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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 2,755 108.1 △67 ― △127 ― △156 ―
21年3月期第1四半期 1,324 ― △118 ― △163 ― 5 ―

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 △0.35 ―
21年3月期第1四半期 0.01 ―

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 14,228 6,688 28.6 9.02
21年3月期 14,600 6,854 29.1 9.44

（参考） 自己資本  22年3月期第1四半期  4,062百万円 21年3月期  4,249百万円

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 ― ― ― 0.05 0.05
22年3月期 ―
22年3月期 
（予想）

― ― 0.05 0.05

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  
第2四半期累計期間の見通しについては、最近の経済動向が不安定であり、かつ、当社連結各社の業績が期末日近くの数ヶ月に集中することが多いこと
から、現時点では見通しを作成しておりません。同期間については、見通しが得られ次第、ご報告します。 

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

第2四半期 
連結累計期間

― ― ― ― ― ― ― ― ―

通期 10,000 45.1 500 777.2 500 ― 200 ― 0.44
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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  有  
（注）詳細は、4ページ「定性的情報・財務諸表等４．その他(2)」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） 

(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。 
２．第2四半期累計期間の見通しについては、最近の経済動向が不安定であり、かつ、当社連結各社の業績が期末日近くの数ヶ月に集中することが多いこ
とから、現時点では見通しを作成しておりません。同期間については、見通しが得られ次第、ご報告します。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 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 450,993,208株 21年3月期 450,993,208株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期 823,614株 21年3月期 817,421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 450,172,691株 21年3月期第1四半期 450,202,749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 四半期連結会計期間におけるわが国経済は、世界的な大不況が継続し、あらゆる経済指標が右下

がりとなる状況が続いております。ようやく四半期末から厳しいながらも下げ止まりの傾向が現れ、底打

ちの期待を抱かせる情勢となりつつあります。かかる情勢の下、当社グループの当連結会計期間における

業績は、売上高は前年度比でほぼ倍増しましたものの、当グループの第 1 四半期の特異性から損益は損失

の計上となりました。ただし営業損失、経常損失は前年同期よりは損失の額が減少し回復の兆しが見られ

ます。四半期純利益も損失の計上となりました。その内訳は、以下の通りです。 

 当期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 382 百万円 △109 百万円

住宅関連事業部門     2,243 百万円 54 百万円

流通サービス事業部門 132 百万円    △15 百万円

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

ますが、当四半期は世界不況の影響から免れておりません。 

②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、電機業界の不振の影響を受け、減収減益でし

た。 

③容器事業 

   ㈱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 

④住宅関連事業 

    住宅業界は、建築基準法の改定による影響は続いており、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 1四半期連結会計期間は、着工、竣工件数は相変わらず減少してお

ります。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利益は全て少数株主利益となり、連結

当期純利益に寄与しない結果になっております。 

⑤不動産事業 

当第 1四半期連結会計期間においては、マンションの販売等あり、売上高、利益ともに大幅に増

加しました。 
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⑥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、企画、再生投資にシフトしております。インターネット主体

のＰＣ関連商品の販売を継続していきますが、グループの方針は、製造業及び建築関連事業等の増大

に注力しています。 

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利益は全て少数株主利益となり、

連結当期純利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371百万円減少しました。その内訳は流動資産が217百

万円減少し、固定資産も153百万円の減少でした。流動資産では、現金預金が231百万円減少

しており、前年度の反動的なものです。固定資産では、投資その他の資産が減少したのが主

因です。 

   負債は205百万円減少しましたが、流動負債が119百万円、固定負債が85百万円それぞれ減

少しております。 

   この結果、純資産は166百万円減少しております。 

  

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 

第 2四半期累計期間 -百万円 -百万円 -百万円

通       期 10,000 百万円 500 百万円 200 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．第２四半期累計期間の見通しについては、最近の経済状況が不安定であり、かつ、当

社連結会社の業績が期末日近くの数ヶ月に集中することが多いことから、現時点では見通し

を作成しておりません。同期間については、見通しが得られ次第、ご報告します。 

    

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固定資産の減価償却費の算定方法 

    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。 
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  ②たな卸資産の評価方法 

    当第 1四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会

計年度末の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算出する方法によっております。 

 ③退職給付引当金の算定方法 

   退職給付引当金については、連結会計年度に係る予想退職給付見込額を期間按分して算

出する方法によっております。 

(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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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 1,297,900 1,528,999

受取手形及び売掛金 1,178,351 673,024

たな卸資産 2,429,129 2,363,254

短期貸付金 761,359 681,049

未収入金 40,926 776,645

繰延税金資産 94,227 73,223

その他 301,044 221,651

貸倒引当金 △62,755 △59,916

流動資産合計 6,040,185 6,257,932

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 2,411,381 2,410,968

機械装置及び運搬具 539,125 577,098

土地 3,705,440 3,705,439

その他 197,335 197,044

建設仮勘定 30,338 19,221

減価償却累計額 △1,856,958 △1,865,500

減損損失累計額 △254,488 △254,515

有形固定資産合計 4,772,173 4,789,757

無形固定資産   

借地権 134,284 134,284

のれん 794,189 816,747

電話加入権 24,920 24,920

その他 3,813 4,344

無形固定資産合計 957,208 980,296

投資その他の資産   

投資有価証券 53,084 53,165

関係会社株式 1,893,130 1,932,718

長期貸付金 480,010 571,353

繰延税金資産 75,415 74,131

その他 322,428 321,677

貸倒引当金 △364,875 △380,758

投資その他の資産合計 2,459,193 2,572,287

固定資産合計 8,188,575 8,342,342

資産合計 14,228,760 14,600,274
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（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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,132,692 1,171,549

短期借入金 993,792 1,053,975

1年内返済予定の長期借入金 603,201 642,180

1年内償還予定の社債 112,000 238,500

未払金 231,748 200,380

未払費用 235,368 284,203

未成業務受入金 385,191 335,160

未払法人税等 66,456 50,712

未払消費税等 23,353 44,625

完成工事補償引当金 87,987 88,013

賞与引当金 72,740 37,690

その他 173,406 90,796

流動負債合計 4,117,939 4,237,789

固定負債   

社債 1,034,500 1,014,500

長期借入金 1,945,464 2,040,671

長期未払金 242,362 245,271

退職給付引当金 132,167 132,453

その他 68,005 74,897

固定負債合計 3,422,499 3,507,794

負債合計 7,540,439 7,745,583

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 1,027,321 1,370,269

自己株式 △17,917 △17,812

株主資本合計 4,060,974 4,404,027

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,724 △154,789

評価・換算差額等合計 1,724 △154,789

少数株主持分 2,625,622 2,605,453

純資産合計 6,688,321 6,854,691

負債純資産合計 14,228,760 14,600,274
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(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 1,324,382 2,755,651

売上原価 1,096,497 1,891,678

売上総利益 227,884 863,973

販売費及び一般管理費 346,485 931,441

営業損失（△） △118,600 △67,468

営業外収益   

受取利息 1,080 1,589

受取配当金 422 469

投資有価証券売却益 42,121 －

負ののれん償却額 3,040 3,040

その他 13,521 17,020

営業外収益合計 60,186 22,119

営業外費用   

支払利息 20,774 29,199

社債発行費 23,538 －

持分法による投資損失 41,241 27,718

その他 19,809 25,728

営業外費用合計 105,363 82,645

経常損失（△） △163,777 △127,994

特別利益   

損害賠償金 39,866 －

前期損益修正益 19,001 6,100

貸倒引当金戻入額 1,505 23,160

その他 4,631 3

特別利益合計 65,006 29,264

特別損失   

貸倒損失 － 38,101

固定資産除却損 － 389

訴訟関連損失 39,866 －

前期損益修正損 16,704 279

その他 857 －

特別損失合計 57,427 38,770

税金等調整前四半期純損失（△） △156,199 △137,500

法人税、住民税及び事業税 8,712 38,658

法人税等調整額 △58,290 △30,470

法人税等合計 △49,577 8,187

少数株主利益 △112,134 10,788

四半期純利益又は四半期純損失（△） 5,513 △156,475
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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利益 △156,199 △137,500

減価償却費 24,854 28,065

退職給付引当金の増減額（△は減少） 3,846 △286

貸倒損失 － 38,101

のれん償却額 14,520 22,558

為替差損益（△は益） － 2,636

固定資産除却損 － 389

貸倒引当金の増減額（△は減少） △457 △36,204

受取利息及び受取配当金 △1,502 △2,058

支払利息 20,774 29,199

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） 41,241 27,718

売上債権の増減額（△は増加） 80,215 310,796

たな卸資産の増減額（△は増加） △82,124 △65,875

未払消費税等の増減額（△は減少） △6,279 △21,272

仕入債務の増減額（△は減少） △19,469 △65,997

その他 16,389 21,330

小計 △106,312 151,600

利息及び配当金の受取額 956 2,109

利息の支払額 △17,630 △28,103

法人税等の支払額 △100,574 △22,915

営業活動によるキャッシュ・フロー △223,560 102,691

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 －

定期預金の払戻による収入 28,910 －

定期預金の預入による支出 － △19,013

有形固定資産の取得による支出 △41,119 △12,543

投資有価証券の売却による収入 223,193 0

貸付けによる支出 △128,820 △80,310

貸付金の回収による収入 97,339 91,343

投資その他の資産の増減額（△は増加） 1,360 △751

投資活動によるキャッシュ・フロー 330,863 △21,274
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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) 

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 40,245 －

短期借入金の返済による支出 － △99,162

長期借入金の返済による支出 △89,239 △98,116

社債の発行による収入 259,000 －

社債の償還による支出 △34,000 △126,500

自己株式の処分による収入 30,000 －

自己株式の取得による支出 △188 △105

配当金の支払額 △20,042 △7,646

財務活動によるキャッシュ・フロー 185,776 △331,529

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 293,079 △250,112

現金及び現金同等物の期首残高 284,764 1,161,751

現金及び現金同等物の四半期末残高 577,843 911,639
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（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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