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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 1,444 10.6 △76 ― △924 ― △1,637 ―

20年3月期第3四半期 1,306 △80.3 △16 ― △195 ― 241 ―

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 △9.46 ―

20年3月期第3四半期 2.17 ―

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 4,435 1,322 30.2 7.66
20年3月期 6,404 2,836 44.2 16.89

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  1,338百万円 20年3月期  2,832百万円

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 ― ― ― 0.00 0.00
21年3月期 ― ― ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 0.00 0.00

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 1,967 6.0 △20 ― △766 ― △1,504 ― △8.67

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．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 有

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  174,721,725株 20年3月期  167,723,347株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  45,981株 20年3月期  45,793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  173,120,653株 20年3月期第3四半期  111,197,587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３四半期連結累計期間における我が国経済は、世界的な金融不安の実体経済への波及懸念から、企業の設

　備投資や個人消費が減少し、景気の減速傾向が顕在化してまいりました。

  このような状況のなか、当社グループでは、既存事業であります自動車販売事業並びに不動産利用事業において

経営の効率化や合理化を図ってまいりました結果、当第３四半期連結累計期間における売上高は1,444百万円（前年

同期比10.6％増）となりました。

  収益面では、利益構造の抜本改革に取り組んでまいりましたものの、株式取扱手数料の増額等により営業損失は

76百万円（前年同期営業損失16百万円）となりました。また、株式市場の低迷による有価証券運用損を計上いたし

ましたこと等から、経常損失は924百万円（前年同期経常損失195百万円）となり、さらに金銭貸付をしております

貸付先に対する将来の回収可能性を検討した結果、貸倒引当金等を計上することとなりましたことから、四半期純

損失は1,637百万円（前年同期四半期純利益241百万円）となりました。

 

　[セグメントの概況]

　（不動産利用事業）　

　ショッピングセンターの保守に伴う設備投資を実施する一方で事業収益の拡大と安定成長の推進を行いました結

果、売上高は250百万円（前年同期比0.3％増）、営業利益は165百万円（前年同期営業利益149百万円）となりまし

た。

　（自動車販売事業）　

　他ディーラーとの競合が一段と厳しさを増す中、お客様の多様なニーズに的確に応えながら、新車販売店として

の販売体質の強化に取り組みました結果、売上高は1,194百万円（前年同期比13.0％増）となり、営業利益は0.7百

万円（前年同期営業利益5百万円）となりました。

　（鋳・鍛造品製造事業）　

　前連結会計年度よりフジキャスティング株式会社を連結子会社といたしましたが、当第３四半期連結累計期間に

おいて売上がありませんでした。その結果、営業損失は4百万円となりました。　

２．連結財政状態に関する定性的情報

　（１）資産、負債及び純資産の状況

　①　資産の部　

　当第３四半期末の総資産は4,435百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,969百万円減少いたしました。流

動資産は382百万円となり、1,641百万円減少いたしました。これは主に有価証券が495百万円、短期貸付金が

286百万円それぞれ減少し、貸倒引当金が627百万円増加したことによるものであります。固定資産は4,052百万

円となり、328百万円減少いたしました。これは主に投資その他の資産が269百万円減少したことによるもので

あります。

　②　負債の部　

　当第３四半期末の負債合計は、3,112百万円となり、前連結会計年度末に比べ455百万円減少いたしました。

流動負債は1,180百万円となり、299百万円減少いたしました。これは主に支払手形及び買掛金が85百万円、信

用取引未払金が115百万円、一年以内返済予定の長期借入金が122百万円それぞれ減少したことによるものであ

ります。固定負債は1,932百万円となり、156百万円減少いたしました。これは主に社債が60百万円、長期借入

金が53百万円それぞれ減少したことによるものであります。

　③　純資産の部　

　当第３四半期末の純資産は1,322百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,514百万円減少いたしました。こ

れは主に利益剰余金が1,634百万円減少したことによるものであります。

　（２）キャッシュ・フローの状況　

　　　　当第３四半期末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末と比べ244百

　　　万円減少し、128百万円となりました。

　　当第３四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。　

　　①　営業活動によるキャッシュ・フロー　

　営業活動によって使用した資金は90百万円となりました。主な要因は仕入債務の減少85百万円によるもので

あります。
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　　②　投資活動によるキャッシュ・フロー

　投資活動によって使用した資金は3百万円となりました。主なプラス要因は有価証券の純減30百万円であり、

主なマイナス要因は貸付による支出40百万円、定期預金の預入25百万円であります。

　　③　財務活動によるキャッシュ・フロー

　財務活動によって使用した資金は150百万円となりました。主なプラス要因は株式の発行による収入115百万

円であり、主なマイナス要因は短期借入金の返済による支出156百万円、長期借入金の返済による支出70百万円、

社債の償還による支出60百万円であります。

３．連結業績予想に関する定性的情報

　平成21年３月期の連結業績予想に関しまして、平成20年11月７日に公表いたしました「業績予想の修正並びに営

業外費用、特別損失の計上に関するお知らせ」に対する修正はございません。　　

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）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．簡便な会計処理

①　当第３四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認め

られるため、前連結会計年度末の一般債権の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。

②　当第３四半期連結会計期間末においては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末における実地棚卸高を基礎

として合理的な方法により算定しております。

　また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、

簿価切下げを行う方法によっております。

③　定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法に

よっております。

　２．四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理

　　　　　該当事項はありません。

（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棚卸資産については、従来、最終仕入原価法による低価法若しくは個別法による

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）に変更しております。

　なお、これによる第３四半期連結累計期間の損益へ与える影響はありません。　

③　役員退職慰労金は、従来、支出時の費用として処理しておりましたが、第１四半期連結会計期間より、改正

後の「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引当金等に関する監査

上の取扱い」（日本公認会計士協会　平成19年４月13日　監査・保証実務委員会報告第42号）の留意事項を満

たすこととなったため、役員退職慰労金規定に基づく期末要支給額を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。

　これにより、従来の方法によった場合と比べ、第３四半期連結累計期間の営業損失、経常損失及び税金等調

整前四半期純損失は、それぞれ21,784千円増加しております
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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 152,034 380,756

受取手形及び売掛金 27,668 70,310

有価証券 10,027 505,637

商品 59,748 83,774

貯蔵品 260 153

前払費用 41,461 13,302

短期貸付金 648,260 935,000

繰延税金資産 14,532 12,469

その他 57,461 23,184

貸倒引当金 △628,648 △676

流動資産合計 382,808 2,023,912

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 3,037,688 3,036,236

減価償却累計額 △2,096,512 △2,046,033

建物及び構築物（純額） 941,176 990,202

機械装置及び運搬具 74,195 81,463

減価償却累計額 △31,383 △28,774

機械装置及び運搬具（純額） 42,812 52,688

工具、器具及び備品 18,866 18,248

減価償却累計額 △16,656 △16,195

工具、器具及び備品（純額） 2,210 2,052

土地 2,947,603 2,947,603

有形固定資産合計 3,933,802 3,992,547

無形固定資産   

その他 2,003 2,127

無形固定資産合計 2,003 2,127

投資その他の資産   

投資有価証券 101,650 101,600

関係会社株式 － 85,638

長期貸付金 6,854 1,006,954

その他 47,834 142,084

貸倒引当金 △39,736 △949,908

投資その他の資産合計 116,602 386,368

固定資産合計 4,052,408 4,381,043

資産合計 4,435,217 6,404,955
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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 105,214 191,029

短期借入金 604,220 613,000

1年内返済予定の長期借入金 6,600 129,196

1年内償還予定の社債 80,000 80,000

1年内返還予定の預り保証金 43,679 43,679

未払費用 38,076 9,479

未払金 223,024 205,981

信用取引未払金 － 115,163

未払法人税等 15,858 17,222

未払消費税等 13,322 5,284

賞与引当金 4,447 9,036

前受金 35,916 36,543

その他 9,945 24,108

流動負債合計 1,180,303 1,479,723

固定負債   

社債 120,000 180,000

長期借入金 61,700 115,030

長期未払金 70,920 92,953

繰延税金負債 9,936 10,400

役員退職慰労引当金 21,784 －

退職給付引当金 44,270 47,113

長期預り保証金 636,879 676,287

再評価に係る繰延税金負債 966,690 966,690

固定負債合計 1,932,182 2,088,476

負債合計 3,112,486 3,568,200

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,199,421 5,129,438

資本剰余金 4,727,640 4,657,656

利益剰余金 △9,953,739 △8,319,362

自己株式 △26,056 △26,055

株主資本合計 △52,733 1,441,676

評価・換算差額等   

土地再評価差額金 1,391,091 1,391,091

評価・換算差額等合計 1,391,091 1,391,091

少数株主持分 △15,627 3,988

純資産合計 1,322,730 2,836,755

負債純資産合計 4,435,217 6,404,955
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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 1,444,247

売上原価 1,056,701

売上総利益 387,546

販売費及び一般管理費 463,860

営業損失（△） △76,314

営業外収益  

受取利息 22,643

受取配当金 3,688

有価証券評価益 261,361

その他 2,706

営業外収益合計 290,399

営業外費用  

支払利息 22,618

有価証券売却損 673,293

持分法による投資損失 417,688

株式交付費 24,925

その他 310

営業外費用合計 1,138,835

経常損失（△） △924,750

特別損失  

貸倒引当金繰入額 609,547

貸倒損失 125,080

特別損失合計 734,627

税金等調整前四半期純損失（△） △1,659,377

法人税、住民税及び事業税 1,503

法人税等調整額 △2,527

法人税等合計 △1,024

少数株主損失（△） △20,627

四半期純損失（△） △1,637,726
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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 484,190

売上原価 349,591

売上総利益 134,598

販売費及び一般管理費 161,621

営業損失（△） △27,022

営業外収益  

受取利息 7,169

有価証券評価益 427,822

その他 2,029

営業外収益合計 437,021

営業外費用  

支払利息 4,748

有価証券売却損 522,061

持分法による投資損失 15,991

株式交付費 104

その他 10

営業外費用合計 542,916

経常損失（△） △132,918

特別利益  

貸倒引当金戻入額 19,166

特別利益合計 19,166

税金等調整前四半期純損失（△） △113,751

法人税、住民税及び事業税 412

法人税等調整額 1,026

法人税等合計 1,439

少数株主損失（△） △559

四半期純損失（△） △114,631
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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損失（△） △1,659,377

減価償却費 68,611

持分法による投資損益（△は益） 417,688

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,168

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 21,784

貸倒引当金の増減額（△は減少） 609,547

貸倒損失 125,080

賞与引当金の増減額（△は減少） △4,589

受取利息及び受取配当金 △26,331

支払利息 22,618

株式交付費 24,925

有価証券売却損益（△は益） 673,293

有価証券評価損益（△は益） △261,361

売上債権の増減額（△は増加） 42,642

たな卸資産の増減額（△は増加） 16,248

仕入債務の増減額（△は減少） △85,815

未払消費税等の増減額（△は減少） 25,119

その他の資産・負債の増減額 △108,951

小計 △96,699

利息及び配当金の受取額 23,587

利息の支払額 △10,739

法人税等の支払額 △1,919

その他の支出 △5,012

営業活動によるキャッシュ・フロー △90,783

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出 △25,600

定期預金の払戻による収入 9,500

有形固定資産の取得による支出 △2,071

有価証券の純増減額(△は増加) 30,512

投資有価証券の取得による支出 △50

貸付けによる支出 △40,948

貸付金の回収による収入 9,100

その他 16,459

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,098

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 22,000

短期借入金の返済による支出 △156,680

長期借入れによる収入 20,000

長期借入金の返済による支出 △70,026

社債の償還による支出 △60,000

割賦債務の返済による支出 △21,276

株式の発行による収入 115,042

自己株式の取得による支出 △1

財務活動によるキャッシュ・フロー △150,940

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △244,822

現金及び現金同等物の期首残高 373,056

現金及び現金同等物の四半期末残高 128,234
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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

　当社グループは、当第３四半期連結会計期間において、営業損失27百万円、経常損失132百万円を計上し、四半

期純損失114百万円を計上いたしました結果、第３四半期連結累計期間では四半期純損失が1,637百万円となり純

資産が前連結会計年度末に比べ1,514百万円減少し、1,322百万円となりました。また、営業キャッシュ・フロー

につきましては、当第３四半期連結会計期間においては37百万円のマイナスの営業キャッシュ・フローを計上し、

第３四半期連結累計期間では90百万円のマイナス営業キャッシュ・フローを計上することとなりました。当該状

況により、継続企業の前提に重要な疑義が存在しております。

　当社グループは、当該状況を解消すべく、既存事業（不動産利用事業、自動車販売事業、鋳・鍛造品製造事業

の各事業）のさらなる発展充実を図る一方で、必要に応じて部分的な見直しを図る等の合理化策を実施すること

により、事業収益の基盤強化に取り組んでおります。有利子負債の圧縮及び運転資金を確保し財務基盤の強化策

を実施していく為の資本増強として、平成21年1月19日に第三者割当による60百万円の増資ならびに新株予約権の

発行（全ての新株予約権行使後の調達金額600百万円）を行いました。これらの諸施策の取り組みにより、早期に

業績の回復を図り、企業価値向上に一層の努力を傾けてまいります。

　四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な疑義の影響を四半期連結財務

諸表には反映しておりません。

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

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

不動産利用
事　　　業
（千円）

自動車販売
事　　　業
（千円）

鋳・鍛造品
製造事業
（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 250,166 1,194,080 － 1,444,247 － 1,444,247

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
15,921 － － 15,921 (15,921) －

計 266,088 1,194,080 － 1,460,168 (15,921) 1,444,247

営業利益又は営業損失（△） 165,323 718 △4,923 161,117 (237,431) △76,314

　（注）１．事業区分の方法

　　　　　　事業は、売上集計区分によっております。

　　　　２．各事業部の主要な製品

　　　　　　（１）不動産利用事業　　　　　土地、建物、駐車場の賃貸　　　　

　　　　　　（２）自動車販売事業　　　　　ホンダ車の販売及び整備、保険販売

　　（３）鋳・鍛造品製造事業　　　鋳造品・鍛造品の開発、製造（加工・組立を含む）及び販売

〔所在地別セグメント情報〕

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。

〔海外売上高〕

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。

（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

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 1,306,105

Ⅱ　売上原価 948,757

売上総利益 357,348

Ⅲ　販売費及び一般管理費 373,376

営業損失 △16,028

Ⅳ　営業外収益 37,909

Ⅴ　営業外費用 217,701

経常損失 △195,820

Ⅵ　特別利益 603,567

Ⅶ　特別損失 165,359

税金等調整前四半期純利益 242,387

法人税、住民税及び事業税 1,013

少数株主利益 143

四半期純利益 241,230

（２）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～12月31日）

（単位：千円）

不動産利用

事　　　業

自動車販売

事　　　業
その他事業　 計 消去又は全社 連結

売上高及び営業損益

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 249,494 1,056,611 － 1,306,105 － 1,306,105

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
15,750 － 29,988 45,738 (45,738) －

計 265,244 1,056,611 29,988 1,351,843 (45,738) 1,306,105

営業利益又は営業損失（△） 149,089 5,373 26,083 180,546 (196,575) △16,028
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