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1.  平成22年11月期第1四半期の連結業績（平成21年12月1日～平成22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 ％

22年11月期第1四半期 1,017 8.7 △114 ― △100 ― △190 ―

21年11月期第1四半期 936 ― △84 ― △70 ― △73 ―

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

22年11月期第1四半期 △16.69 ―

21年11月期第1四半期 △9.18 ―

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

22年11月期第1四半期 5,529 2,641 47.8 231.12
21年11月期 5,176 2,742 53.0 239.93

（参考） 自己資本   22年11月期第1四半期  2,641百万円 21年11月期  2,742百万円

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

21年11月期 ― ― ― ― ―

22年11月期 ―

22年11月期 
（予想）

― ― 0.00 0.00

3.  平成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）

（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

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) 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  無  

(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） 

(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 

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予想数値と異なる可能
性があります。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。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年11月期第1四半期 13,116,439株 21年11月期  13,116,439株

② 期末自己株式数 22年11月期第1四半期  1,686,125株 21年11月期  1,685,926株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年11月期第1四半期 11,430,473株 21年11月期第1四半期  8,020,356株



 当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、輸出の持ち直しや政府の経済対策による景気への一定の効果が

見られたものの、個人消費の低迷やデフレ傾向が強まるなど、引き続き低調に推移いたしました。 

 このような事業環境のもと、当社グループは需要期を迎えた主要市場の教育施設はもとより、高齢者施設、病院、

官公庁など各分野向けの新商品を含めた重点商品の拡販活動を行いました。また、生産設備を集約して生産効率の向

上を図り、更に一層の経費節減に努めました。 

 その結果、当第１四半期連結会計期間における売上高は、10億17百万円（前年同期比8.7％増）となりました。し

かしながら、損益面につきましては厳しい価格競争を反映し、営業損失は１億14百万円（前年同期は84百万円の損

失）、経常損失は１億円（前年同期は70百万円の損失）、四半期純損失は投資有価証券評価損の計上等により１億90

百万円（前年同期は73百万円の損失）となりました。 

  

(1)資産、負債、純資産の状況 

 当第１四半期連結会計期間末における総資産は55億29百万円と、前連結会計年度末に比べて３億53百万円増加いた

しました。 

 流動資産は、現金及び預金が１億69百万円減少いたしましたが、受取手形及び売掛金が２億74百万円増加したこと

などから前連結会計年度末に比べて２億99百万円増加し、31億91百万円となりました。 

 固定資産は、建物及び構築物の取得等により有形固定資産が52百万円増加したことなどから、前連結会計年度末に

比べて54百万円増加し、23億37百万円となりました。 

 負債は、28億87百万円と、前連結会計年度末に比べて４億54百万円増加いたしました。 

 流動負債は、未払法人税等が33百万円減少いたしましたが、支払手形及び買掛金が２億42百万円増加したことなど

から、前連結会計年度末に比べて３億50百万円増加し、14億65百万円となりました。 

 固定負債は、長期借入金が59百万円、退職給付引当金が42百万円それぞれ増加したことなどから、前連結会計年度

末に比べて１億３百万円増加し、14億22百万円となりました。 

 純資産は、利益剰余金が１億90百万円減少したことなどから、前連結会計年度末に比べて１億円減少し、26億41百

万円となりました。 

(2)連結キャッシュ・フローの状況 

 当第１四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、前連結会計年度末より40

百万円増加し、13億30百万円となっております。 

 当第１四半期連結会計期間末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、２億49百万円となりました。これは主に、季節的要因により仕入債務が２億42百

万円増加いたしましたが、売上債権が２億76百万円、たな卸資産が１億90百万円それぞれ増加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） 

 投資活動の結果増加した資金は、１億39百万円となりました。これは主に、搬送設備や新商品金型など固定資産の

取得に70百万円投資いたしましたが、定期預金の払戻により資金が２億20百万円増加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、１億50百万円となりました。これは主に、長期借入金の返済により49百万円減少

いたしましたが、短期借入金及び長期借入金の借入れにより２億円の収入があったことによるものであります。 

  

(当年度の見通し) 

 平成22年11月期の連結業績予想につきましては、第２四半期連結累計期間、通期ともに平成22年１月15日公表の業

績予想から変更しておりません。 

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



  

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

の実地たな卸高を基礎として合理的な方法により算出しております。  

  

 該当事項はありません。 

  

 当社グループは、前連結会計年度まで５期連続で営業損失を計上し、当第１四半期連結会計期間においても営

業損失114,767千円、四半期純損失190,736千円を計上いたしました。 

 当該状況により、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在しております。 

 当該状況を解消すべく、本年度を最終年度とする中期経営計画に基づき、教育施設市場を中心としたコア事業

のシェア確保と商品開発、内製化、コストダウン及び諸経費の削減、ならびに社員の意識改革を推進して業績の

回復に努め、ブランドの再構築を目指すとともに、業務資本提携したアイリスオーヤマ株式会社との連携を深め

て、継続企業の前提に関する重要な疑義を解消するように努めてまいります。 

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

務諸表には反映しておりません。  

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

（４）継続企業の前提に関する重要事象等



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22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21年11月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 965,674 1,134,698

受取手形及び売掛金 871,139 596,250

有価証券 405,489 405,402

商品及び製品 619,435 432,735

仕掛品 80,461 77,697

原材料及び貯蔵品 235,626 234,260

繰延税金資産 14 135

その他 24,977 19,121

貸倒引当金 △10,904 △7,446

流動資産合計 3,191,913 2,892,856

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 86,167 54,348

機械装置及び運搬具（純額） 39,225 27,098

土地 1,384,891 1,384,891

その他（純額） 31,498 23,344

有形固定資産合計 1,541,782 1,489,682

無形固定資産 18,024 18,689

投資その他の資産   

投資有価証券 674,555 674,285

繰延税金資産 1,434 1,434

破産更生債権等 5,935 4,388

その他 102,894 100,416

貸倒引当金 △7,199 △5,617

投資その他の資産合計 777,619 774,907

固定資産合計 2,337,426 2,283,279

資産合計 5,529,340 5,176,136



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22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21年11月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 843,693 601,423

短期借入金 160,000 60,000

1年内償還予定の社債 10,000 10,000

1年内返済予定の長期借入金 227,786 236,924

未払金 110,856 83,029

未払費用 78,671 57,965

未払法人税等 5,308 38,710

未払消費税等 1,144 3,673

その他 27,763 22,795

流動負債合計 1,465,223 1,114,521

固定負債   

長期借入金 667,160 607,650

再評価に係る繰延税金負債 257,337 257,337

退職給付引当金 375,316 332,558

役員退職慰労引当金 75,491 73,821

負ののれん 4,429 4,832

その他 42,632 42,836

固定負債合計 1,422,368 1,319,036

負債合計 2,887,591 2,433,558

純資産の部   

株主資本   

資本金 681,833 681,833

資本剰余金 2,095,517 2,095,517

利益剰余金 △18,718 172,017

自己株式 △192,722 △192,706

株主資本合計 2,565,910 2,756,662

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △83,890 △173,813

土地再評価差額金 159,729 159,729

評価・換算差額等合計 75,838 △14,084

純資産合計 2,641,748 2,742,577

負債純資産合計 5,529,340 5,176,136



（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）

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

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年12月１日 
 至 平成22年２月28日) 

売上高 936,483 1,017,495

売上原価 640,452 747,687

売上総利益 296,030 269,807

販売費及び一般管理費   

運送費及び保管費 54,371 54,019

給料及び賞与 143,020 159,051

福利厚生費 34,123 31,412

退職給付費用 30,397 25,654

役員退職慰労引当金繰入額 1,670 1,670

賃借料 26,271 24,454

減価償却費 3,745 3,987

貸倒引当金繰入額 1,148 5,393

その他 85,496 78,930

販売費及び一般管理費合計 380,243 384,575

営業損失（△） △84,213 △114,767

営業外収益   

受取利息 714 618

受取配当金 5,205 3,832

固定資産賃貸料 2,367 2,371

カタログ代収入 － 7,600

雑収入 9,781 －

その他 － 5,229

営業外収益合計 18,069 19,652

営業外費用   

支払利息 3,644 5,339

その他 830 435

営業外費用合計 4,475 5,775

経常損失（△） △70,618 △100,890

特別利益   

固定資産売却益 312 －

特別利益合計 312 －

特別損失   

投資有価証券評価損 － 86,435

特別損失合計 － 86,435

税金等調整前四半期純損失（△） △70,306 △187,325

法人税、住民税及び事業税 3,798 3,289

法人税等調整額 △490 120

法人税等合計 3,307 3,410

四半期純損失（△） △73,613 △190,736



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

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

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年12月１日 
 至 平成22年２月28日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純損失（△） △70,306 △187,325

減価償却費 13,539 12,193

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,148 5,040

退職給付引当金の増減額（△は減少） 37,536 42,757

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） － 1,670

受取利息及び受取配当金 △5,920 △4,451

支払利息 3,644 5,339

有形固定資産売却損益（△は益） △312 －

投資有価証券評価損益（△は益） － 86,435

売上債権の増減額（△は増加） △44,770 △276,435

たな卸資産の増減額（△は増加） △268,669 △190,828

仕入債務の増減額（△は減少） 20,793 242,269

未払消費税等の増減額（△は減少） △41,574 △2,528

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減
少）

△2,617 △7,592

その他 3,069 52,367

小計 △354,440 △221,088

利息及び配当金の受取額 5,920 4,451

利息の支払額 △3,630 △5,413

法人税等の支払額 △14,404 △27,238

営業活動によるキャッシュ・フロー △366,554 △249,289

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △10,000 △10,150

定期預金の払戻による収入 10,000 220,000

有価証券の売却による収入 697 －

有形固定資産の取得による支出 △26,042 △70,618

有形固定資産の売却による収入 1,802 －

投資有価証券の取得による支出 △20 △29

投資有価証券の売却による収入 32,702 3,246

貸付けによる支出 △6,990 △5,380

貸付金の回収による収入 2,537 2,467

その他 3,474 310

投資活動によるキャッシュ・フロー 8,161 139,845

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） △100,000 100,000

長期借入れによる収入 200,000 100,000

長期借入金の返済による支出 △47,508 △49,628

社債の償還による支出 △190,000 －

自己株式の取得による支出 △38 △15

財務活動によるキャッシュ・フロー △137,546 150,356

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △495,939 40,912

現金及び現金同等物の期首残高 1,235,171 1,289,651

現金及び現金同等物の四半期末残高 739,231 1,330,564



 当社グループは、前連結会計年度まで５期連続で営業損失を計上し、当第１四半期連結会計期間においても営

業損失114,767千円、四半期純損失190,736千円を計上いたしました。 

 当該状況により、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在しております。 

 当該状況を解消すべく、本年度を最終年度とする中期経営計画に基づき、教育施設市場を中心としたコア事業

のシェア確保と商品開発、内製化、コストダウン及び諸経費の削減、ならびに社員の意識改革を推進して業績の

回復に努め、ブランドの再構築を目指すとともに、業務資本提携したアイリスオーヤマ株式会社との連携を深め

て、継続企業の前提に関する重要な疑義を解消するように努めてまいります。 

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

務諸表には反映しておりません。  

  

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

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

事項はありません。 

  

当第１四半期連結累計期間（自平成21年12月１日 至平成22年２月28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。 

  

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

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

  

当第１四半期連結累計期間（自平成21年12月１日 至平成22年２月28日） 

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

   

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

 海外売上高は連結売上高の10％未満のため、記載を省略しております。 

  

当第１四半期連結累計期間（自平成21年12月１日 至平成22年２月28日） 

 海外売上高は連結売上高の10％未満のため、記載を省略しております。 

   

 該当事項はありません。 

   

（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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