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（百万円未満切捨て） 

１．平成20年５月期第３四半期財務・業績の概況（平成19年６月１日～平成20年２月29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３四半期 29,063 (△6.8) 532 (△29.8) 380 (△50.1) 140 (△59.1)

19年５月期第３四半期 31,168 (5.2) 757 (35.5) 761 (28.8) 344 (△6.9)

（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３四半期   16  19   －  － 

19年５月期第３四半期   38  67   －  － 

（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３四半期 42,565  8,898       22.7  1,023  70 

19年５月期第３四半期 41,858      9,148       23.7  1,027  56 

（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３四半期     △1,829          △629      2,113      1,171 

19年５月期第３四半期     △1,278      △342       910       985 

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

 

 

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）【参考】 

（％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 

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 42,000 0.3 900 △19.0 780 △22.8 300 △49.9   34  16 

 
 
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            ：有 

（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。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1 株当たり配当 

（基準日） 第３四半期末 

     円   銭 

20 年５月期第３四半期   －   － 
19 年５月期第３四半期   －   － 
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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３四半期における連結経営成績につきましては、住宅事業及び建設事業において改正

建築基準法施行の影響による住宅需要の冷え込み、工事完成時期の遅れなどにより売上高は

29,063百万円となり前年同期に比べ2,104百万円減少し、これに伴い利益面につきましても営

業利益532百万円、経常利益380百万円となり前年同期を下回ることとなりました。また、従

来、その他販売費として処理しておりました流通事業におけるポイントについて、当期より

引当金を計上する方法に変更したことに伴い、ポイント引当金繰入額を特別損失に計上した

などにより、当四半期純利益140百万円となりました。 

通期ベースにおいては、上記の要因により平成20年１月10日付で通期業績予想を下方修正

しており、現在のところ売上高、利益ともにほぼ修正予想どおり推移しております。 

   なお、当第３四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 11,506  39.6  

流通事業 13,301  45.8  

住宅事業 1,405  4.8  

建設事業 1,748  6.0  

不動産賃貸事業 502  1.7  

その他事業 598  2.1  

合  計 29,063  100.0  

 
２．連結財政状態に関する定性的情報 

当第３四半期末の総資産は42,565百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,090百万円の増

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1,944百万円、未成工事支出金を含む「たな卸資産」が1,123百万円それぞれ増加したこと

などにより流動資産が2,685百万円増加しました。また、固定資産につきましては、主に投資

有価証券評価差額の減少などにより、合計で594百万円減少しております。一方、負債合計に

つきましては、33,667百万円となり、前連結会計年度に比べ2,491百万円の増加となりました。

これは主に「短期借入金」が1,882百万円、及び「長期借入金」が321百万円それぞれ増加し

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３四半期末の現金及び現金同等物は

1,171百万円となり、前連結会計年度末に比べ345百万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2,113百万円の獲得となりま

したが、営業活動において売上債権及びたな卸資産の増加などにより合計1,829百万円、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629百万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、上記１．連結経営成績に関する定性的情報のとおり平成20

年１月10日に通期業績予想の修正を行っており、当四半期末以降につきまして修正予想どお

りの業績が見込まれることから、業績予想の変更をしておりません。 

 

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。 
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 (3) 近の連結会計年度からの会計処理の方法の変更 

  ①役員退職慰労引当金 

    従来、役員退職慰労金は、支出時に費用処理をしておりましたが、「租税特別措置法上の

準備金及び特別法上の引当金又は準備金並びに役員退職慰労金等に関する監査上の取り扱

い」（日本公認会計士協会監査・保証実務委員会報告第42号平成19年４月13日）が公表され

たことに伴い、当期より役員退職慰労引当金として計上する方法に変更しております。 

これに伴い、過年度相当額23,040千円を特別損失に含めて計上した結果、従来の方法に

よった場合に比べて、営業利益及び経常利益は2,103千円減少し、税引等調整前第３四半期

純利益は7,507千円減少しております。 

  ②ポイント引当金 

    従来、ポイント使用に伴う費用は、使用時に計上しておりましたが、将来の使用見込額

を合理的に算定できるようになったこと、及びポイント残高が増加したことに伴い、ポイ

ント未使用残高に対し利用実績率に基づき算出された将来支出すると見込まれる額をポイ

ント引当金として計上する方法に変更しております。 

    これに伴い、ポイント引当金88,572千円は特別損失に含めて計上しており、この結果、

従来と同一の方法を採用した場合と比べて税金等調整前第３四半期純利益は88,572千円減

少しております。 
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５．（要約）第３四半期連結財務諸表 

(1)（要約）第３四半期連結貸借対照表 

（単位：千円未満切り捨て、％） 

前年同四半期末 当四半期末 

(平成19年５月期

 第３四半期末) 

(平成20年５月期

 第３四半期) 

増  減 
（参考）前期末 

(平成19年５月期)科  目 

金 額 金 額 金 額 増減率 金 額 

（資産の部）      

Ⅰ 流動資産      

 1.現金及び預金 1,064,620 1,260,212  1,606,160

 2.受取手形及び売掛金 4,760,887 5,728,994  3,784,103

 3.営業貸付金 1,285,599 1,423,868  1,478,238

 4.たな卸資産 12,310,037 13,166,251  12,042,273

 5.その他 2,062,175 1,798,149  1,737,352

 6.貸倒引当金 △194,332 △214,310  △170,248

流動資産合計 21,288,988 23,163,165 1,874,177 8.8 20,477,881

Ⅱ 固定資産  

 1.有形固定資産 15,092,411 14,928,340 △164,070 △1.1 14,782,264

 2.無形固定資産 126,693 127,015 321 0.2 122,397

 3.投資その他の資産  

  (1)投資有価証券 4,385,792 3,369,797  4,163,731

  (2)その他 1,001,737 1,053,094  1,015,621

  (3)貸倒引当金 △36,918 △75,983  △87,084

固定資産合計 20,569,716 19,402,264 △1,167,454 △5.7 19,996,929

資産合計 41,858,705 42,565,429 706,724 1.7 40,474,811
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   （単位：千円未満切捨て、％）

前年同四半期末 当四半期末 

(平成19年５月期

 第３四半期末) 

(平成20年５月期

 第３四半期) 

増  減 
（参考）前期末 

(平成19年５月期)科  目 

金 額 金 額 金 額 増減率 金 額 

（負債の部）      

Ⅰ 流動負債      

 1.支払手形及び買掛金 7,707,227 6,973,966  6,877,542

2.短期借入金 16,884,884 18,526,244  16,643,442

 3.その他 1,682,239 2,025,499  1,604,633

流動負債合計 26,274,351 27,525,711 1,251,360 4.7 25,125,617

Ⅱ 固定負債  

 1.長期借入金 4,890,578 5,065,455  4,743,521

 2.退職給付引当金 232,924 188,600  186,490

 3.その他 1,311,893 887,504  1,120,300

固定負債合計 6,435,396 6,141,561 △293,835 △4.6 6,050,311

負債合計 32,709,747 33,667,272 957,525 2.9 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 5,722,267 6,035,715  5,977,084

 自己株式 △318,176 △318,762  △318,643

  株主資本合計 9,047,174 9,360,036 312,862 3.4 9,301,523

Ⅱ 評価・換算差額等 

  その他有価証券評価差額金 861,741 295,686 △566,055 △65.7 761,779

  評価・換算差額等合計 861,741 295,686  761,779

Ⅲ 少数株主持分 △759,958 △757,565 2,393 － △764,421

  純資産合計 9,148,957 8,898,156 △250,800 △2.7 9,298,881

  負債純資産合計 41,858,705 42,565,429 706,724 1.7 40,474,811
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(2)（要約）第３四半期連結損益計算書 

（単位：千円未満切り捨て、％） 

前年同四半期末 当四半期末 

(平成19年５月期

 第３四半期末) 

(平成20年５月期 

 第３四半期) 

増  減 

（参考）前期末

(平成19年５月

期) 
科  目 

金 額 金 額 金 額 増減率 金 額 

Ⅰ売上高 31,168,456 29,063,540 △2,104,915 △6.8 41,840,025

Ⅱ売上原価 25,507,129 23,565,642 △1,941,487 △7.6 34,076,857

  売上総利益 5,661,326 5,497,898 △163,428 △2.9 7,763,167

Ⅲ販売費及び一般管理費 4,903,760 4,965,863 62,102 1.3 6,651,884

営業利益 757,566 532,034 △225,531 △29.8 1,111,282

Ⅳ営業外収益 340,781 262,017 △78,763 △23.1 369,054

Ⅴ営業外費用 336,671 413,806 77,135 22.9 469,027

経常利益 761,676 380,245 △381,430 △50.1 1,011,309

Ⅵ特別利益 27,791 12,060 △15,731 △56.6 154,674

Ⅶ特別損失 40,430 134,475 94,045 232.6 300,531

税金等調整前四半期

（当期）純利益 
749,037 257,829 491,207 △65.5 865,451

法人税、住民税及び 

事業税 
383,148 162,907 △220,240 △57.5 271,241

法人税等調整額 △18,818 △69,067 △50,249 － △18,407

少数株主損益 40,397 23,295 △17,101 △42.3 13,492 

第３四半期（当期）

純利益 
344,309 140,693 △203,615 △59.1 599,125
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(3)（要約）第３四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３四半期） 

 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） 344,309  344,309

 自己株式の取得（千円） △278,693 △278,693

 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 259,995 △278,693 △18,698

平成19年２月28日残高（千円） 1,775,640 1,867,443 5,722,267 △318,176 9,047,174

 

 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） 344,309 

 自己株式の取得（千円） △278,693 

 株主資本以外の項目の四半期中

の変動額（純額）（千円） 
△125,011 △125,011 98,615 △26,395 

四半期中の変動額合計 △125,011 △125,011 98,615 △45,094 

平成19年２月28日残高（千円） 861,741 861,741 △759,958 9,148,957 
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  当四半期（平成20年５月期 第３四半期） 

 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） 140,693  140,693

 自己株式の取得（千円） △119 △119

 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 58,631 △119 58,512

平成19年８月31日残高（千円） 1,775,640 1,867,443 6,035,715 △318,762 9,360,036

 

 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） 140,693 

 自己株式の取得（千円） △119 

 株主資本以外の項目の四半期中

の変動額（純額）（千円） 
△466,092 △466,092 6,855 △459,237 

四半期中の変動額合計 △466,092 △466,092 6,855 △400,724 

平成19年８月31日残高（千円） 295,686 295,686 △757,565 8,898,156 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

㈱テーオー小笠原（9812）　平成20年５月期　第３四半期財務・業績の概況



 10 

 

（参考）前期（平成19年５月期） 

 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） 599,125  599,125

 自己株式の取得（千円） △279,160 △279,160

 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 514,811 △279,160 △235,650

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

 

 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） 599,125 

 自己株式の取得（千円） △279,160 

 株主資本以外の項目の四半期中

の変動額（純額）（千円） 
△224,973 △224,973 94,151 △130,821 

四半期中の変動額合計 △224,973 △224,973 94,151 104,829 

平成19年５月31日残高（千円） 761,779 761,779 △764,421 9,298,881 
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(4)（要約）第３四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

前第３四半期 

自平成18年６月１日

至平成19年２月28日

当第３四半期 

自平成19年６月１日 

至平成20年２月29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     749,037     257,829     865,451 

  減価償却費     517,920     478,586     635,960 

  貸倒引当金の増減額（減少は△）    △99,618     32,961     △73,535 

  受取利息及び受取配当金 △57,468 △59,559 △58,602 

  支払利息     287,850     320,189     382,961 

  為替差損益（益は△）        802     △1,253       216 

  オプション評価損益（益は△）    △30,252  54,363    △46,909 

  有形固定資産売却益 △20,498     △12,060 △20,793 

  有形固定資産売廃却損  13,469     10,801 50,834 

  売上債権の増減額（増加は△）    △465,636   △1,861,832     259,733 

  たな卸資産の増加額   △1,880,109   △1,123,227   △1,528,711 

  仕入債務の増加額    1,223,154      96,424     393,469 

  その他   △939,784     461,110    △852,411 

小  計    △701,133   △1,345,664      7,662 

  利息及び配当金の受取額 55,081      58,717 58,791 

  利息の支払額    △284,104    △335,678    △384,743 

  法人税等の支払額    △348,040    △207,209    △330,205 

営業活動によるキャッシュ・フロー   △1,278,197   △1,829,834    △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     △47,793     △20,293     △57,439 

  定期預金の払戻による収入 16,000 20,575      16,000 

  有形固定資産の取得による支出    △540,653    △645,488    △588,279 

  有形固定資産の売却による収入      55,962      12,239     249,957 

  投資有価証券の取得による支出     △16,448     △5,809     △15,201 

  投資有価証券の売却による収入      9,480        90     55,612 

  投資その他の資産取得による支出    △157,380    △139,584    △284,113 

  投資その他の資産売却による収入     338,723     148,863     514,920 

投資活動によるキャッシュ・フロー    △342,110    △629,407    △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    1,938,689    1,561,979    1,700,930 

  長期借入による収入     966,010    3,084,960    1,646,610 

  長期借入金の返済による支出   △1,701,628   △2,442,203   △2,472,749 

  自己株式の取得による支出    △207,737     △9,098    △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     910,270    2,113,575     578,896 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額（減少は△）    △710,037    △345,666    △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     985,689    1,171,917    1,517,583 
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