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1. 2020年11月期の連結業績（2019年12月1日～2020年11月30日）

(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
親会社株主に帰属する当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2020年11月期 62,284 △8.2 2,782 △22.4 2,912 △22.7 1,691 △27.4

2019年11月期 67,819 2.4 3,586 △5.6 3,767 △9.0 2,330 △27.1

（注）包括利益 2020年11月期　　1,539百万円 （△37.4％） 2019年11月期　　2,459百万円 （△29.2％）

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 ％ ％ ％

2020年11月期 103.89 ― 6.3 4.8 4.5

2019年11月期 143.10 ― 9.1 6.2 5.3

（参考） 持分法投資損益 2020年11月期 67百万円 2019年11月期 179百万円

(2) 連結財政状態

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

2020年11月期 58,596 30,516 46.8 1,684.46

2019年11月期 62,291 29,419 42.6 1,627.89

（参考） 自己資本 2020年11月期 27,431百万円 2019年11月期 26,510百万円

(3) 連結キャッシュ・フローの状況
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

2020年11月期 3,273 △3,145 △1,077 16,493

2019年11月期 5,475 △1,275 △1,557 17,447

2. 配当の状況

年間配当金 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 ％ ％

2019年11月期 ― 12.50 ― 12.50 25.00 407 17.5 1.6

2020年11月期 ― 12.50 ― 12.50 25.00 407 24.1 1.5

2021年11月期(予想) ― 12.50 ― 12.50 25.00 21.4

3. 2021年11月期の連結業績予想（2020年12月 1日～2021年11月30日）
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属する

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) 31,300 0.5 1,350 △5.3 1,400 △4.5 900 11.5 55.27

通期 64,000 2.8 2,900 4.2 3,000 3.0 1,900 12.3 116.67



※ 注記事項

(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) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 　：　無

② ①以外の会計方針の変更 　：　無

③ 会計上の見積りの変更 　：　無

④ 修正再表示 　：　無

(3) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 2020年11月期 17,339,200 株 2019年11月期 17,339,200 株

② 期末自己株式数 2020年11月期 1,054,055 株 2019年11月期 1,053,981 株

③ 期中平均株式数 2020年11月期 16,285,213 株 2019年11月期 16,285,267 株

（参考）個別業績の概要

2020年11月期の個別業績（2019年12月1日～2020年11月30日）

(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 ％

2020年11月期 43,721 △7.8 818 △32.8 1,130 △22.8 738 △28.1

2019年11月期 47,396 3.2 1,218 14.1 1,464 12.2 1,026 △4.2

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

2020年11月期 45.35 ―

2019年11月期 63.06 ―

(2) 個別財政状態

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

2020年11月期 39,346 17,290 43.9 1,061.75

2019年11月期 42,172 17,129 40.6 1,051.83

（参考） 自己資本 2020年11月期 17,290百万円 2019年11月期 17,129百万円

※ 決算短信は公認会計士又は監査法人の監査の対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達
成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び
業績予想のご利用に当たっての注意事項等については、添付資料の4ページ「1.経営成績等の概況(4)今後の見通し」をご覧ください。
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１．経営成績等の概況 

（１）当期の経営成績の概況 
当連結会計年度（2019 年 12 月～2020 年 11 月）における我が国経済は、消費税増税後の個人消費マインドが低下する

なか、第 2四半期には新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大により経済活動が大幅に制限されるなど、厳しい事業環

境が続きました。住宅需要につきましては、消費税増税後の需要の落ち込みに加え新型コロナウイルス感染症拡大に伴う

景況感の悪化の影響もあり、新設住宅着工戸数は前期に比べ低水準で推移いたしました。 

こうしたなか当社グループは、市場環境の変化を注視しながら、建具類の内製化促進や価格改定浸透に取り組んだほ

か、2019 年 10 月に投入した内装建材シリーズの市場定着、国産針葉樹合板の活用推進、MDF（中質繊維板）の販売強化

や非住宅分野の市場開拓など様々な施策に取り組み、コスト競争力の維持や収益力の確保に努めました。しかしながら、

昨年 4～5 月における緊急事態宣言の影響もあり、期初よりリフォームを含む住宅需要が低迷するなか、苦しい事業展開

を強いられました。 

これらの結果、当連結会計年度における連結業績は、売上高 62,284 百万円（前期比 8.2％減）、営業利益 2,782 百万円

（前期比 22.4％減）、経常利益 2,912 百万円（前期比 22.7％減）、親会社株主に帰属する当期純利益 1,691 百万円（前期

比 27.4％減）となりました。 

 

・当連結会計年度（2020 年 11 月期）の業績 

〔連 結〕 

 
 

当連結会計年度 

（2020 年 11 月期） 

前連結会計年度 

（2019 年 11 月期） 

 

前期比（増減） 

売 上 高 62,284 百万円 67,819 百万円 △ 5,535 百万円 △ 8.2％ 

営 業 利 益  2,782 3,586 △ 804 △ 22.4 

経 常 利 益  2,912 3,767 △ 854 △ 22.7 

親会社株主に帰属 

する当期純利益  1,691 2,330 △ 638 △ 27.4 

〔個 別〕 

 

 
当  期 

（2020 年 11 月期） 

前  期 

（2019 年 11 月期） 

 

前期比（増減） 

売 上 高 43,721 百万円 47,396 百万円 △ 3,675 百万円 △ 7.8％ 

営 業 利 益  818 1,218 △ 399 △ 32.8 

経 常 利 益  1,130 1,464 △ 334 △ 22.8 

当 期 純 利 益  738 1,026 △ 288 △ 28.1 

 

セグメント別の業績は次のとおりであります。 

〔住宅建材事業〕 

内装建材シリーズ「ビノイエ」「アートクチュール」などの販売に引き続き注力するとともに、2019 年 10 月に発売し

たシンプルで洗練された世界観を提案する「モードコレクト」の市場定着に取り組みました。フロアについても、国産針

葉樹合板と MDF の複合基材を使用した「ラスティックフェイス リッチ Jベース」「J ネクシオ」を主軸に、意匠性の多様

化により提案力の強化を図りました。 

また、昨年 1 月に出資した業務提携先の IFI 社（インドネシア ファイバーボード インダストリー社）から輸入した

MDF の拡販に注力いたしました。さらに、バリアフリー商品群「ユニバーサル ディレクト」を足がかりにサービス付き

高齢者向け住宅や福祉施設、幼保施設などの非住宅分野の開拓に取り組むとともに、リフォーム・リノベーション需要の

獲得にも努めました。 

なお、収益性の改善のため、引き続き建具類の内製化を一層推し進めるなど各種コストダウン策に取り組んだほか、建

具類の一部製品の価格改定や中高級品フロアの拡販を行い一定の効果が見られましたが、住宅需要低迷の影響により建
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材製品全般の販売量が減少する厳しい状況が続きました。この結果、住宅建材事業の売上高は 38,926 百万円（前期比

7.2％減）、セグメント利益は 2,389 百万円（前期比 9.7％減）となりました。 

〔合板事業〕 

国産針葉樹合板は、住宅需要低迷の影響から販売量は大幅に減少いたしました。また、市場在庫の水準が上昇し、販売

価格が下落いたしました。そのため、昨年 3月より適正在庫水準維持のため生産調整を行ったことから、当期末において

は市場在庫も期初の水準になっておりますが、年間を通して厳しい状況が続きました。 

輸入南洋材合板は、前期より国内需要の低迷が継続するなか、販売価格は下落し、入荷量も減少いたしました。当期末

において港頭在庫の減少から合板相場は底打ち感が出ており、荷動きは回復傾向となりましたが、第 2四半期までは前年

同期比で増加していた販売量が第 3四半期より減少に転じるなど、国産針葉樹合板同様、厳しい状況が続きました。 

この結果、合板事業の売上高は 23,357 百万円（前期比 9.7％減）、セグメント利益は 1,843 百万円（前期比 23.9％減）

となりました。 

<セグメント別売上高及び損益> 
  

売 上 高 

（百万円） 

 

セグメント利益 

（百万円） 
前期比 

（％） 

構成比 

（％） 

前期比 

（％） 

住宅建材事業 

合 板 事 業 

38,926 

23,357 

 △ 7.2

△ 9.7 

62.5

37.5

2,389  

1,843  

△ 9.7

△ 23.9

調 整 額 ※  － － － △ 1,449  － 

合     計 62,284 △ 8.2 100.0 2,782  △ 22.4 

※セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去等、並びに各報告セグメントに配分していない全社費用です。 
 

（２）当期の財政状態の概況 

当連結会計年度末の総資産は 58,596 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 3,695 百万円減少いたしました。その

主な要因は、現金及び預金の減少 954 百万円、受取手形及び売掛金の減少 1,657 百万円、製品の減少 842 百万円、機

械設備など有形固定資産の減少 645 百万円、投資有価証券の増加 335 百万円などによるものです。 

負債は 28,079 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 4,791 百万円減少いたしました。その主な要因は、支払手形

及び買掛金の減少 3,769 百万円、短期借入金の減少 206 百万円、設備関係支払手形の減少 380 百万円などによるもの

です。 

純資産は 30,516 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 1,096 百万円増加いたしました。その主な要因は、親会社

株主に帰属する当期純利益による利益剰余金の増加 1,691 百万円及び配当による利益剰余金の減少 407 百万円、その

他有価証券評価差額金の減少 254 百万円、非支配株主持分の増加 175 百万円などによるものです。 

 
（３）当期のキャッシュ・フローの概況 

当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ 954 百万円減少し、16,493

百万円となりました。 

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそ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・フローは、税金等調整前当期純利益が 2,800 百万円となり、減価償却費の計上による

2,027 百万円の増加や、売上債権の減少による 1,656 百万円の増加、たな卸資産の減少による 1,217 百万円の増加、

仕入債務の減少による 3,767 百万円の減少、法人税等の納付による 1,047 百万円の減少などの要因から、3,273 百万

円の収入（前期は 5,475 百万円の収入）となりました。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の取得による 1,085 百万円の減少、設備投資など有形固定資

産の取得による 1,848 百万円の減少などの要因から、3,145 百万円の支出（前期は 1,275 百万円の支出）となりまし

た。 
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財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる 1,300 百万円の増加、長期借入金の返済による 1,397 百

万円の減少、配当金の支払いによる 407 百万円の減少などの要因から、1,077 百万円の支出（前期は 1,557 百万円の

支出）となりました。 

なお、当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは次のとおりであります。 

 2018 年 11 月期 2019 年 11 月期 2020 年 11 月期 

自己資本比率（％） 42.4 42.6 46.8

時価ベースの自己資本比率（％） 25.8 22.7 18.8

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年） 2.5 1.7 2.8

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 48.9 73.6 47.0

注）自 己 資 本 比 率： 自己資本／総資産 
時 価 ベ ー ス の 自 己 資 本 比 率： 株式時価総額／総資産 
キャッシュ・フロー対有利子負債比率： 有利子負債／営業キャッシュ・フロー 
インタレスト・カバレッジ・レシオ： 営業キャッシュ・フロー／利払い 

１．各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 
２．株式時価総額は、自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。 
３．営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用し

ております。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を
対象としております。 
また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 

 
（４）今後の見通し 

2019 年 10 月の消費税増税以降の住宅需要の減退に加え、昨年の新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大により新

設住宅着工戸数は減少が加速いたしました。2021 年 11 月期も新型コロナウイルス感染症の収束は不透明ですが、新設

住宅着工戸数の一戸建住宅については当期から若干の回復が予想されます。なお、長期的には国内人口の減少に伴い、

新設住宅着工戸数は継続的に減少するものと予想されます。 

当社グループはこのような事業環境のもと、これまで取り組んできたリフォーム・リノベーションや高齢者施設、幼

保施設向け製品の販売強化に加え、公商施設や宿泊施設向けの製品開発や販路拡大を行うことによって非住宅分野のさ

らなる市場開拓を図り、フロアや建具、住宅構造材など建材製品をより多くの空間に展開いたします。また、住宅向け

においても高齢者の増加並びに新型コロナウイルスの感染拡大の影響によるライフスタイルの変化に伴い発生した新

たなニーズに応えるため、「ユニバーサル ディレクト」のさらなる充実を図るとともに、抗菌・抗ウイルス製品やテレ

ワーク・巣ごもり需要に対応した製品などの開発に取り組みます。さらに、IT 活用により、業務の効率化や従業員の負

担軽減を図るとともに、働き方改革の一環としてテレワークなど柔軟な働き方を可能にすることで、生産性向上や人材

確保に努めます。その他にも、安全管理の徹底や設備投資による省力化、人材の育成など各種施策を引き続き実施して、

収益性改善と企業体力強化に努めます。 

なお、次期の連結業績見通しは次のとおりです。 

 

 

 
次期の連結業績見通し 

（2021 年 11 月期） 

当連結会計年度の 

通期連結業績 

（2020 年 11 月期） 

 

増減額 

 

増減率 

売 上 高 64,000 百万円 62,284 百万円 ＋ 1,715 百万円 ＋ 2.8％

営 業 利 益 2,900 2,782 ＋ 117 ＋ 4.2 

経 常 利 益 3,000 2,912 ＋ 87 ＋ 3.0 

親会社株主に帰属 

する当期純利益 
1,900 1,691 ＋ 208 ＋ 12.3 
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（５）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

当社の利益配分に関する基本方針は、業績の状況及び配当と内部留保のバランスに配慮しながら、配当の安定性

を確保するとともに、株主の皆様への利益還元を行うことです。また、内部留保金につきましては、財務基盤の充

実強化並びに今後の事業展開に役立てていく考えです。 

なお、当期（2020 年 11 月期）の期末配当金につきましては、配当の基本方針並びに当期の業績等を総合的に勘

案し、1株につき 12 円 50 銭を提案させていただく予定です。これにより中間配当金を含め当期の年間配当金は 

1 株につき 25 円（前期と同額）となります。 

また、次期（2021 年 11 月期）の配当金につきましては、1 株につき 25 円（中間 12 円 50 銭、期末 12 円 50 銭）

を予定しております。 
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２．企業集団の状況 

当社の企業集団は、当社、子会社 6 社及び関連会社 1 社で構成され、建材製品及び合板などの製造販売並びに住宅

関連工事の請負を行っております。なお、当社グループの事業に係わる位置づけは次のとおりであります。 

〔事業の系統図〕 

 

グループ各社の主な事業の内容は次のとおりであります。 

会社名 セグメント 主な事業の内容 

（当社） 

㈱ノダ 

 

住宅建材事業及び合板事業 

 

建材製品（内装材・外装材・住宅機器他）、 

繊維板の製造、販売並びに合板の製造、販売 

《連結子会社》 

アドン㈱ 

㈱ナフィックス 

スラインダー社 

石巻合板工業㈱ 

アイピーエムサービス㈱ 

 

住宅建材事業 

住宅建材事業 

住宅建材事業 

合板事業 

合板事業 

 

建材製品（建具・収納家具）の製造 

建設（住宅関連工事）、建設資材販売 

建材製品(建具・造作材・収納家具)の製造 

合板の製造、販売 

合板の加工 

<非連結子会社> 

㈱巴川製作所 

 

住宅建材事業 

 

建材製品（造作材）の製造 

<持分法適用関連会社> 

サンヤン社 

 

合板事業 

 

合板の製造 

 

３．会計基準の選択に関する基本的な考え方 

当社グループは、連結財務諸表の期間比較可能性及び企業間の比較可能性を考慮し、当面は、日本基準で連結財

務諸表を作成する方針であります。 

なお、国際会計基準の適用につきましては、国内外の諸情勢等を考慮の上、適切に対応していく方針であります。 

《連結⼦会社》

アドン㈱

《連結⼦会社》

スラインダー社（インドネシア）

〈持分法適⽤関連会社〉

サンヤン社（マレーシア）

《連結⼦会社》

㈱ナフィックス

《連結⼦会社》

アイピーエムサービス㈱

《連結⼦会社》

⽯巻合板⼯業㈱

得

意

先

㈱

ノ

ダ

︵
当

社
︶

住宅建材事業

合板事業

外注加⼯

合板

針葉樹合板

南洋材合板 合板

建材製品

加⼯委託

建材製品

建材製品

住宅関連
⼯事建材製品

建材製品

繊維板製品、住宅⼯法製品

〈⾮連結⼦会社〉

㈱巴川製作所

建材製品

加⼯委託
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2019年11月30日)

当連結会計年度
(2020年11月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 17,845,802 16,891,631

受取手形及び売掛金 12,356,581 10,698,598

製品 5,952,553 5,110,208

仕掛品 1,442,062 1,263,597

原材料及び貯蔵品 2,407,006 2,226,286

その他 266,642 259,842

流動資産合計 40,270,648 36,450,165

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,632,447 2,561,500

機械装置及び運搬具（純額） 5,270,865 4,681,814

工具、器具及び備品（純額） 288,044 263,207

土地 5,739,305 5,783,270

立木 142,761 136,554

リース資産（純額） 220,238 220,931

建設仮勘定 118,892 119,921

有形固定資産合計 14,412,554 13,767,200

無形固定資産 312,495 557,377

投資その他の資産

投資有価証券 4,929,427 5,264,616

繰延税金資産 1,726,859 1,796,015

その他 641,481 762,909

貸倒引当金 △2,000 △2,000

投資その他の資産合計 7,295,767 7,821,541

固定資産合計 22,020,817 22,146,119

資産合計 62,291,465 58,596,285

４．連結財務諸表及び主な注記

（１）連結貸借対照表
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2019年11月30日)

当連結会計年度
(2020年11月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 12,032,935 8,263,189

短期借入金 6,629,776 6,423,455

1年内償還予定の社債 169,760 39,760

未払金 1,796,433 1,441,357

未払法人税等 574,246 355,746

設備関係支払手形 761,388 380,668

その他 1,743,874 1,963,540

流動負債合計 23,708,415 18,867,719

固定負債

社債 101,080 61,320

長期借入金 2,532,830 2,446,750

環境対策引当金 42,037 30,691

長期未払金 142,270 142,270

退職給付に係る負債 6,052,491 6,089,526

その他 292,680 441,647

固定負債合計 9,163,389 9,212,204

負債合計 32,871,804 28,079,924

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 23,549,026 24,833,822

自己株式 △423,809 △423,861

株主資本合計 26,854,039 28,138,783

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 610,643 356,078

繰延ヘッジ損益 2,977 △994

為替換算調整勘定 △449,865 △580,494

退職給付に係る調整累計額 △507,208 △481,656

その他の包括利益累計額合計 △343,453 △707,066

非支配株主持分 2,909,074 3,084,644

純資産合計 29,419,661 30,516,361

負債純資産合計 62,291,465 58,596,285

- 8 -

（株）ノダ（7879）　2020年11月期決算短信



(単位：千円)

前連結会計年度
(自 2018年12月１日
　至 2019年11月30日)

当連結会計年度
(自 2019年12月１日
　至 2020年11月30日)

売上高 67,819,491 62,284,019

売上原価 51,496,800 47,402,115

売上総利益 16,322,691 14,881,903

販売費及び一般管理費 12,735,768 12,099,248

営業利益 3,586,922 2,782,655

営業外収益

受取利息 1,495 1,695

受取配当金 72,229 79,944

助成金収入 39,331 81,806

持分法による投資利益 179,088 67,616

その他 86,480 104,240

営業外収益合計 378,626 335,302

営業外費用

支払利息 74,833 69,318

売上割引 51,978 49,845

売上債権売却損 27,850 25,100

為替差損 10,735 4,572

災害による損失 - 23,067

たな卸資産廃棄損 - 20,821

その他 33,066 12,556

営業外費用合計 198,465 205,282

経常利益 3,767,082 2,912,675

特別利益

補助金収入 108,927 91,166

保険差益 9,312 -

特別利益合計 118,240 91,166

特別損失

固定資産除却損 110,140 49,002

固定資産圧縮損 108,927 91,166

投資有価証券評価損 - 62,934

特別損失合計 219,068 203,103

税金等調整前当期純利益 3,666,254 2,800,738

法人税、住民税及び事業税 1,039,763 827,938

法人税等調整額 △28,932 30,174

法人税等合計 1,010,831 858,112

当期純利益 2,655,423 1,942,625

非支配株主に帰属する当期純利益 324,959 250,699

親会社株主に帰属する当期純利益 2,330,463 1,691,926

（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書

連結損益計算書
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(単位：千円)

前連結会計年度
(自 2018年12月１日
　至 2019年11月30日)

当連結会計年度
(自 2019年12月１日
　至 2020年11月30日)

当期純利益 2,655,423 1,942,625

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △17,370 △276,707

繰延ヘッジ損益 1,504 △3,972

為替換算調整勘定 △26,971 △62,682

退職給付に係る調整額 △51,684 25,552

持分法適用会社に対する持分相当額 △100,910 △84,933

その他の包括利益合計 △195,432 △402,743

包括利益 2,459,990 1,539,882

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 2,155,200 1,328,313

非支配株主に係る包括利益 304,789 211,569

連結包括利益計算書
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(単位：千円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 2,141,000 1,587,822 21,625,694 △423,766 24,930,750

当期変動額

剰余金の配当 △407,131 △407,131

親会社株主に帰属す

る当期純利益
2,330,463 2,330,463

自己株式の取得 △42 △42

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額（純

額）

当期変動額合計 ― ― 1,923,332 △42 1,923,289

当期末残高 2,141,000 1,587,822 23,549,026 △423,809 26,854,039

その他の包括利益累計額

非支配株主持分 純資産合計その他有価証券

評価差額金
繰延ヘッジ損益

為替換算調整勘

定

退職給付に係る

調整累計額

その他の包括利

益累計額合計

当期首残高 628,027 1,473 △342,166 △455,524 △168,189 2,638,285 27,400,845

当期変動額

剰余金の配当 △407,131

親会社株主に帰属す

る当期純利益
2,330,463

自己株式の取得 △42

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額（純

額）

△17,383 1,504 △107,699 △51,684 △175,263 270,789 95,526

当期変動額合計 △17,383 1,504 △107,699 △51,684 △175,263 270,789 2,018,815

当期末残高 610,643 2,977 △449,865 △507,208 △343,453 2,909,074 29,419,661

（３）連結株主資本等変動計算書

　　　　前連結会計年度（自　2018年12月１日　至　2019年11月30日）
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(単位：千円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 2,141,000 1,587,822 23,549,026 △423,809 26,854,039

当期変動額

剰余金の配当 △407,130 △407,130

親会社株主に帰属す

る当期純利益
1,691,926 1,691,926

自己株式の取得 △52 △52

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額（純

額）

当期変動額合計 ― ― 1,284,796 △52 1,284,744

当期末残高 2,141,000 1,587,822 24,833,822 △423,861 28,138,783

その他の包括利益累計額

非支配株主持分 純資産合計その他有価証券

評価差額金
繰延ヘッジ損益

為替換算調整勘

定

退職給付に係る

調整累計額

その他の包括利

益累計額合計

当期首残高 610,643 2,977 △449,865 △507,208 △343,453 2,909,074 29,419,661

当期変動額

剰余金の配当 △407,130

親会社株主に帰属す

る当期純利益
1,691,926

自己株式の取得 △52

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額（純

額）

△254,564 △3,972 △130,629 25,552 △363,613 175,569 △188,044

当期変動額合計 △254,564 △3,972 △130,629 25,552 △363,613 175,569 1,096,699

当期末残高 356,078 △994 △580,494 △481,656 △707,066 3,084,644 30,516,361

当連結会計年度（自　2019年12月１日　至　2020年11月30日）
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(単位：千円)

前連結会計年度
(自 2018年12月１日
　至 2019年11月30日)

当連結会計年度
(自 2019年12月１日
　至 2020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 3,666,254 2,800,738

減価償却費 2,079,016 2,027,219

補助金収入 △108,927 △91,166

固定資産除却損 110,140 49,002

固定資産圧縮損 108,927 91,166

環境対策引当金の増減額（△は減少） △2,814 △11,346

受取利息及び受取配当金 △73,725 △81,639

助成金収入 △39,331 △81,806

支払利息 74,833 69,318

投資有価証券評価損益（△は益） - 62,934

持分法による投資損益（△は益） △179,088 △67,616

売上債権の増減額（△は増加） △1,043,627 1,656,885

たな卸資産の増減額（△は増加） △784,026 1,217,408

仕入債務の増減額（△は減少） 1,909,068 △3,767,556

未払消費税等の増減額（△は減少） 136,973 346,208

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 119,014 188,839

その他 384,120 △180,679

小計 6,356,808 4,227,911

利息及び配当金の受取額 73,640 82,536

利息の支払額 △74,376 △69,596

法人税等の支払額 △919,765 △1,047,640

災害損失の支払額 - △1,067

助成金の受取額 39,331 81,806

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,475,638 3,273,950

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 △598,000 △398,000

定期預金の払戻による収入 598,000 398,000

投資有価証券の取得による支出 △1,680 △1,085,092

有形固定資産の取得による支出 △1,362,826 △1,848,772

有形固定資産の除却による支出 △15,234 △104,859

貸付けによる支出 △6,314 △108,215

補助金の受取額 108,927 91,166

その他 1,994 △89,257

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,275,131 △3,145,030

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） △498,254 △194,519

長期借入れによる収入 1,300,000 1,300,000

長期借入金の返済による支出 △1,712,660 △1,397,881

社債の償還による支出 △39,760 △169,760

リース債務の返済による支出 △165,949 △171,858

配当金の支払額 △407,131 △407,130

非支配株主への配当金の支払額 △34,000 △36,000

自己株式の取得による支出 △42 △52

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,557,798 △1,077,202

現金及び現金同等物に係る換算差額 △14 △5,888

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,642,694 △954,170

現金及び現金同等物の期首残高 14,805,108 17,447,802

現金及び現金同等物の期末残高 17,447,802 16,493,631

（４）連結キャッシュ・フロー計算書
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（５）連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

 該当事項はありません。

(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)

１　連結の範囲に関する事項

当該連結子会社は、石巻合板工業㈱、アドン㈱、㈱ナフィックス、アイピーエムサービス㈱、スラインダー社　　　

(PT. SURA INDAH WOOD INDUSTRIES)の５社であります。非連結子会社として㈱巴川製作所がありますが、連結の

範囲から除いた理由は、小規模会社であり、総資産、売上高、当期純利益（持分に見合う額）及び利益剰余金

（持分に見合う額）等は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためであります。

　　２　持分法の適用に関する事項

関連会社に対しては、全て持分法を適用しております。

当該持分法適用関連会社は、サンヤン社(SANYAN WOOD INDUSTRIES SDN. BHD.)の１社であります。

　　３　連結子会社の事業年度等に関する事項

スラインダー社を除く連結子会社については、事業年度末日と連結決算日は一致しております。

スラインダー社については、決算日が12月31日であり、連結財務諸表の作成にあたっては、連結決算日現在で

実施した仮決算に基づく財務諸表を使用しております。

(セグメント情報等)

(セグメント情報)

１　報告セグメントの概要

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資

源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 

  当社は製品群ごとに担当する事業部を置き、各事業部が中心となり戦略を立案し、事業活動を展開しておりま

す。したがって当社は製品別のセグメントから構成されており「住宅建材事業」「合板事業」の２つを報告セグ

メントとしております。 

  「住宅建材事業」は内装材、住宅機器他及び繊維板の製造販売並びに住宅関連工事をしております。「合板事

業」は合板の輸入・製造販売をしております。

２　報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に

おける記載と概ね同一であります。報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。

　セグメント間の内部売上高及び振替高は、市場実勢価格に基づいております。
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(単位：千円)

報告セグメント
調整額

（注１,２,３）

連結財務諸表
計上額

（注３,４）住宅建材事業 合板事業 計

売上高

  外部顧客への売上高 41,962,005 25,857,486 67,819,491 ― 67,819,491

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― 2,337,998 2,337,998 △2,337,998 ―

計 41,962,005 28,195,484 70,157,489 △2,337,998 67,819,491

セグメント利益 2,646,065 2,421,976 5,068,041 △1,481,119 3,586,922

セグメント資産 24,416,490 25,258,733 49,675,224 12,616,241 62,291,465

その他の項目

　減価償却費 1,132,987 842,533 1,975,520 103,496 2,079,016

(単位：千円)

報告セグメント
調整額

（注１,２,３）

連結財務諸表
計上額

（注３,４）住宅建材事業 合板事業 計

売上高

  外部顧客への売上高 38,926,058 23,357,961 62,284,019 ― 62,284,019

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― 2,285,949 2,285,949 △2,285,949 ―

計 38,926,058 25,643,910 64,569,968 △2,285,949 62,284,019

セグメント利益 2,389,272 1,843,104 4,232,376 △1,449,721 2,782,655

セグメント資産 22,777,002 23,374,207 46,151,209 12,445,075 58,596,285

その他の項目

　減価償却費 1,142,640 764,577 1,907,217 120,002 2,027,219

３　報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

　前連結会計年度(自 2018年12月１日 至 2019年11月30日)

(注)  １．セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去等63,209千円、各報告セグメントに配分していない全

社費用（主に一般管理費）△1,544,328千円であります。

　　　２．セグメント資産の調整額12,616,241千円は、各報告セグメントに配分していない親会社の現金及び預金、

管理部門に係る資産等であります。

３．減価償却費の調整額103,496千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。

４．セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益との調整を行っております。

　当連結会計年度(自 2019年12月１日 至 2020年11月30日)

(注)  １．セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去等65,627千円、各報告セグメントに配分していない全

社費用（主に一般管理費）△1,515,348千円であります。

　　　２．セグメント資産の調整額12,445,075千円は、各報告セグメントに配分していない親会社の現金及び預金、

管理部門に係る資産等であります。

３．減価償却費の調整額120,002千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。

４．セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益との調整を行っております。
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前連結会計年度
(自　2018年12月１日
至　2019年11月30日)

当連結会計年度
(自　2019年12月１日
至　2020年11月30日)

１株当たり純資産額 1,627円89銭 1,684円46銭

１株当たり当期純利益金額 143円10銭 103円89銭

項目
前連結会計年度

(自　2018年12月１日
至　2019年11月30日)

当連結会計年度
(自　2019年12月１日
至　2020年11月30日)

親会社株主に帰属する当期純利益金額（千円） 2,330,463 1,691,926

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ―

普通株式に係る親会社株主に帰属する
当期純利益金額（千円）

2,330,463 1,691,926

普通株式の期中平均株式数（千株） 16,285 16,285

(１株当たり情報)

(注) １　潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２　１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

(重要な後発事象)

該当事項はありません。
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(単位：千円)

前事業年度
(2019年11月30日)

当事業年度
(2020年11月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 7,422,386 6,649,008

受取手形 2,671,308 2,083,630

売掛金 6,865,404 6,029,890

製品 5,084,228 4,360,724

仕掛品 1,214,385 1,061,021

原材料及び貯蔵品 1,421,183 1,390,749

その他 551,393 436,040

貸倒引当金 △58,000 △44,000

流動資産合計 25,172,291 21,967,066

固定資産

有形固定資産

建物 1,307,883 1,287,052

構築物 259,874 289,605

機械及び装置 3,869,343 3,350,363

車両運搬具 5,071 3,141

工具、器具及び備品 252,635 218,065

土地 2,122,970 2,229,938

立木 142,761 136,554

リース資産 98,503 130,363

建設仮勘定 39,656 71,539

有形固定資産合計 8,098,700 7,716,624

無形固定資産 289,607 536,298

投資その他の資産

投資有価証券 1,886,794 2,130,669

関係会社株式 4,698,657 4,703,657

繰延税金資産 1,401,747 1,471,041

その他 626,386 823,284

貸倒引当金 △2,000 △2,000

投資その他の資産合計 8,611,585 9,126,653

固定資産合計 16,999,893 17,379,576

資産合計 42,172,184 39,346,642

５．個別財務諸表

（１）貸借対照表
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(単位：千円)

前事業年度
(2019年11月30日)

当事業年度
(2020年11月30日)

負債の部

流動負債

支払手形 5,697,568 3,593,755

買掛金 4,082,191 3,116,175

短期借入金 3,605,000 3,605,000

1年内返済予定の長期借入金 1,099,000 1,179,250

未払金 1,358,086 1,109,654

未払法人税等 280,475 106,000

設備関係支払手形 534,203 314,842

その他 1,139,315 1,460,024

流動負債合計 17,795,840 14,484,703

固定負債

長期借入金 2,371,000 2,386,750

退職給付引当金 4,489,270 4,638,449

環境対策引当金 42,037 30,691

長期未払金 124,680 124,680

その他 220,018 390,607

固定負債合計 7,247,006 7,571,178

負債合計 25,042,846 22,055,881

純資産の部

株主資本

資本金 2,141,000 2,141,000

資本剰余金

資本準備金 1,587,822 1,587,822

資本剰余金合計 1,587,822 1,587,822

利益剰余金

利益準備金 387,270 387,270

その他利益剰余金

固定資産圧縮積立金 31,306 25,772

別途積立金 7,000,000 7,000,000

繰越利益剰余金 5,797,051 6,134,024

利益剰余金合計 13,215,628 13,547,067

自己株式 △423,809 △423,861

株主資本合計 16,520,641 16,852,028

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 605,718 439,726

繰延ヘッジ損益 2,977 △994

評価・換算差額等合計 608,696 438,732

純資産合計 17,129,337 17,290,761

負債純資産合計 42,172,184 39,346,642
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(単位：千円)

前事業年度
(自 2018年12月１日
　至 2019年11月30日)

当事業年度
(自 2019年12月１日
　至 2020年11月30日)

売上高 47,396,791 43,721,532

売上原価 35,179,952 32,445,206

売上総利益 12,216,839 11,276,326

販売費及び一般管理費 10,998,322 10,457,377

営業利益 1,218,516 818,948

営業外収益

受取利息 6,160 4,589

受取配当金 246,987 260,661

助成金収入 39,331 64,030

受取地代家賃 28,243 28,243

その他 34,547 87,389

営業外収益合計 355,270 444,914

営業外費用

支払利息 45,800 40,712

売上割引 30,532 29,144

売上債権売却損 13,452 12,750

為替差損 4,512 -

災害による損失 - 20,497

たな卸資産廃棄損 - 20,821

その他 14,848 9,782

営業外費用合計 109,146 133,708

経常利益 1,464,640 1,130,155

特別利益

補助金収入 108,927 -

特別利益合計 108,927 -

特別損失

投資有価証券評価損 62,934

固定資産除却損 110,117 48,496

固定資産圧縮損 108,927 -

特別損失合計 219,045 111,430

税引前当期純利益 1,354,523 1,018,724

法人税、住民税及び事業税 381,792 277,091

法人税等調整額 △54,195 3,062

法人税等合計 327,596 280,154

当期純利益 1,026,926 738,570

（２）損益計算書
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(単位：千円)

株主資本

資本金

資本剰余金

資本準備金 資本剰余金合計

当期首残高 2,141,000 1,587,822 1,587,822

当期変動額

剰余金の配当

固定資産圧縮積立金の

取崩

当期純利益

自己株式の取得

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 2,141,000 1,587,822 1,587,822

株主資本

利益剰余金

利益準備金

その他利益剰余金

利益剰余金合計固定資産圧縮積立

金
別途積立金 繰越利益剰余金

当期首残高 387,270 37,604 7,000,000 5,170,958 12,595,833

当期変動額

剰余金の配当 △407,131 △407,131

固定資産圧縮積立金の

取崩
△6,298 6,298 ―

当期純利益 1,026,926 1,026,926

自己株式の取得

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）

当期変動額合計 ― △6,298 ― 626,092 619,794

当期末残高 387,270 31,306 7,000,000 5,797,051 13,215,628

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
自己株式 株主資本合計

その他有価証券評

価差額金
繰延ヘッジ損益

評価・換算差額等

合計

当期首残高 △423,766 15,900,889 623,153 1,473 624,626 16,525,516

当期変動額

剰余金の配当 △407,131 △407,131

固定資産圧縮積立金の

取崩
― ―

当期純利益 1,026,926 1,026,926

自己株式の取得 △42 △42 △42

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）
△17,434 1,504 △15,930 △15,930

当期変動額合計 △42 619,751 △17,434 1,504 △15,930 603,821

当期末残高 △423,809 16,520,641 605,718 2,977 608,696 17,129,337

（３）株主資本等変動計算書

前事業年度（自　2018年12月１日　至　2019年11月30日）
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(単位：千円)

株主資本

資本金

資本剰余金

資本準備金 資本剰余金合計

当期首残高 2,141,000 1,587,822 1,587,822

当期変動額

剰余金の配当

固定資産圧縮積立金の

取崩

当期純利益

自己株式の取得

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 2,141,000 1,587,822 1,587,822

株主資本

利益剰余金

利益準備金

その他利益剰余金

利益剰余金合計固定資産圧縮積立

金
別途積立金 繰越利益剰余金

当期首残高 387,270 31,306 7,000,000 5,797,051 13,215,628

当期変動額

剰余金の配当 △407,130 △407,130

固定資産圧縮積立金の

取崩
△5,533 5,533 ―

当期純利益 738,570 738,570

自己株式の取得

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）

当期変動額合計 ― △5,533 ― 336,973 331,439

当期末残高 387,270 25,772 7,000,000 6,134,024 13,547,067

株主資本 評価・換算差額等

純資産合計
自己株式 株主資本合計

その他有価証券評

価差額金
繰延ヘッジ損益

評価・換算差額等

合計

当期首残高 △423,809 16,520,641 605,718 2,977 608,696 17,129,337

当期変動額

剰余金の配当 △407,130 △407,130

固定資産圧縮積立金の

取崩
― ―

当期純利益 738,570 738,570

自己株式の取得 △52 △52 △52

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）
△165,991 △3,972 △169,963 △169,963

当期変動額合計 △52 331,387 △165,991 △3,972 △169,963 161,423

当期末残高 △423,861 16,852,028 439,726 △994 438,732 17,290,761

当事業年度（自　2019年12月１日　至　2020年11月30日）
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