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(百万円未満切捨て)

１．2022年11月期第２四半期の連結業績（2021年12月１日～2022年５月31日）
（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
親会社株主に帰属
する四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2022年11月期第２四半期 3,448 － △130 － △155 － △188 －

2021年11月期第２四半期 4,655 12.4 0 － 28 － 89 －

(注) 包括利益 2022年11月期第２四半期 △48百万円 ( －％) 2021年11月期第２四半期 128百万円 ( －％)

　

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

2022年11月期第２四半期 △110.51 －

2021年11月期第２四半期 52.76 －
（注）第１四半期連結会計期間の期首より「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等

を適用しており、2022年11月期第２四半期に係る各数値については、当該会計基準等を適用した後の数値となっ
ており、対前年同四半期増減率は記載しておりません。

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2022年11月期第２四半期 9,303 3,333 35.7

2021年11月期 9,635 3,382 35.0

(参考) 自己資本 2022年11月期第２四半期 3,322百万円 2021年11月期 3,372百万円

２．配当の状況

年間配当金

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

2021年11月期 － － － 0.00 0.00

2022年11月期 － －

2022年11月期(予想) － 0.00 0.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

　

３．2022年11月期の連結業績予想（2021年12月１日～2022年11月30日）
(％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

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 7,900 － 50 － 30 － 0 － 0.00

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
2022年11月期の期首より「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を適用す
るため、上記の業績予想は当該会計基準等に基づいて算出した金額となっており、対前期増減率は記載してお
りません。
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※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

　 新規 －社 (社名) 、除外 －社 (社名)

（２）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）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 ： 有

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

（４）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) 2022年11月期２Ｑ 1,857,113株 2021年11月期 1,857,113株

② 期末自己株式数 2022年11月期２Ｑ 153,644株 2021年11月期 153,644株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2022年11月期２Ｑ 1,703,469株 2021年11月期２Ｑ 1,703,489株

　

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

　

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

（将来に関する記述等についてのご注意）

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、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あたっての注意事項等については、四半期決算短信（添付資料）３ページ「連

結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

当第２四半期連結累計期間における当社グループを取り巻く事業環境は、新型コロナウイルス感染症のオミ

クロン株による感染急拡大の影響を受け、経済活動の制限を受けるとともに、前連結会計年度から続く原材料

価格や輸送費の高騰、原材料や製品の供給不足や供給網の混乱に加え、ロシア・ウクライナ情勢の急変等によ

る原油価格や為替相場の急激な変動等、大変不透明な状況で推移いたしました。

このような事業環境下、当社グループにおきましては、中期経営計画『Value2022』（2020年11月期～2022年

11月期）に基づく営業活動の強化による顧客基盤の拡大・拡充に向け、家具関連事業においては新型コロナウ

イルス感染症の感染拡大を契機とした働き方改革に対するソリューションセールスを一層強化するとともに、

津工場に於ける変種・変量生産体制を活用することによる生産量の拡大に向け、物流施設向け特注什器や、需

要が堅調な業務用空調機器のＯＥＭ生産の受注拡大に向け、積極的に取り組みました。これらの営業活動の強

化により引き合い及び受注案件は増加しましたが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う、主に中国・

東南アジア地域におけるロックダウン等による完成品や部品・部材の調達遅延が大きく影響し納期が遅延する

状況等により、売上高は減収となりました。また、鋼材をはじめとする部材・部品価格の一段の高騰や、為替

レートが円安傾向となったこと、建築付帯設備機器事業における生産量の減少等がありましたが、売上総利益

率は第１四半期連結累計期間と比較して回復傾向にあり、収益認識会計基準等の適用による売上総利益率は前

年同四半期並みとなりました。

その結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は34億48百万円（前年同四半期は46億55百万円）となりまし

た。損益面につきましては、営業損失は１億30百万円（前年同四半期は営業利益０百万円）、経常損失は１億

55百万円（前年同四半期は経常利益28百万円）となりました。親会社株主に帰属する四半期純損失は１億88百

万円（前年同四半期は親会社株主に帰属する四半期純利益89百万円）となりました。

なお、第１四半期連結会計期間の期首より、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年

３月31日）等を適用しております。当第２四半期連結累計期間に係る各金額については、当該会計基準等を適

用した後の金額となっており、対前年同四半期増減率は記載しておりません。

詳細については、「２ 四半期連結財務諸表及び主な注記 （３）四半期連結財務諸表に関する注記事項（会

計方針の変更）及び（セグメント情報等）セグメント情報 ２．報告セグメントの変更等に関する事項」をご

参照ください。

事業部門別の状況は次のとおりであります。

［家具関連］

（事務用家具部門）

前連結会計年度に引き続き、ウィズコロナ・ポストコロナを見据えたオフィス環境の見直しに伴う需要や、

一層関心が高まりつつあるＩＡＱ（インドア・エア・クオリティ）を重視した安全・安心なワークプレイスの

構築に対する需要は強く、引き合い及び受注案件は中小型物件を中心に堅調に推移しましたが、前年同四半期

と比較し、金融機関や大手企業での大口案件数の減少、完成品や部品・部材の調達遅延による納品時期の遅延

等により、売上高は前年同四半期を下回りました。

（家庭用家具部門）

就学児童数の減少や、ライフスタイルの変化等、総需要が減少する厳しい市況が続いておりますが、オンラ

イン学習等への対応やハイブリッドワークの進展による在宅勤務の拡大等の需要の取込みに対応したデザイン

性、機能性を付加した商品や、大型量販店向けオリジナル商品の投入等の取り組みを行った一方、新型コロナ

ウイルス感染症の感染拡大の影響により、海外からの調達量が減少したため、売上高は前年同四半期を下回り

ました。

その結果、家具関連事業部門の売上高は23億40百万円（前年同四半期は35億47百万円）、セグメント利益

（営業利益）は１億45百万円（前年同四半期はセグメント利益（営業利益）１億82百万円）となりました。

［建築付帯設備機器］

（建築付帯設備他部門）

医療福祉施設市場向けの主力商品である懸垂式引戸「アキュドアユニット」、病院向けの医療ガスアウトレ

ット／情報端末内蔵式設備「メディウォード・ユニット」については、引き続き新型コロナウイルス感染症の
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感染拡大の影響による着工案件の中止、延期等の影響を受け、売上高は前年同四半期を下回りました。また生

産量の減少及び鋼材を中心とした原材料価格の高騰により粗利率が低下しました。

（クリーン機器他設備機器部門）

医療施設向けのクリーン機器においては、建築付帯設備他部門と同様、受注案件の減少傾向が続く一方、需

要が堅調な大型商業施設や工場向け空調機器のＯＥＭ生産の受注拡大に積極的に取り組んだ結果、売上高は前

年同四半期を上回りました。

その結果、建築付帯設備機器事業の売上高は11億７百万円（前年同四半期は11億７百万円）、セグメント損

失（営業損失）は１億43百万円（前年同四半期はセグメント損失（営業損失）32百万円）となりました。

（２）財政状態に関する説明

（資産）

当第２四半期連結会計期間末における総資産は93億３百万円となり、前連結会計年度末に比べて３億32百万

円減少いたしました。この主な要因は現金及び預金が１億４百万円、投資有価証券が２億10百万円増加したこ

と等がありましたが、仕掛品が５億24百万円減少したこと等によるものであります。

（負債）

当第２四半期連結会計期間末における負債は59億69百万円となり、前連結会計年度末に比べて２億83百万円

減少いたしました。この主な要因は退職給付に係る負債が45百万円増加したこと等がありましたが、支払手形

及び買掛金が１億19百万円、長短借入金が２億10百万円減少したこと等によるものであります。

（純資産）

当第２四半期連結会計期間末における純資産は33億33百万円となり、前連結会計年度末に比べて48百万円減

少いたしました。この主な要因はその他有価証券評価差額金が１億37百万円増加したこと等がありましたが、

利益剰余金が１億88百万円減少したこと等によるものであります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

当第２四半期連結累計期間における業績及び今後の見通しを勘案した結果、現時点では2022年６月10日に公

表しました業績予想からの変更はありません。上記の予想は、当社が本資料の発表日現在において入手可能な

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ます。実際の業績は、今後の経済情勢など様々な

要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(2021年11月30日)

当第２四半期連結会計期間
(2022年５月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 775,121 879,605

受取手形及び売掛金 1,257,402 -

受取手形、売掛金及び契約資産 - 1,347,442

商品及び製品 1,126,384 1,046,596

仕掛品 858,219 333,821

原材料及び貯蔵品 156,992 170,898

その他 102,688 68,712

貸倒引当金 △178 △155

流動資産合計 4,276,631 3,846,920

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,191,351 1,154,344

土地 2,375,281 2,375,281

その他（純額） 291,306 243,934

有形固定資産合計 3,857,939 3,773,559

無形固定資産 49,259 42,782

投資その他の資産

投資有価証券 1,139,041 1,349,415

その他 315,054 291,522

貸倒引当金 △2,405 △795

投資その他の資産合計 1,451,690 1,640,143

固定資産合計 5,358,889 5,456,485

資産合計 9,635,521 9,303,406

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,249,377 1,129,620

短期借入金 2,055,700 2,023,900

1年内返済予定の長期借入金 572,607 499,274

未払法人税等 61,471 26,849

受注損失引当金 29,000 24,513

その他 445,456 476,581

流動負債合計 4,413,611 4,180,738

固定負債

長期借入金 740,285 635,315

リース債務 65,249 41,182

製品自主回収関連損失引当金 1,158 64

退職給付に係る負債 663,985 709,794

再評価に係る繰延税金負債 352,883 352,883

その他 16,114 50,005

固定負債合計 1,839,675 1,789,245

負債合計 6,253,287 5,969,984
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2021年11月30日)

当第２四半期連結会計期間
(2022年５月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 2,998,456 2,998,456

利益剰余金 △240,000 △428,092

自己株式 △157,985 △157,985

株主資本合計 2,600,470 2,412,378

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △1,868 135,243

繰延ヘッジ損益 △9 1,704

土地再評価差額金 773,483 773,483

その他の包括利益累計額合計 771,606 910,431

非支配株主持分 10,157 10,610

純資産合計 3,382,234 3,333,421

負債純資産合計 9,635,521 9,303,406
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

四半期連結損益計算書

第２四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2020年12月１日
　至 2021年５月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2021年12月１日
　至 2022年５月31日)

売上高 4,655,233 3,448,295

売上原価 3,715,829 2,727,263

売上総利益 939,403 721,031

販売費及び一般管理費 938,997 851,648

営業利益又は営業損失（△） 406 △130,616

営業外収益

受取利息 1 3

受取配当金 4,242 5,391

持分法による投資利益 9,276 12,337

仕入割引 4,698 3,731

経営指導料収入 10,090 10,090

助成金収入 35,255 7,374

その他 5,126 3,508

営業外収益合計 68,691 42,438

営業外費用

支払利息 21,249 21,906

支払手数料 11,984 34,668

その他 7,496 10,392

営業外費用合計 40,730 66,967

経常利益又は経常損失（△） 28,368 △155,146

特別利益

投資有価証券売却益 101,117 -

特別利益合計 101,117 -

特別損失

固定資産売却損 - 393

固定資産除却損 0 4,768

投資有価証券売却損 3 -

事業整理損 - 14,455

特別損失合計 3 19,617

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

129,482 △174,764

法人税、住民税及び事業税 38,353 6,095

法人税等調整額 △1,284 6,543

法人税等合計 37,068 12,639

四半期純利益又は四半期純損失（△） 92,413 △187,403

非支配株主に帰属する四半期純利益 2,536 853

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主
に帰属する四半期純損失（△）

89,877 △188,256
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四半期連結包括利益計算書

第２四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2020年12月１日
　至 2021年５月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2021年12月１日
　至 2022年５月31日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） 92,413 △187,403

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 35,081 137,101

繰延ヘッジ損益 530 1,713

持分法適用会社に対する持分相当額 164 10

その他の包括利益合計 35,776 138,825

四半期包括利益 128,189 △48,577

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 125,653 △49,430

非支配株主に係る四半期包括利益 2,536 853
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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)
前第２四半期連結累計期間

(自 2020年12月１日
　至 2021年５月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2021年12月１日
　至 2022年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四
半期純損失（△）

129,482 △174,764

減価償却費 101,826 88,848

固定資産売却損 - 393

固定資産除却損 0 4,768

投資有価証券売却損益（△は益） △101,114 -

貸倒引当金の増減額（△は減少） △32 △1,633

受注損失引当金の増減額（△は減少） 8,000 18,817

製品自主回収関連損失引当金の増減額（△は減
少）

- △1,094

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 45,375 45,808

受取利息及び受取配当金 △4,244 △5,394

支払利息 21,249 21,906

為替差損益（△は益） △6 △655

持分法による投資損益（△は益） △9,276 △12,337

売上債権の増減額（△は増加） △206,861 395,657

棚卸資産の増減額（△は増加） 228,848 100,965

仕入債務の増減額（△は減少） 117,574 △123,267

未払消費税等の増減額（△は減少） 59,601 △7,577

助成金収入 △35,255 △7,374

その他 △13,742 9,558

小計 341,425 352,627

利息及び配当金の受取額 4,269 5,394

利息の支払額 △19,974 △20,348

法人税等の支払額 △3,652 △33,225

助成金の受取額 26,765 7,374

営業活動によるキャッシュ・フロー 348,833 311,822

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 △5,000 △5,000

定期預金の払戻による収入 5,000 5,000

有形固定資産の取得による支出 △25,644 △2,801

有形固定資産の売却による収入 - 10,329

無形固定資産の取得による支出 △17,762 -

投資有価証券の取得による支出 △288,257 △1,575

投資有価証券の売却による収入 21,707 38,065

貸付けによる支出 △3,279 △2,565

貸付金の回収による収入 4,644 3,625

その他 △13,294 △15,598

投資活動によるキャッシュ・フロー △321,885 29,480
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(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2020年12月１日
　至 2021年５月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2021年12月１日
　至 2022年５月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 2,000,000 3,100,000

短期借入金の返済による支出 △2,151,800 △3,131,800

長期借入れによる収入 400,000 150,000

長期借入金の返済による支出 △354,065 △328,303

配当金の支払額 △210 △93

非支配株主への配当金の支払額 △400 △400

その他 △29,203 △26,877

財務活動によるキャッシュ・フロー △135,679 △237,474

現金及び現金同等物に係る換算差額 6 655

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △108,725 104,483

現金及び現金同等物の期首残高 624,903 770,121

現金及び現金同等物の四半期末残高 516,178 874,605
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（３）四半期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。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

該当事項はありません。

（会計方針の変更）

(収益認識に関する会計基準等の適用)

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」という。）

等を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財

又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。

これにより、製品の据付業務について、従来は、据付業務の完了をもって収益を認識しておりましたが、製品の

据付業務の作業全体を単一の履行義務として、ごく短い期間の契約を除き、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、

当該進捗度に基づき収益を認識する方法に変更しております。

履行義務の充足に係る進捗度の測定は、各報告期間の期末日までに発生した実際原価が、見積総原価の合計に占

める割合に基づいて行っております。また、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積もることが困難であるも

のの、発生する費用を回収することが見込まれる場合は、原価回収基準にて収益を認識しております。

また、顧客への販売における当社グループの役割が代理人に該当する取引について、従来顧客から受け取る対価

の総額を収益として認識しておりましたが、当該対価の総額から第三者に対する支払額を差し引いた純額で収益を

認識する方法に変更しております。

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従ってお

り、第１四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第１四半期連

結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。また、収益認識

会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、第１四半期連結会計期間の期首より前までに行われた契約変更

について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を第１四半期

連結会計期間の期首の利益剰余金に加減しております。

この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は725,382千円減少し、売上原価は731,393千円減少し、営業損失、

経常損失及び税金等調整前四半期純損失はそれぞれ6,011千円減少しております。また、利益剰余金の当期首残高に

与える影響は軽微であります。

収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示していた

「受取手形及び売掛金」は、第１四半期連結会計期間より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示するこ

とといたしました。なお、収益認識会計基準第89-２項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について

新たな表示方法により組替えを行っておりません。さらに、「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準

第12号 2020年３月31日）第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第２四半期連結累計期間に係る顧客との

契約から生じる収益を分解した情報を記載しておりません。

（時価の算定に関する会計基準等の適用）

「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」とい

う。）等を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基

準」（企業会計基準第10号 2019年７月４日）第44－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等

が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、四半期連結財務諸表に与える影

響はありません。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間(自 2020年12月１日 至 2021年５月31日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

（単位：千円）

報告セグメント
調整額
（注）１

四半期連結損益
計算書計上額
（注）２家具関連

建築付帯
設備機器

計

　売上高

　 外部顧客への売上高 3,547,840 1,107,392 4,655,233 － 4,655,233

　 セグメント間の内部
　 売上高又は振替高

－ － － － －

計 3,547,840 1,107,392 4,655,233 － 4,655,233

セグメント利益又は
セグメント損失（△）

182,344 △32,504 149,839 △149,433 406

(注) １ セグメント利益又はセグメント損失（△）の調整額△149,433千円は、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。なお、全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

２ セグメント利益又はセグメント損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間(自 2021年12月１日 至 2022年５月31日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報

（単位：千円）

報告セグメント
調整額
（注）１

四半期連結損益
計算書計上額
（注）２家具関連

建築付帯
設備機器

計

　売上高

　 一時点で移転される財及
　 びサービス

2,224,031 319,589 2,543,621 － 2,543,621

　 一定の期間にわたり移転
　 される財及びサービス

116,921 787,752 904,673 － 904,673

顧客との契約から生じる
収益

2,340,953 1,107,342 3,448,295 － 3,448,295

　 外部顧客への売上高 2,340,953 1,107,342 3,448,295 － 3,448,295

　 セグメント間の内部
　 売上高又は振替高

－ － － － －

計 2,340,953 1,107,342 3,448,295 － 3,448,295

セグメント利益又は
セグメント損失（△）

145,660 △143,326 2,334 △132,951 △130,616

(注) １ セグメント利益又はセグメント損失（△）の調整額△132,951千円は、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。なお、全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

２ セグメント利益又はセグメント損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。

２．報告セグメントの変更等に関する事項

会計方針の変更に記載のとおり、第１四半期連結会計期間の期首から収益認識会計基準等を適用し、収益認識に

関する会計処理方法を変更したため、事業セグメントの利益又は損失の算定方法を同様に変更しております。

当該変更により、従来の方法に比べて当第２四半期連結累計期間の「家具関連」の売上高は586,738千円減少、セ

グメント利益は375千円減少し、「建築付帯設備機器」の売上高は138,644千円減少、セグメント損失（△）は6,386

千円減少しております。

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

　



株式会社くろがね工作所(7997) 2022年11月期 第２四半期決算短信

－ 12 －

３．その他

継続企業の前提に関する重要事象等

当社グループは、前連結会計年度において４期連続で営業損失を計上するとともに、当第２四半期連結累計期間

においても営業損失を計上しているため、引き続き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事象又

は状況が存在しております。

このため、当社グループでは、当該状況を解消するため、以下の施策を実施しております。

①収益基盤の整備及び拡大

2020年11月期より業績黒字の定着化を基礎とした「中期経営計画Value2022」（2020年11月期～2022年11月

期）を策定し、全社的な目標及び各事業部門における目標達成のための活動項目の設定を行い、取り組みを行

っております。

「ウィズコロナ・ポストコロナ」を見据えた新たなワークプレイスのあり方が強く望まれているオフィス空

間等において、この社会的ニーズに応えるため当社が積極的に推進している「ＩＡＱ（インドア・エア・クオ

リティ）」の改善によるニューノーマルに向けた環境整備に伴う需要が拡大しており、病院等医療関連施設向

けクリーン機器の生産で培ってきた製品開発・提案力を活用することにより、当社グループとしては積極的な

商品開発・提案営業により売上拡大を図ってまいります。

②原価低減と固定費削減による収益体質への構造改革

人材のマルチ化・流動化により生産工程における変種、変量体制への対応の徹底による生産性の向上を行う

ことにより売上総利益率は改善傾向にあります。人材の積極的な登用も含めこれを推し進めてまいります。ま

た、営業拠点の再配置や、人員の適正化等による固定費の削減を徹底しております。

③運転資金の確保

当第２四半期連結会計期間末における資金の残高、金融機関との当座貸越契約及び当第２四半期連結会計期

間末にて保有している投資有価証券等により機動的な資金調達を行ってまいります。

2021年６月において締結した三菱ＵＦＪ銀行をアレンジャーとするリボルビング・クレジット・ファシリテ

ィ契約によるシンジケートローン（15億円）を2022年３月に更新し、京都工場（八幡市）の土地・建物を担保

提供して三菱ＵＦＪ銀行をアレンジャーとするシンジケートローンによるファシリティ貸付（16億50百万円）

及びタームローン貸付（４億円）の契約を締結しております。

これにより、財務面における安定性は十分に確保されているものと考えております。

したがって、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないと判断し、継続企業の前提に関する注記は

記載しておりません。

　


