

とともに、人件費を中心とした経費及び原材料等の仕入コ

スト削減に注力してまいりました。その結果、前連結会計

年度と比べ営業損失は大幅に縮小しているものの、その解

消までには至っておらず、現時点では未だ継続企業の前提

に重要な不確実性が認められます。 

 今後も中期経営計画に基づきブランドの再構築を目指し

て業績の回復に努め、コスト削減に取り組み、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。 

 連結財務諸表は、継続企業を前提として作成しており、

上記のような疑義の影響を連結財務諸表には反映しており

ません。 



  

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目 
前連結会計年度

（自 平成19年12月１日 
至 平成20年11月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年12月１日 
至 平成21年11月30日） 

１ 連結の範囲に関する事項 連結子会社の数    ２社 

連結子会社の名称 

     ㈱フジテック 

        ㈱サントク 

 なお、前連結会計年度において子会社

であった芳徳家具有限公司は平成19年12

月21日に清算が結了したため、期初より

連結の範囲から除いております。 

連結子会社の数    ２社 

連結子会社の名称 

     ㈱フジテック 

        ㈱サントク 

  

２ 連結子会社の事業年度等に関

する事項 

 連結子会社の事業年度末日と連結決算

日は一致しております。 

同左 

３ 会計処理基準に関する事項 (1）重要な資産の評価基準及び評価方法

(イ）有価証券 

ａ満期保有目的の債券 

 償却原価法（定額法） 

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法

(イ）有価証券 

  

  ｂその他有価証券 

時価のあるもの 

 連結決算日の市場価格等に基づ

く時価法（評価差額は全部純資産

直入法により処理し、売却原価は

移動平均法により算定）によって

おります。 

 その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

  時価のないもの 

 移動平均法による原価法 

時価のないもの 

 移動平均法による原価法 

  (ロ）たな卸資産 

 主として先入先出法による原価法

  

(ロ）たな卸資産 

 主として先入先出法による原価法

（貸借対照表価額は収益性の低下に

基づく簿価切下げの方法により算

定） 

（会計方針の変更） 

 当連結会計年度より「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日公表

分）を適用しております。 

 これにより、損益に与える影響は

ありません。  



  

項目 
前連結会計年度

（自 平成19年12月１日 
至 平成20年11月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年12月１日 
至 平成21年11月30日） 

  (2）重要な減価償却資産の減価償却の方

法 

(イ）有形固定資産 

建物（建物附属設備を含む） 

・・・・・・・・定額法

 ただし、一部の連結子会社は定率

法 

建物以外・・・・・・・・定率法

 なお、主な耐用年数は次のとおり

であります。 

建物及び構築物   ３年～50年

機械装置及び運搬具 ４年～13年

その他       ２年～20年

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方

法 

(イ）有形固定資産（リース資産を除

く） 

建物（建物附属設備を含む） 

・・・・・・・・定額法

 ただし、一部の連結子会社は定率

法 

建物以外・・・・・・・・定率法

 なお、主な耐用年数は次のとおり

であります。 

建物及び構築物   ３年～50年

機械装置及び運搬具 ２年～12年

その他       ２年～20年

  

  （追加情報） 

 法人税法の改正に伴い、平成19年

3月31日以前に取得した有形固定資

産については、改正前の法人税法に

基づく減価償却の適用により取得価

額の5％相当額に達した連結会計年

度の翌連結会計年度から取得価額の

5％相当額と備忘価額との差額を5年

間にわたり均等償却し、減価償却費

に含めて計上しております。これに

よる損益に与える影響は軽微であり

ます。 

（追加情報） 

 平成20年度の税制改正を契機とし

て、当社の機械装置の耐用年数につ

いて当連結会計年度より耐用年数を

変更しております。この変更による

影響は軽微であります。 

  (ロ）無形固定資産 

 定額法によっております。 

  

  

――――――――― 

(ロ）無形固定資産（リース資産を除

く） 

同左 

  

(ハ）リース資産 

 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。 

 なお、所有権移転外ファイナン

ス・リース取引のうち、リース取引

開始日が平成20年３月31日以前のリ

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。 



  

項目 
前連結会計年度

（自 平成19年12月１日 
至 平成20年11月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年12月１日 
至 平成21年11月30日） 

  (3）重要な引当金の計上基準 

(イ）貸倒引当金 

 債権の貸倒れに備えるため、一般

債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権について

は回収可能性を検討し、回収不能見

込額を計上しております。 

(3）重要な引当金の計上基準 

(イ）貸倒引当金 

同左 

  (ロ）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、

当連結会計年度末における退職給付

債務及び年金資産の見込額に基づ

き、当連結会計年度末において発生

していると認められる額を計上して

おります。 

 なお、会計基準変更時差異

1,125,010千円については、15年に

よる按分額を費用処理しておりま

す。 

 数理計算上の差異は、各期の発生

時における従業員の平均残存勤務期

間による定額法により按分した額

を、それぞれ発生の翌連結会計年度

から費用処理することとしておりま

す。 

(ロ）退職給付引当金 

同左 

  (ハ）役員退職慰労引当金 

 役員退職慰労金の支給に備えるた

め、内規に基づく期末要支給額の

100％を計上しております。 

(ハ）役員退職慰労引当金 

 役員退職慰労金の支給に備えるた

め、内規に基づく期末要支給額の

100％を計上しております。 

 なお、当期に役員報酬等規定を改

定し、一定の収益がない場合は在任

年数に含めない旨決議いたしまし

た。それにより過年度に計上した引

当金のうち31,249千円を戻し入れい

たしております。  

  (4）重要なリース取引の処理方法 

 リース物件の所有権が、借主に移転

すると認められるもの以外のファイナ

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。 

――――――――― 



  

項目 
前連結会計年度

（自 平成19年12月１日 
至 平成20年11月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年12月１日 
至 平成21年11月30日） 

  (5）重要なヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

 金利スワップについては、特例処

理の要件を満たしておりますので特

例処理を採用しております。 

――――――――― 

  

  ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段・・金利スワップ 

ヘッジ対象・・借入金の支払金利

  ③ ヘッジ方針 

 変動金利による借入金金利を固定

金利に交換し、金利変動リスクをヘ

ッジしております。 

  ④ ヘッジ有効性評価の方法 

 金利スワップの特例処理の要件を

満たしているため、有効性の判定を

省略しております。 

  (6）その他連結財務諸表作成のための重

要な事項 

消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。 

(4）その他連結財務諸表作成のための重

要な事項 

消費税等の会計処理 

同左 

４ 連結子会社の資産及び負債の

評価に関する事項 

 連結子会社の資産及び負債の評価につ

いては、全面時価評価法を採用しており

ます。 

同左 

５ のれん及び負ののれんの償却

に関する事項 

 のれん及び負ののれんの償却について

は、5年間の均等償却を行っておりま

す。 

同左 

６ 連結キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲 

 連結キャッシュ・フロー計算書におけ

る資金（現金及び現金同等物）は、手許

現金、随時引き出し可能な預金及び容易

に換金可能であり、かつ、価値の変動に

ついて僅少なリスクしか負わない取得日

から３ヶ月以内に償還期限の到来する短

期投資からなっております。 

同左 



  

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度 
（自 平成19年12月１日 
至 平成20年11月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年12月１日 
至 平成21年11月30日） 

         ――――――――― （棚卸資産の評価基準及び評価方法） 

 当連結会計年度より「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）を適用し

ております。 

 これによる損益に与える影響は軽微であります。 

  

（リース取引に関する会計基準） 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従

来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっており

ましたが、当連結会計年度より「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））を適用

し、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によって

おります。 

 これによる損益に与える影響は軽微であります。 

 なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転 

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を引き続き採用してお 

ります。 



  

表示方法の変更

前連結会計年度 
（自 平成19年12月１日 
至 平成20年11月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年12月１日 
至 平成21年11月30日） 

――――――――― 

  

  

（連結貸借対照表） 

「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等 

の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日 内閣府 

令第50号）が適用となることに伴い、前連結会計年度にお

いて「たな卸資産」として掲記されたものは、当連結会計

年度から「商品及び製品」「原材料及び貯蔵品」に区分掲

記しております。 

 なお、前連結会計年度の「たな卸資産」に含まれる「商

品及び製品」「原材料及び貯蔵品」は、それぞれ459,466 

千円、228,242千円であります。 

（連結損益計算書） 

１ 前連結会計年度まで営業外費用「その他」に含めて表

示していた「損害保険評価損」は営業外費用の合計額の

10/100を超えることとなったため、区分掲記することに

変更しました。 

 なお、前連結会計年度における「損害保険評価損」の

金額は959千円であります。 

２ 前連結会計年度まで特別損失の「その他」に含めて表

示していた「投資有価証券評価損」は特別損失の合計額

の10/100を超えることとなったため、区分掲記すること

に変更しました。 

 なお、前連結会計年度における「投資有価証券評価

損」の金額は210千円であります。 

（連結損益計算書） 

 前連結会計年度まで販売費及び一般管理費「その他」に

含めて表示していた「退職給付費用」は販売費及び一般管

理費の合計額の10/100を超えることとなったため、区分掲

記することに変更しました。 

 なお、前連結会計年度における「退職給付費用」の金額

は112,227千円であります。 

（連結キャッシュ・フロー計算書）  

 前連結会計年度まで経営活動によるキャッシュ・フロ

ーの「その他」に含めて表示していた「投資有価証券評

価損」は重要性が増したため、区分掲記することに変更

しました。 

 なお、前連結会計年度における「投資有価証券評価

損」の金額は210千円であります。 

――――――――― 



  

注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度 
（平成20年11月30日） 

当連結会計年度 
（平成21年11月30日） 

※１ 土地の再評価 

 提出会社は、「土地の再評価に関する法律（平成10

年３月31日公布 法律第34号）」及び平成13年３月31

日の改正同法律に基づき、事業用土地の再評価を行っ

ております。 

 なお、評価差額については、当該評価差額に係る税

金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債

の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差

額金」として純資産の部に計上しております。 

再評価を行った年月日     平成13年11月30日

同法律第３条第３項に定める再評価の方法 

 土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月

31日公布政令第119号）第２条第３号によるところ

の固定資産税評価額による方法としております。 

※１ 土地の再評価 

同左 

※２ 担保に供している資産 ※２ 担保に供している資産 

建物   39,587千円

土地   1,263,892千円

投資有価証券   303,597千円

合計   1,607,077千円

建物   8,710千円

土地   1,123,347千円

投資有価証券   191,110千円

合計   1,323,167千円

    

上記に対応する債務 上記に対応する債務 

短期借入金   100,000千円

長期借入金（一年以内返済

予定の長期借入金を含む） 

  
240,856千円

合計   340,856千円

          

長期借入金（一年以内返済

予定の長期借入金を含む） 

  
844,574千円

合計   844,574千円

※３ 有形固定資産の減価償却累計額 ※３ 有形固定資産の減価償却累計額 

    3,940,532千円     3,974,134千円

※４ 火災保険金の受取に伴い、有形固定資産の取得価額

から控除している圧縮記帳額の内訳  

※４ 火災保険金の受取に伴い、有形固定資産の取得価額

から控除している圧縮記帳額の内訳  

建物   4,523千円

構築物   3,109千円

機械装置   49,798千円

合計   57,431千円

建物   4,523千円

構築物   3,109千円

機械装置   49,798千円

合計   57,431千円

※５ 圧縮未決算特別勘定の内訳    

建物   317,913千円 ――――――――― 



  

  

前連結会計年度 
（平成20年11月30日） 

当連結会計年度 
（平成21年11月30日） 

 ６ 保証債務 

        金融機関等からの借入に対し、債務保証を行って

  おります。 

  

――――――――― 

  従業員   520千円   

※７ 連結会計年度末日満期手形の会計処理 

   連結会計年度末日満期手形の会計処理について

は、満期日に決済が行われたものとして処理してお

ります。 

 なお、当連結会計年度末日が金融機関の休日であ

ったため、次の連結会計年度末日満期手形を満期日

に決済が行われたものとして処理しております。 

  

――――――――― 

  受取手形   25,454千円   

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成19年12月１日 
至 平成20年11月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年12月１日 
至 平成21年11月30日） 

※１ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 ※１ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

    30,965千円     6,928千円

※２      ―――――――――   ※２ 固定資産売却益の内訳  

  工具器具備品   312千円

計   312千円

※３ 固定資産売却損及び除却損の内訳 ※３ 固定資産除売却損の内訳 

建物及び構築物   1,107千円

その他   52千円

計   1,160千円

機械装置及び運搬具   71千円

計   71千円

※４ 圧縮未決算特別勘定戻入額の内訳 

機械装置   228,433千円

※４ 圧縮未決算特別勘定戻入額の内訳 

建物   317,913千円



前連結会計年度（自平成19年12月１日 至平成20年11月30日） 

１ 発行済株式の種類及び総数に関する事項 

  

２ 自己株式の種類及び総数に関する事項 

（変動事由の概要） 

 増加及び減少株式数の内訳は、次のとおりであります。 

 (1)単元未満株式の買取による増加           5,043株 

 (2)単元未満株式の売却による減少            305株 

３ 配当に関する事項 

 (1)配当金支払額 

    該当事項はありません。 

 (2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

   該当事項はありません。 

（連結株主資本等変動計算書関係）

  （単位：株）

  
前連結会計年度末株
式数 

当連結会計年度増加
株式数 

当連結会計年度減少
株式数 

当連結会計年度末株
式数 

発行済株式 

  普通株式 
 9,705,439  －  －  9,705,439

合計  9,705,439  －  －  9,705,439

  （単位：株）

  
前連結会計年度末株
式数 

当連結会計年度増加
株式数 

当連結会計年度減少
株式数 

当連結会計年度末株
式数 

自己株式 

 普通株式 
 1,680,147  5,043  305  1,684,885

合計  1,680,147  5,043  305  1,684,885



当連結会計年度（自平成20年12月１日 至平成21年11月30日） 

１ 発行済株式の種類及び総数に関する事項 

  

２ 自己株式の種類及び総数に関する事項 

（変動事由の概要） 

 増加及び減少株式数の内訳は、次のとおりであります。 

 単元未満株式の買取による増加           1,041株 

３ 配当に関する事項 

 (1)配当金支払額 

    該当事項はありません。 

 (2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

   該当事項はありません。 

  

  

  （単位：株）

  
前連結会計年度末株
式数 

当連結会計年度増加
株式数 

当連結会計年度減少
株式数 

当連結会計年度末株
式数 

発行済株式 

  普通株式 
 9,705,439  3,411,000  －  13,116,439

合計  9,705,439  3,411,000  －  13,116,439

  （単位：株）

  
前連結会計年度末株
式数 

当連結会計年度増加
株式数 

当連結会計年度減少
株式数 

当連結会計年度末株
式数 

自己株式 

 普通株式 
 1,684,885  1,041  －  1,685,926

合計  1,684,885  1,041  －  1,685,926

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成19年12月１日 
至 平成20年11月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年12月１日 
至 平成21年11月30日） 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係 

現金及び預金勘定   1,179,727千円

有価証券勘定   107,138千円

計   1,286,865千円

      

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金等 

  
△50,000千円

価値変動リスクのある 

割引債券 

  
△1,693千円

現金及び現金同等物   1,235,171千円

現金及び預金勘定   1,134,698千円

有価証券勘定   405,402千円

計   1,540,101千円

      

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金等 

  
△250,450千円

    
      

現金及び現金同等物   1,289,651千円



  

（リース取引関係）

前連結会計年度 
（自 平成19年12月１日 
至 平成20年11月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年12月１日 
至 平成21年11月30日） 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取引 

（注）リース資産に配分された減損損失はないため、減損

損失に関する項目等の記載は省略しております。 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取引 

（注）リース資産に配分された減損損失はないため、減損

損失に関する項目等の記載は省略しております。 

１ リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額 

１ リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額 

  
その他（工具
器具備品） 

（千円） 

合計
（千円） 

取得価額 
相当額 83,736 83,736

減価償却 
累計額 
相当額 

46,363 46,363

期末残高 
相当額 

37,372 37,372

  
その他（工具
器具備品） 

（千円） 

合計
（千円） 

取得価額
相当額 79,914 79,914

減価償却
累計額 
相当額 

56,452 56,452

期末残高
相当額 

23,461 23,461

 なお、取得価額相当額は未経過リース料期末残高が有

形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払

利子込み法により算定しております。 

同左 

２ 未経過リース料期末残高相当額 ２ 未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 14,318千円

１年超 23,054千円

合計 37,372千円

１年以内 12,238千円

１年超 11,223千円

合計 23,461千円

 なお、未経過リース料期末残高相当額は、未経過リー

ス料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合

が低いため、支払利子込み法により算定しております。

同左 

３ 支払リース料及び減価償却費相当額 ３ 支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料 16,492千円

減価償却費相当額 16,492千円

支払リース料 14,318千円

減価償却費相当額 14,318千円

４ 減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額

法によっております。 

４ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 



１ 満期保有目的の債券で時価のあるもの 

 該当事項はありません。 

２ その他有価証券で時価のあるもの 

 （注） 時価のある株式は、連結会計年度末における時価が取得原価の50％以上下落した場合、減損処理を行っており

ます。また、時価が取得原価まで回復する可能性があると認められる場合を除き、連結会計年度末及び前年同

期における時価が取得原価の40％以上50％未満下落した場合、過去の時価の推移及び株式の発行会社が直近の

連結会計年度末において債務超過の状態にある場合等を勘案して減損処理を行っております。 

３ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

（有価証券関係）

区分 

前連結会計年度
（平成20年11月30日） 

当連結会計年度 
（平成21年11月30日） 

取得原価 
（千円） 

連結貸借対照
表計上額 
（千円） 

差額
（千円） 

取得原価
（千円） 

連結貸借対照
表計上額 
（千円） 

差額
（千円） 

連結貸借対照表計上額が取得原

価を超えるもの 
                                   

①株式  35,012  62,151  27,139  32,751  56,575  23,824

②債券  29,620  30,018  397  －  －  －

③その他  －  －  －  17,682  18,895  1,213

小計  64,632  92,169  27,537  50,433  75,471  25,038

連結貸借対照表計上額が取得原

価を超えないもの 
                                   

①株式  514,402  390,330  △124,072  516,763  346,897  △169,865

②債券  －  －  －  －  －  －

③その他  246,433  209,457  △36,975  219,684  190,697  △28,986

小計  760,835  599,787  △161,048  736,447  537,595  △198,851

合計  825,468  691,957  △133,511  786,881  613,067  △173,813

区分 
前連結会計年度

（自 平成19年12月１日 
至 平成20年11月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年12月１日 
至 平成21年11月30日） 

売却額     （千円）  293,331  41,617

売却益の合計額 （千円）  27,302  －

売却損の合計額 （千円）  －  －



４ 時価評価されていない有価証券 

５ その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の連結決算日後における償還予定額 

  前連結会計年度（自 平成19年12月１日 至 平成20年11月30日） 

  当連結会計年度（自 平成20年12月１日 至 平成21年11月30日） 

  

区分 

前連結会計年度
（平成20年11月30日） 

当連結会計年度 
（平成21年11月30日） 

連結貸借対照表計上額
（千円） 

連結貸借対照表計上額
（千円） 

(1）満期保有目的の債券            

割引債券  1,693  －

合計  1,693  －

(2）その他有価証券            

①非上場株式  61,606  61,217

②ＭＭＦ及びＮＺＡＭ  105,444  405,402

合計  167,051  466,620

区分 
１年以内 
（千円） 

１年超５年以内
（千円） 

５年超10年以内 
（千円） 

10年超
（千円） 

①債券                        

割引債券  1,693  －  －  －

②その他  －  30,018  －  －

合計  1,693  30,018  －  －

区分 
１年以内 
（千円） 

１年超５年以内
（千円） 

５年超10年以内 
（千円） 

10年超
（千円） 

①債券  －  －  －  －

②その他  －  －  －  －

合計  －  －  －  －



１ 取引の状況に関する事項 

２ 取引の時価等に関する事項 

   前連結会計年度末（平成20年11月30日） 

    該当事項はありません。 

   当連結会計年度末（平成21年11月30日） 

    該当事項はありません。 

  

（デリバティブ取引関係）

前連結会計年度 
（自 平成19年12月１日 
至 平成20年11月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年12月１日 
至 平成21年11月30日） 

(1）取引の内容 

 当社は、デリバティブ取引を、金利変動リスクをヘッ

ジする目的で利用しております。 

――――――――― 

(2）取引に対する取組方針 

 投機目的のデリバティブ取引は行わない方針でありま

す。 

(3）取引の利用目的 

 変動金利による借入金利を固定金利に交換する金利ス

ワップ取引を利用しております。 

(4）取引に係るリスクの内容 

 金利スワップ取引は、市場金利の変動によるリスクを

有しております。 

 なお、取引の契約先は信用度の高い国内の銀行である

ため、相手先の契約不履行によるリスクはほとんどない

と認識しております。 

(5）取引に係るリスク管理体制 

 デリバティブ取引の取り組みにおいては、取締役会の

承認を得るものとしており、取引の実行及び管理は管理

部が行っております。 

(6）取引の時価等に関する事項についての補足説明 

 該当事項はありません。 



  

（退職給付関係）

前連結会計年度 
（自 平成19年12月１日 
至 平成20年11月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年12月１日 
至 平成21年11月30日） 

１ 採用している退職給付制度の概要 

 当社は、確定給付型の制度として、適格退職年金制度

を設けております。また、従業員の退職等に際して割増

退職金を支払う場合があります。 

 なお、連結子会社は、確定拠出型の制度を採用してお

ります。 

 また、当社は、総合設立の厚生年金基金へ加入してお

りますが、要拠出額を退職給付費用として処理している

複数事業主制度に関する事項は、次のとおりでありま

す。 

(1) 制度全体の積立状況に関する事項 

 イ 愛知県家具厚生年金基金（平成20年３月31日） 

(2) 制度全体に占める当社グループの掛金搬出割合（自

平成19年12月１日 至 平成20年11月30日） 

                     9.2％  

(3) 補足説明 

 愛知県家具厚生年金基金の差引額の主な要因は、年

金財政計算上の過去勤務債務残高3,960,150千円であ

ります。 

 なお、過去勤務債務の償却方法は、期間16年定額償

却であります。 

(注) 上記情報がすべて入手可能な、直近時点のもの 

   を記載しております。 

（追加情報） 

 当連結会計年度より、「『退職給付に係る会計基

準』の改正（その2）」（企業会計基準14号 平成19

年５月15日）を適用しております。 

   年金資産の額 19,244,177千円

   年金財政上の給付債務の額 24,619,852千円

   差引額 △5,375,674千円

１ 採用している退職給付制度の概要 

 当社は、確定給付型の制度として、適格退職年金制度

を設けております。また、従業員の退職等に際して割増

退職金を支払う場合があります。 

 なお、連結子会社は、確定拠出型の制度を採用してお

ります。 

 また、当社は、総合設立の厚生年金基金へ加入してお

りますが、要拠出額を退職給付費用として処理している

複数事業主制度に関する事項は、次のとおりでありま

す。 

(1) 制度全体の積立状況に関する事項 

 イ 愛知県家具厚生年金基金（平成21年３月31日） 

(2) 制度全体に占める当社グループの掛金搬出割合（自

平成20年12月１日 至 平成21年11月30日） 

                     7.6％  

(3) 補足説明 

 愛知県家具厚生年金基金の差引額の主な要因は、年

金財政計算上の繰越不足金6,605,036千円でありま

す。 

 なお、過去勤務債務の償却方法は、残余期間15年定

額償却であります。 

(注) 上記情報がすべて入手可能な、直近時点のもの 

   を記載しております。 

  

   年金資産の額 13,747,573千円

   年金財政上の給付債務の額 24,078,208千円

   差引額 △10,330,634千円

２ 退職給付債務に関する事項 

（平成20年11月30日現在） 

２ 退職給付債務に関する事項 

（平成21年11月30日現在） 

  

  （千円）

①退職給付債務 △1,593,399

②年金資産（退職給付信託を含む） 605,762

③小計（①＋②） △987,637

④会計基準変更時差異の未処理額 525,004

⑤未認識数理計算上の差異 153,680

⑥未認識過去勤務債務（債務の減額） －  

⑦合計（③＋④＋⑤＋⑥） △308,951

⑧前払年金費用 － 

⑨退職給付引当金（⑦－⑧） △308,951

  （千円）

①退職給付債務 △1,411,601

②年金資産（退職給付信託を含む） 533,910

③小計（①＋②） △877,691

④会計基準変更時差異の未処理額 450,004

⑤未認識数理計算上の差異 95,127

⑥未認識過去勤務債務（債務の減額） － 

⑦合計（③＋④＋⑤＋⑥） △332,558

⑧前払年金費用  － 

⑨退職給付引当金（⑦－⑧） △332,558



  

前連結会計年度 
（自 平成19年12月１日 
至 平成20年11月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年12月１日 
至 平成21年11月30日） 

３ 退職給付費用に関する事項 

（自平成19年12月１日 至平成20年11月30日） 

３ 退職給付費用に関する事項 

（自平成20年12月１日 至平成21年11月30日） 

  （千円）

①勤務費用 66,885

②利息費用 38,079

③期待運用収益 △40,389

④会計基準変更時差異の費用処理額 75,000

⑤数理計算上の差異の費用処理額 10,930

⑥過去勤務債務の費用処理額 － 

⑦退職給付費用 

（①＋②＋③＋④＋⑤＋⑥） 
150,506

  （千円）

①勤務費用 58,309

②利息費用 31,868

③期待運用収益 △24,230

④会計基準変更時差異の費用処理額 75,000

⑤数理計算上の差異の費用処理額 34,852

⑥過去勤務債務の費用処理額 － 

⑦退職給付費用 

（①＋②＋③＋④＋⑤＋⑥） 
175,800

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 ４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

①退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 

②割引率 2.0％

③期待運用収益率 4.0％

④数理計算上の差異の処理年数 10年

①退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 

②割引率 2.0％

③期待運用収益率 4.0％

④数理計算上の差異の処理年数 10年

 発生時の従業員の平均残存勤務期間による按

分額を処理しております。 

 ただし、翌連結会計年度から費用処理するこ

ととしております。 

 発生時の従業員の平均残存勤務期間による按

分額を処理しております。 

 ただし、翌連結会計年度から費用処理するこ

ととしております。 

⑤会計基準変更時差異の処理年数 15年 ⑤会計基準変更時差異の処理年数 15年



  

（税効果会計関係）

前連結会計年度 
（平成20年11月30日） 

当連結会計年度 
（平成21年11月30日） 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

繰延税金資産（流動資産）   

たな卸資産 8,453千円

未払事業税 4,057千円

連結会社間内部利益消去 215千円

小計 12,726千円

評価性引当額 △12,422千円

合計 303千円

    

繰延税金資産（固定資産）   

減損損失 273,436千円

退職給付引当金 124,909千円

投資有価証券 14,251千円

その他有価証券評価差額金 53,978千円

役員退職慰労引当金 41,432千円

繰越欠損金 68,366千円

貸倒引当金 3,228千円

その他 2,019千円

小計 581,619千円

評価性引当額 △580,464千円

合計 1,155千円

    

繰延税金負債（固定負債）   

圧縮記帳積立金 20,088千円

合計 20,088千円

繰延税金資産（流動資産）   

たな卸資産 11,218千円

未払事業税 3,730千円

連結会社間内部利益消去 120千円

小計 15,069千円

評価性引当額 △14,933千円

合計 135千円

    

繰延税金資産（固定資産）   

減損損失 214,620千円

退職給付引当金 134,453千円

投資有価証券 7,182千円

その他有価証券評価差額金 70,272千円

役員退職慰労引当金 29,156千円

繰越欠損金  1,990千円

貸倒引当金 1,688千円

その他 1,006千円

小計 460,370千円

評価性引当額 △458,936千円

合計 1,434千円

    

    

    

  

    

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳 

  

 法定実効税率  ％40.4

 （調整）  

 交際費等損金不算入額 ％5.2

 住民税均等割 ％27.5

 受取配当金の益金不算入額 ％△5.0

 過年度法人税等戻入 ％△58.0

 評価性引当額 ％△37.1

 その他 ％△0.3

 税効果会計適用後の 

 法人税等の負担率 
％△27.3

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳 

 法定実効税率 ％40.4

 （調整）  

 交際費等損金不算入額 ％0.6

 住民税均等割 ％4.3

 受取配当金の益金不算入額 ％△0.5

 圧縮記帳積立金取崩額 ％△6.9

 評価性引当額 ％△32.4

 その他 ％△0.2

 税効果会計適用後の 

 法人税等の負担率 
％5.3



前連結会計年度（自平成19年12月１日 至平成20年11月30日） 

 当グループは、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。 

当連結会計年度（自平成20年12月１日 至平成21年11月30日） 

 当グループは、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。 

  

前連結会計年度（自平成19年12月１日 至平成20年11月30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。 

当連結会計年度（自平成20年12月１日 至平成21年11月30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。 

  

前連結会計年度（自平成19年12月１日 至平成20年11月30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。 

当連結会計年度（自平成20年12月１日 至平成21年11月30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。 

  

 前連結会計年度（自平成19年12月１日 至平成20年11月30日） 

      該当事項はありません。 

 当連結会計年度（自平成20年12月１日 至平成21年11月30日） 

  該当事項はありません。 

  

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

ｂ．所在地別セグメント情報

ｃ．海外売上高

（関連当事者情報）



 （注）１ １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 （注）２ １株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（自 平成19年12月１日 
至 平成20年11月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年12月１日 
至 平成21年11月30日） 

１株当たり純資産額 円 銭278 73

１株当たり当期純利益 円 銭7 92

１株当たり純資産額 円 銭239 93

１株当たり当期純利益 円 銭26 13

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、新株予約権付社債等潜在株式が存在しないため記載し

ておりません。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、新株予約権付社債等潜在株式が存在しないため記載し

ておりません。 

  
前連結会計年度

（平成20年11月30日） 
当連結会計年度

（平成21年11月30日） 

純資産の部の合計額      （千円）  2,235,576  2,742,577

純資産の部の合計額から控除する金額 

（千円） 
－  － 

普通株式に係る期末の純資産額 （千円）  2,235,576  2,742,577

期末の普通株式の数      （千株）  8,020  11,430

  
前連結会計年度

（自 平成19年12月１日 
至 平成20年11月30日） 

当連結会計年度
（自 平成20年12月１日 
至 平成21年11月30日） 

当期純利益          （千円）  63,523  274,530

普通株主に帰属しない金額   （千円） －  － 

普通株式に係る当期純利益   （千円）  63,523  274,530

期中平均株式数        （千株）  8,023  10,505



  

（重要な後発事象）

前連結会計年度 
（自 平成19年12月１日 
至 平成20年11月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年12月１日 
至 平成21年11月30日） 

（業務資本提携及び第三者割当による新株式発行） 

当社グループは、平成21年２月23日開催の取締役会に

おいて、アイリスオーヤマ株式会社（以下「アイリスオ

ーヤマ」という。）との業務資本提携（以下「本業務資

本提携」という。）及び第三者割当による新株式の発行

を行うことを決議し、アイリスオーヤマとの間で業務資

本提携契約を締結いたしました。 

――――――――― 

Ⅰ．業務提携について 

当社グループは、教育施設、会議、飲食、宴会、ロビ

ースペース向けの家具製造を主力事業とし、グループの

中長期的ビジョンとして掲げる『ホウトクブランドの再

構築』を実現するため、生産、販売、物流等の強化を図

ってまいりました。 

 一方、アイリスオーヤマは、収納用品やペット用品、

園芸用品や日用品等の生活用品の企画・製造・販売を主

要な事業領域として、「ユーザーイン発想」に基づき、

首尾一貫してユーザーの抱く不満・要望に応えるための

商品提案やメーカーベンダー方式による事業展開を行っ

ております。 

 当社グループを取り巻く家具業界においては、地方を

中心とした財政難や景気後退に伴う需要減少、入札など

厳しい価格競争の中での価格転嫁は容易ではなく、足下

における景気動向の悪化、原材料コストの上昇等含め事

業環境は決して楽観できるものではございません。 

 かかる状況下、当社グループが今後も家具製造を中心

に事業を拡大するためには、当社と補完関係が見込める

アイリスオーヤマと本業務資本提携を行うことが最善で

あると判断いたしました。 

 アイリスオーヤマは、生活用品を幅広く取り揃えて事

業拡大を図っており、アイリスオーヤマのグループ各社

は、価格競争力の高い生産体制に基づき事業を拡大して

おります。 

 本業務資本提携により、当社グループは、製品ライン

ナップの拡大及び主力の家具製造の強化を実現し、生

産・販売・物流等各分野において、両社の強みを活かす

ことができると考え、本業務資本提携を行うことといた

しました。 



  

前連結会計年度 
（自 平成19年12月１日 
至 平成20年11月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年12月１日 
至 平成21年11月30日） 

Ⅱ．業務提携の内容 

当社及びアイリスオーヤマは、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、下記

の内容を含む提携・協力（以下、「本業務提携」とい

う。）を行います。なお、本業務提携の具体的な内容に

ついては、「業務提携委員会」を設置のうえ協議を進め

る予定であります。 

① 製品の品質及び生産効率の向上を目的として、相互

に製品の製造委託を行う。 

② 相互の販売網及び販売ノウハウを活用して、共同の

販売促進及び相互の商品の販売委託を行う。 

③ 商品の配送及び保管等の物流業務の相互委託によっ

て、物流の効率化に向けた取組を進める。 

④ 人材交流等、経営資源の相互活用によるシナジー創

出に向けた取組を進める。 

⑤ その他、上記各号を達成するため相互に連携・協力

する。 

――――――――― 

Ⅲ．資本提携の内容 

当社は、アイリスオーヤマに対し次のとおり第三者割

当増資を実施いたします。 

１．第三者割当による新株式発行 

(1) 発行新株式数    普通株式  3,411,000株 

(2) 発行価額      1株につき      80円 

(3) 発行価額の総額         272,880千円 

(4) 資本組入額     1株につき     40円 

(5) 払込期日      平成21年３月10日（火） 

(6) 割当先の保有方針 

割当先であるアイリスオーヤマは、事業パートナ

ーとして永続的な取引関係を前提に当社株式を長期

保有する方針であり、業務資本提携契約の有効期間

中（但し、当社が業務資本提携契約を解除した場合

には、業務資本提携契約締結の日から１年間）は、

当社が上場会社である限り、譲渡を行わないことに

合意しております。また、アイリスオーヤマとの間

において、割当新株式効力発生日（平成21年３月10

日）より２年間において、当該割当新株式の全部又

は一部を譲渡した場合には、直ちに譲渡を受けた者

の氏名及び住所、譲渡株式数、譲渡日、譲渡価格、

譲渡の理由、譲渡の方法等を当社に書面にて報告す

ることの内諾を受けております。 

  

２．今回の増資による発行済株式総数の推移 

現在の発行済株式総数        9,705,439株 

増資による増加株式数        3,411,000株 

増資後発行済株式総数        13,116,439株 

アイリスオーヤマの所有株式数    3,597,000株 

  



  

前連結会計年度 
（自 平成19年12月１日 
至 平成20年11月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年12月１日 
至 平成21年11月30日） 

３．増資の理由及び資金の使途等 

(1) 増資の理由 

業務提携先となるアイリスオーヤマとの資本関係

を強化することで、共同の業務推進を行うことを明

確にするため、本第三者割当増資を実施することと

いたしました。 

――――――――― 

(2) 発行価額の算定根拠 

新株発行決議日の前営業日の株式会社名古屋証券

取引所における当社普通株式の普通取引の終値、及

び最近の当社の業績や株価の変動状況等を考慮し、

割当先との交渉の結果、80円といたしました。 

  

(3) 増資調達資金の使途 

今回の新株式発行による調達資金は、本社工場に

対する設備投資資金に2億円、残額については全額事

業等の運転資金に充当する予定であります。 

  



部門別売上高・生産高・受注残高明細表 

                                               （単位未満切捨） 

  

  
前連結会計年度

（自 平成19年12月１日 
至 平成20年11月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年12月１日 
至 平成21年11月30日） 

  金額（千円）
百分比
（％） 

金額（千円）
百分比 
（％） 

 売上高         

  家具関連         

机類  1,625,843  28.7  1,506,708  33.8

   椅子類  2,112,622  37.3  1,682,651  37.7

  遊戯具  7,710  0.2  3,646  0.1

  造作家具・その他  1,912,453  33.8  1,269,421  28.4

    合計  5,658,630  100.0  4,462,426  100.0

受注高          

  家具関連         

   机類   1,603,470  29.4  1,502,132  33.9

   椅子類  1,971,638  36.2  1,636,555  36.9

    遊戯具  5,715  0.1  3,646  0.1

    造作家具・その他  1,867,001  34.3  1,288,365  29.1

    合計  5,447,824  100.0  4,430,698  100.0

受注残高           

  家具関連         

    机類  143,957  40.3  139,381  42.8

    椅子類  182,095  50.9  135,999  41.7

    遊戯具 － － － －

    造作家具・その他  31,466  8.8  50,410  15.5

  合計  357,518  100.0  325,790  100.0



５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年11月30日) 

当事業年度 
(平成21年11月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,127,187 1,084,931

受取手形 ※6  364,260 179,265

売掛金 371,279 414,831

有価証券 102,059 400,313

商品 70,399 －

製品 387,832 －

商品及び製品 － 431,788

仕掛品 65,473 76,721

原材料 206,364 －

貯蔵品 11,280 －

原材料及び貯蔵品 － 223,792

前払費用 8,912 5,187

未収入金 8,570 11,345

その他 9,588 2,800

貸倒引当金 △9,226 △7,446

流動資産合計 2,723,982 2,823,532

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） ※1, ※4  51,477 ※1, ※4  52,150

構築物（純額） ※4  465 ※4  429

機械及び装置（純額） ※4  21,556 ※4  20,249

車両運搬具（純額） 327 122

工具、器具及び備品（純額） 36,995 23,207

土地 ※1, ※3  1,384,891 ※1, ※3  1,384,891

有形固定資産合計 ※2  1,495,713 ※2  1,481,051

無形固定資産 21,263 18,604

投資その他の資産   

投資有価証券 ※1  753,564 ※1  674,285

関係会社株式 30,506 30,506

出資金 14,110 14,110

従業員に対する長期貸付金 16,257 19,384

破産更生債権等 46,189 4,388

長期前払費用 492 2,000

会員権 30,690 23,690

差入保証金 45,843 36,393

その他 2,382 4,442

貸倒引当金 △54,381 △5,617

投資その他の資産合計 885,655 803,584

固定資産合計 2,402,631 2,303,239

資産合計 5,126,614 5,126,771



（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年11月30日) 

当事業年度 
(平成21年11月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形 668,877 413,473

買掛金 186,840 178,709

短期借入金 ※4  260,000 60,000

1年内償還予定の社債 260,000 10,000

1年内返済予定の長期借入金 ※1  139,032 ※1  236,924

未払金 51,174 82,350

未払費用 62,763 51,782

未払法人税等 18,153 38,110

未払消費税等 40,648 1,954

圧縮未決算特別勘定 ※5  317,913 －

預り金 15,872 4,650

設備関係支払手形 21,376 14,728

その他 5,675 2,721

流動負債合計 2,048,328 1,095,405

固定負債   

社債 20,000 －

長期借入金 ※1  101,824 ※1  607,650

繰延税金負債 20,088 －

再評価に係る繰延税金負債 ※3  257,337 ※3  257,337

退職給付引当金 308,951 332,558

役員退職慰労引当金 98,860 67,611

その他 51,152 42,836

固定負債合計 858,214 1,307,994

負債合計 2,906,542 2,403,399

純資産の部   

株主資本   

資本金 545,393 681,833

資本剰余金   

資本準備金 1,800,000 1,936,440

その他資本剰余金 158,944 158,944

資本剰余金合計 1,958,944 2,095,384

利益剰余金   

その他利益剰余金   

圧縮記帳積立金 29,598 －

別途積立金 500,511 500,511

繰越利益剰余金 △647,994 △347,566

利益剰余金合計 △117,884 152,945

自己株式 △192,600 △192,706

株主資本合計 2,193,853 2,737,456

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △133,511 △173,813

土地再評価差額金 ※3  159,729 ※3  159,729

評価・換算差額等合計 26,218 △14,084

純資産合計 2,220,071 2,723,372

負債純資産合計 5,126,614 5,126,771



（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年12月１日 
 至 平成20年11月30日) 

当事業年度 
(自 平成20年12月１日 
 至 平成21年11月30日) 

売上高 5,634,074 4,442,709

売上原価   

商品期首たな卸高 54,569 70,399

製品期首たな卸高 393,871 387,832

当期商品仕入高 1,590,611 1,046,570

当期製品製造原価 2,522,261 1,949,529

デザイン使用料 9,184 5,777

合計 4,570,498 3,460,110

商品期末たな卸高 70,399 73,373

製品期末たな卸高 387,832 358,415

売上原価合計 4,112,266 3,028,321

売上総利益 1,521,808 1,414,388

販売費及び一般管理費   

運送費及び保管費 294,687 246,207

広告宣伝費 49,921 45,153

給料 670,792 552,889

賞与 39,642 －

福利厚生費 168,207 138,144

退職給付費用 90,304 118,279

役員退職慰労引当金繰入額 3,933 －

租税公課 13,582 15,631

賃借料 123,101 107,410

減価償却費 15,870 18,280

貸倒引当金繰入額 3,021 －

その他 272,455 177,338

販売費及び一般管理費合計 ※1  1,745,519 ※1  1,419,335

営業損失（△） △223,711 △4,947

営業外収益   

受取利息 987 766

有価証券利息 3,825 683

受取配当金 12,670 9,399

固定資産賃貸料 15,172 14,260

カタログ代収入 8,145 8,608

スクラップ売却益 3,709 1,144

保険解約返戻金 9,996 －

助成金収入 － 16,964

その他 7,665 7,426

営業外収益合計 62,174 59,254



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年12月１日 
 至 平成20年11月30日) 

当事業年度 
(自 平成20年12月１日 
 至 平成21年11月30日) 

営業外費用   

支払利息 10,665 19,113

社債利息 6,680 1,294

損害保険評価損 3,402 1,609

その他 1,394 1,202

営業外費用合計 22,143 23,219

経常利益又は経常損失（△） △183,680 31,087

特別利益   

投資有価証券売却益 27,302 －

圧縮未決算特別勘定戻入額 ※3  228,433 ※3  317,913

固定資産売却益 － ※2  312

貸倒引当金戻入額 － 1,338

役員退職慰労引当金戻入額 － 31,249

その他 4,125 －

特別利益合計 259,860 350,814

特別損失   

固定資産除売却損 ※2  1,160 －

投資有価証券評価損 29,413 299

建物等修復費用 － 60,360

業務資本提携費用 － 36,582

特別損失合計 30,574 97,242

税引前当期純利益 45,606 284,659

法人税、住民税及び事業税 13,460 33,917

過年度法人税等戻入額 △17,315 －

法人税等調整額 △11,611 △20,088

法人税等合計 △15,466 13,829

当期純利益 61,073 270,829



 （注） 原価計算の方法は、単純総合原価計算を採用しております。 

  

製造原価明細書

    
前事業年度

（自 平成19年12月１日 
至 平成20年11月30日） 

当事業年度 
（自 平成20年12月１日 
至 平成21年11月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円）
構成比
（％） 

金額（千円） 
構成比
（％） 

Ⅰ 材料費          1,346,269  53.4        1,082,499  55.1

Ⅱ 労務費          565,931  22.4        422,021  21.5

Ⅲ 経費          610,625  24.2        459,211  23.4

うち（外注加工費）    (283,728)              (202,655)            

（荷造包装費）    (53,862)              (40,389)            

（減価償却費）    (29,192)              (43,924)            

当期総製造費用          2,522,827  100.0        1,963,732  100.0

期首仕掛品たな卸高          69,738              65,473      

合計          2,592,565              2,029,205      

他勘定振替高          4,830              2,954      

期末仕掛品たな卸高          65,473              76,721      

当期製品製造原価          2,522,261              1,949,529      



（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年12月１日 
 至 平成20年11月30日) 

当事業年度 
(自 平成20年12月１日 
 至 平成21年11月30日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 545,393 545,393

当期変動額   

新株の発行 － 136,440

当期変動額合計 － 136,440

当期末残高 545,393 681,833

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 1,800,000 1,800,000

当期変動額   

新株の発行 － 136,440

当期変動額合計 － 136,440

当期末残高 1,800,000 1,936,440

その他資本剰余金   

前期末残高 158,950 158,944

当期変動額   

自己株式の処分 △6 －

当期変動額合計 △6 －

当期末残高 158,944 158,944

資本剰余金合計   

前期末残高 1,958,950 1,958,944

当期変動額   

自己株式の処分 △6 －

新株の発行 － 136,440

当期変動額合計 △6 136,440

当期末残高 1,958,944 2,095,384

利益剰余金   

その他利益剰余金   

圧縮記帳積立金   

前期末残高 37,521 29,598

当期変動額   

圧縮記帳積立金の取崩 △7,922 △29,598

当期変動額合計 △7,922 △29,598

当期末残高 29,598 －

別途積立金   

前期末残高 500,511 500,511

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 500,511 500,511



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年12月１日 
 至 平成20年11月30日) 

当事業年度 
(自 平成20年12月１日 
 至 平成21年11月30日) 

繰越利益剰余金   

前期末残高 △716,990 △647,994

当期変動額   

当期純利益 61,073 270,829

圧縮記帳積立金の取崩 7,922 29,598

当期変動額合計 68,996 300,427

当期末残高 △647,994 △347,566

利益剰余金合計   

前期末残高 △178,958 △117,884

当期変動額   

当期純利益 61,073 270,829

圧縮記帳積立金の取崩 － －

当期変動額合計 61,073 270,829

当期末残高 △117,884 152,945

自己株式   

前期末残高 △191,919 △192,600

当期変動額   

自己株式の取得 △734 △106

自己株式の処分 53 －

当期変動額合計 △681 △106

当期末残高 △192,600 △192,706

株主資本合計   

前期末残高 2,133,467 2,193,853

当期変動額   

新株の発行 － 272,880

当期純利益 61,073 270,829

自己株式の取得 △734 △106

自己株式の処分 47 －

当期変動額合計 60,386 543,603

当期末残高 2,193,853 2,737,456



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年12月１日 
 至 平成20年11月30日) 

当事業年度 
(自 平成20年12月１日 
 至 平成21年11月30日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 160,424 △133,511

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △293,935 △40,302

当期変動額合計 △293,935 △40,302

当期末残高 △133,511 △173,813

土地再評価差額金   

前期末残高 159,729 159,729

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － －

当期変動額合計 － －

当期末残高 159,729 159,729

評価・換算差額等合計   

前期末残高 320,153 26,218

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △293,935 △40,302

当期変動額合計 △293,935 △40,302

当期末残高 26,218 △14,084

純資産合計   

前期末残高 2,453,621 2,220,071

当期変動額   

新株の発行 － 272,880

当期純利益 61,073 270,829

自己株式の取得 △734 △106

自己株式の処分 47 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △293,935 △40,302

当期変動額合計 △233,549 503,300

当期末残高 2,220,071 2,723,372



  

継続企業の前提に関する注記

前事業年度 
（自 平成19年12月１日 
至 平成20年11月30日） 

当事業年度 
（自 平成20年12月１日 
至 平成21年11月30日） 

 当社は、前々期266,961千円、前期355,730千円及び当期

223,711千円と継続的な営業損失を計上し、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。 

 営業損失の計上は、コア事業である教育施設市場の需要

減少や、官公需の厳しい財政状況に加え、金融不安による

景況感の悪化に伴う売上高の減少、及び原材料価格の上昇

等によるものであります。 

 このような状況のもと、当社は平成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

正中期経営計画を策定（平成20年11月18日取締役会承認）

し、事業を進める予定であります。 

 なお、「重要な後発事象」に記載のとおり、平成21年２

月23日開催の当社取締役会において、アイリスオーヤマ株

式会社との業務資本提携及び第三者割当による新株式の発

行を行うことを決議し、同日アイリスオーヤマ株式会社と

の間で業務資本提携契約を締結いたしました。 

 当社及びアイリスオーヤマ株式会社は、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

「業務提携委員会」を設置し協議を進める予定であり、こ

れらの施策により、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。 

 財務諸表は、継続企業を前提として作成しており、上記

のような疑義の影響を財務諸表には反映しておりません。

 当社は、平成17年11月期以降連続して営業損失を計上し

ており、当事業年度においても、営業損失4,947千円を計

上し、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるよ

うな状況が続いております。 

 当該状況を解消すべく、当社は平成21年２月にアイリス

オーヤマ株式会社と業務資本提携契約を締結し、同社を割

当先として第三者割当増資を行ない経営基盤の安定を図る

とともに、人件費を中心とした経費及び原材料等の仕入コ

スト削減に注力してまいりました。その結果、前事業年度

と比べ営業損失は大幅に縮小しているものの、その解消ま

でには至っておらず、現時点では未だ継続企業の前提に重

要な不確実性が認められます。 

 今後も中期経営計画に基づきブランドの再構築を目指し

て業績の回復に努め、コスト削減に取り組み、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。 

 財務諸表は、継続企業を前提として作成しており、上記

のような疑義の影響を財務諸表には反映しておりません。



   

  

重要な会計方針

 項目 
前事業年度

（自 平成19年12月１日 
至 平成20年11月30日） 

当事業年度 
（自 平成20年12月１日 
至 平成21年11月30日） 

１ 有価証券の評価基準及び評価

方法 

(1）満期保有目的の債券 

 償却原価法（定額法） 

(1）関係会社株式 

同左  

  (2）関係会社株式 

 移動平均法による原価法 

(2）その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

  (3）その他有価証券 

時価のあるもの 

 決算日の市場価格等に基づく時価

法 

 （評価差額は全部純資産直入法に

より処理し、売却原価は移動平均法

により算定） 

  

  

  時価のないもの 

 移動平均法による原価法 

時価のないもの 

同左 

２ たな卸資産の評価基準及び評

価方法 

 先入先出法による原価法  先入先出法による原価法 

（貸借対照表価額は収益性の低下に基づ

く簿価切下げの方法により算定） 

３ 固定資産の減価償却の方法 (1）有形固定資産 

建物（建物附属設備を含む） 

・・・・・・・・・定額法

建物以外・・・・・・・・・定率法

 なお、主な耐用年数は次のとおりで

あります。 

建物         ３年～50年

構築物        20年～45年

機械装置       10年～13年

車両運搬具            ４年

工具器具備品     ２年～20年

(1）有形固定資産(リース資産を除く） 

建物（建物附属設備を含む） 

・・・・・・・・・定額法

建物以外・・・・・・・・・定率法

 なお、主な耐用年数は次のとおりで

あります。 

建物         ３年～50年

構築物        20年～45年

機械装置          11年

車両運搬具            ４年

工具器具備品     ２年～20年

  (追加情報) 

 法人税法の改正に伴い、平成19年

3月31日以前に取得した有形固定資

産については、改正前の法人税法に

基づく減価償却の適用により取得価

額の5％相当額に達した事業年度の

翌事業年度から取得価額の5％相当

額と備忘価額との差額を5年間にわ

たり均等償却し、減価償却費に含め

て計上しております。これによる損

益に与える影響は軽微であります。

(追加情報) 

 平成20年の税制改正を契機とし

て、当社の機械装置の耐用年数につ

いて当事業年度より10～13年の耐用

年数を11年に変更しております。こ

の変更による損益に与える影響は軽

微であります。 

  (2）無形固定資産 

 定額法 

(2）無形固定資産(リース資産を除く） 

同左 



  

  

項目 
前事業年度

（自 平成19年12月１日 
至 平成20年11月30日） 

当事業年度 
（自 平成20年12月１日 
至 平成21年11月30日） 

    

  

(3）リース資産 

 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。 

 なお、所有権移転外ファイナン

ス・リース取引のうち、リース取引

開始日が平成20年３月31日以前のリ

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 引当金の計上基準 (1）貸倒引当金 

 債権の貸倒れに備えるため、一般債

権については貸倒実績率により、貸倒

懸念債権等特定の債権については回収

可能性を検討し、回収不能見込額を計

上しております。 

(1）貸倒引当金 

同左 

  (2）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に備えるため、当

事業年度末における退職給付債務及び

年金資産の見込額に基づき、当事業年

度末において発生していると認められ

る額を計上しております。 

 なお、会計基準変更時差異

（1,125,010千円）については、15年

による按分額を費用処理しておりま

す。数理計算上の差異は、各期の発生

時における従業員の平均残存勤務期間

による定額法により按分した額を、そ

れぞれ発生の翌事業年度から費用処理

することとしております。 

(2）退職給付引当金 

同左 

  (3）役員退職慰労引当金 

 役員退職慰労金の支給に備えるた

め、内規に基づく期末要支給額の

100％を計上しております。 

(3）役員退職慰労引当金 

 役員退職慰労金の支給に備えるた

め、内規に基づく期末要支給額の

100％を計上しております。 

 なお、当期に役員報酬等規定を改定

し、一定の収益がない場合は在任年数

に含めない旨決議いたしました。それ

により過年度に計上した引当金のうち

31,249千円を戻し入れいたしておりま

す。 

５ リース取引の処理方法  リース物件の所有権が、借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナン

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。 

――――――――― 



  

項目 
前事業年度

（自 平成19年12月１日 
至 平成20年11月30日） 

当事業年度 
（自 平成20年12月１日 
至 平成21年11月30日） 

６ ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法 

 金利スワップについては、特例処理

の要件を満たしておりますので、特例

処理を採用しております。 

    ―――――――――― 

  

  (2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段・・・金利スワップ 

ヘッジ対象・・・借入金の支払金利

   

  (3）ヘッジ方針 

 変動金利による借入金金利を固定金

利に交換し、金利変動リスクをヘッジ

しております。 

  (4）ヘッジ有効性評価の方法 

 金利スワップの特例処理の要件を満

たしているため、有効性の判定を省略

しております。 

７ その他財務諸表作成のための

基本となる重要な事項 

消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。 

消費税等の会計処理 

同左 



  

  

財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前事業年度 
（自 平成19年12月１日 
至 平成20年11月30日） 

当事業年度 
（自 平成20年12月１日 
至 平成21年11月30日） 

  

 ――――――――― 

（棚卸資産の評価基準及び評価方法） 

 当事業年度より「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）を適用してお

ります。 

 これによる損益に与える影響は軽微であります。 

  

（リース取引に関する会計基準） 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従

来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっており

ましたが、当事業年度より「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））を適用し、

通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっており

ます。 

 これによる損益に与える影響は軽微であります。 

 なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転 

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を引き続き採用してお 

ります。 

  

表示方法の変更

前事業年度 
（自 平成19年12月１日 
至 平成20年11月30日） 

当事業年度 
（自 平成20年12月１日 
至 平成21年11月30日） 

１ 前事業年度まで営業外費用「その他」に含めて表示し

ていた「損害保険評価損」は営業外費用の合計額の

10/100を超えることとなったため、区分掲記することに

変更しました。 

 なお、前事業年度における「損害保険評価損」の金額

は959千円であります。 

２ 前事業年度まで特別損失の「その他」に含めて表示し

ていた「投資有価証券評価損」は特別損失の合計額の

10/100を超えることとなったため、区分掲記することに

変更しました。 

 なお、前事業年度における「投資有価証券評価損」の

金額は210千円であります。 

「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等 

の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日 内閣

府令第50号）が適用となることに伴い、前事業年度にお

いて「たな卸資産」として掲記されたものは、当事業年

度から「商品及び製品」「原材料及び貯蔵品」に区分掲

記しております。 

 なお、前事業年度の「たな卸資産」に含まれる「商品

及び製品」「原材料及び貯蔵品」は、それぞれ458,232

千円、217,645千円であります。 



  

注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度 
（平成20年11月30日） 

当事業年度 
（平成21年11月30日） 

※１ 担保に供している資産 ※１ 担保に供している資産 

建物   39,587千円

土地   1,263,892千円

投資有価証券   303,597千円

合計   1,607,077千円

建物   8,710千円

土地   1,123,347千円

投資有価証券   191,110千円

合計   1,323,167千円

上記に対応する債務 上記に対応する債務 

短期借入金   100,000千円

長期借入金（一年以内返済

予定の長期借入金を含む） 

  
240,856千円

合計   340,856千円

          

長期借入金（一年以内返済

予定の長期借入金を含む） 

  
844,574千円

合計   844,574千円

※２ 有形固定資産の減価償却累計額 ※２ 有形固定資産の減価償却累計額 

    3,928,437千円     3,955,037千円

※３ 土地再評価 

 「土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公

布法律第34号）」及び平成13年３月31日の改正同法律

に基づき、事業用土地の再評価を行っております。 

 なお、評価差額については、当該評価差額に係る税

金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債

の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差

額金」として純資産の部に計上しております。 

再評価を行った年月日     平成13年11月30日

同法律第３条第３項に定める再評価の方法 

 土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月

31日公布政令第119号）第２条第３号によるところ

の固定資産税評価額による方法としております。 

※３ 土地再評価 

同左 

  

  

  

  

※４ 火災保険金の受取に伴い、有形固定資産の取得価額

から控除している圧縮記帳額の内訳  

建物   4,523千円

構築物   3,109千円

機械装置   49,798千円

合計   57,431千円

※４ 火災保険金の受取に伴い、有形固定資産の取得価額

から控除している圧縮記帳額の内訳  

建物   4,523千円

構築物   3,109千円

機械装置   49,798千円

合計   57,431千円

※５ 圧縮未決算特別勘定の内訳 

建物   317,913千円

  

――――――――― 



  

前事業年度 
（平成20年11月30日） 

当事業年度 
（平成21年11月30日） 

※６ 事業年度末日満期手形の会計処理 

   事業年度末日満期手形の会計処理については、満期

日に決済が行われたものとして処理しております。 

 なお、当事業年度末日が金融機関の休日であったた

め、次の事業年度末日満期手形を満期日に決済が行わ

れたものとして処理しております。 

  受取手形   25,454千円

  

――――――――― 

 ７ 偶発債務 

保証債務残高 

 従業員の銀行借入に対し保証を行っております。

  

――――――――― 

従業員住宅資金等 １名   520千円

合計   520千円

  

 ８ 配当制限 

 土地再評価差額金は、土地の再評価に関する法律第

７条の２第１項の規定により、配当に充当することが

制限されております。 

 ８ 配当制限 

同左 



  

前事業年度（自 平成19年12月１日 至 平成20年11月30日） 

自己株式の種類及び総数に関する事項 

（変動事由の概要） 

 増加株式数の内訳は、次のとおりであります。 

単元未満株式の買取による増加           5,043株 

単元未満株式の売却による減少             305株 

当事業年度（自 平成20年12月１日 至 平成21年11月30日） 

自己株式の種類及び総数に関する事項 

（変動事由の概要） 

 増加株式数の内訳は、次のとおりであります。 

単元未満株式の買取による増加           1,041株 

  

  

（損益計算書関係）

前事業年度 
（自 平成19年12月１日 
至 平成20年11月30日） 

当事業年度 
（自 平成20年12月１日 
至 平成21年11月30日） 

※１ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 ※１ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

    30,965千円     6,928千円

        ―――――――――   ※２ 固定資産売却益の内訳  

  工具器具備品   312千円

計   312千円

※３ 固定資産売却損及び除却損の内訳          ―――――――――   

建物及び構築物   1,107千円

その他   52千円

計   1,160千円

  

※４ 圧縮未決算特別勘定戻入額の内訳 

機械装置   228,433千円

※４ 圧縮未決算特別勘定戻入額の内訳 

建物   317,913千円

（株主資本等変動計算書関係）

  （単位：株）

株式の種類 前事業年度末株式数
当事業年度増加株式
数 

当事業年度減少株式
数 

当事業年度末株式数

普通株式  1,680,147  5,043  305  1,684,885

合計  1,680,147  5,043  305  1,684,885

  （単位：株）

株式の種類 前事業年度末株式数
当事業年度増加株式
数 

当事業年度減少株式
数 

当事業年度末株式数

普通株式  1,684,885  1,041  －  1,685,926

合計  1,684,885  1,041  －  1,685,926



  

（リース取引関係）

前事業年度 
（自 平成19年12月１日 
至 平成20年11月30日） 

当事業年度 
（自 平成20年12月１日 
至 平成21年11月30日） 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取引 

（注）リース資産に配分された減損損失はないため、減損

損失に関する項目等の記載は省略しております。 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取引 

（注）リース資産に配分された減損損失はないため、減損

損失に関する項目等の記載は省略しております。 

１ リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額 

１ リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額 

  
工具器具備品 
（千円） 

   合計
    （千円）

取得価額相当額 83,736 83,736

減価償却累計額 
相当額 

46,363 46,363

期末残高相当額 37,372 37,372

  
工具器具備品 
（千円） 

   合計
    （千円）

取得価額相当額 79,914 79,914

減価償却累計額
相当額 

56,452 56,452

期末残高相当額 23,461 23,461

 なお、取得価額相当額は未経過リース料期末残高が有

形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、支払

利子込み法により算定しております。 

同左 

２ 未経過リース料期末残高相当額 ２ 未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 14,318千円

１年超 23,054千円

合計 37,372千円

１年以内 12,238千円

１年超 11,223千円

合計 23,461千円

 なお、未経過リース料期末残高相当額は、未経過リー

ス料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割合

が低いため、支払利子込み法により算定しております。

同左 

３ 当期の支払リース料、減価償却費相当額 ３ 当期の支払リース料、減価償却費相当額 

支払リース料 16,492千円

減価償却費相当額 16,492千円

支払リース料 14,318千円

減価償却費相当額 14,318千円

４ 減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額

法によっております。 

４ 減価償却費相当額の算定方法 

同左 



前事業年度（自 平成19年12月１日 至 平成20年11月30日） 

 関係会社株式で時価のあるものはありません。 

当事業年度（自 平成20年12月１日 至 平成21年11月30日） 

 関係会社株式で時価のあるものはありません。 

  

  

（有価証券関係）

（税効果会計関係）

前事業年度 
（平成20年11月30日） 

当事業年度 
（平成21年11月30日） 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

繰延税金資産（流動資産）   

未払事業税 3,969千円

たな卸資産 8,453千円

小計 12,422千円

評価性引当額 △12,422千円

合計 － 千円

    

繰延税金資産（固定資産）   

減損損失 273,436千円

退職給付引当金 124,909千円

投資有価証券  14,251千円

その他有価証券評価差額金  53,978千円

役員退職慰労引当金 39,969千円

貸倒引当金 3,228千円

繰越欠損金 63,889千円

その他 2,019千円

小計 575,679千円

評価性引当額 △575,679千円

合計 － 千円

    

繰延税金負債（固定負債）   

圧縮記帳積立金 20,088千円

合計 20,088千円

繰延税金資産（流動資産）   

未払事業税 3,715千円

たな卸資産 10,799千円

小計 14,514千円

評価性引当額 △14,514千円

合計 － 千円

    

繰延税金資産（固定資産）   

減損損失 214,620千円

退職給付引当金 134,453千円

投資有価証券  7,182千円

その他有価証券評価差額金  70,272千円

役員退職慰労引当金 27,335千円

貸倒引当金 1,688千円

その他 1,006千円

小計 456,559千円

評価性引当額 △456,559千円

合計 － 千円

    

    

    

    

    

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳 

  

 法定実効税率  ％40.4

 （調整）  

 交際費等損金不算入額 ％5.7

 住民税均等割 ％29.5

 受取配当金の益金不算入額 ％△5.6

 過年度法人税等戻入 ％△63.4

 評価性引当額 ％△40.5

 その他 ％△0.0

 税効果会計適用後の 

 法人税等の負担率 
％△33.9

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳 

 法定実効税率 ％40.4

 （調整）  

 交際費等損金不算入額 ％0.6

 住民税均等割 ％4.3

 受取配当金の益金不算入額 ％△0.5

 圧縮記帳積立金取崩額 ％△7.1

 評価性引当額 ％△32.9

 その他 ％0.1

 税効果会計適用後の 

 法人税等の負担率 
％4.9



 （注）１ １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 （注）２ １株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

（１株当たり情報）

項目 
前事業年度

（自 平成19年12月１日 
至 平成20年11月30日） 

当事業年度 
（自 平成20年12月１日 
至 平成21年11月30日） 

１株当たり純資産額 276円80銭    238円25銭 

１株当たり当期純利益   7円61銭    25円78銭 

   なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益については、新株予約権付社

債等潜在株式が存在しないため記載し

ておりません。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益については、新株予約権付社

債等潜在株式が存在しないため記載し

ておりません。 

  
前事業年度

（平成20年11月30日） 
当事業年度 

（平成21年11月30日） 

純資産の部の合計額      （千円）  2,220,071  2,723,372

純資産の部の合計額から控除する金額 

（千円） 
 －  －

普通株式に係る期末の純資産額 （千円）  2,220,071  2,723,372

期末の普通株式の数      （千株）  8,020  11,430

  
前事業年度

（自 平成19年12月１日 
至 平成20年11月30日） 

当事業年度 
（自 平成20年12月１日 
至 平成21年11月30日） 

当期純利益          （千円）  61,073  270,829

普通株主に帰属しない金額   （千円）  －  －

普通株式に係る当期純利益   （千円）  61,073  270,829

期中平均株式数        （千株）  8,023  10,505



  

（重要な後発事象）

前事業年度 
（自 平成19年12月１日 
至 平成20年11月30日） 

当事業年度 
（自 平成20年12月１日 
至 平成21年11月30日） 

（業務資本提携及び第三者割当による新株式発行） 

当社は、平成21年２月23日開催の取締役会において、

アイリスオーヤマ株式会社（以下「アイリスオーヤマ」

という。）との業務資本提携（以下「本業務資本提携」

という。）及び第三者割当による新株式の発行を行うこ

とを決議し、アイリスオーヤマとの間で業務資本提携契

約を締結いたしました。 

  

――――――――― 

  

Ⅰ．業務提携について 

当社は、教育施設、会議、飲食、宴会、ロビースペー

ス向けの家具製造を主力事業とし、グループの中長期的

ビジョンとして掲げる『ホウトクブランドの再構築』を

実現するため、生産、販売、物流等の強化を図ってまい

りました。 

 一方、アイリスオーヤマは、収納用品やペット用品、

園芸用品や日用品等の生活用品の企画・製造・販売を主

要な事業領域として、「ユーザーイン発想」に基づき、

首尾一貫してユーザーの抱く不満・要望に応えるための

商品提案やメーカーベンダー方式による事業展開を行っ

ております。 

 当社を取り巻く家具業界においては、地方を中心とし

た財政難や景気後退に伴う需要減少、入札など厳しい価

格競争の中での価格転嫁は容易ではなく、足下における

景気動向の悪化、原材料コストの上昇等含め事業環境は

決して楽観できるものではございません。 

 かかる状況下、当社が今後も家具製造を中心に事業を

拡大するためには、当社と補完関係が見込めるアイリス

オーヤマと本業務資本提携を行うことが最善であると判

断いたしました。 

 アイリスオーヤマは、生活用品を幅広く取り揃えて事

業拡大を図っており、アイリスオーヤマのグループ各社

は、価格競争力の高い生産体制に基づき事業を拡大して

おります。 

 本業務資本提携により、当社は、製品ラインナップの

拡大及び主力の家具製造の強化を実現し、生産・販売・

物流等各分野において、両社の強みを活かすことができ

ると考え、本業務資本提携を行うことといたしました。

  



  

前事業年度 
（自 平成19年12月１日 
至 平成20年11月30日） 

当事業年度 
（自 平成20年12月１日 
至 平成21年11月30日） 

Ⅱ．業務提携の内容 

当社及びアイリスオーヤマは、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、下記

の内容を含む提携・協力（以下、「本業務提携」とい

う。）を行います。なお、本業務提携の具体的な内容に

ついては、「業務提携委員会」を設置のうえ協議を進め

る予定であります。 

  

――――――――― 

① 製品の品質及び生産効率の向上を目的として、相互

に製品の製造委託を行う。 

  

② 相互の販売網及び販売ノウハウを活用して、共同の

販売促進及び相互の商品の販売委託を行う。 

  

③ 商品の配送及び保管等の物流業務の相互委託によっ

て、物流の効率化に向けた取組を進める。 

  

④ 人材交流等、経営資源の相互活用によるシナジー創

出に向けた取組を進める。 

⑤ その他、上記各号を達成するため相互に連携・協力

する。 

Ⅲ．資本提携の内容 

当社は、アイリスオーヤマに対し次のとおり第三者割

当増資を実施いたします。 

  

１．第三者割当による新株式発行 

(1) 発行新株式数    普通株式  3,411,000株 

(2) 発行価額      1株につき      80円 

(3) 発行価額の総額         272,880千円 

(4) 資本組入額     1株につき     40円 

(5) 払込期日      平成21年３月10日（火） 

(6) 割当先の保有方針 

割当先であるアイリスオーヤマは、事業パートナ

ーとして永続的な取引関係を前提に当社株式を長期

保有する方針であり、業務資本提携契約の有効期間

中（但し、当社が業務資本提携契約を解除した場合

には、業務資本提携契約締結の日から１年間）は、

当社が上場会社である限り、譲渡を行わないことに

合意しております。また、アイリスオーヤマとの間

において、割当新株式効力発生日（平成21年３月10

日）より２年間において、当該割当新株式の全部又

は一部を譲渡した場合には、直ちに譲渡を受けた者

の氏名及び住所、譲渡株式数、譲渡日、譲渡価格、

譲渡の理由、譲渡の方法等を当社に書面にて報告す

ることの内諾を受けております。 

  

２．今回の増資による発行済株式総数の推移 

現在の発行済株式総数        9,705,439株 

増資による増加株式数        3,411,000株 

増資後発行済株式総数        13,116,439株 

アイリスオーヤマの所有株式数    3,597,000株 



  

前事業年度 
（自 平成19年12月１日 
至 平成20年11月30日） 

当事業年度 
（自 平成20年12月１日 
至 平成21年11月30日） 

３．増資の理由及び資金の使途等 

(1) 増資の理由 

業務提携先となるアイリスオーヤマとの資本関係

を強化することで、共同の業務推進を行うことを明

確にするため、本第三者割当増資を実施することと

いたしました。 

  

――――――――― 

(2) 発行価額の算定根拠 

新株発行決議日の前営業日の株式会社名古屋証券

取引所における当社普通株式の普通取引の終値、及

び最近の当社の業績や株価の変動状況等を考慮し、

割当先との交渉の結果、80円といたしました。 

(3) 増資調達資金の使途 

今回の新株式発行による調達資金は、本社工場に

対する設備投資資金に2億円、残額については全額事

業等の運転資金に充当する予定であります。 



（1）役員の異動 

    該当事項はありません。 

  

（2）その他 

    該当事項はありません。 

６．その他
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