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平成１８年3月期 決算短信（連結）        平成18年5月26日 
上場会社名 フリージア・マクロス株式会社                 上場取引所 東 
コード番号  6343                             本社所在都道府県 東京都 

代表者  役職名  代表取締役社長  氏名  奥山 治郎 

問合せ先責任者 役職名 取締役副社長  氏名  奥山 一寸法師 ℡ （０３）５８１８－１５２２ 

決算取締役会開催日  平成18年5月26日    中間配当制度の有無  無 

米国会計基準採用の有無  無 

１．18年3月期の連結業績(平成17年4月1日～平成18年3月31日) 

（１）連結経営成績                           金額は百万円未満切捨て 

 売 上 高 営業利益 経常利益 

 

18年3月期 

17年3月期 

  百万円    ％ 

     4,819     10.5  

     4,360   △ 5.3  

  百万円    ％ 

       637       8.5 

     587       3.9 

  百万円    ％     

        593     △6.8 

637      28.1 

 

  

当期純利益 

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
株主資本 

当期純利益率

総資本 

経常利益率

売上高 

経常利益 

 

18年3月期 

17年3月期 

  百万円    ％ 

      146    △41.7 

      251    △78.2 

 円 銭 

 0  65 

2  23 

  円 銭 

   ― 

   ― 

   ％ 

   5.4 

  12.7 

   ％ 

   8.7 

  11.3 

   ％ 

   12.3 

   14.6 

(注)①持分法投資損益     18年3月期 -百万円    17年３月期  28百万円 

  ②期中平均株式数(連結)  18年3月期    225,163,822株       17年３月期    112,608,805株 

  ③会計処理の方法の変更  有 

  ④売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率（△は減少） 

 (２)連結財政状態 

 総 資 産 株主資本 株主資本比率 1株当たり株主資本 

 

18年3月期 

17年3月期 

      百万円 

      7,418 

      6,191 

      百万円 

       3,358 

       2,094 

         ％ 

            45.3 

            33.8 

    円  銭 

     14    92 

     18    60 

(注)①期末発行済株式数(連結)  18年3月期   225,496,604 株   17年３月期    112,748,302株 

平成17年8月19日、１：２の株式分割を実施した。 

  ②期末自己株式数      18年3月期       361,398株   17年3月期        152,083 株 

(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 

 

18年3月期 

17年3月期 

      百万円 

     △215 

       639 

      百万円  

      △707 

      △650 

      百万円 

      1,045 

        210 

     百万円 

      382 

      259 

(４)連結範囲及び持分法の適用に関する事項 

連結子会社数 2社 非連結子会社数 10社 持分法適用非連結子会社数 0社 持分法適用関連会社数0社 

(５)連結範囲及び持分法の適用の異動状況 

  連結(新規) 0社 (除外) 0社  持分法(新規) 0社 (除外) 1社 

 

２．18年3月期の連結業績予想(平成18年4月1日～平成19年3月31日) 

 売 上 高 経常利益 当期純利益 

 

中間期 

通 期 

       百万円 

        3,100 

        6,200 

       百万円 

          325 

          650 

       百万円 

           100 

           200 

(参考)１株当たり予想当期純利益(通期)  0円44銭 

※ 上記の予想には、本資料の発表日現在の将来に関する前提・見通し・計画に基づく予測が含まれております。世界経済・競合状況・為替の変動

等に係るリスクや不確定要因により実際の業績が記載の予想数値と大幅に異なる可能性があります。 
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U１．企業集団の状況 

 当社の企業集団は、当社（フリージア・マクロス株式会社）と連結子会社２社及び非連結子会社10社で構成

されており、製造から供給まで行う製造供給事業部門（プラスチック押出機、土木試験機、ログハウス、高級

スウェーデン住宅、家具等）と秋葉原を中心とした流通サービス事業部門（パソコン、周辺機器、ソフト等）

の２つの事業分野に分かれております。 

 当連結会計期間よりフリージアホーム株式会社は、飲茶店の直営事業を、またフリージアトレーディング株

式会社は、ゲームセンターの直営事業をそれぞれ中止いたしましたが、業績に与える影響は軽微であります。 

 

事業系統図は、下記の通りであります。 

 

[事業系統図] 

 

得  意  先 

     販売      販売       販売 

フリージアホーム㈱ フリージア・マクロス

㈱ 

フリージアトレーデ

ィング㈱ 

 

 

 

 

 

ログハウス,高級スウエ

ーデンハウスの設計、施

工、販売 

家具の販売 

  

 

 

 

資金貸

与 

 

 

 

株式保

有 

 

プラスチック押出機

の製造販売 

土木試験機の製造、仕

入、販売 

  

 

 

 

 

 

資金 

貸与 

 

 

 

 

パソコン、周辺機器、

部品、ソフトその他の

仕入、輸入、販売及び

直営店舗の経営 

漫画喫茶店の直営 

                                                         

資金貸与                     株式保有 

＊スウェーディッシュトレード㈱ 

貿易コンサルタント 

輸出入代行 

        製品供給    出 資                              

                       

＊Hortluxhus AB  

製材、建築部材の製造

販売 

 

 

 （注） ＊印は非連結子会社であります。 

     この他、非連結子会社フリージアコンピュータ㈱（事業休止）、レーナハウススウエーデン㈱（事業

移管中）ほか４社があります 

＊Stensele Sag i 

Storuman AB 

製材、建築部材の製造販

売 

＊ Sosele Tra AB 

製材、建築部材の製造販売 
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U２．経営方針 

（１）経営の基本方針 

当社グループは、モノ創りの上流から下流までの各工程を垂直統合させた上で、モノ創りそのもの

にお客様に参加していただくという形態をとっております。お客様のご協力の結果、各工程に高い計

画性がもたらせられることで全工程のムダ、ムラを省け、高い生産性に結びつけることができますか

ら、参加型製造供給体制により低価格でありながらも従来以上の高品質な製品を創りつづけることが

できます。 

計画経済を市場経済の中で実現することを意図した本供給体制を「配給」と総称しております。 

この「配給」の理念が当社経営の基本理念であります。 

 

（２）利益配分に関する基本方針 

当社は昨年度の株主総会後、復配を実施いたしました。 

現在の経営陣が経営を引き受けてからの宿題であります繰越損失の解消を前年度達成いたしました。

さらに前期は、念願の復配も実現するまでにいたりました。今後は、この体制を更に強化、発展して

まいります。 

更に社会に対する貢献としましては、「配給」により品質を従来以上にして、価格を従来比の半分に

する方針を実現しております。また、環境保全の一環として廃プラスチックの再生利用のための機器

類の普及推進等の施策を実施しております。 

 

（３）中長期的な会社の経営方針 

当社及び当社グループの各社は、債務超過に象徴されます極端に悪化しておりました財務体質を、グ

ループの基本理念であります「配給」の実践と浸透とによって改善し、今日までに基本的な体質転換を

成し遂げました。今後ともこの経営体質を継続し、強化してまいります。 

この改善のステップを進行し、「配給」の理念の実践により健全な財務体質を構築し、その体質を基

に更なる高収益体制の確立を進めてまいります。 

 

（４）対処すべき当面の課題 

グループ全体としては、今後とも全力で安定高収益企業グループへの脱皮を急ぎます。 

そのために、当社においては、今後とも「配給」の理念の徹底をはかり、財務基盤の健全化、強化へ

一層の努力を傾注してまいります。 

なお、大株主上位１０名などの少数特定株主の持ち株比率を引き下げるための対策を検討し、早急に

計画を立て、可能なところから実施してまいります。 

 

（５）親会社等に関する事項 

当社の資本上位会社はフリージアホーム株式会社であり、当社発行済み株式数の７０．０１％を保有

しております。さらにフリージアホーム株式会社の資本上位会社としてフリージアトレーディング株式

会社があり、フリージアホーム株式会社の発行済み株式数の９８．８％を保有しております。当社は、

フリージアホーム株式会社及びフリージアトレーディング株式会社の株式を所有しておりません。 

しかし、当社とフリージアホーム株式会社及びフリージアトレーディング株式会社との間には、代表

取締役または取締役の兼務及び共通の支配株主を通じた実質支配関係があります。 

そのため、上場しております当社を連結上の親会社とし、フリージアホーム株式会社及びフリージア

トレーディング株式会社を支配力基準により連結子会社とした連結財務諸表を作成しております。当社

の両連結子会社の株式の持分はゼロであるため、原則として両連結子会社により獲得された利益はすべ

て少数株主利益となり、連結当期純利益に寄与いたしません。 

 

（６）重要な契約の締結について 

Ⅰ．SHOTECH社との業務提携等 
フリージアグループは、平成17年10月17日、韓国のＩＴ有力ベンチャーSHOTECH社（韓国株式第三市

場）と業務提携し、mylinkerシステムによるソリューション事業を国内で独占的に行うことに合意いたし
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ました。これに伴い、フリージアホーム株式会社は、mylinkerシステムの日本の独占的事業権をSHOTECH

社より取得し、フリージアグループ各社とSHOTECH社は、前記事業を実施するための日本法人（パーミッ

ションリンク株式会社）を合弁で設立いたしました。また、フリージアトレーディング株式会社は、SHOTECH

社の株式840千株を取得いたしました。 
Ⅱ．株式会社サンエス工業の株式取得 

フリージアトレーディング株式会社は、平成17年11月21日に株式会社サンエス工業の株式取得につい

て同社の株主と合意していましたが、平成18年3月22日に同社の業績悪化等の理由により中止いたしま

した。 
Ⅲ．株式の消費貸借契約について 

フリージアホーム株式会社は、フリージアトレーディング株式会社に対して、株式貸借契約に基づき、

当社株式4,500,000株（発行済株式数の約２％）を平成17年12月2日に貸し付けました。なお、異動し

た株式は、既に当期中に市場にて売却しております。 
Ⅳ．当社子会社による光栄工業株式会社の株式取得 

平成18年4月24日当社の連結子会社フリージアトレーディング株式会社は光栄工業株式会社の発行済

株式の全部を取得しました。 
詳細は、「追加情報」に記載の通りです。 

U３．経営成績及び財政状態 

１．当期の業績 

 (１)全般の概況 

当連結会計年度におけるわが国経済は、好調な中国及びアメリカ経済等を背景とした輸出に支えられ、

企業収益の改善と内需の回復と相俟って順調な景気の回復が続いて参りましたが、年度後半からの原油

や鉄鉱石、原料炭等の価格高騰により、大きく変化する可能性が出てきております。 

かかる状勢の下での当社グループの当連結会計年度の売上高は4,819百万円(前期比10.5％増)、営業

利益は637百万円(前期比8.5％増)、経常利益は593百万円(前期比6.8％減)、連結当期純利益は146

百万円（前期比41.7％の減）と増収と営業利益の増益は達成しましたものの、不動産の除却を主とした

特別損失の計上により経常利益、当期純利益は減益になりました。 

 

(２)当期のセグメント別の概況 

「製造供給事業部門」 

①機械・機器事業 

  プラスチック押出機部門の国内の受注は、リサイクル需要が主体になっておりますが、原油価格の高

騰、円相場の変動等の受注に与える影響があり苦戦しております。リサイクルは、再生原料作成用から

廃プラスチックの液化＝燃料化等にその用途が広がりつつあります。売上高の過半を占めます海外から

の受注は順調で、当連結会計年度の販売額増加に寄与しつつあります。なお、受注は特に集中した地域

はなく、各国からの平均的なものとなりつつあります。 

又、土木試験機部門のおかれた環境は、道路建設等の公共事業工事の削減のために依然、厳しい情勢

が続いておりますが、国内の路面すべり摩擦抵抗の基準値を測定する高速道路試験車を国土交通省に納

入する実績が評価され,引合いが増えつつあります。今後も当業界の情勢は、需要の低迷から激しい競争

状態にありますが、当部門としては更なる技術力の向上とコストの削減に取り組んでおります。なお、

小型熱風乾燥機の断熱用石綿の除去を需要業界にアピールする事業を行いました。 

以上の結果,当事業の売上高は964百万円となり、前連結会計年度比3.1％の増収となりました。 

②住宅、冷凍食品事業 

  住宅業界の業況は、一部都心部の高層住宅が順調でありましたものの、戸建て住宅等は相変わらず激

しい競争状態にあります。しかし、当社グループの、より良い住宅を、世界で最も安くお客様に供給す

るという配給理念は業界内に浸透しております。 

  新しいイベントとして、浜松で行われた花の博覧会場にログハウスを出展し、来場されたお客様から

のご希望により配給価格での申し込みを受けました。又、成城地区でのログハウスと高級スウエーデン

ハウスの展示場を開いております。これらのイベントによる受注は多く、業績への寄与は、着実に現わ

れてきております。 

なお、当連結会計期間より飲茶店の直営等の冷凍食品事業は中止いたしましたが、業績に与える影響
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は軽微であります。 

  以上の結果、当事業の売上高は2,712百万円となり、前連結会計年度比9.0％の増収となりました。 

なお、当事業は、連結子会社のフリージアホーム株式会社で行っておりますが、当社の同社に対する

株式の持分はゼロであるため、原則として当事業による利益は全て少数株主利益となり、連結当期純利

益に寄与しない結果になっております。 

 

「流通サービス事業部門」 

  いわゆるＩＴ不況も景気の回復基調とともに少しづつ回復しつつあります。また、秋葉原の電気街は

つくばエクスプレスの開通や周辺での大型店舗の開業を契機に客足が戻りつつあります。 

当グループでは、この状況を勘案し、採算性を考慮しつつ店舗の統廃合・リニューアル等を実施し、

品物を絞りつつ集中化することによって効果を上げております。また、基本的な対応策や背景の整備も

地道に進行させております。 

以上の結果、当事業部門の売上高は1,142百万円となり、前連結会計年度比17.6％の増収となりまし

た。今後とも、更に、採算性の向上に繋がるべき対策は実施してまいります。 

なお、当事業は、連結子会社のフリージアトレーディング株式会社で行っておりますが、当社の同社

に対する株式の持分はゼロであるため、原則として当事業による利益は全て少数株主利益となり、連結

当期純利益に寄与いたしません。 

 

２．財政状態. 

「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、215百万円の減少となりました。税金等調整前当期純利益が

前年比205百万円減少の395百万円になったことが主な要因で、この金額に売上債権、たな卸資産の増加、

法人税の支払等のマイナスなどを減算いたしました結果であります。 

「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、707百万円の支出増で、前連結会計年度に比べ56百万円の投

資増となりました。これは、前連結会計年度に行いました定期預金の預入は減少いたしましたが、資金の

貸付、有価証券の取得等の積極的な投資によるためであります。 

「財務活動によるキャッシュ･フロー」は、1,045百万の収入増で、前連結会計年度に比べて835百万円の

増加になりました。これは、主として事業活動の積極化と対応した長期借入金の増加、社債発行等による

収入によるものであります。 

以上の結果、現金及び現金同等物の期末残高は、「財務活動によるキャッシュ・フロー」の増加が寄与し、

前連結会計年度末より122百万円増加し、382百万円となりました。 

 

３．次期の見通し 

 次期の見通しにつきましては、日本経済の景況は回復基調にありますが、当グループは、「配給」理念の

一層の実践による努力を傾けつつ、鋭意業績の向上に注力して参ります。 

 次期の連結売上高は6,200百万円、連結経常利益は650百万円を予想しております。
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U４．連結財務諸表等 

 

（１） U連結貸借対照表 

(単位：千円) 

 

資   産   の   部 
前連結会計年度 

(平成17年3月31日現在) 

当連結会計年度 
(平成18年3月31日現在) 

増    減 

(△印 減) 

 

科    目 
金  額 構成比 金  額 構成比 金  額 増減率 

 

流  動  資  産 

 

2,564,410 

％ 

41.4 

 

2,934,696 

％ 

39.6 

 

370,286 

％ 

14.4 

現金・預金 545,880  668,088    

受取手形・売掛金 429,545  494,452    

たな卸資産 1,165,398  1,324,855    

短期貸付金 

繰延税金資産 

193,904 

50,791 

 296,088 

30,168 

   

その他の流動資産 181,818  124,483    

貸倒引当金 △2,929  △3,441    

 

固  定  資  産 

 

3,626,805 

 

58.6 

 

4,483,629 

 

60.4 

 

856,824 

 

23.6 

有形固定資産 1,911,680 30.9 1,987,059 26.8 75,379 3.9 

建物・構築物 971,473  1,036,549    

機械装置 432,649  443,303    

土地 1,246,378  1,300,093    

建設仮勘定 21,908  11,480    

その他の有形固定資産 

減価償却累計額 

86,104 

△846,833 

 86,579 

△890,946 

   

無形固定資産 265,321 4.3 335,131 4.5 69,810 26.3 

借地権敷金 261,033  184,922    

電話加入権 

ソフトウエア 

1,597 

- 

 1,597 

148,512 

   

その他の無形固定資産 2,690  100    

投資その他の資産 1,449,803 23.4 2,161,438 29.1 711,635 49.1 

投資有価証券 746,050  1,594,938    

長期貸付金 383,245  359,091    

繰延税金資産 44,590  -    

投資不動産 267,802  191,802    

減価償却累計額 △10,828  △13,039    

その他の投資資産 95,798  104,479    

貸倒引当金 △76,854  △75,835    

 

資 産 合 計 

 

6,191,215 

 

100.0 

 

7,418,326 

 

100.0 

 

1,227,111 

 

19.8 

（注） 金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 
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負   債   の   部 
前連結会計年度 

(平成17年3月31日現在) 

当連結会計年度 
(平成18年3月31日現在) 

増   減 
(△印  減) 

 

科    目 
金  額 構成比 金  額 構成比 金  額 増減率 

 

流  動  負  債 

 

3,586,646 

％ 

57.9 

 

2,978,082 

％ 

40.1 

 

△608,564 

％ 

△17.0 

支払手形・買掛金 321,705  353,535    

短期借入金 

一年内返済長期借入金 

未払金 

795,780 

- 

445,948 

 462,816 

212,484 

405,711 

   

未払費用 245,000  140,131    

未払法人税等 140,644  130,536    

未成工事受入金 1,452,649  1,099,247    

保証債務損失引当金 80,000  40,000    

工事補償引当金 -  11,382    

一年内償還社債 -  50,000    

その他流動負債 104,918  72,236    

 

固  定  負  債 

 

510,186 

 

8.3 

 

1,082,238 

 

14.6 

 

572,052 

 

112.1 

長期借入金 124,980  342,936    

社債 -  250,000    

退職給付引当金 42,738  41,260    

繰延税金負債 8,993  119,749    

連結調整勘定 231,042  218,882    

その他固定負債 102,431  109,410    

 

負  債  合  計 

 

4,096,833 

 

66.2 

 

4,060,320 

 

54.7 

 

△36,513 

 

0.9 

 

少 数 株 主 持 分 
 

少 数 株 主 持 分 

 

－ 

 

－ 

 

― 

 

- 

 

- 

 

 

 

資  本  の  部 
資本金 2,077,766 33.6 2,077,766 28.0 - - 

資本剰余金 973,803 15.7 973,803 13.1 - - 

利益剰余金 73,443 1.2 204,263 2.8 130,820 178,1 

その他有価証券評価差額金 △159,964 △2.6 228,457 3.1 388,421 - 

自己株式 △5,585 △0.1 △13,809 △0.2 △8,224 - 

子会社所有親会社株式 △865,081 △14.0 △112,477 △1.5 752,604 - 

 

資  本  合  計 

 

2,094,382 

 

33.8 

 

3,358,005 

 

45.3 

 

1,263,623 

 

60.3 

 

負債・少数株主持分.・資本計 

 

6,191,215 

 

100.0 

 

7,418,326 

 

100.0 

 

1,227,111 

 

19.8 

 (注) 金額は千円未満を切捨て表示しております。 
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U(２)連結損益計算書 

(単位：千円) 

前連結会計年度 
自 平成16年4月 1日 

至 平成17年3月31日 

当連結会計年度 
自 平成17年4月 1日 

至 平成18年3月31日 

 

増    減 

（△印  減） 

 

 

科      目 

 金  額 百分比 金  額 百分比 金  額 増減率 

 

売上高 

 

4,360,760 

％ 

100.0 

 

4,819,476 

％ 

100.0 

 

458,716 

％ 

10.5 

売上原価 2,255,890 51.7 2,650,490 55.0 394,600 17.5 

売上総利益 2,104,870 48.3 2,168,986 45.0 64,116 3.0 

販売費一般管理費 1,517,641 34.8 1,531,880 31.8 14,239 0.9 

営業利益 587,229 13.5 637,106 13.2 49,877 8.5 

受取利息 

受取配当金 

為替差益 

持分法による投資利益 

受取家賃 

その他の営業外収益 

1,183 

1,083 

22,536 

28,626 

13,470 

38,128 

 1,544 

1,089 

- 

- 

9,071 

51,422 

  

 

 

 

営業外収益 105,028 2.4 63,128 1.3 △41,900 △39.9 

支払利息 

租税公課 

新株発行費償却費 

支払手数料 

その他の営業外損失 

16,272 

16,831 

2,227 

6,810 

12,729 

 22,884 

23,553 

6,205 

10,406 

43,356 

  

 

 

営業外費用 54,871 1.3 106,407 2.2 51,536 93.9 

経常利益 637,385 14.6 593,827 12.3 △43,558 △6.8 

特別利益 -  63,510 1.3 63,510 -

特別損失 35,501 0.8 261,343 5.4 225,842 636.2 

税金等調整前当期利益 601,883 13.8 395,993 8.2 △205,890 △34.2 

法人税住民税及び事業税 120,225 2.8 188,583 3.9 68,358 56.9 

法人税等調整額 △71,172 △1.6 23,320 0.4 94,492 - 

少数株主損益 △301,491 6.9 △37,596 △0.8 263,895 - 

当期純利益 251,340 5.8 146,494 3.0 △104,846 △41.7 

（注） 金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 
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U（3）連結剰余金計算書 

                                           (単位：千円) 

 

 

 

前連結会計年度 
自 平成16年4月 1日 

至 平成17年3月31日 

当連結会計年度 
自 平成17年4月 １日 

至 平成18年3月31日 

 

増  減 

（△印  減） 

（資本剰余金の部） 

Ⅰ 資本剰余金期首残高 

 

1,281,003 

 

973,803 

 

307,199 

Ⅱ 資本剰余金減少髙   - 

 １ 資本準備金取崩髙 307,199 - △307,199 

Ⅲ 資本剰余金期末残高 973,803 973,803 - 

（利益剰余金の部）    

Ⅰ 利益剰余金期首残高 △466,626 73,443 540,069 

Ⅱ 利益剰余金増加高 540,069 146,494 △393,575 

 １ 資本剰余金取崩髙 307,199 -  

 ２ 子会社連結除外に伴う
剰余金 

△18,470 -  

 ３ 当期純利益 251,340 146,494  

Ⅲ 利益剰余金減少高 - 15,674 △15,674 

 １ 配当金 - 15,674  

Ⅳ 利益剰余金期末残高 73,443 204,263 130,820 

 (注) 金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 
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U（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

(単位:千円) 

 

科        目 

 

前連結会計年度 
自 平成16年4月 1日 

至 平成17年3月31日 

当連結会計年度 
自 平成17年4月 1日 

至 平成18年3月31日 

 

増    減 

（△印  減） 

Ⅰ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 601,884 395,993 △205,891 

減価償却費 54,445 87,308 32,863 

退職給付引当金増減額 △8,101 △1,478 6,623 

貸倒損失 

債務免除益 

建物減損損失 

販売用不動産評価損 

固定資産除却損 

2,333 

- 

- 

- 

- 

3,764 

△54,851 

23,951 

16,489 

149,310 

1,431 

△54,851 

23,951 

16,489 

149,310 

貸倒引当金の増減額 △54,576 48,387 102,963 

受取利息及び受取配当金 △2,266 △2,633 △367 

支払利息 16,272 22,884 6,612 

売上債権の増減額 258,086 △413,254 △671,340 

たな卸資産の増減額 11,476 △159,457 △170,933 

仕入債務の増減額 △99,620 33,606 133,226 

未払消費税等の増減額 57,815 △49,096 △106,911 

その他 △167,660 △76,504 91,156 

小    計 670,088 24,419 △645,669 

  利息及び配当金の受取額 2,266 2,633 367 

  利息の支払額 △16,272 △44,333 △28,061 

  法人税等の支払額 △17,060 △198,691 △181,631 

 営業活動によるキャッシュ・フロー 639,022 △215,972 △854,994 

Ⅱ投資活動によるキャッシュ・フロー    

  有形固定資産の取得による支出 

  無形固定資産の取得による支出 

    定期預金預入による支出 

△218,342 

△18,906 

△200,019 

△111,121 

△215,435 

△54 

107,221 

△199,542 

196,529 

  資金の貸付による支出 △116,025 △127,680 △11,655 

  投資有価証券の取得による支出 - △305,901 △305,901 

  投資不動産の取得による支出 △126,802 △65,000 61,802 

  投資不動産の売却による収入 - 141,000 141,000 

  その他 29,521 △23,181 △52,702 

 投資活動によるキャッシュ・フロー △650,573 △707,372 △56,799 

Ⅲ財務活動によるキャッシュ・フロー    

  自己株式の処分による収入 - 721,920 721,920 

  自己株式の取得による支出 △1,704 △8,224 △6,520 

  社債の発行による収入 - 250,000 250,000 

  短期借入による収入 389,140 - △389,140 

  短期借入金の返済による支出 - △120,480 △120,480 

  長期借入による収入 - 217,956 217,956 

  長期借入金の返済による支出 △177,240 - 177,240 
  その他 - △15,673 △15,673 

 財務活動によるキャッシュ・フロー 210,196 1,045,499 835,303 
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Ⅳ現金及び現金同等物の増加額 198,645 122,155 △76,490 

Ⅴ現金及び現金同等物の期首残高 61,819 259,855 198,036 

Ⅵ連結除外子会社の現金及び現金同等物の期首残高 △609 - 609 

Ⅶ現金及び現金同等物の期末残高 259,855 382,010 122,155 

 (注) 金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 
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U連結財務諸表作成の基本となる事項U 

 

１．連結の範囲に関する事項 

  当社は次の２社を連結しております。 

   フリージアホーム株式会社 

   フリージアトレーディング株式会社 

  （連結子会社に対する親会社の持分） 

    連結子会社２社は、支配力基準により連結子会社となっており、提出会社が所有する各連結子会社の

株式持分は、いずれもゼロであります。 

  非連結子会社は以下の10社であります。 

   フリージアコンピュータ株式会社 

   レーナハウススウエーデン株式会社 

   スウェーディッシュトレード株式会社 

   Ｓtensele Ｓag i Ｓtoruman ＡＢ 

   Ｈortluxhus ＡＢ 

   Ｓosele Ｔra ＡＢほか４社 

  （連結の範囲から除いた理由） 

    上記の非連結子会社は、支配力基準により子会社となっておりますが、いずれも小規模であり、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）等から見て、連結の範

囲から除いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体として重要性がないため除外して

おります。なお、提出会社が所有する当該非連結子会社に対する株式持分は、いずれもゼロであります。 

 

２．持分法適用に関する事項 

  持分法適用非連結子会社 なし 

持分法を適用していない非連結子会社は以下の通りであります。 

    フリージアコンピュータ㈱、レーナハウススウエーデン㈱、スウェーディッシュトレード㈱、Ｓorsele 

Ｔra ＡＢ、Ｈortluxhus ＡＢ、Ｓtensele Ｓag i Ｓtoruman ＡＢ、ほか４社 

   なお、上記10社は、いずれも小規模であり、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）等から見て、連結財務諸表に及ぼす影響は軽微であり、かつ、全体として重要

性がないため持分法の範囲から除外しております。 

 

３．連結子会社の決算日等に関する事項 

  連結子会社の決算日は下記の通りであります。 

    フリージアホーム株式会社      ３月３１日 

    フリージアトレーディング株式会社  １月３１日 

   連結財務諸表の作成に当たっては、会計期間の末日が連結決算日と異なる連結子会社は連結決算日に決

算を行った財務諸表を使用しております。 

 

４．会計処理基準に関する事項 

イ．重要な資産の評価基準及び評価方法 

 (１)たな卸資産 

  ① 商品及び製品    総平均法による原価法。ただし,フリージアトレーディング㈱については最

終仕入原価法によっております。 

  ② 販売用不動産    個別法による原価法 

  ③ 原材料及び貯蔵品  総平均法による原価法 

  ④ 仕掛品及び未成工事支出金  個別法による原価法 

 (２)有価証券 

   その他有価証券 

    時価のあるもの   期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部資本直入法により処理

し、売却原価は総平均法により算定) 
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    時価のないもの   総平均法による原価法 

ロ．重要な減価償却資産の減価償却の方法 

 ① 有形固定資産及び投資不動産     定率法 主な耐用年数は、建物及び構築物が７～50年、機械

装置及び運搬具が２～13年であります。ただし平成10年4月1日

以降に取得した建物（建物附属設備を除く。）については、定額法

によっております。 

 ② 無形固定資産    定額法 

ハ．重要な引当金の計上基準 

 ① 貸倒引当金 

    当社及び国内連結子会社においては、売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、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、個別に回収可能性を勘案し、

回収不能見込額を計上しております。 

 ② 退職給付引当金 

    当社は、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の見込額に基づ

き、当連結会計年度末に発生していると認められる額を計上しています。なお、会計基準変更時差

異については、15年による按分額を費用処理しております。 

 ③ 保証債務損失引当金 

    債務保証に係る損失に備えるため、被保証会社の財政状態等を勘案し、損失負担見込額を計上して

おります。 

 ④ 工事補償引当金 

    完成工事にかかる瑕疵担保費用に備えるため、将来の補償見積額を計上しております。 

ニ．消費税等の会計処理方法 

消費税等の会計処理方法は、税抜方式によっております。 

 ホ．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。 

５．連結子会社の資産及び負債の処理方法 

   連結子会社の資産及び負債の評価は、全面時価評価法を採用しております。 

６．連結調整勘定の償却 

   20年間の均等の償却を行っております 

７．利益処分項目の取扱に関する事項 

   連結剰余金計算書は、連結会社の利益処分について、連結会計年度中に確定した利益処分に基づいて作

成しております。 

８．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。 

 

「会計処理の変更」 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

当事業年度から「固定資産の減損に係る会計基準」（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見

書」（企業会計審議会 平成14年8月9日））及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計

基準委員会 平成15年10月31日 企業会計基準適用指針第6号）を適用しております。 

これによる損益に与える影響はありません。 

 

U追 加 情 報U 

１．当社子会社による光栄工業株式会社の株式取得 

当社連結子会社フリージアトレーディング株式会社は、平成18年4月24日、光栄工業株式会社の発行済

株式の全株式を取得いたしました。 

１）株式取得の目的 
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光栄工業株式会社は、高い板金加工技術が必要なATM機器筐体製造を主要事業をしており、当社の機械

製造業との関連もあります。当社の業界随一の高い生産性実績に基づく生産ノウハウの導入並びに資材

調達力を活かし、さらなる業容の拡大に努めます。当社グループの機能補完に適した板金加工業の光栄

工業株式会社（昭和40年創業）が子会社としてグループに加わることにより、連結収益の拡大にも寄与

します。 

２）子会社となる会社の概要 

①商号      光栄工業株式会社 

②所在地     岩手県北上市上鬼柳３地割286番地 

③代表者の氏名  代表取締役 中辻四郎 

④設立年月日   昭和42年2月21日 

⑤事業の内容   金融端末機器（ATM）、情報通信機器の筐体製造等 

⑥決算期     10月30日 

⑦従業員数    120名 

⑧資本の額    98,000千円 

⑨売上高     14億円（平成18年10月30日期計画） 

⑩経常利益    60百万円（平成18年10月30日期計画） 

３）取得株式数及び取得前後の所有株式の状況 

①異動前の所有株式数     0株（所有割合   0％） 

②取得株式数      196,000株 

③異動後の所有株式数  196,000株（所有割合  100％） 

４）異動の内容及びその年月日 

①内容  光栄工業株式会社の代表取締役であり、大株主である中辻四郎氏より196,000株（発行済株式

総数の100％）を取得いたしました。 

②異動年月日 2006年4月24日 

５）今後の見通し 

株式の取得は、今期（平成19年3月期）の当社連結業績への影響は30％程度の売上増収効果と経常利

益で 10％程度の増益効果が予想されます。ただし、本見通しは、現在の光栄工業株式会社の計画に基づ

き予想したものでありますので、今後、変動する可能性があります。 

２．株式分割について 

当社は、平成18年５月15日開催の取締役会において、株式の分割を行うことを決議いたしました。 

１．株式分割の目的 

株主還元と株主数の拡大 

２．株式分割の概要 

①分割方法 

平成18年6月8日最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載された株主の所有普通株式1株を2株に分

割する。ただし、分割の結果生ずる 1 株未満の端株株式は、これを一括売却し、その処分代金を端数

の生じた株主に対しその端数に応じて分配する。 

②分割により増加する株式数 

株式分割前の当社発行済株式総数   ２２５，４９６，６０４株 

今回の分割により増加する株式数   ２２５，４９６，６０４株 

株式分割後の当社発行済株式総数   ４５０，９９３，２０８株 

③株式分割後の発行可能株式総数 

同日の取締役会において、会社法第 184 条第 2 項の規定に基づき、当社の定款上の発行可能株式総

数について現行の450,000,000株から900,000,000株に変更することを決議しております。 

３．日程 

効力発生日   平成18年6月9日 

株券発行日   平成18年8月上旬 

４．配当起算日  平成18年4月1日 
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当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合における（1株当たり情報）の各数値はそれぞれ以下の

とおりであります。 

前連結会計年度 

自平成16年4月 1日 

至平成17年3月31日 

当連結会計年度 

自平成17年4月 1日 

至平成18年3月31日 

1株当たり純資産額                9円30銭 

1株当たり当期純利益額             1円12銭 

なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益額について

は、潜在株式が存在していないために記載しておりませ

ん。 

1株当たり純資産額                 ７円46銭 

1株当たり当期純利益額             0円33銭 

なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益額について

は、潜在株式が存在していないために記載しておりませ

ん。 

 

 

U注 記 事 項 

（連結貸借対照表関係） 

                          前連結会計年度    当連結会計年度 

                             （千円）        （千円） 

１．担保資産及び担保付債務 

  担保に供している資産の額 

    土地                                          377,185                331,483 

    建物                                           83,002                 45,570 

    投資有価証券                                   11,160                      - 

    自己株式                                       52,516                 13,917 

     計                                          523,863                390,960 

  担保付債務 

    長期借入金                                    183,914                183,000 

    短期借入金                                     68,974                121,000 

２．有形固定資産の減価償却累計額                      846,833                890,946 

３．受取手形割引額                                     16,290                  9,600 

４．仮払消費税及び仮受消費税は相殺の上、未払消費税等に含めて表示しております。 

５．表示単位は千円未満を切捨てております。 

 

（連結損益計算書関係） 

１．販売費及び一般管理費のうち主要な項目及び金額 

    広告宣伝費                                    427,184                319,386 

    給与手当                                      314,706                368,786 

        賞与                                           47,821                 55,023 

    地代家賃                                      168,331                147,844 

    業務委託費                                          -                 92,930 

    租税公課                                            -                 88,691 

２．特別利益の主要な項目及び金額 

    債務免除益                                          -                 44,517 

    前期損益修正益                                      -                  7,301 

３．特別損失の主要な項目及び金額 

    貸倒損失                                        2,333                  3,764 

    過年度未納税額分延滞税                         26,377                      - 

    固定資産除却損                                  1,269                 143,235 

    たな卸資産除却損                                    -                  15,032 

    建物解体工事費                                      -                  50,603 

    減損損失                                             -                 23,951 
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４．固定資産除却損の内訳 

    構築物、建物附属設備                            1,269                     - 

    借地権                                             -                 143,235 

５．減損損失 

（１）減損損失を認識した資産グループ 

場所 用途 種類 減損損失金額 

東京都八条島八丈島町 遊休資産 建物 23,951千円 

（２）資産のグルーピングの方法 

当グループでは、継続的に損益の把握を実施している管理会計上の単位である事業グループ別にグルー

ピングを行っております。ただし、将来の使用が見込まれていない遊休資産などは、個別の資産グループ

として取扱っております。 

（３）減損損失の認識に至った経緯 

事業の用に供していない遊休資産グループのうち、市場価格が帳簿価額に対して著しく下落した資産に

ついて減損損失を認識しました。 

（４）回収可能価額の算定 

遊休資産グループの回収可能額は正味売却価額により測定しており、主に固定資産税評価額を基礎とし

て合理的に調整した金額により評価しております。 

 

（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

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との関係 

    現金及び預金                                  545,880               668,088 

        預入期間が3ヶ月を超える定期預金              286,025               286,078 

    現金及び現金同等物                            259,855               382,010 

 

（1株当たり情報） 

前連結会計年度 

自平成16年4月 1日 

至平成17年3月31日 

当連結会計年度 

自平成17年4月 1日 

至平成18年3月31日 

1株当たり純資産額                18円60銭 

1株当たり当期純利益額             2円23銭 

なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益額について

は、潜在株式が存在していないために記載しておりませ

ん。 

1株当たり純資産額                14円92銭 

1株当たり当期純利益額             0円65銭 

なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益額について

は、潜在株式が存在していないために記載しておりませ

ん。 

(注)1株当たり当期純利益額の算定上の基礎は以下のとおりであります。 

 前連結会計年度 

自平成16年4月 1日 

至平成17年3月31日 

当連結会計年度 

自平成17年4月1日 

至平成18年3月31日 

当期純利益（千円） 

普通株主に属しない金額（千円） 

普通株式に係る当期純利益（千円） 

期中平均株式数（株） 

251,340 

- 

251,340 

112,608,805 

146,494 

- 

146,494 

225,163,822 
 
 

（退職給付関係） 

１．採用している退職給付制度の概要 

当社は、退職一時金制度を設けておりますが、連結子会社は退職給付制度を設けておりません。 

２．退職給付債務に関する事項（平成18年3月31日現在） 

簡便法を適用し、退職給付に係る期末自己都合支給額を退職債務とする方法を選択しております。 

イ 退職給付債務                         72,825千円 

ロ 会計基準変更時の未処理額             31,564 

ハ 退職給付引当金（イーロ）             41,260 
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３．退職給付費用に関する事項（自平成17年4月1日 至平成18年3月31日） 

簡便法により下記のごとく算出しております。 

イ 期首退職給付引当金                     42,738 

ロ 当期退職給付額                          9,613 

ハ 期末退職給付引当金                     41,260 

ニ 当期退職給付費用（ハー（イーロ））       8,134 

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

会計基準変更時差異の処理年数は15年です。 

 

U5．セグメント情報U 

１．事業の種類別セグメント情報 

 前連結会計年度（平成16年４月１日～平成17年３月３１日）             （単位：百万円） 

 

科        目 

製造・供給 

事業部門 

流通サービ

ス事業部門 

 

計 

消去または 

全社 

 

連   結 

Ⅰ売上高及び営業利益 

  外部顧客への売上高 

  内部売上又は振替高 

      計 

 

3,412 

10 

3,423 

 

948 

23 

971 

 

4,360 

33 

4,394 

 

- 

(33) 

(33) 

 

4,360 

- 

4,360 

 営業費用 2,841 964 3,805 (32) 3,773 

 営業利益 582 6 588 (1) 587 

Ⅱ資産、減価償却費及び資本的支出 

  資産 

  減価償却費 

 

8,058 

51 

 

2,512 

3 

 

10,570 

54 

 

(4,378) 

- 

 

6,191 

54 

 資本的支出 145 48 193 - 193 

 

 当連結会計年度（平成17年４月１日～平成18年３月３１日）             （単位：百万円） 

 

   科        目 

製造・供給 

事業部門 

流通サービ

ス事業部門 

 

計 

消去または 

全社 

 

連   結 

Ⅰ売上高及び営業利益 

  外部顧客への売上高 

  内部売上又は振替高 

      計 

 

3,676 

- 

3,676 

 

1,142 

- 

1,142 

 

4,819 

- 

4,819 

 

- 

- 

- 

 

4,819 

- 

4,819 

 営業費用 3,020 1,143 4,164 17 4,182 

 営業利益 655 (1) 654 (17) 637 

Ⅱ資産、減価償却費及び資本的支出 

  資産 

  減価償却費 

 

10,433 

82 

 

3,091 

1 

 

13,524 

83 

 

(6,027) 

- 

 

7,497 

83 

 資本的支出 149 2 151 (1) 150 

 (注) １．金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

２．事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

３．各区分に属する主要製品、商品及びサービスは以下の通りです。 

製造供給事業部門――押出機及び土木試験機の製造供給、ログハウス及び高級スウェーデン住

宅の企画、設計、施工、監理と家具，付帯設備の製造供給 

 流通サービス事業部門――パソコン、周辺機器、部品及びソフト、その他の流通サービス 

 

２．所在地別セグメント情報 

   当社は、本邦以外の国又は地域に所在する連結関係会社及び在外支店がありませんので、この項に関す

る該当事項はありません。 
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３．海外売上高 

   前連結会計年度（平成１6年４月１日～平成１7年３月３１日）及び当連結会計年度（平成１7年４月１

日～平成１8年３月３１日）における海外売上高は，連結売上高の１０％未満でありますので、記載を

省略しております。 

 

U６．生産，受注及び販売の状況U 

（１）連結製品別売上高                               （単位：千円） 

 前連結会計年度 

自 平成16年 4月 1日 

至 平成17年3月31日 

当連結会計年度 

自 平成17年 4月 1日 

至 平成18年3月31日 

 

前年同期比較 

製造供給事業部門 3,412,312 3,676,709 264,397 

流通サービス事業部門 948,448 1,142,766 194,318 

合        計 4,360,760 4,819,476 458,716 

 

（２）連結受注高、受注残高                                                                  （単位：千円） 

前連結会計年度 

(平成16年4月1日～平成17年3月31日) 

当連結会計年度 

(平成17年4月1日～平成18年3月31日) 

 

受 注 高 受 注 残 高 受 注 高 受 注 残 高 

製造供給事業部門 4,689,312 2,498,675 3,794,482 2,616,448 

流通サービス事業部門 948,448 - 1,142,766 - 

合        計 5,637,760 2,498,675 4,937,248 2,616,448 

 （注） 金額は千円未満を切り捨てて表示しております。 

 

U７．有価証券U 

（１）満期保有目的の債券で時価のあるもの 

    前連結会計年度(平成17年3月31日現在)及び当連結会計年度(平成18年3月31日現在)とも該当す

るものはありません。 

（２）その他有価証券で時価のあるもの                         （単位:千円） 

 前連結会計年度(平成17年3月31日現在) 当連結会計年度(平成18年3月31日現在) 

種    類 取 得 原

価 

連結貸借対

照表計上額 

差額 取得原価 連結貸借対

照表計上額 

差額 

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 

 

890,104 

 

730,140 

 

△159,964 

 

878,199 

 

1,273,691 

 

395,492 

（３）時価評価されていない主な有価証券       （単位：千円） 

 前連結会計年度 

連結貸借対照表計上

額 

当連結会計年度 

連結貸借対照表計上

額 

その他有価証券 

  非上場株式 

 

8,345 

 

321,247 

 

U８．デリバティブ取引の契約額、時価及び評価損益U 

 現在,デリバティブ取引の残高は有りませんので,該当事項はありません。 

 

U９．関連当事者との取引U 

   該当事項はありません。 
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U１０．税効果会計 

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                               (千円) 

①流動資産 

未払賞与                          9,654 

販売用不動産評価損                6,739 

工事補償引当金                    4,200 

U未払事業税                        9,609 

小計                             30,202 

②固定資産 

減価償却費                          936 

貸倒引当金                        8,830 

貸倒損失                          5,474 

減損損失                          9,788 

退職給付引当金                   16,863 

Uその他有価証券評価差額金        △9,503 

小計                             32,388 

U繰延税金資産合計                 62,590 

繰延税金負債 

  その他有価証券評価差額金        119,792 

 

 


