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1.  平成22年5月期第1四半期の連結業績（平成21年6月1日～平成21年8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 ％

22年5月期第1四半期 7,752 67.3 324 △30.1 228 △40.4 99 △56.9

21年5月期第1四半期 4,633 ― 464 ― 383 ― 231 ―

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5月期第1四半期 6,771.20 ―

21年5月期第1四半期 15,623.54 ―

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5月期第1四半期 18,157 3,450 18.9 233,397.88
21年5月期 19,073 3,365 17.6 228,283.15

（参考） 自己資本  22年5月期第1四半期  3,431百万円 21年5月期  3,356百万円

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

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年5月期 ― ― ― 1,700.00 1,700.00

22年5月期 ―

22年5月期 
（予想）

― ― 6,000.00 6,000.00

3.  平成22年5月期の連結業績予想（平成21年6月1日～平成22年5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

16,456 77.0 556 5.9 340 △7.4 113 △44.3 7,685.51

通期 30,079 52.5 1,371 120.1 948 202.9 446 265.6 30,333.95



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、4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 

現時点で得られた情報に基づき算定しておりますが、多分に不確定な要素を含んでおります。従いまして、実際の業績は業況の変化などにより業績予想と
大きく異なる可能性があります。 

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） 22年5月期第1四半期 14,800株 21年5月期 14,800株

② 期末自己株式数 22年5月期第1四半期 97株 21年5月期 97株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年5月期第1四半期 14,703株 21年5月期第1四半期 14,800株



当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、輸出や生産の一部では持ち直しの動きが見られたものの、雇

用情勢の悪化や個人消費の低調さから、依然として厳しい状況のまま推移しました。 

不動産業界においては、不動産市況が引き続き低調であったことに加えて、新設住宅着工戸数が低水準で推移す

るなど厳しい環境となりました。 

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 

不動産市況が厳しい中、販売活動を積極的に行ってきたことにより、売上高は3,442百万円(前年同期比

6.3％増)、営業利益は１百万円(前年同期比99.1％減)となりました。 

② 都市事業 

名古屋地域において収益型不動産を販売したことを主な要因として、売上高は4,310百万円(前年同期比

209.1％増)、営業利益は434百万円(前年同期比7.1％増)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１四半期連結会計期間において、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。 

その結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は7,752百万円(前年同期比67.3％増)、営業利益は324百万円(前

年同期比30.1％減)、経常利益は228百万円(前年同期比40.4％減)、四半期純利益は99百万円(前年同期比56.9％減)

となりました。 

① 資産 

資産合計は、借入金の返済による現金及び預金の減少を主な要因として、前連結会計年度末と比較して916百

万円減少し、18,157百万円となりました。 

② 負債 

 負債合計は、仕入債務の減少及び借入金の返済を主な要因として、前連結会計年度と比較して1,000百万円減

少し、14,707百万円となりました。 

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四半期純利益が上回ったことを主な要因として、前連結

会計年度末と比較して84百万円増加し、3,450百万円となりました。 

④ キャッシュ・フロー 

当第１四半期連結会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227百万円

(前年同期比40.6％減)となったことに加えて、たな卸資産の増加による支出が92百万円(前年同期比86.7％減)で

あったことを主な要因として169百万円の支出(前年同期比84.8％減)となりました。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、主として有形固定資産の取得により、113百万円の支出(前年同期は

528百万円の収入)となりました。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の返済による支出が借り入れによる収入を上回ったこと等によ

り、700百万円の支出(前年同期は104百万円の収入)となりました。 

以上の結果により、現金及び現金同等物は984百万円減少し、当第１四半期連結会計期間末残高は943百万円

(前年同期比59.5％減)となりました。 

現在のところ、業績は概ね計画通りに推移していることから、平成21年７月17日発表の予想より変更しておりま

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



該当事項はありません。 

  

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及び一時差異等の発生

状況に著しい変化がないと認められる場合には、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１四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。  

会計処理基準に関する事項の変更 

完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更 

請負工事に係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適用しておりましたが、「工事契約に関

する会計基準」(企業会計基準第15号 平成19年12月27日)及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」(企

業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日)を当第１四半期連結会計期間より適用し、当第１四半期連結

会計期間に着手した工事契約から、当第１四半期連結会計期間末までの進捗部分について成果の確実性が認め

られる工事については工事進行基準(工事の進捗率の見積りは原価比例法)を、工期がごく短いもの等その他の

工事については工事完成基準を適用しております。 

但し、平成21年５月31日以前に着手した工事契約については、工事完成基準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。 

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）

(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１四半期連結会計期間末
(平成21年８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21年５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 943,071 1,927,118

完成工事未収入金 12,438 13,765

売掛金 56,671 60,518

販売用不動産 6,286,014 7,027,303

仕掛販売用不動産 5,897,013 4,996,855

商品 7,089 7,399

未成工事支出金 1,114,575 1,187,882

原材料 53,522 46,546

その他 480,321 472,252

流動資産合計 14,850,718 15,739,642

固定資産   

有形固定資産 2,970,108 2,992,774

無形固定資産 113,160 123,233

投資その他の資産 223,874 218,228

固定資産合計 3,307,142 3,334,236

資産合計 18,157,861 19,073,879

負債の部   

流動負債   

工事未払金 1,036,633 1,321,942

買掛金 63,501 56,596

1年内償還予定の社債 228,000 28,000

短期借入金 5,493,660 5,582,745

1年内返済予定の長期借入金 2,479,492 2,603,858

未払法人税等 141,017 170,485

賞与引当金 26,252 3,505

完成工事補償引当金 75,400 77,800

その他 617,984 618,942

流動負債合計 10,161,941 10,463,875

固定負債   

社債 44,000 244,000

長期借入金 3,889,358 4,352,306

退職給付引当金 5,989 6,052

役員退職慰労引当金 94,423 92,750

その他 511,598 549,195

固定負債合計 4,545,369 5,244,304

負債合計 14,707,311 15,708,180



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年８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21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 2,892,372 2,817,810

自己株式 △9,449 △9,449

株主資本合計 3,431,543 3,356,981

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 106 △533

評価・換算差額等合計 106 △533

少数株主持分 18,901 9,251

純資産合計 3,450,550 3,365,698

負債純資産合計 18,157,861 19,073,879



(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６月１日 
 至 平成20年８月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成21年８月31日) 

売上高 4,633,226 7,752,374

売上原価 3,722,843 6,923,404

売上総利益 910,382 828,970

販売費及び一般管理費 445,832 504,025

営業利益 464,550 324,945

営業外収益   

受取利息 163 52

受取手数料 3,136 2,664

その他 1,836 2,252

営業外収益合計 5,136 4,968

営業外費用   

支払利息 79,720 64,931

資金調達費用 － 33,189

その他 6,276 3,159

営業外費用合計 85,996 101,281

経常利益 383,690 228,632

特別損失   

固定資産除却損 355 949

特別損失合計 355 949

税金等調整前四半期純利益 383,334 227,683

法人税等 146,310 118,476

少数株主利益 5,796 9,649

四半期純利益 231,228 99,556



(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６月１日 
 至 平成20年８月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成21年８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利益 383,334 227,683

減価償却費 40,738 69,842

のれん償却額 6,422 6,422

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 △1,112 △935

支払利息 79,720 64,931

売上債権の増減額（△は増加） △2,094 5,173

たな卸資産の増減額（△は増加） △694,146 △92,226

仕入債務の増減額（△は減少） △229,774 △275,341

その他 △183,959 58,754

小計 △626,771 64,303

利息及び配当金の受取額 1,112 935

利息の支払額 △79,063 △68,041

法人税等の支払額 △405,347 △166,469

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,110,071 △169,272

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 △57,523 △90,793

有形固定資産の売却による収入 587,984 －

その他 △1,969 △22,990

投資活動によるキャッシュ・フロー 528,491 △113,784

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 3,899,000 2,475,582

短期借入金の返済による支出 △3,639,031 △2,564,667

長期借入れによる収入 719,450 298,650

長期借入金の返済による支出 △756,548 △885,964

リース債務の返済による支出 － △3,256

配当金の支払額 △118,259 △21,333

財務活動によるキャッシュ・フロー 104,610 △700,989

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △476,968 △984,046

現金及び現金同等物の期首残高 2,804,627 1,927,118

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,327,658 943,071



該当事項はありません。 

前第１四半期連結累計期間(自 平成20年６月１日 至 平成20年８月31日) 

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年６月１日 至 平成21年８月31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、生活関連サービスの提供 

前第１四半期連結累計期間及び当第１四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。 

  

前第１四半期連結累計期間及び当第１四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。 

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  3,238,755  1,394,471  4,633,226  －  4,633,226

(2) セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 3,670  1,138  4,809 (4,809)  －

計  3,242,426  1,395,610  4,638,036 (4,809)  4,633,226

営業利益  152,822  405,657  558,480 (93,930)  464,550

  
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  3,442,145  4,310,229  7,752,374  －  7,752,374

(2) セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 508  7,469  7,978 (7,978)  －

計  3,442,653  4,317,699  7,760,353 (7,978)  7,752,374

営業利益  1,316  434,464  435,781 (110,836)  324,945

〔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



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を金額或いは数量で記載し

ておりません。 

(1) 生産実績 

 当第１四半期連結会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１四半期連結会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１四半期連結会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。 

４ 前第１四半期連結会計期間及び当第１四半期連結会計期間における主な相手先別の販売実績及び当該販売実

績の総販売実績に対する割合は次のとおりであります。 

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) 前年同四半期比(％)

住宅事業  3,423,478  5.0

合計  3,423,478  5.0

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)
前年同四半期

比(％) 
数量(戸) 金額(千円) 

前年同四半期
比(％) 

住宅事業  125  4,623,663  45.6  67  2,305,285  35.2

合計  125  4,623,663  45.6  67  2,305,285  35.2

事業の種類別セグメントの名称 数量(戸) 金額(千円) 前年同四半期比(％)

住宅事業  79  3,442,145  6.3

都市事業  －  4,310,229  209.1

合計  79  7,752,374  67.3

相手先 

前第１四半期連結会計期間
（自 平成20年６月１日 
至 平成20年８月31日） 

当第１四半期連結会計期間
（自 平成21年６月１日 
至 平成21年８月31日） 

金額(千円) 割合(％) 金額(千円) 割合(％)

有限会社笹島ビルディング  500,000  10.8  －  －

ケネディクス不動産投資法人  －  －  3,550,000  45.8


	㈱ウッドフレンズ(8886)　平成22年５月期　第１四半期決算短信: ㈱ウッドフレンズ(8886)　平成22年５月期　第１四半期決算短信
	- 1 -: - 1 -
	- 2 -: - 2 -
	- 3 -: - 3 -
	- 4 -: - 4 -
	- 5 -: - 5 -
	- 6 -: - 6 -
	- 7 -: - 7 -
	- 8 -: - 8 -
	- 9 -: - 9 -
	- 10 -: - 10 -


