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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第1四半期 1,324 ― △118 ― △163 ― 5 ―

20年3月期第1四半期 1,191 △2.8 △59 ― △54 ― 36 ―

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

21年3月期第1四半期 0.01 ―

20年3月期第1四半期 0.08 ―

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

21年3月期第1四半期 11,482 4,992 39.1 9.97
20年3月期 11,359 5,089 39.6 10.00

（参考） 自己資本  21年3月期第1四半期  4,487百万円 20年3月期  4,501百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  

＊上記表への記載は、小数点3桁以下の場合は、記載できませんので、1株当たり配当金はすべて空欄といたしました。しかし、実際には、20年3月期実績、21年3月期予
想ともに０．１２５円であります。  

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― ― ― ― ―

21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― ― ―

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
 

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

第2四半期連結累計期間 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

通期 8,000 13.7 700 7.1 700 3.7 350 △14.2 0.78

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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

詳細は、4ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

詳細は、4ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

＊業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
  １．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。 
  ２．第2四半期累計期間の見通しについては、最近の経済状況が不安定であり、かつ、当社連結会社の業績が期末日近くの数ヶ月に集中することが多いことか     
ら、現時点では見通しを作成しておりません。同期間については、見通しが得られ次第、ご報告します。 
  ３．通期の売上高の予想は、今回修正しました。現在の経済情勢を勘案して、より固めの見通しとすることにした次第です。 
＊当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指   
針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期 450,993,208株 20年3月期 450,993,208株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期 793,955株 20年3月期 786,963株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期 450,202,749株 20年3月期第1四半期 450,218,749株
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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 四半期連結会計期間におけるわが国経済は、サブプライム問題を起点としたアメリカ金融界の業

績悪化が現実のものとなって現れたこと、一方、国内では原油と食糧の高騰による消費支出の減退などを

原因とした景気の減速とインフレが現実のものとなる等前会計年度に比し、厳しい情勢となりつつありま

す。かかる情勢の下、当社の当連結会計期間における業績は、売上高は前年度比で増加しました。営業利

益、経常利益及び当期純利益も増加し、増収増益を達成しております。その内訳は、以下の通りです。 

② 当期のセグメント別の概況 

セグメント 売上高 営業利益又は営業損失 

製造供給事業部門   

 機械・機器事業 169 百万円 15 百万円 

 住宅事業 362 百万円  △176 百万円 

 筐体等事業 368 百万円 45 百万円 

 各種容器等事業     216 百万円  18 百万円 

流通サービス事業部門 200 百万円 △3 百万円 

不動産事業部門 7 百万円    △0 百万円 

①機械・機器事業 

  プラスチック押出機部門並びに土木試験機部門は、例年第４四半期に売上が集中する傾向があり

当第１四半期としては順調に推移しております。 

②住宅事業 

    住宅業界は、建築基準法の改定による影響は続いており、着工件数の減少は止まっていません。

当社も影響を受けており、当第 1四半期連結会計期間は、着工、竣工件数が減少しましたが年度後

半に回復させるべく注力中です。今後は、ビル建築、建築関連の会社のＭ＆Ａ等により、急拡大さ

せてゆく所存です。 

なお、当事業は、連結子会社のフリージアハウス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。 

③筐体製造事業 

   光栄工業株式会社における ATM 筐体製造事業は、資材高騰中でも順調に推移しております。 

④各種容器製造事業 

   前連結会計年度に新たにフリージアトレーディング㈱が買収いたしました㈱ユタカは、売上高、

営業利益等順調であり、経営の体質改善を当社指導の下で着実に進めつつあります。 

「流通サービス事業部門」 

当事業部門は、流通事業を縮小して、企画、再生投資にシフトしております。インターネット主体

のＰＣ関連商品の販売を継続していきますが、グループの方針は、製造業及び建築関連事業等の増大
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に注力しています。 

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。 

「不動産事業部門」 

   当社の販売用不動産の売上実績は、前連結会計年度後半に実現し、売上高、経常利益に寄与しまし

たが、当第 1四半期連結会計期間においては、前期業績の継続とはいきませんでした。なお、新たに

連結子会社となりました㈱ケーシーは、不動産の管理等で着実な実績を上げつつあります。 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

  財政状態の分析 

   総資産は、前連結会計年度末に比べ123百万円増加しました。その内訳は流動資産が362百

万円増加しましたが、固定資産は240百万円の減少でした。流動資産では、現金預金が264百

万円増加しており、あくまで一時的なものであり、固定資産では、投資その他の資産が減少

したのが主因です。 

   負債は219百万円増加しましたが、流動負債が184百万円、固定負債が36百万円それぞれ増

加しております。 

   この結果、純資産は96百万円減少しております。 

  

３．連結業績予想に関する定性的情報 

（連結） 

 売上高 経常利益 当期純利益 

第 2 四半期累計期間 -百万円 -百万円 -百万円 

通       期 8,000 百万円 700 百万円 350 百万円 

（注）１．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。 

   ２．第２四半期累計期間の見通しについては、最近の経済状況が不安定であり、かつ、当

社連結会社の業績が期末日近くの数ヶ月に集中することが多いことから、現時点では見通し

を作成しておりません。同期間については、見通しが得られ次第、ご報告します。 

   ３．通期の売上高の予想は、今回修正しました。現在の経済情勢を勘案して固めの見通し

とした次第です。 

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）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

  ①減価償却方法に定率法を採用している場合の減価償却費の按分計算 

 ②退職給付費用の期間按分計算 

(３)四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 
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 ①当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第 12 号）及び「四

半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 14 号）を適用してお

ります。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

 ②たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更 

  たな卸資産については、従来、主として個別法による原価法によっておりましたが、当第 1

四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第 9 号）が適

用されたことに伴い、主として個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低

下に基づく簿価切下げの方法）により算出しております。この変更に伴う損益に与える影響

はありません。 

 

 



５．【四半期連結財務諸表】
　（１）【四半期連結貸借対照表】

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年6月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年3月31日)

区分 金額(千円) 金額(千円)

資産の部

　流動資産

　　現金及び預金 931,904 667,734
　　受取手形及び売掛金 706,188 756,939
　　商品 113,150 86,175
　　製品 47,050 50,930
　　原材料 192,041 190,195
　　仕掛品 451,977 409,742
　　販売用不動産 1,465,340 1,476,174
　　未成工事支出金 140,319 114,537
　　短期貸付金 303,070 400,409
　　繰延税金資産 126,867 63,897
　　その他 347,833 247,540
　　貸倒引当金 △ 8,464 △ 9,970
　　流動資産合計 4,817,278 4,454,306
　固定資産

　　有形固定資産

　　　建物及び構築物 1,423,631 1,423,123
　　　機械装置及び運搬具 513,289 512,066
　　　土地 2,365,485 2,331,093
　　　その他 163,949 158,953
　　　減価償却累計額 △ 1,083,134 △ 1,055,967
　　　有形固定資産合計 3,383,221 3,369,269
　　無形固定資産

　　　のれん 225,300 239,820
　　　その他 112,734 112,734
　　　無形固定資産合計 338,035 352,555
　　投資その他の資産

　　　関係会社株式 2,484,646 2,513,991
　　　長期貸付金 350,257 221,437
　　　繰延税金資産 100,364 104,992
　　　その他 173,070 505,214
　　　貸倒引当金 △ 164,582 △ 162,028
　　　投資その他の資産合計 2,943,755 3,183,606
　　固定資産合計 6,665,011 6,905,430
　資産合計 11,482,290 11,359,737
負債の部

　流動負債

　　支払手形及び買掛金 810,854 736,584
　　未払金 167,659 126,088
　　短期借入金 1,032,451 937,002
　  一年内返済長期借入金 417,703 472,907
　　一年内償還社債 270,500 176,000
　　未払法人税等 58,233 150,095
　　未成工事受入金 571,316 558,043
　　引当金 59,554 42,447
　　その他 233,962 239,467
　　流動負債合計 3,622,235 3,438,638
　固定負債

　　社債 1,126,500 996,000



　　長期借入金 1,362,090 1,451,329
　　長期未払金 299,275 299,275
　　引当金 39,664 35,818
　　その他 39,837 49,479
　　固定負債合計 2,867,367 2,831,902
　負債合計 6,489,603 6,270,540
純資産の部

　株主資本

　　資本金 2,077,766 2,077,766
　　資本剰余金 973,803 973,803
　　利益剰余金 1,544,663 1,559,191
　　自己株式 △ 17,448 △ 17,260
　　株主資本合計 4,578,785 4,593,501
　評価・換算差額等

　　その他有価証券評価差額金 △ 92,056 △ 92,397
　　評価・換算差額等合計 △ 92,056 △ 92,397
　少数株主持分 505,958 588,093
　純資産合計 4,992,686 5,089,197
負債純資産合計 11,482,290 11,359,737



(2)【四半期損益計算書】
当第１四半期連結累計期間

(自 平成20年4月1日
至平成20年6月30日)

区分 金額(千円)
売上高 1,324,382
売上原価 1,096,497
売上総利益 227,884
販売費及び一般管理費 346,485
営業損失（△） △ 118,600
営業外収益

　受取利息 1,080
　投資有価証券売却益 42,121
　その他 16,984
　営業外収益合計 60,186
営業外費用

　支払利息 20,774
　社債発行費 23,538
　持分法投資損失 41,241
　その他 19,809
　営業外費用合計 105,363
経常損失(△） △ 163,777
特別利益

　損害賠償金 39,866
　前期損益修正益 19,001
　その他 6,137
　特別利益合計 65,006
特別損失

　訴訟費用等 39,866
　前期損益修正損 16,704
　その他 857
　特別損失合計 57,427
　税金等調整前四半期純損失（△） △ 156,199
法人税、住民税及び事業税 8,712
法人税等調整額 △ 58,290

法人税等合計 △ 49,577
少数株主損失(△） △ 112,134
四半期純利益 5,513



(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
当第１四半期連結累計期間

(自 平成20年4月1日
 至 平成20年6月30日)

区分 金額(千円)

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 △156,199

　減価償却費 24,854

　退職給付引当金増減額 3,846

　のれん償却額 14,520

　貸倒引当金の増減額（△は減少） △ 457

　受取利息及び受取配当金 △ 1,502

　支払利息 20,774

　投資有価証券売却損益（△は益） △ 42,121

　持分法による投資損益（△は益） 41,241

　売上債権の増減額（△は増加） 80,215

　たな卸資産の増減額（△は増加） △ 82,124

　仕入債務の増減額（△は減少） △ 19,469

　その他 10,110

　小計 △ 106,312

　利息及び配当金の受取額 956

　利息の支払額 △ 17,630

　法人税等の支払額 △ 100,574

　営業活動によるキャッシュ・フロー △ 223,560

投資活動によるキャッシュ・フロー

　投資用資金の供託解除による収入 150,000

　定期預金の払戻による収入 28,910

　有形固定資産の取得による支出 △ 41,119

　投資有価証券の売却による収入 223,193

　貸付けによる支出 △ 128,820

　貸付金の回収による収入 97,339

　その他 1,360

　投資活動によるキャッシュ・フロー 330,863

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 40,245

　長期借入金の返済による支出 △ 89,239

　社債の発行による収入 259,000

　社債の償還による支出 △ 34,000

　自己株式の処分による収入 30,000

　自己株式の取得による支出 △ 188

　配当金の支払額 △ 20,042

　財務活動によるキャッシュ・フロー 185,776

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 293,079

現金及び現金同等物の期首残高 284,764

現金及び現金同等物の四半期末残高 577,843
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 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第 12 号）及び「四半

期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 14 号）を適用しております。

また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

 

（４）継続企業の前提に関する注記 

   該当事項はありません。 

 

（５）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。 
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【参考資料】 

 前四半期に係る財務諸表 

（１）(要約)四半期連結損益計算書 

（単位：百万円） 

前年同四半期 

連結累計期間 

（自 平成 19 年 4 月 1 日 

  至 平成 19 年 6 月 30 日） 

 

 

科目 

金額 

Ⅰ売上高 1,191 

Ⅱ売上原価 865 

売上総利益 326 

Ⅲ販売費及び一般管理費 386 

営業損失（△印） △54 

Ⅳ営業外収益  41 

Ⅴ営業外費用 35 

経常損失（△印） △54 

Ⅵ特別利益 - 

Ⅶ特別損失 - 

税金等調整前四半期純損失 △54 

税金費用 

少数株主損失（△印） 

12 

△78 

四半期純利益 36 
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