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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9月30日） 

（注）当グループでは、業績の主体は下半期にありますので、上半期の業績としてはほぼ順調に推移しておりますが、持分法による投資損失が71百万円と予想外に大き
かったため四半期純利益が赤字になりました。下半期は持分法適用会社の業績が回復するため、損失の減少が可能と思われます。  

(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2四半期 2,627 ― △131 ― △234 ― △38 ―
20年3月期第2四半期 2,781 △12.3 16 △94.7 32 △87.5 139 294.1

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2四半期 △0.09 ―
20年3月期第2四半期 0.31 ―

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2四半期 10,729 4,854 40.7 9.71
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2四半期  4,369百万円 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、記載できませんでしたので、1株当たり配当金はすべて空欄としました。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） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無   

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 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．通期の業績予想は、今回修正しませんでした。当社を取り巻く情勢があまりにも不透明であること、下半期に連結子会社を増やす予定があるもののその業績の見通
しが難しいことなど増減の要因が錯綜しておりますので、本年末（第3四半期末）において、必要であれば修正いたします。 
＊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 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第2四半期 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2四半期 805,192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2四半期 450,197,130株 20年3月期第2四半期 450,218,749株
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フリージア・マクロス㈱（6343）平成 21 年 3 月期第 2四半期決算短信 

【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２四半期連結累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

績悪化に端を発した世界的な金融不安が進行しつつあり、上場株価の大幅下落と円高による国内実体経済

への影響が深刻化しています。さらに原油と食糧の高騰による消費支出の減退などもあって景気の減速と

インフレが現実のものとなり、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、営業利益、経常利益及び当期純利益は、いずれも減少しており、減収、減益と

なりました。その内訳は、以下の通りです。 

 当期（累計期間）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 385 百万円 26 百万円

 住宅事業 723 百万円 △188 百万円

 筐体等事業 682 百万円 43 百万円

 各種容器事業     420 百万円 24 百万円

流通サービス事業部門 367 百万円 △22 百万円

不動産事業部門 48 百万円    19 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２四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２四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筐体等事業 

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

④各種容器事業 

   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
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フリージア・マクロス㈱（6343）平成 21 年 3 月期第 2四半期決算短信 

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

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。当第２四半期連結累計期間においては、フリージアハウス株式会社が一部不動産の売却を行いま

した。また、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630百万円減少しました。その内訳は流動資産が254百

万円減少し、固定資産は383百万円の減少でした。これは、売掛金、投資有価証券、繰延税金

資産等が減少したためであります。 

   負債は395百万円減少しましたが、長期借入金、未成工事受入金が減少しております。 

   この結果、純資産は235百万円減少しておりますが、これは少数株主持分の減少によるもの

であります。 

  

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 

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．通期の業績予想は、今回修正しておりせん。当社グループを取り巻く情勢があまりに

も不透明であること、下半期に連結子会社を増やす予定があるもののその業績の見通しが現

時点では難しいことなど増減の要因が錯綜しておりますので、本年末（第 3四半期末）にお

いて、必要があれば修正いたします。 

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 

  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
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フリージア・マクロス㈱（6343）平成 21 年 3 月期第 2四半期決算短信 

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、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。 
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フリージア・マクロス㈱(6343)　平成21年3月期第2四半期決算短信

１【四半期連結財務諸表】
　(1)【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

当第2四半期連結会計期間末(平
成20年9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)

資産の部
　流動資産
　　現金及び預金 678,769 667,734
　　受取手形及び売掛金 529,982 756,939
　　商品 77,683 86,175
　　製品 41,219 50,930
　　原材料 173,662 190,195
　　仕掛品 444,206 409,742
　　販売用不動産 1,465,606 1,476,174
　　未成工事支出金 76,634 114,537
　　短期貸付金 240,053 400,409
　　繰延税金資産 120,374 63,897
　　その他 366,037 247,540
　　貸倒引当金 △7,414 △9,970
　　流動資産合計 4,206,817 4,454,306
　固定資産
　　有形固定資産
　　　建物及び構築物 1,437,798 1,423,123
　　　機械装置及び運搬具 532,804 512,066
　　　土地 2,365,249 2,331,093
　　　その他 138,084 158,953
　　　減価償却累計額 △1,100,791 △1,055,967
　　　有形固定資産合計 3,373,145 3,369,269
　　無形固定資産
　　　のれん ※2 210,780 239,820
　　　その他 112,734 112,734
　　　無形固定資産合計 323,514 352,555
　　投資その他の資産
　　　関係会社株式 ※3 2,453,746 2,513,991
　　　長期貸付金 340,639 221,437
　　　繰延税金資産 19,045 104,992
　　　その他 170,900 505,214
　　　貸倒引当金 △158,628 △162,028
　　　投資その他の資産合計 2,825,703 3,183,606
　　固定資産合計 6,522,364 6,905,430
　資産合計 10,729,181 11,359,737
負債の部
　流動負債
　　支払手形及び買掛金 ※1 696,872 736,584
　　未払金 143,267 126,088
　　短期借入金 968,000 937,002
　　1年内返済予定の長期借入金 357,792 472,907
　　1年内償還予定の社債 270,500 176,000
　　未払法人税等 8,453 150,095
　　未成工事受入金 438,309 558,043
　　引当金 37,155 42,447
　　その他 213,634 239,467
　　流動負債合計 3,133,985 3,438,638
　固定負債
　　社債 1,070,500 996,000
　　長期借入金 1,291,324 1,451,329
　　長期未払金 303,665 299,275
　　引当金 32,280 35,818
　　その他 43,321 49,479
　　固定負債合計 2,741,091 2,831,902
　負債合計 5,875,077 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 1,501,237 1,559,191
　　自己株式 △17,672 △17,260
　　株主資本合計 4,535,135 4,593,501
　評価・換算差額等
　　その他有価証券評価差額金 △165,341 △92,397
　　評価・換算差額等合計 △165,341 △92,397
　少数株主持分 484,309 588,093
　純資産合計 4,854,103 5,089,197
負債純資産合計 10,729,181 11,359,737
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フリージア・マクロス㈱(6343)平成21年3月期第2四半期決算短信

　(2)【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）
当第2四半期連結累計期間
(自 平成20年4月1日
至 平成20年9月30日)

売上高 2,627,645
売上原価 2,057,315
売上総利益 570,329
販売費及び一般管理費 ※1 701,547
営業損失（△） △131,217
営業外収益
　受取利息 2,665
　投資有価証券売却益 42,121
　その他 45,363
　営業外収益合計 90,150
営業外費用
　支払利息 45,045
　社債発行費 24,754
　持分法による投資損失 71,988
　その他 51,391
　営業外費用合計 193,179
経常損失（△） △234,246
特別利益
　損害賠償金 41,860
　貸倒引当金戻入 5,956
　前期損益修正益 19,543
　受取補償金 8,197
　完成工事保証引当金戻入 4,631
　特別利益合計 80,189
特別損失
　訴訟関連損失 39,866
　前期損益修正損 16,704
　その他 2,246
　特別損失合計 58,817
税金等調整前四半期純損失（△） △212,874
法人税、住民税及び事業税 8,647
法人税等還付税額 △5,528
法人税等調整額 △43,375
法人税等合計 △40,256
少数株主損失（△） △133,783
四半期純損失（△） △38,834
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フリージア・マクロス㈱(6343) 　平成２１年３月期第２四半期決算短信　　

　(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計
（単位：千円）

当第2四半期連結累計期間
(自 平成20年4月1日
至 平成20年9月30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損失（△） △212,874
　減価償却費 50,374
　退職給付引当金の増減額（△は減少） △3,538
　固定資産除却損 1,389
　貸倒引当金の増減額（△は減少） △11,912
　受取利息及び受取配当金 △5,001
　支払利息 45,045
　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） 71,988
　売上債権の増減額（△は増加） 117,330
　たな卸資産の増減額（△は増加） 48,741
　仕入債務の増減額（△は減少） △91,205
　未払消費税増減額(△は減少） △8,849
　その他 △86,059
　小計 △126,692
　利息及び配当金の受取額 4,412
　利息の支払額 △44,685
　法人税等の支払額 △144,761
　営業活動によるキャッシュ・フロー △311,726
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
　定期預金の預入による支出 △16,338
　有形固定資産の取得による支出 △48,700
　投資有価証券の売却による収入 223,193
　貸付けによる支出 △119,202
　貸付金の回収による収入 160,356
　投資その他の資産の増減額（△は増加） 17,377
　投資活動によるキャッシュ・フロー 366,686
財務活動によるキャッシュ・フロー
　短期借入金の返済による支出 △84,117
　長期借入金の返済による支出 △155,615
　社債の発行による収入 259,000
　社債の償還による支出 △90,000
　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 △412
　配当金の支払額 △19,120
　財務活動によるキャッシュ・フロー △60,264
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △5,304
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 ※1 279,460
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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】 

 前年同四半期に係る財務諸表 

（１）中間連結損益計算書 

（単位：千円） 

前中間連結会計期間 

（自 平成 19 年 4 月 1日 

  至 平成 19 年 9月 30 日） 

 

科目 

金額 

Ⅰ売上高 2,781,973 

Ⅱ売上原価 1,946,200 

売上総利益 835,773 

Ⅲ販売費及び一般管理費 818,975 

営業利益 16,798 

Ⅳ営業外収益  92,355 

Ⅴ営業外費用 76,611 

経常利益 32,541 

Ⅵ特別利益 7,682 

Ⅶ特別損失 53,736 

税金等調整前四半期純損失 △13,511 

税金費用 

少数株主損失（△印） 

△75,153 

△77,781 

中間純利益 139,422 
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