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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6月30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 ％

22年3月期第1四半期 1,817 11.8 △56 ― △64 ― 0 ―

21年3月期第1四半期 1,626 △25.4 △109 ― △105 ― △325 ―

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

22年3月期第1四半期 0.00 ―

21年3月期第1四半期 △42.00 ―

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

22年3月期第1四半期 15,680 7,739 49.4 1,014.91
21年3月期 14,821 7,802 52.6 1,022.75

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  7,739百万円 21年3月期  7,802百万円

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

21年3月期 ― 0.00 ― 10.50 10.50
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

0.00 ― 10.50 10.50

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期 
連結累計期間

5,030 △0.9 △40 ― △40 ― △24 ― △3.15

通期 13,100 1.4 540 △30.9 540 △30.9 320 47.7 41.94
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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  無  

(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） 

(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 

 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、業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等について
は、３ページ「【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」をご覧ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 8,030,248株 21年3月期  8,030,248株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  404,008株 21年3月期  400,808株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 7,628,065株 21年3月期第1四半期 7,760,040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１四半期におけるわが国経済は、サブプライムローン問題に端を発した株式市場の大幅な下落や設

備投資の減少、個人消費の減退、雇用情勢の悪化など引き続き厳しい状況にあります。 

本年４月以降一部では、昨年来の経済対策、金融安定化政策等の景気対策の効果による株式市場の回復

等、経済安定化の兆しが見え始めている反面、再び年末に向けての景気底割れを懸念する声も聞かれるな

ど、今後の見通しにつきましては依然不透明な状態が続くものと予想されます。 

当社グループが属する不動産業界においては、マンションの新築販売戸数は前年割れ傾向が続き、在庫

調整局面が長引いております。また、雇用・所得環境の悪化に伴い住宅着工件数も減少しております。更

に、金融機関の慎重な融資姿勢等により当業界全体が停滞感を強めており、取巻く環境は大変厳しい状況

となっております。 

また、建設土木業界におきましては、構造的な公共事業の縮減と、それに伴うゼネコン間における低価

格入札により、建材競合メーカーとの受注競争が激化するなど、引続き厳しい事業環境にありました。 

このような経済環境のもと当社グループ不動産事業分野では、保有物件の早期売却を進めると共に、景

気対策に後押しされた個人需要をターゲットにした宅地造成案件を中心に活動をしてまいりました。また、

環境事業（コンクリート）分野では、不動産事業分野との連携強化による顧客獲得や販売価格の引き上げ

および受注量の確保をすべく活動してまいりました。 

この結果、第１四半期連結累計期間売上高は18億17百万円（前年同期比11.8％増）、営業損失はたな卸

資産の評価損や役員退職慰労金を計上したことにより、56百万円、経常損失は64百万円、四半期純利益は

評価性引当額としていた役員退職慰労金の一部の損金算入が認められたため、０百万円となりました。 

 

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。 

①不動産事業 

 不動産事業分野におきましては、個人需要をターゲットとした宅地分譲および富士・袋井市の分譲

マンションの引き渡しにより、開発事業（デベロッパー事業）において売上高は、３億58百万円（前

年同期比56.8％増）となりました。さらに、賃貸事業におきましては賃貸マンションや駐車場の収入

等で、２億58百万円（前年同期比21.4％増）となり、この結果、不動産事業全体で、売上高は６億16

百万円（前年同期比39.8％増）となりました。 

②環境事業（コンクリート） 

 環境事業分野におきましては、建築部材製品である住宅用PC部材の本格的な出荷などにより、特販

事業部での売上高は、４億44百万円（前年同期比24.2％増）、環境事業部での売上高は、７億31百万

円（前年同期比10.7％減）となりました。この結果、売上高は11億76百万円（前年同期比0.1％減）と

ほぼ前年同期並の推移となりました。 

③その他の事業 

 飲食店売上や保険料収入等で売上高は24百万円（前年同期比240.5％増）となりました。 

 

なお、記載金額には消費税等は含まれておりません。 

 

―　3　―

ヨシコン株式会社(5280)　平成22年3月期　第1四半期決算短信



 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

（財政状態の状況） 

当第１四半期連結会計期間末における総資産は156億80百万円（前連結会計年度比5.8％増）となりまし

た。 

流動資産は、現金及び預金の増加や販売用不動産の取得により、97億10百万円（前連結会計年度比9.1％

増）となりました。固定資産は、賃貸用固定資産の取得により、59億69百万円（前連結会計年度比0.8％

増）となりました。 

流動負債は、買掛金や未払法人税等は減少したものの短期借入金が増加したため、48億31百万円（前連

結会計年度比13.1％増）となりました。固定負債は、長期借入金の増加により、31億９百万円（前連結会

計年度比13.2％増）となりました。 

純資産は77億39百万円（前連結会計年度比0.8％減）となりました。純資産の減少の主な要因は、配当金

の支払によるものであります。 

自己資本比率は49.4％となり、１株当たり純資産額は1,014円91銭となりました。 

 

（キャッシュ・フローの状況） 

当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、７億32百万円となりました。 

①営業活動によるキャッシュ・フロー 

売上債権の減少（１億54百万円）、未払金の増加（68百万円）、減価償却費（64百万円）などによる

資金調達に対し、税金等調整前四半期純損失（62百万円）、販売用不動産の取得等によるたな卸資産の

増加（６億12百万円）、仕入債務の減少（２億25百万円）、法人税等の支払（３億２百万円）などによ

り支出した結果、営業活動により支出した資金は、９億28百万円となりました。 

②投資活動によるキャッシュ・フロー 

賃貸用固定資産等の取得（78百万円）、貸付金の実行（12百万円）などにより支出した結果、投資活

動により支出した資金は、91百万円となりました。 

③財務活動によるキャッシュ・フロー 

短期借入金の純増（12億65百万円）、長期借入金の純増（１億10百万円）による資金調達に対し、配

当金の支払（77百万円）等により、財務活動により得られた資金は、12億95百万円となりました。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

連結業績予想につきましては、不動産事業分野では、開発事業（デベロッパー事業）において、引き続

き宅地分譲の需要の掘り起こしや工業・商業施設用地および賃貸用マンションや賃貸用商業施設の販売活

動を強化してまいります。環境事業分野では、当第１四半期において本格的な出荷を開始した住宅用PC部

材に加えて、第２四半期以降に建築用PC部材も出荷が開始される予定であり、今後の売上に寄与してくる

ことが予想されます。 

従いまして、平成22年３月期の業績予想について、現時点では、平成21年５月８日公表の業績予想に変

更はございません。 

 

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 

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 

該当事項はありません。 
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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１四半期 
連結会計期間末 

(平成21年６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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,032,861 757,133

受取手形及び売掛金 1,111,112 1,265,065

商品及び製品 857,683 832,041

仕掛品 5,396 5,396

原材料及び貯蔵品 49,472 53,193

未成工事支出金 137,538 157,725

販売用不動産 6,069,985 5,482,332

その他 460,471 358,813

貸倒引当金 △14,078 △12,447

流動資産合計 9,710,443 8,899,253

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,510,381 2,504,976

土地 2,147,959 2,107,305

その他（純額） 322,287 348,458

有形固定資産合計 4,980,629 4,960,739

無形固定資産 50,563 49,347

投資その他の資産   

その他 958,681 935,214

貸倒引当金 △20,075 △22,782

投資その他の資産合計 938,606 912,432

固定資産合計 5,969,798 5,922,519

資産合計 15,680,242 14,821,773

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 296,191 521,376

短期借入金 3,550,000 2,285,000

1年内返済予定の長期借入金 492,849 868,919

未払法人税等 7,809 311,690

賞与引当金 20,521 46,625

その他 463,864 239,726

流動負債合計 4,831,236 4,273,337

固定負債   

長期借入金 2,150,163 1,663,535

退職給付引当金 321,174 335,840

役員退職慰労引当金 － 370,360

その他 637,745 375,715

固定負債合計 3,109,083 2,745,451

負債合計 7,940,319 7,018,788

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,652,065 1,652,065

資本剰余金 1,854,455 1,854,455

利益剰余金 4,380,680 4,460,763

自己株式 △135,789 △134,993

株主資本合計 7,751,411 7,832,290

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 11,248 △8,906

繰延ヘッジ損益 △22,737 △20,399

評価・換算差額等合計 △11,489 △29,305

純資産合計 7,739,922 7,802,984

負債純資産合計 15,680,242 14,821,773

―　5　―

ヨシコン株式会社(5280)　平成22年3月期　第1四半期決算短信



(2)【四半期連結損益計算書】 
【第１四半期連結累計期間】 

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成21年６月30日) 

売上高 1,626,184 1,817,704

売上原価 1,331,773 1,485,483

売上総利益 294,411 332,220

販売費及び一般管理費 404,290 388,964

営業損失（△） △109,879 △56,743

営業外収益   

受取利息 317 377

受取配当金 1,350 904

仕入割引 － 3,973

契約解約金受入益 15,000 －

受取賃貸料 － 4,246

その他 24,861 9,101

営業外収益合計 41,529 18,604

営業外費用   

支払利息 29,053 23,160

持分法による投資損失 1,959 1,717

その他 5,671 1,766

営業外費用合計 36,685 26,644

経常損失（△） △105,035 △64,782

特別利益   

固定資産売却益 28,142 －

貸倒引当金戻入額 1,959 2,707

特別利益合計 30,102 2,707

特別損失   

固定資産除却損 1,413 360

販売用不動産評価損 439,085 －

特別損失合計 440,499 360

税金等調整前四半期純損失（△） △515,431 △62,435

法人税、住民税及び事業税 2,743 6,433

法人税等調整額 △192,228 △68,896

法人税等合計 △189,485 △62,462

四半期純利益又は四半期純損失（△） △325,946 26
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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)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成21年６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（△） △515,431 △62,435

減価償却費 56,886 64,503

貸倒引当金の増減額（△は減少） △752 △1,076

退職給付引当金の増減額（△は減少） △6,326 △14,665

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3,300 －

賞与引当金の増減額（△は減少） △28,655 △26,103

受取利息及び受取配当金 △1,667 △1,282

支払利息 29,053 23,160

持分法による投資損益（△は益） 1,959 1,717

販売用不動産評価損 439,085 －

固定資産売却損益（△は益） △28,142 －

固定資産除却損 1,413 360

売上債権の増減額（△は増加） 432,528 154,112

たな卸資産の増減額（△は増加） △102,238 △612,456

立替金の増減額（△は増加） 416 34

仕入債務の増減額（△は減少） △636,120 △225,184

前受金の増減額（△は減少） 24,652 14,719

預り金の増減額（△は減少） 17,811 3,389

未払金の増減額（△は減少） △13,331 68,197

未払消費税等の増減額（△は減少） 93,355 7,867

その他 1,944 4,535

小計 △230,258 △600,606

利息及び配当金の受取額 1,491 1,136

利息の支払額 △31,189 △25,842

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △55,519 △302,938

営業活動によるキャッシュ・フロー △315,476 △928,250
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(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

固定資産の取得による支出 △139,465 △78,670

固定資産の売却による収入 44,837 －

貸付けによる支出 － △12,440

貸付金の回収による収入 431 1,787

その他 △2,447 △2,575

投資活動によるキャッシュ・フロー △96,643 △91,897

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） 543,000 1,265,000

長期借入れによる収入 － 600,000

長期借入金の返済による支出 △170,517 △489,442

自己株式の取得による支出 △1,895 △796

配当金の支払額 △70,321 △77,180

リース債務の返済による支出 － △1,703

財務活動によるキャッシュ・フロー 300,264 1,295,877

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △111,855 275,728

現金及び現金同等物の期首残高 882,147 457,133

現金及び現金同等物の四半期末残高 770,291 732,861
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 (4) 継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

 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 

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

 該当事項はありません。 
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(6) セグメント情報 

【事業の種類別セグメント情報】 

前第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 
 

 
不動産事業 

(千円) 

環境事業
（コンクリ
ート） 

(千円) 

その他の事
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 

441,459 1,177,653 7,072 1,626,184 － 1,626,184 

(2)セグメント間の内
部売上高又は振替
高 

5,700 － 30,501 36,201 (36,201) － 

計 447,159 1,177,653 37,574 1,662,386 (36,201) 1,626,184 

営業利益又は営業損失
(△) 

△9,569 4,864 △12,276 △16,981 (92,897) △109,879 

(注) １ 事業区分の方法 

   事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

２ 各区分の主な製品等 

事業区分 主要製品等 

不動産事業 マンション・宅地分譲、不動産仲介・賃貸借及び管理業務 

環境事業(コンクリート) コンクリート二次製品、生コンクリート、商品、土木工事、建築工事 

その他の事業 広告事業、人材派遣、飲食店の経営 

 

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 
 

 
不動産事業 

(千円) 

環境事業
（コンクリ
ート） 

(千円) 

その他の事
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 

616,970 1,176,657 24,076 1,817,704 － 1,817,704 

(2)セグメント間の内
部売上高又は振替
高 

9,316 － 12,667 21,983 (21,983) － 

計 626,286 1,176,657 36,743 1,839,688 (21,983) 1,817,704 

営業利益又は営業損失
(△) 

55,602 3,243 2,277 61,122 (117,866) △56,743 

(注) １ 事業区分の方法 

   事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

２ 各区分の主な製品等 

事業区分 主要製品等 

不動産事業 マンション・宅地分譲、不動産仲介・賃貸借及び管理業務 

環境事業(コンクリート) コンクリート二次製品、生コンクリート、商品、土木工事、建築工事 

その他の事業 広告事業、人材派遣、飲食店の経営 
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