
平成21年3月期 第3四半期決算短信 

平成21年2月4日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社 エフ・ジェー・ネクスト 上場取引所 東 

コード番号 8935 URL http://www.fjnext.com
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 肥田 幸春

問合せ先責任者 （役職名） 取締役 経営企画室 IR広報担当 （氏名） 田村 守 TEL 03-6733-1111

四半期報告書提出予定日 平成21年2月13日

1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 16,694 ― 296 ― 134 ― △437 ―

20年3月期第3四半期 23,698 50.0 3,501 183.2 3,462 205.1 2,045 217.2

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3四半期 △27.57 ―

20年3月期第3四半期 127.37 ―

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3四半期 33,066 17,084 51.7 1,097.76
20年3月期 35,909 18,040 50.2 1,123.11

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  17,084百万円 20年3月期  18,040百万円

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  
 

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 ― 13.00 ― 13.00 26.00
21年3月期 ― 8.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 8.00 16.00

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 26,620 △11.3 1,240 △69.6 1,050 △73.8 140 △93.3 8.86

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  

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。  

(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） 

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。  

(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、その他の特記事項 
１．本資料に掲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。なお、上記予想に関する事項は３ページ【定性的情報・財務諸表等】３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧
下さい。 
２．予想１株当たり当期純利益の算出に際しましては、12月末時点において合理的に算出可能な予想期中平均株式数15,795,727株を使用しております。 
３．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。  

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3四半期  16,098,250株 20年3月期  16,098,250株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  535,400株 20年3月期  35,400株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第3四半期  15,871,941株 20年3月期第3四半期  16,062,850株
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 当第３四半期におけるわが国経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発した世界的な金融危機が実体経済に

も影響を及ぼし、企業収益の大幅な低下、設備投資の減少、雇用・所得環境の悪化による個人消費の低迷等、景気は

急速に悪化してまいりました。 

 不動産業界におきましては、急激な信用収縮の影響を受け不動産取引が減少傾向にあります。首都圏マンション市

場におきましては、2008年のマンション供給戸数は、４万3,733戸と前年の６万1,021戸に比べて28.3％の減少となり

ました（株式会社不動産経済研究所調べ）。 

 当社グループの主要事業領域である資産運用型分譲マンション市場におきましても、少人数世帯による都心指向な

どを背景に、安定したインカムゲインが期待できる金融商品として比較的景気変動の影響を受けにくい商品特性はあ

るものの、経済の先行き不透明感から顧客の購入検討期間が長期化する傾向があります。 

 このような経営環境のもと、当社グループは、長期・安定的な収益基盤の確立を基本方針に、首都圏において自社

ブランド「ガーラマンションシリーズ」の開発・販売の拡大、顧客サポート体制の充実、ブランド力の強化を図って

まいりました。また、中古マンション売買の拡充に積極的に取り組み、収益拡大に全力を尽くしてまいりました。 

 こうした結果、当第３四半期連結累計期間は、売上高 百万円（前年同期比29.6％減）、営業利益２億96百

万円（前年同期比91.5％減）、経常利益１億34百万円（前年同期比96.1％減）となりました。また、役員報酬の減額

を行ったことに伴い役員退職慰労引当金戻入額55百万円を特別利益に計上しましたが、繰延税金資産の取崩しにより

法人税等調整額を４億12百万円計上したこと等により４億37百万円の四半期純損失となりました。なお、前年同期比

は参考として記載しております。 

 事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。 

（不動産販売事業） 

 不動産販売事業におきましては、自社ブランド「ガーラマンションシリーズ」を積極的に営業展開するとともに、

中古マンション280戸を販売した結果、ワンルームマンション売上高105億８百万円（530戸）、ファミリーマンショ

ン売上高21億97百万円（68戸）、その他収入25億63百万円となり、合計売上高は152億70百万円となりました。営業

損益につきましては、人件費・広告費等の経費削減を推進したものの、販売環境の悪化による売上高の減少、及び原

価率上昇に伴う売上総利益の低下を吸収するには至らず、75百万円の営業損失となりました。 

（不動産賃貸・建物管理事業） 

 不動産賃貸・建物管理事業におきましては、賃貸物件、管理物件の増加により、売上高９億65百万円、営業利益は

４億59百万円となりました。 

（その他事業） 

 その他事業におきましては、売上高４億58百万円を計上しましたが、建築請負事業の低迷、及び昨年７月開業の旅

館事業における先行費用発生等により、１億９百万円の営業損失となりました。 

   
 なお、当社グループの主力事業である分譲マンション販売事業は、顧客への引渡しをもって売上が計上されます。

そのため、マンションの竣工や引渡しのタイミングにより四半期毎の業績に偏重が生じる傾向があります。   

  

（１）資産、負債及び純資産の状況  

 当第３四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ28億43百万円減少し、330億66百万

円となりました。これは主として、販売用不動産の減少等によるものであります。 

 負債は、前連結会計年度末に比べ18億87百万円減少し、159億82百万円となりました。これは主に支払手形及

び有利子負債の減少等によるものであります。 

 また、純資産は、前連結会計年度末に比べ９億56百万円減少し、170億84百万円となり、自己資本比率は、

51.7％となりました。   

  

（２）キャッシュ・フローの状況  

 当第３四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローが 20億99百

万円の増加、投資活動によるキャッシュ・フローが１億44百万円の増加、財務活動によるキャッシュ・フローが

10億６百万円の減少となりました。この結果、当第３四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は59億

34百万円となり、前連結会計年度末と比較して12億37百万円の増加となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果、獲得した資金は20億99百万円となりました。主な収入は、たな卸資産24億16百万円の減少、

及び前渡金５億50百万円の減少等であります。主な支出は、仕入債務９億11百万円の減少、及び法人税等の支払

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 

166億94

２．連結財政状態に関する定性的情報 
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額９億58百万円等であります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果、獲得した資金は１億44百万円となりました。主な収入は、投資有価証券の売却による収入３

億29百万円、定期預金の解約による収入２億13百万円であります。主な支出は、温泉旅館「伊東遊季亭」のリニ

ューアル工事等に伴う有形固定資産の取得による支出４億48百万円であります。   

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

  財務活動の結果、減少した資金は10億６百万円となりました。主な収入は、事業用地、及び中古物件の購入

資金対応のための長短借入による収入50億64百万円であります。主な支出は、長期借入金の返済による支出55億

61百万円であります。 

  

 平成21年３月期の業績予想につきましては、平成20年10月27日発表の業績予想に変更はありません。 

  

 該当事項はありません。  

   

 固定資産の減価償却費の算定方法は、年間償却予定額を期間按分する方法によっております。  

  

３．連結業績予想に関する定性的情報 

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） 

（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 

（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 通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、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 平成18年７月５日）が

適用されたことに伴い、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）により算定しております。これにより、当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調

整前四半期純利益は、それぞれ17,291千円減少しております。 
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 6,076,541 4,986,423

受取手形及び営業未収入金 447,720 550,782

有価証券 5,586 5,570

販売用不動産 13,130,040 17,613,101

仕掛販売用不動産 10,422,537 8,461,975

未成工事支出金 258,687 226,184

原材料及び貯蔵品 15,104 6,755

前渡金 13,857 564,634

繰延税金資産 243,408 267,077

その他 241,538 877,549

貸倒引当金 △1,493 △10,486

流動資産合計 30,853,529 33,549,566

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 878,694 446,491

減価償却累計額 △168,651 △130,266

建物及び構築物（純額） 710,043 316,225

土地 442,261 442,261

建設仮勘定  8,185

その他 205,322 186,665

減価償却累計額 △148,491 △133,696

その他（純額） 56,831 52,969

有形固定資産合計 1,209,136 819,642

無形固定資産 27,743 38,089

投資その他の資産   

投資有価証券 168,611 198,923

繰延税金資産 263,955 647,953

その他 557,789 670,647

貸倒引当金 △14,387 △15,188

投資その他の資産合計 975,969 1,502,336

固定資産合計 2,212,849 2,360,068

資産合計 33,066,378 35,909,635
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 332,565 1,244,111

短期借入金 3,551,099 1,360,000

1年内返済予定の長期借入金 3,693,920 7,654,920

未払金 325,487 242,279

未払法人税等 62,597 757,652

預り金 1,167,616 1,205,699

賞与引当金 100,690 128,017

その他 602,461 320,816

流動負債合計 9,836,437 12,913,497

固定負債   

長期借入金 3,332,030 2,060,000

退職給付引当金 133,388 140,600

役員退職慰労引当金 896,800 989,800

長期預り敷金保証金 1,739,749 1,736,493

長期預り金 43,678 28,830

固定負債合計 6,145,645 4,955,724

負債合計 15,982,082 17,869,221

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,858,970 1,858,970

資本剰余金 2,345,801 2,345,801

利益剰余金 13,126,452 13,897,301

自己株式 △232,351 △54,851

株主資本合計 17,098,873 18,047,221

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △14,577 △6,808

評価・換算差額等合計 △14,577 △6,808

純資産合計 17,084,296 18,040,413

負債純資産合計 33,066,378 35,909,635
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 16,694,318

売上原価 12,557,764

売上総利益 4,136,553

販売費及び一般管理費  

広告宣伝費 531,989

給料手当及び賞与 1,258,545

賞与引当金繰入額 97,888

退職給付費用 10,821

役員退職慰労引当金繰入額 23,400

その他 1,917,264

販売費及び一般管理費合計 3,839,909

営業利益 296,643

営業外収益  

受取利息 6,381

受取配当金 11,963

違約金収入 2,840

その他 17,214

営業外収益合計 38,399

営業外費用  

支払利息 135,978

開業費償却 39,026

その他 25,187

営業外費用合計 200,193

経常利益 134,849

特別利益  

役員退職慰労引当金戻入額 55,600

貸倒引当金戻入額 9,000

特別利益合計 64,600

特別損失  

関係会社株式売却損 232

投資有価証券評価損 14,403

特別損失合計 14,635

税金等調整前四半期純利益 184,814

法人税、住民税及び事業税 209,346

法人税等調整額 412,997

法人税等合計 622,343

四半期純損失（△） △437,528
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（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 4,697,120

売上原価 3,610,465

売上総利益 1,086,654

販売費及び一般管理費  

広告宣伝費 166,055

給料手当及び賞与 318,560

賞与引当金繰入額 97,888

退職給付費用 5,532

役員退職慰労引当金繰入額 11,000

その他 585,031

販売費及び一般管理費合計 1,184,068

営業損失（△） △97,414

営業外収益  

受取利息 2,396

受取配当金 1,665

違約金収入 10

その他 2,317

営業外収益合計 6,389

営業外費用  

支払利息 46,853

その他 5,868

営業外費用合計 52,721

経常損失（△） △143,747

特別損失  

投資有価証券評価損 5,160

特別損失合計 5,160

税金等調整前四半期純損失（△） △148,907

法人税、住民税及び事業税 24,266

法人税等調整額 △6,982

法人税等合計 17,284

四半期純損失（△） △166,191
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31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利益 184,814

減価償却費 129,167

貸倒引当金の増減額（△は減少） △9,793

賞与引当金の増減額（△は減少） △27,327

退職給付引当金の増減額（△は減少） △7,212

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △93,000

受取利息及び受取配当金 △18,344

支払利息 135,978

投資有価証券評価損益（△は益） 14,403

関係会社株式売却損益（△は益） 232

売上債権の増減額（△は増加） 103,062

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,416,003

仕入債務の増減額（△は減少） △911,546

前渡金の増減額（△は増加） 550,777

前受金の増減額（△は減少） 147,218

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） 3,256

未払消費税等の増減額（△は減少） 514,776

その他 35,813

小計 3,168,280

利息及び配当金の受取額 18,346

利息の支払額 △128,229

法人税等の支払額 △958,533

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,099,863

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 △448,578

有形固定資産の売却による収入 15,109

投資有価証券の取得による支出 △2,875

投資有価証券の売却による収入 329,970

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
支出

△232

定期預金の増減額（△は増加） 213,329

その他 37,522

投資活動によるキャッシュ・フロー 144,244

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） 2,191,099

長期借入れによる収入 2,873,000

長期借入金の返済による支出 △5,561,970

自己株式の取得による支出 △177,500

配当金の支払額 △331,273

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,006,644

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,237,464

現金及び現金同等物の期首残高 4,697,362

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,934,826
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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。 

  

 該当事項はありません。 

  

 当第３四半期連結会計期間（自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31日） 

 当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

 （注）１．事業区分の方法及び各区分の主な内容 

事業区分は事業内容を勘案して次のとおり分類しております。 

不動産販売事業…………………不動産の販売、仲介 

不動産賃貸・建物管理事業……不動産の賃貸管理、建物管理 

その他事業………………………建築物の設計、施工、請負、不動産のリノベーションほか 

２．会計処理の方法の変更 

 「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」２．（1）に記載のとおり、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 平成18年７月５日）を

適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、当第３四半期連結累計期間の営業

利益が、不動産販売事業で17,291千円減少しております。 

  

 当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

 本邦以外の国又は地域に所在する連結会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。   

  

 当第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

 海外売上高がないため該当事項はありません。  

  

（４）継続企業の前提に関する注記 

（５）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

  
不動産販売事業 

（千円） 

不動産賃貸・ 

建物管理事業 
（千円）  

その他事業

（千円） 

計

（千円）  
消去又は全社 
（千円）  

連結

（千円）  

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高  4,308,485  323,887  64,748  4,697,120  －  4,697,120

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  48,674  3,946  52,620  (52,620)  －

計  4,308,485  372,561  68,694  4,749,740  (52,620)  4,697,120

営業利益又は営業損失（△）  △217,706  156,876  △42,478  △103,308  5,893  △97,414

  
不動産販売事業 

（千円）  

不動産賃貸・ 

建物管理事業 
（千円）  

その他事業

（千円） 
計

（千円）  
消去又は全社 
（千円） 

連結

（千円） 

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高  15,270,138  965,282  458,897  16,694,318  －  16,694,318

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  142,407  23,062  165,470  (165,470)  －

計  15,270,138  1,107,689  481,960  16,859,788  (165,470)  16,694,318

営業利益又は営業損失（△）  △75,051  459,132  △109,098  274,982  21,661  296,643

〔所在地別セグメント情報〕 

〔海外売上高〕 

（６）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等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

前第３四半期連結累計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31日） 

   

科目 

前年同四半期
（平成20年３月期 
第３四半期） 

金額（千円）

Ⅰ 売上高  23,698,441

Ⅱ 売上原価  16,024,445

売上総利益  7,673,996

Ⅲ 販売費及び一般管理費  4,172,069

営業利益  3,501,926

Ⅳ 営業外収益  47,429

Ⅴ 営業外費用  87,220

経常利益  3,462,135

Ⅵ 特別利益  9,000

Ⅶ 特別損失  2679

税金等調整前四半期純利益  3,468,456

税金費用  1,422,512

四半期純利益  2,045,943
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（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

前第３四半期連結累計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31日） 

  
前年同四半期

（平成20年３月期 
第３四半期） 

区分 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純利益  3,468,456

減価償却費  40,599

受取利息及び配当金 △22,978

支払利息  78,996

たな卸資産の増減額  △7,143,582

仕入債務の増減額 △3,428,143

その他  1,033,242

小計 △5,973,408

利息及び配当金の受取額  23,020

利息の支払額 △77,964

法人税等の支払額 △3,147,302

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△9,175,655

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 

△21,422

投資有価証券の取得による
支出  

△2,898

投資有価証券の売却による
収入  19,440

定期預金等の増減額  3,490

その他 △115,340

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

   △116,730

Ⅲ 財務活動によるキャッシ
ュ・フロー   

短期借入金の純増減額 △2,762,000

長期借入れによる収入  8,777,200

長期借入金の返済による支
出 

△2,350,000

配当金の支払額     △476,500

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー  3,188,699

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加
額（又は減少額） 

△6,103,686

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首
残高  14,706,696

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末
残高  8,603,009
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前第３四半期連結累計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31日） 

前第３四半期連結累計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31日） 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

（３）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

  
不動産販売事業 

（千円） 

不動産賃貸・ 

建物管理事業 
（千円）  

その他事業

（千円） 

計

（千円）  
消去又は全社 
（千円）  

連結

（千円）  

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高  22,154,791  918,962  624,687  23,698,441  －  23,698,441

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  115,347  4,050  119,397  (119,397)  －

計  22,154,791  1,034,309  628,737  23,817,839  (119,397)  23,698,441

営業費用  19,040,914  621,411  690,411  20,352,738  (156,222)  20,196,515

営業利益又は営業損失（△）  3,113,876  412,897  △61,673  3,465,100  36,825  3,501,926

〔所在地別セグメント情報〕 

〔海外売上高〕 

前第３四半期連結累計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31日） 

海外売上高がないため該当事項はありません。  

  

㈱エフ・ジェー・ネクスト　（8935）　平成21年３月期　第３四半期決算短信

- 12 -




