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平成20年５月期 第１四半期財務・業績の概況 
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上 場 会 社 名  株式会社テーオー小笠原 上場取引所 ＪＡＳＤＡＱ 

コ ー ド 番 号  9812 ＵＲＬ http://www.tog.co.jp 

代 表 者  代表取締役社長   小笠原 康 正  

問合せ責任者  専務取締役  

  統括管理本部本部長 今 野 宮 夫 ＴＥＬ （0138）45-3911 

 

（百万円未満切捨て） 

１．平成20年５月期第１四半期財務・業績の概況（平成19年６月１日～平成19年８月31日） 

（1）連結経営成績                   （％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（当期）
純 利 益

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年５月期第１四半期 9,494 (△5.5) 260 (26.1) 227 (△11.3) 130 (18.4)

19年５月期第１四半期 10,052 (5.1) 206 (9.0) 256 (30.8) 110 (△21.1)

（参考）19年５月期 41,840 1,111  1,011  599  

 

 
１株当たり四半期

（当期）純利益 

潜在株式調整後 

１株当たり四半期

（当期）純利益 

 円   銭 円   銭

20年５月期第１四半期   14  97   －  － 

19年５月期第１四半期   12  35   －  － 

（参考）19年５月期 68  23   －  － 

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益につきましては、潜在株式が存在しないた

め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 
１株当たり 
純 資 産 

 百万円 百万円 ％ 円   銭

20年５月期第１四半期 41,896  9,080       23.5  1,044  58 

19年５月期第１四半期 40,948      9,142       22.3  1,026  82 

（参考）19年５月期 40,474      9,298 24.9 1,157  61 

 

（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

20年５月期第１四半期      △639          △446        1,059      1,491 

19年５月期第１四半期      △776       36      △110       845 

（参考）19年５月期      △648      △108       578      1,517 
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２．配当の状況 

 1 株当たり配当 

（基準日） 第 1四半期末 

     円   銭 

20 年５月期第１四半期   －   － 
19 年５月期第１四半期   －   － 

 

３．平成20年５月期の連結業績予想（平成19年６月１日～平成20年５月31日） 

 
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 

中 間 期 20,500      450      400      210   23  91 

通   期 41,000     1,000      900      410   46  69 

 
 
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)会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無              ：有 

 (3) 近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無            ：無 

（注）詳細は３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。 

 

※業績予想の適切な利用に関する説明 

上記に記載した数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不特

定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等により上記数値と異なる場合があり

ます。 
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【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 

当第１四半期における連結経営成績のにつきましては、売上高は9,494百万円となり前年同

期に比べ557百万円減少しましたが、利益面につきましては、前連結会計年度に行った木材事

業における子会社の合併による売上及び製造原価の圧縮などにより営業利益260百万円、経常

利益227百万円、当四半期純利益130百万円と中間期、通期ベースでほぼ計画どおりに推移し

ております。 

   なお、当第１四半期における事業のセグメント別売上実績は次のとおりであります。 

部  門 売上高（百万円） 構成比（％） 

木材事業 3,639  38.3  

流通事業 4,395  46.3  

住宅事業 491  5.2  

建設事業 615  6.5  

不動産賃貸事業 169  1.8  

その他事業 183  1.9  

合  計 9,494  100.0  

 
２．連結財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期末の総資産は41,896百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,421百万円の増

加となりました。これは主に建設事業における工事未収入金を含む「受取手形及び売掛金」

が999百万円、未成工事支出金を含む「たな卸資産」が565百万円それぞれ増加したことなど

によるものであります。一方、負債合計につきましては、32,815百万円となり、前連結会計

年度に比べ1,639百万円の増加となりました。これは主に流動負債の「支払手形及び買掛金」

が424百万円、「短期借入金」が568百万円、及び固定負債の「長期借入金」が523百万円それ

ぞれ増加したことなどによるものであります。 

   連結キャッシュ・フローの状況につきましては、当第１四半期末の現金及び現金同等物は

1,491百万円となり、前連結会計年度末に比べ26百万円減少しております。これは主に財務活

動において短期借入金及び長期借入金の増加などにより合計1,059百万円の獲得となりまし

たが、営業活動において売上債権の増加などにより合計639百万円、及び、投資活動において

有形固定資産の取得などにより合計446百万円それぞれ支出しております。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 
   連結業績予想につきましては、当四半期末まで上記１．連結経営成績に関する定性的情報

のとおり中間期、通期ベースでほぼ計画どおりに推移しており、当四半期末以降につきまし

ても計画どおりの業績が見込まれることから、平成19年７月18日付、平成19年５月期決算短

信発表時の予想を変更しておりません。 

 

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） 

  該当事項はありません。 

 (2)会計処理の方法における簡便な方法の採用 

  引当金及び税金費用の計算方法については、一部簡便的な方法を用いております。 

 (3) 近の連結会計年度からの会計処理の方法 

  該当事項はありません。 
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５．（要約）四半期連結財務諸表 

(1)（要約）四半期連結貸借対照表 

 

前年同四半期末 当四半期末 (参考)前期末 

 （平成18年８月 

  31日現在） 

（平成19年８月 

31日現在） 

 （平成19年５月 

31日現在） 
科  目 

金 額（千円） 金 額（千円） 金 額（千円） 

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

 1.現金及び預金  889,271     1,577,059 1,606,160 

 2.受取手形及び売掛金 5,682,670 4,783,449 3,784,103 

 3.営業貸付金 1,323,315 1,455,030 1,478,238 

 4.たな卸資産     10,542,016     12,607,840     12,042,273 

 5.その他 1,917,375 1,839,808 1,737,352 

 6.貸倒引当金 △176,310 △156,673 △170,248 

流動資産合計     20,178,338     22,106,515     20,477,881 

Ⅱ 固定資産    

 1.有形固定資産     15,047,169     15,010,504     14,782,264 

 2.無形固定資産 136,792 130,670 122,397 

 3.投資その他の資産    

  (1)投資有価証券 4,530,285 3,713,356 4,163,731 

  (2)その他 1,240,483 1,027,425 1,015,621 

  (3)貸倒引当金 △184,198      △92,322      △87,084 

固定資産合計     20,770,532     19,789,634     19,996,929 

資産合計     40,948,870     41,896,149     40,474,811 
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前年同四半期末 当四半期末 (参考)前期末

 （平成18年８月 （平成19年８月  （平成19年５月 

  31日現在）   31日現在） 31日現在） 
科  目 

金 額（千円） 金 額（千円） 金 額（千円） 

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

 1.支払手形及び買掛金 7,175,894 7,301,870 6,877,542 

2.短期借入金     15,387,778     17,265,425     16,643,442 

 3.その他 2,448,982 1,875,936 1,604,633 

流動負債合計     25,012,655     26,443,233     25,125,617 

Ⅱ 固定負債    

 1.長期借入金 5,163,215 5,267,173 4,743,521 

 2.退職給付引当金 232,085 187,461 186,490 

 3.その他 1,397,981  917,860 1,120,300 

固定負債合計     6,793,282 6,372,494 6,050,311 

負債合計     31,805,937     32,815,727     31,175,929 

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本            

   資本金 1,775,640 1,775,640 1,775,640 

 資本剰余金 1,867,443 1,867,443 1,867,443 

 利益剰余金     5,487,969 6,025,301 5,977,084 

 自己株式      △39,971 △319,113      △318,643 

  株主資本合計 9,091,081 9,349,271 9,301,523 

Ⅱ 評価・換算差額等    

   その他有価証券評価差額金       943,930       488,499      761,779 

  評価・換算差額等合計      943,930      488,499      761,779 

Ⅲ 少数株主持分     △892,079     △757,349     △764,421 

  純資産合計     9,142,932     9,080,422     9,298,881 

  負債純資産合計     40,948,870     41,896,149     40,474,811 
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(2)（要約）四半期連結損益計算書 

 

前年同四半期 

自平成18年６月１日 

至平成18年８月31日 

当四半期 

自平成19年６月１日 

至平成19年８月31日 

(参考)前期 

自平成18年６月１日 

至平成19年５月31日 
科  目 

金 額（千円） 金 額（千円） 金 額（千円） 

Ⅰ売上高     10,052,421     9,494,506     41,840,025 

Ⅱ売上原価      8,277,640      7,672,263     34,076,857 

  売上総利益 1,774,781 1,822,242 7,763,167 

Ⅲ販売費及び一般管理費     1,568,225 1,561,769 6,651,884 

営業利益 206,555 260,473     1,111,282 

Ⅳ営業外収益 147,214 102,212 369,054 

Ⅴ営業外費用  97,168 135,101 469,027 

経常利益 256,602 227,583     1,011,309 

Ⅵ特別利益         231    －      154,674 

Ⅶ特別損失         926  1,028      300,531 

税金等調整前四半期 
（当期）純利益 

255,906 226,554 865,451 

法人税、住民税及び事業税 194,278 123,257 271,241 

法人税等調整額      △25,708      △47,422      △18,407 

少数株主損益      △22,673       20,440       13,492  

第１四半期（当期）純利益 110,010 130,279 599,125 
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(3)（要約）四半期連結株主資本変動計算書 

 

前年同四半期（平成19年５月期 第１四半期） 

 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

平成18年５月31日残高（千円） 1,775,640 1,867,443 5,462,272 △39,482 9,065,873

四半期中の変動額  

 剰余金の配当（千円） △84,313  △84,313

 当期純利益（千円） 110,010  110,010

 自己株式の取得（千円） △488 △488

 株主資本以外の項目の四半期中

の変動額（純額）（千円） 

 
－

四半期中の変動額合計 25,696 △488 25,208

平成18年８月31日残高（千円） 1,175,640 1,867,443 5,487,969 △39,971 9,091,081

 

 評価・換算差額等  

  

 

その他有価証券

評価差額 

評価・換算  

差額等合計 

少数株主持分 純資産合計 

平成18年５月31日残高（千円） 986,752 986,752 △858,573 9,194,052 

四半期中の変動額  

 剰余金の配当（千円） △84,313 

 当期純利益（千円） 110,010 

 自己株式の取得（千円） △488 

 株主資本以外の項目の四半期中

の変動額（純額）（千円） 
△42,821 △42,821 △33,506 △76,328 

四半期中の変動額合計 △42,821 △42,821 △33,506 △51,119 

平成18年８月31日残高（千円） 943,930 943,930 △892,079 9,142,932 
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  当四半期（平成20年５月期 第１四半期） 

 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

平成19年５月31日残高（千円） 1,775,640 1,867,443 5,977,084 △318,643 9,301,523

四半期中の変動額  

 剰余金の配当（千円） △82,061  △82,061

 当期純利益（千円） 130,279  130,279

 自己株式の取得（千円） △469 △469

 株主資本以外の項目の四半期中

の変動額（純額）（千円） 

 
－

四半期中の変動額合計 48,217 △469 47,747

平成19年８月31日残高（千円） 1,775,640 1,867,443 6,025,301 △319,113 9,349,271

 

 評価・換算差額等  

  

 

その他有価証券

評価差額 

評価・換算  

差額等合計 

少数株主持分 純資産合計 

平成19年５月31日残高（千円） 761,779 761,779 △764,421 9,298,881 

四半期中の変動額  

 剰余金の配当（千円） △82,061 

 当期純利益（千円） 130,279 

 自己株式の取得（千円） △469 

 株主資本以外の項目の四半期中

の変動額（純額）（千円） 
△273,279 △273,279 7,072 △266,207 

四半期中の変動額合計 △273,279 △273,279 7,072 △218,459 

平成19年８月31日残高（千円） 488,499 488,499 △757,349 9,080,422 
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(4)（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

 

前年同四半期 

自平成18年６月１日

至平成18年８月31日

当四半期 

自平成19年６月１日 

至平成19年８月31日 

(参考)前期 

自平成18年６月１日

至平成19年５月31日
区  分 

金 額（千円） 金 額（千円） 金 額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー    

  税金等調整前四半期（当期）純利益     255,906     226,554     865,451 

  減価償却費     165,942     150,095     635,960 

  貸倒引当金の増減額（減少は△）     29,640  △8,337     △73,535 

  受取利息及び受取配当金 △37,550 △37,286 △58,602 

  支払利息      88,523     104,993     382,961 

  為替差損益（益は△）        －     △1,481       216 

  オプション評価損益（益は△）    △28,917  14,216    △46,909 

  有形固定資産売却益   △231        － △20,793 

  有形固定資産売廃却損   926   124 50,834 

  売上債権の増減額（増加は△）   △1,574,872    △983,984     259,733 

  たな卸資産の増加額    △112,087    △565,566   △1,528,711 

  仕入債務の増加額     691,821     424,328     393,469 

  その他    △26,506     194,521    △852,411 

小  計    △547,403    △481,823      7,662 

  利息及び配当金の受取額 37,564      37,114 58,791 

  利息の支払額     △94,906    △100,021    △384,743 

  法人税等の支払額    △172,065     △94,713    △330,205 

営業活動によるキャッシュ・フロー    △776,811    △639,443    △648,495 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー    

  定期預金の預け入れによる支出      △9,281     △8,311     △57,439 

  定期預金の払戻による収入 12,225 11,100      16,000 

  有形固定資産の取得による支出    △100,679    △386,620    △588,279 

  有形固定資産の売却による収入      19,226        －     249,957 

  投資有価証券の取得による支出      △1,753     △1,993     △15,201 

  投資有価証券の売却による収入       457        －     55,612 

  投資その他の資産取得による支出     △11,597    △115,067    △284,113 

  投資その他の資産売却による収入     127,774      54,196     514,920 

投資活動によるキャッシュ・フロー      36,371    △446,695     △108,544 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

  短期借入金の増加額     509,044     568,820    1,700,930 

  長期借入による収入      55,980    1,826,140    1,646,610 

  長期借入金の返済による支出     △586,421   △1,249,326   △2,472,749 

  自己株式の取得による支出     △3,747     △3,744    △210,830 

  親会社による配当金の支払額 △85,063 △82,061 △85,063 

財務活動によるキャッシュ・フロー    △110,209    1,059,827     578,896 

Ⅳ 現金及び現金同等物の    △850,649     △26,311    △178,143 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高    1,695,726    1,517,583    1,695,726 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高     845,077    1,491,272    1,517,583 

 


