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1.  平成21年5月期第3四半期の連結業績（平成20年6月1日～平成21年2月28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5月期第3四半期 12,689 ― 497 ― 271 ― 86 ―

20年5月期第3四半期 13,539 15.1 391 △21.6 149 △57.2 △26 ―

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5月期第3四半期 5,829.14 ―

20年5月期第3四半期 △1,817.61 ―

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5月期第3四半期 21,111 3,373 15.8 227,037.81
20年5月期 19,941 3,422 17.2 231,237.55

（参考） 自己資本   21年5月期第3四半期  3,345百万円 20年5月期  3,422百万円

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5月期 ― 0.00 ― 9,500.00 9,500.00
21年5月期 ― 0.00 ―

21年5月期 
（予想）

1,000.00 1,000.00

3.  平成21年5月期の連結業績予想（平成20年6月1日～平成21年5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 19,605 △20.1 600 △67.5 292 △80.3 64 △91.0 4,326.08



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、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） 

(注）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．平成20年7月18日発表の連結業績予想及び配当予想を平成21年4月10日に修正しております。 
2．上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき算出したものであり、実際の業績は今後さまざまな要因によって異なる結果とな
る可能性があります。上記の予想に関連する事項については、3ページの「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」をご参照くだ
さい。 
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5月期第3四半期 14,800株 20年5月期  14,800株

② 期末自己株式数 21年5月期第3四半期  63株 20年5月期  ―株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年5月期第3四半期 14,794株 20年5月期第3四半期 14,800株



当第３四半期連結累計期間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不安

による影響が企業収益へ波及するとともに、製造業を中心とした雇用情勢の急激な悪化を招くなど、景気の減速感は

深刻な状況となりました。 

不動産業界においても同様に影響を受け、中でも投資対象不動産における金融機関の融資姿勢が厳格かつ慎重にな

っているとともに、景気に対する先行き不安感から住宅を買い控える傾向が顕著となり、不動産市況は以前にも増し

て厳しい状況となりました。 

このような状況下、当グループは販売活動に積極的に取り組むとともに、商品性を高め、他社との差別化を図りな

がら事業を推進してまいりました。 

事業の種類別セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

① 住宅事業 

不動産市況が冷え込み、市場環境が厳しい中において当初計画した利益率を下回る結果となりました。売上高

は10,394百万円、営業利益は368百万円となりました。 

 ② 都市事業 

ゴルフ場運営による収益が堅調に推移したことに加えて、名古屋地域において収益型不動産の運営を開始しま

した。売上高は2,301百万円、営業利益は460百万円となりました。 

所在地別セグメントの業績については、当第３四半期連結累計期間において、在外子会社及び在外支店がないため

記載しておりません。 

当第３四半期連結会計期間において、経営環境等に著しい変化が生じたため、繰延税金資産の回収可能性を見直し

た結果、前連結会計年度末に係る繰延税金資産の一部につき、取り崩しを行いました。  

その結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は12,689百万円、営業利益は497百万円、経常利益は271百万円、四

半期純利益は86百万円となりました。 

① 資産 

資産合計は、販売用不動産の取得を進めたことにより、前連結会計年度末と比較して1,169百万円増加し、21,111

百万円となりました。 

② 負債 

負債合計は、仕入債務及び販売用不動産の取得に伴う借入金の増加により、前連結会計年度末と比較して1,217百

万円増加し、17,737百万円となりました。 

③ 純資産 

純資産合計は、前連結会計年度に係る配当金の総額を利益剰余金の増加により補いきれなかったこと等により、前

連結会計年度末と比較して48百万円減少し、3,373百万円となりました。 

④ キャッシュ・フローの状況 

当第３四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益が258百万円、た

な卸資産の増加による支出が2,291百万円となったことを主な要因として2,090百万円の支出となりました。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の売却(収益型不動産の売却)による収入が有形固定資産の取

得による支出を上回ったこと等により、17百万円の収入となりました。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、販売用不動産の仕入に伴う借入金が増加したことを主な要因として1,025

百万円の収入となりました。 

以上の結果により、現金及び現金同等物は1,047百万円減少し、当第３四半期連結会計期間末残高は1,757百万円と

なりました。  

平成21年５月期の通期業績予想につきましては、平成21年４月10日付にて発表しました「業績予想の修正のお知ら

せ」をご参照ください。 

該当事項はありません。    

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

２．連結財政状態に関する定性的情報

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）



① 簡便な会計処理 

ａ 定率法を採用している固定資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して計上する

方法によっております。 

ｂ 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等に著しい変化が認めら

れたので、前連結会計年度決算において使用した将来の業績予測やタックス・プランニングに当該著しい変

化の影響を加味したものを利用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 

 税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会

計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

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。 

連結の範囲に関する事項の変更 

① 連結の範囲の変更 

当第３四半期連結会計期間において、株式会社フォレストノートを新たに設立したため、連結の範囲に含

めております。 

② 変更後の連結子会社の数 

６社 

会計処理基準に関する事項の変更 

① 重要な資産の評価基準及び評価方法の変更 

ａ たな卸資産(販売用不動産・未成工事支出金) 

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。 

この変更により、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44,943千円減少しております。 

なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 

ｂ たな卸資産(商品・原材料) 

通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として月次移動平均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、主として月次移動平均法による原価法(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。 

この変更により損益に与える影響はありません。 

② リース取引に関する会計基準の適用 

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によ

っておりましたが、「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号(平成５年６月17日(企業会計審

議会第一部会)、平成19年３月30日改正))及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適

用指針第16号(平成６年１月18日(日本公認会計士協会 会計制度委員会)、平成19年３月30日改正))が平成

20年４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができることになった

ことに伴い、第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理に

よっております。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法につい

ては、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。但し、リース取引開始

日が平成20年５月31日以前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き通常の賃貸借取

引に係る方法に準じた会計処理を適用しております。 

この変更により、損益に与える影響はありません。 

なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 

(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



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21年２月28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５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,757,265 2,804,627 

完成工事未収入金 7,549 9,765 

受取手形及び売掛金 50,095 52,175 

販売用不動産 11,070,435 9,854,235 

商品 8,195 11,976 

未成工事支出金 4,304,038 3,226,008 

原材料 63,296 62,239 

その他 396,599 346,223 

流動資産合計 17,657,476 16,367,252 

固定資産   

有形固定資産 3,066,005 3,103,236 

無形固定資産 110,524 138,740 

投資その他の資産 277,080 332,319 

固定資産合計 3,453,610 3,574,297 

資産合計 21,111,087 19,941,549 

負債の部   

流動負債   

工事未払金 1,558,539 1,027,125 

買掛金 54,351 26,752 

1年内償還予定の社債 28,000 28,000 

短期借入金 7,194,127 6,938,315 

1年内返済予定の長期借入金 551,584 1,082,684 

未払法人税等 77,944 418,897 

賞与引当金 39,594 1,940 

完成工事補償引当金 72,300 75,700 

その他 499,300 689,029 

流動負債合計 10,075,742 10,288,444 

固定負債   

社債 258,000 272,000 

長期借入金 6,802,813 5,339,429 

退職給付引当金 6,206 5,634 

役員退職慰労引当金 91,123 89,300 

その他 503,205 524,425 

固定負債合計 7,661,347 6,230,789 

負債合計 17,737,090 16,519,233 



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末 
(平成21年２月28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５月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 279,125 279,125 

資本剰余金 269,495 269,495 

利益剰余金 2,781,560 2,835,924 

自己株式 △6,280 － 

株主資本合計 3,323,900 3,384,544 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 21,956 37,771 

評価・換算差額等合計 21,956 37,771 

少数株主持分 28,140 － 

純資産合計 3,373,996 3,422,315 

負債純資産合計 21,111,087 19,941,549 



(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６月１日 
 至 平成21年２月28日) 

売上高 12,689,330 

売上原価 10,833,671 

売上総利益 1,855,658 

販売費及び一般管理費 1,358,191 

営業利益 497,467 

営業外収益  

受取利息 955 

受取手数料 6,210 

違約金収入 11,077 

その他 13,402 

営業外収益合計 31,645 

営業外費用  

支払利息 235,345 

その他 22,136 

営業外費用合計 257,482 

経常利益 271,630 

特別利益  

投資有価証券売却益 1,846 

特別利益合計 1,846 

特別損失  

固定資産除却損 4,729 

投資有価証券評価損 9,999 

特別損失合計 14,729 

税金等調整前四半期純利益 258,747 

法人税等 144,370 

少数株主利益 28,140 

四半期純利益 86,236 



(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６月１日 
 至 平成21年２月28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 258,747 

減価償却費 134,826 

のれん償却額 19,266 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △25,900 

受取利息及び受取配当金 △2,152 

支払利息 235,345 

売上債権の増減額（△は増加） 4,295 

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,291,505 

仕入債務の増減額（△は減少） 490,518 

その他 △214,329 

小計 △1,390,888 

利息及び配当金の受取額 2,152 

利息の支払額 △235,770 

法人税等の支払額 △466,151 

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,090,657 

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 △572,199 

有形固定資産の売却による収入 603,464 

その他 △13,699 

投資活動によるキャッシュ・フロー 17,565 

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 9,322,350 

短期借入金の返済による支出 △9,066,538 

長期借入れによる収入 2,277,950 

長期借入金の返済による支出 △1,345,665 

社債の償還による支出 △14,000 

リース債務の返済による支出 △1,944 

自己株式の取得による支出 △6,280 

配当金の支払額 △140,141 

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,025,730 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,047,361 

現金及び現金同等物の期首残高 2,804,627 

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,757,265 



 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３四半期連結累計期間(自 平成20年６月１日 至 平成21年２月28日) 

 (注) １ 事業の区分は内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各区分の主な商品 

(1) 住宅事業‥‥‥戸建分譲住宅の企画・設計・施工・販売、注文住宅の設計・施工、戸建住宅用地の販売、

中古不動産の加工・販売 

(2) 都市事業‥‥‥収益型不動産の企画・販売、収益型不動産の賃貸運営、収益物件用地の販売、ゴルフ場サ

ービスの提供 

３ 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と比較して、当第３四半期連結累計期間における「住宅事業」の

営業利益が23,455千円、「都市事業」の営業利益が21,488千円それぞれ減少しております。 

４ 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のとおり、第１四半期連結会計期間

より「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号(平成５年６月17日(企業会計審議会第一部会)、

平成19年３月30日改正))及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第16号(平

成６年１月18日(日本公認会計士協会 会計制度委員会)、平成19年３月30日改正))を適用しております。こ

の変更により、損益に与える影響はありません。 

当第３四半期連結累計期間において、在外子会社及び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において、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〕 

  
住宅事業 
(千円) 

都市事業 
(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  10,389,959  2,299,371  12,689,330  －  12,689,330

(2) セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 4,880  2,291  7,172 (7,172)  －

計  10,394,839  2,301,662  12,696,502 (7,172)  12,689,330

営業利益  368,138  460,494  828,632 (331,165)  497,467

〔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。 



「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 (平成19年６月１日～平成20年２月29日) 

  

  

科目 

前年同四半期 
(平成20年５月期第３四半期) 

金額(千円) 

Ⅰ 売上高  13,539,102

Ⅱ 売上原価  11,659,715

売上総利益  1,879,387

Ⅲ 販売費及び一般管理費  1,487,597

営業利益  391,790

Ⅳ 営業外収益  17,839

Ⅴ 営業外費用  260,112

経常利益  149,517

Ⅵ 特別損失  235,645

税金等調整前四半期純損失  △86,128

税金費用  △59,227

四半期純損失  △26,900



(1) 生産、受注及び販売の状況 

当グループの都市事業は、生産及び受注の形態をとらないため、生産実績及び受注実績については、該当事項が

ありません。生産実績及び受注実績は住宅事業のみ記載しております。 

① 生産実績 

 当第３四半期連結累計期間における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと次のとおりであります。 

 (注) １ 金額は、販売価格によっております。 

２ 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

② 受注実績 

 当第３四半期連結累計期間における受注実績を事業の種類別セグメントごとに示すと次のとおりであります。 

 (注) １ 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 住宅事業のうち中古不動産の販売については、事業の性質上、上記には含まれておりません。 

③ 販売実績 

 当第３四半期連結累計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと次のとおりであります。 

 (注) １ 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 住宅事業の金額には中古不動産の販売分が含まれておりますが、数量には中古不動産の販売分が含まれてお

りません。 

３ 当グループにおける住宅事業の売上高は、第４四半期連結会計期間に引渡す物件の割合が大きいため、第１

四半期連結会計期間、第２四半期連結会計期間及び第３四半期連結会計期間の売上高は、相対的に少なくな

る傾向があります。 

６．その他の情報 

事業の種類別セグメントの名称 生産高(千円) 

住宅事業  9,128,743

合計  9,128,743

事業の種類別 
セグメントの名称 

受注高 受注残高 

数量(戸) 金額(千円) 数量(戸) 金額(千円) 

住宅事業  220  8,689,187  34  1,219,441

合計  220  8,689,187  34  1,219,441

事業の種類別セグメントの名称 数量(戸) 金額(千円) 

住宅事業  231  10,389,959

都市事業  －  2,299,371

合計  231  12,689,330


	㈱ウッドフレンズ(8886)　平成21年５月期　第３四半期決算短信: ㈱ウッドフレンズ(8886)　平成21年５月期　第３四半期決算短信
	- 1 -: - 1 -
	- 2 -: - 2 -
	- 3 -: - 3 -
	- 4 -: - 4 -
	- 5 -: - 5 -
	- 6 -: - 6 -
	- 7 -: - 7 -
	- 8 -: - 8 -
	- 9 -: - 9 -
	- 10 -: - 10 -
	- 11 -: - 11 -


