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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 3,721 ― △184 ― △367 ― △77 ―
20年3月期第3四半期 4,811 ― 232 ― 217 ― 328 ―

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 △0.17 ―
20年3月期第3四半期 0.73 ―

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 14,287 6,797 30.4 9.64
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3四半期  4,339百万円 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  

上記の表への記載は、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  有  

「業績予想の修正に関するお知らせ」に詳細記載しておりますが、修整の理由は、 1．今回より連結の範囲に加えた株式会社ピコイの損益計算書の連結が決算期のず
れと連結時点のずれにより今回連結できなかったこと 2．下半期より回復予想であった持分法適用の技研興業株式会社の業績が大幅に悪化したため1億円以上の損失
負担が生じたこと 3．これらに加え世界的な不況の影響もあるためであります。  

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 6,100 △13.3 100 △84.7 △100 ― 30 △92.6 0.07

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）  有  

当社の連結子会社フリージアトレーディング株式会社が平成20年11月17日に株式会社ピコイの株式の追加取得をしました。その結果、従来は持分法適用子会社で
ありっました株式会社ピコイを連結子会社といたします。（株式所有割合が有効議決権数の54％となり、また役員も派遣しましたので、連結子会社としました。）  

(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。 
＊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 1 社 （社名 株式会社ピコイ ） 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3四半期 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3四半期 811,572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3四半期 450,193,940株 20年3月期第3四半期 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 3四半期決算短信 

【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３四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に進行し、更に実体経済の悪化も招くに至っています。国内経済状

況も 100 年来の深刻な低迷となり、上場株価の大幅下落と円高による製造業への打撃は深刻であります。

また、契約社員の打ち切り等を中心とした雇用不安に基づく、消費支出の減退などもあって景気の減速が

進行し、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、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 586,940 千円 54,006 千円

 筐体等事業 937,297 千円 45,395 千円

 各種容器事業 659,597 千円 37,953 千円

住宅関連事業部門     

 住宅関連事業 973,733 千円 △245,981 千円

 不動産事業 24,299 千円 △1,091 千円

流通サービス事業部門    539,268 千円 △31,814 千円

「製造供給事業部門」 

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３四半期連結会計期間としては、やや低めながらも順調に推移しております。 

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、当第３四半期連結会計期間にＩＴ産業の減産

の影響を受け、受注が減少しつつあります。 

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。 

「住宅関連事業部門」 

  ①住宅関連事業 

  ＊住宅事業 

    住宅業界は、昨年のサブプライム問題を初めとして世界的な不況にあり、わが国においても着工

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３四半期連結会計期間の着工、竣

工件数が減少しておりますが、今後需要の掘り起こし等により、回復させるべく注力中です。同時
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フリージア・マクロス㈱（6343）平成 21 年 3 月期第 3四半期決算短信 

に、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損益は全て少数株主損益となり、連結

当期純損益に寄与しない結果になっております。 

  ②不動産事業 

    当第３四半期連結会計期間は、不動産の売買がほとんどなく、賃貸と管理による収益のみとなっ

ております。当面は不動産不況もあって、同様な状況が続くものと思われます。 

「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、Ｍ＆Ａを含む企画、再生投資にシフトして参りました。当面

はインターネット主体のＰＣ関連商品の販売による収益が続いております。 

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損益は全て少数株主損益となり、

連結当期純損益に寄与いたしません。 

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3,548百万円増加しました。その内訳は流動資産が1,547

百万円増加し、固定資産は2,000百万円の増加でした。これは、主として新たに㈱ピコイを連

結の範囲に含めたためであります。 

   負債は1,614百万円増加しましたが、これも主として上記資産と同様な理由によるものであ

ります。 

   この結果、純資産は1,933百万円増加しておりますが、これは新たな子会社の連結による少

数株主持分の増加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 6,100 百万円 △100 百万円 30 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、今回修正いたしました。当初予想において、今回より連結の範囲

に加えました㈱ピコイの売上高、損益等は、第 3四半期より連結可能であると見て策定した

ものですが、㈱ピコイの決算期のずれ等あり、第 3四半期の決算作業内で実際には第 4四半

期からの連結となりました。そのため、売上高で約 15.7 億円、経常利益で約 2.5 億円のず

れが生じております。 

   さらに、当初は利益予想でありました持分法適用の技研工業㈱の業績が大幅に悪化し、持

分法で約 1億以上の損失の負担が生じております。 

   これらに加えて世界的な景況の悪化による影響もあり、上記のごとき大幅な修正をせざる
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を得ませんでした。 

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） 

    当第３四半期連結会計期間より新たに以下の会社を連結子会社といたしました。 

     社名：株式会社ピコイ 

    資本金：673 百万円 

    売上高：5,135 百万円（平成 20 年 1月期） 

    主要な事業の内容：住宅関連事業（関連工事施工） 

    決算期：1月 31 日 

（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

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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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 1,094,147 667,734

受取手形及び売掛金 1,455,240 756,939

商品 65,825 86,175

製品 44,082 50,930

原材料 268,804 190,195

仕掛品 496,333 409,742

販売用不動産 1,468,856 1,476,174

未成工事支出金 138,152 114,537

短期貸付金 356,646 400,409

繰延税金資産 143,522 63,897

その他 271,299 247,540

貸倒引当金 △48,282 △9,970

流動資産合計 5,754,629 4,454,306

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,763,086 1,423,123

機械装置及び運搬具 537,810 512,066

土地 3,564,482 2,331,093

その他 152,335 158,953

減価償却累計額 △1,131,191 △1,055,967

有形固定資産合計 4,886,522 3,369,269

無形固定資産   

のれん 846,316 239,820

その他 139,081 112,734

無形固定資産合計 985,397 352,555

投資その他の資産   

関係会社株式 1,908,162 2,513,991

長期貸付金 690,868 221,437

繰延税金資産 90,703 104,992

その他 533,033 505,214

貸倒引当金 △562,257 △162,028

投資その他の資産合計 2,660,510 3,183,606

固定資産合計 8,532,430 6,905,430

資産合計 14,287,059 11,359,737
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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 974,864 736,584

未払金 147,978 126,088

短期借入金 1,115,226 937,002

1年内返済予定の長期借入金 591,034 472,907

1年内償還予定の社債 238,500 176,000

未払法人税等 31,019 150,095

未成工事受入金 418,224 558,043

引当金 67,502 42,447

その他 332,483 239,467

流動負債合計 3,916,834 3,438,638

固定負債   

社債 1,070,500 996,000

長期借入金 1,926,006 1,451,329

長期未払金 310,233 299,275

引当金 112,968 35,818

その他 153,480 49,479

固定負債合計 3,573,189 2,831,902

負債合計 7,490,024 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 1,462,340 1,559,191

自己株式 △17,746 △17,260

株主資本合計 4,496,163 4,593,501

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △156,167 △92,397

評価・換算差額等合計 △156,167 △92,397

少数株主持分 2,457,038 588,093

純資産合計 6,797,035 5,089,197

負債純資産合計 14,287,059 11,359,737
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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 3,721,136

売上原価 2,831,951

売上総利益 889,184

販売費及び一般管理費 1,073,861

営業損失（△） △184,676

営業外収益  

受取利息 2,325

投資有価証券売却益 42,121

その他 47,893

営業外収益合計 92,340

営業外費用  

支払利息 67,931

社債発行費 28,874

持分法による投資損失 89,615

その他 88,852

営業外費用合計 275,274

経常損失（△） △367,610

特別利益  

損害賠償金 41,860

貸倒引当金戻入額 3,759

前期損益修正益 20,324

その他 131,372

特別利益合計 197,315

特別損失  

訴訟関連損失 39,866

前期損益修正損 16,704

貸倒損失 10,054

その他 5,186

特別損失合計 71,811

税金等調整前四半期純損失（△） △242,106

法人税、住民税及び事業税 11,476

法人税等還付税額 △7,170

法人税等調整額 △3,695

法人税等合計 610

少数株主損失（△） △164,985

四半期純損失（△） △77,731
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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（△） △242,106

減価償却費 74,757

退職給付引当金の増減額（△は減少） △10,100

貸倒損失 10,054

のれん償却額 43,561

為替差損益（△は益） 51,834

固定資産除却損 1,389

貸倒引当金の増減額（△は減少） △10,289

受取利息及び受取配当金 △4,688

支払利息 67,931

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） 89,615

売上債権の増減額（△は増加） 172,714

たな卸資産の増減額（△は増加） △9,946

仕入債務の増減額（△は減少） △75,270

未払消費税等の増減額（△は減少） 1,055

その他 △28,907

小計 89,483

利息及び配当金の受取額 3,935

利息の支払額 △64,089

法人税等の支払額 △145,798

営業活動によるキャッシュ・フロー △116,469

投資活動によるキャッシュ・フロー  

金銭の信託の解約による収入 150,000

定期預金の預入による支出 28,062

有形固定資産の取得による支出 △58,004

投資有価証券の売却による収入 303,194

貸付けによる支出 △269,177

貸付金の回収による収入 55,763

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
収入

224,088

投資その他の資産の増減額（△は増加） 3,409

投資活動によるキャッシュ・フロー 437,335

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 96,353

長期借入金の返済による支出 △279,365

社債の発行による収入 259,000

社債の償還による支出 △122,000

自己株式の処分による収入 199,165

自己株式の取得による支出 △486

配当金の支払額 △19,120

財務活動によるキャッシュ・フロー 133,547

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 454,413

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 739,177
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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）第 3四半期連結損益計算書 

（単位：千円） 

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 

金額 

Ⅰ売上高 4,811 

Ⅱ売上原価 3,288 

売上総利益 1,523 

Ⅲ販売費及び一般管理費 1,291 

営業利益 232 

Ⅳ営業外収益  89 

Ⅴ営業外費用 104 

経常利益 217 

Ⅵ特別利益 15 

Ⅶ特別損失 76 

税金等調整前四半期純損失 156 

税金費用 

少数株主損失（△印） 

△18 

△153 

当四半期純利益 328 
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