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

22年3月期第3四半期 7,100 △9.2 28 △85.4 3 △98.1 29 ―

21年3月期第3四半期 7,823 10.7 192 384.1 207 ― △96 ―

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3四半期 3.84 ―

21年3月期第3四半期 △12.52 ―

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3四半期 16,240 7,752 47.7 1,016.71
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3四半期  7,752百万円 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

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3月期 ― 0.00 ― 10.50 10.50
22年3月期 ― 0.00 ―

22年3月期 
（予想）

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 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  
 （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） 

(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3四半期 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3四半期  404,709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3四半期 7,626,709株 21年3月期第3四半期 7,732,320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３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、一時の危機的金融不安は和らぎ、輸出や生産は持ち直し

つつあるものの、高止まりする失業率や、弱含みな個人消費など実体経済は厳しい状況にあり、依然として景

気底割れを懸念する声も聞かれるなど、今後の景気の先行きは不透明な状況が続くものと思われます。 

当社グループが属する不動産業界におきましては、住宅分譲市場では、新設住宅着工戸数やマンション販売

戸数は前年水準を割り込む状況で推移しているものの、住宅ローン控除や贈与税の非課税枠拡大などの政策支

援や、住宅ローン金利が低水準で推移していること、地価下落による住宅販売価格の下落等により、特に低価

格帯の住宅の需要は回復の兆しが伺えます。しかしながら、工場倉庫等の事業用用途では企業の投資マインド

が冷え込んでおり、また投資用物件市場でも、金融機関の慎重な融資姿勢は継続していることから、全体的に

不動産の動きは低調で、業界に停滞感が根強く残っております。 

建設土木業界におきましても、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す。 

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、政策支

援に後押しされた個人需要をターゲットにした宅地分譲案件を中心に積極的な販売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新規顧客獲得を図りつつ、官

から民への転換を図るべく建築製品の開発・販売を進めるとともに、土木製品についても販売価格の引き上げ

や受注量の確保をすべく活動してまいりました。 

この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は71億円（前年同期比9.2％減）、営業利益はたな卸資産の評

価損や役員退職慰労金を計上したことにより28百万円（前年同期比85.4％減）、経常利益は３百万円（前年同

期比98.1％減）、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、

29百万円となりました。 

 

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 

  開発事業（デベロッパー事業）におきましては、静岡市の事業用地の売却および宅地分譲用地の引渡しや、

富士市・袋井市の分譲マンションの一部引渡しができたものの、25億63百万円（前年同期比28.6％減）の売

上高となりました。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に加え、当第３四半期に完

成した複合商業ビルの収入が寄与し、５億37百万円（前年同期比16.2％増）の売上高となりました。さらに、

その他事業におきましては、２億14百万円（前年同期比18.2％増）の売上高となりました。この結果、不動

産事業全体で売上高は33億15百万円（前年同期比21.7％減）、営業利益は３億57百万円（前年同期比31.1％

減）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、建築製品である住宅用PC部材や建築用カーテンウォール部材の本格的な出

荷などにより、特販事業部が所管する建築製品および生コンクリートでの売上高は、14億90百万円（前年同

期比31.9％増）となりました。また、環境事業部が所管する土木製品の売上高は、21億83百万円（前年同期

比8.9％減）となりました。この結果、環境事業全体で売上高は36億74百万円（前年同期比4.2％増）、営業

損失は68百万円となりました。 

③その他の事業 

  飲食店売上や衣料製品の販売等で、売上高は１億10百万円（前年同期比77.2％増）、営業利益は20百万円

（前年同期比28百万円の増加）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。 
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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３四半期連結会計期間末における総資産は162億40百万円（前連結会計年度比9.6％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、105億10百万円（前連結会計年度比

18.1％増）となりました。固定資産は、保険積立金の減少により、57億29百万円（前連結会計年度比3.3％

減）となりました。 

流動負債は、１年内返済予定の長期借入金や未払法人税等は減少したものの買掛金や短期借入金が増加

したため、53億92百万円（前連結会計年度比26.2％増）となりました。固定負債は、長期借入金の増加に

より30億95百万円（前連結会計年度比12.7％増）となりました。 

純資産は77億52百万円（前連結会計年度比0.6％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47.7％となり、１株当たり純資産額は1,016円71銭となりました。 

 

（キャッシュ・フローの状況） 

当第３四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、６億14百万円（前年同期比60.9％

増）となりました。 

①営業活動によるキャッシュ・フロー 

仕入債務の増加（３億63百万円)、減価償却費（２億１百万円）、前受金の増加（85百万円）、売上

債権の減少（83百万円）、未払金の増加（67百万円）、その他の増加（90百万円）などによる資金調

達に対し、販売用不動産の取得等によるたな卸資産の増加（15億31百万円）、法人税等の支払（３億

19百万円）、役員退職慰労引当金の減少（１億19百万円）、利息の支払い（75百万円）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、11億４百万円となりました。 

②投資活動によるキャッシュ・フロー 

保険積立金の解約（１億89百万円）などによる資金調達に対し、賃貸用固定資産等の取得（１億36

百万円）、貸付金の実行（22百万円）などにより支出した結果、投資活動により得られた資金は、28

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（14億15百万円）による資金調達に対し、長期借入金の純減（96百万円）、配当

金の支払（79百万円）などにより、財務活動により得られた資金は、12億32百万円となりました。 

 

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、一部案件は第４四半期引渡し予定にて契約が完了して

いるものもありますが、今後も引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、安定的な出荷が確保されつつ

ある住宅用PC部材に加えて、建築用PC部材も出荷が開始されております。あわせて公共工事を中心とした土木

製品も本格的な出荷が見込まれており、これらが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

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） 

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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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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 914,005 757,133

受取手形及び売掛金 1,175,372 1,265,065

商品及び製品 927,903 832,041

仕掛品 7,508 5,396

原材料及び貯蔵品 53,979 53,193

販売用不動産 6,845,973 5,482,332

未成工事支出金 132,577 157,725

その他 459,939 358,813

貸倒引当金 △6,770 △12,447

流動資産合計 10,510,489 8,899,253

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,463,927 2,504,976

土地 2,153,048 2,107,305

その他（純額） 296,952 348,458

有形固定資産合計 4,913,927 4,960,739

無形固定資産 55,379 49,347

投資その他の資産   

その他 793,820 935,214

貸倒引当金 △33,393 △22,782

投資その他の資産合計 760,426 912,432

固定資産合計 5,729,733 5,922,519

資産合計 16,240,223 14,821,773

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 884,421 521,376

短期借入金 3,700,400 2,285,000

1年内返済予定の長期借入金 335,475 868,919

未払法人税等 14,541 311,690

賞与引当金 20,665 46,625

その他 436,710 239,726

流動負債合計 5,392,214 4,273,337

固定負債   

長期借入金 2,100,212 1,663,535

退職給付引当金 316,073 335,840

役員退職慰労引当金 － 370,360

その他 678,751 375,715

固定負債合計 3,095,037 2,745,451

負債合計 8,487,252 7,018,788

- 5 -

ヨシコン株式会社（5280）平成22年３月期　第３四半期決算短信



(単位：千円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

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 4,409,932 4,460,763

自己株式 △135,956 △134,993

株主資本合計 7,780,496 7,832,290

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △2,665 △8,906

繰延ヘッジ損益 △24,860 △20,399

評価・換算差額等合計 △27,525 △29,305

純資産合計 7,752,971 7,802,984

負債純資産合計 16,240,223 14,821,773

- 6 -

ヨシコン株式会社（5280）平成22年３月期　第３四半期決算短信



(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)

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 7,823,955 7,100,971

売上原価 6,416,899 5,968,384

売上総利益 1,407,056 1,132,586

販売費及び一般管理費 1,214,321 1,104,359

営業利益 192,734 28,226

営業外収益   

受取利息 1,096 1,059

受取配当金 3,667 2,082

物品売却益 38,000 －

保険返戻金 － 18,762

その他 88,276 54,636

営業外収益合計 131,041 76,540

営業外費用   

支払利息 97,832 73,295

持分法による投資損失 5,643 10,259

その他 12,325 17,274

営業外費用合計 115,801 100,830

経常利益 207,974 3,937

特別利益   

固定資産売却益 28,142 1,363

貸倒引当金戻入額 3,063 1,078

特別利益合計 31,206 2,442

特別損失   

固定資産除却損 14,715 360

投資有価証券評価損 9,835 1,236

販売用不動産評価損 439,085 －

特別損失合計 463,635 1,597

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△224,454 4,782

法人税、住民税及び事業税 110,233 28,950

法人税等調整額 △237,863 △53,446

法人税等合計 △127,629 △24,496

四半期純利益又は四半期純損失（△） △96,824 29,278
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【第３四半期連結会計期間】 

(単位：千円)

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 2,750,136 2,508,287

売上原価 2,125,944 2,107,701

売上総利益 624,192 400,585

販売費及び一般管理費 398,441 354,248

営業利益 225,750 46,337

営業外収益   

受取利息 317 272

受取配当金 1,357 732

仕入割引 － 5,296

その他 21,774 12,257

営業外収益合計 23,448 18,559

営業外費用   

支払利息 37,941 25,369

持分法による投資損失 1,048 2,308

貸倒引当金繰入額 － 10,645

その他 5,303 3,461

営業外費用合計 44,292 41,785

経常利益 204,906 23,111

特別利益   

固定資産売却益 － 363

貸倒引当金戻入額 － 1,174

特別利益合計 － 1,537

特別損失   

固定資産除却損 87 －

投資有価証券評価損 9,835 252

特別損失合計 9,922 252

税金等調整前四半期純利益 194,983 24,396

法人税、住民税及び事業税 96,492 8,476

法人税等調整額 300 10,353

法人税等合計 96,793 18,830

四半期純利益 98,190 5,566
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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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21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利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△224,454 4,782

減価償却費 186,648 201,461

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,478 4,934

退職給付引当金の増減額（△は減少） 33,466 △19,767

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 10,150 △119,000

賞与引当金の増減額（△は減少） △30,658 △25,959

受取利息及び受取配当金 △4,764 △3,142

保険返戻金 － △18,762

支払利息 97,832 73,295

持分法による投資損益（△は益） 5,643 10,259

投資有価証券評価損益（△は益） 9,835 1,236

販売用不動産評価損 439,085 －

固定資産売却損益（△は益） △28,142 △1,363

固定資産除却損 14,715 360

売上債権の増減額（△は増加） 412,202 83,493

たな卸資産の増減額（△は増加） 171,343 △1,531,075

立替金の増減額（△は増加） 211 －

仕入債務の増減額（△は減少） △571,457 363,045

前受金の増減額（△は減少） 58,152 85,432

預り金の増減額（△は減少） 16,061 △6,523

未払金の増減額（△は減少） △64,247 67,894

未払消費税等の増減額（△は減少） 111,993 27,016

その他 70,321 90,018

小計 710,460 △712,362

利息及び配当金の受取額 4,787 3,255

利息の支払額 △95,424 △75,521

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △89,234 △319,874

営業活動によるキャッシュ・フロー 530,588 △1,104,503

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 △691,502 △136,429

固定資産の売却による収入 84,158 1,700

貸付けによる支出 △10,000 △22,440

貸付金の回収による収入 948 5,784

保険積立金の解約による収入 － 189,360

その他 △13,090 △9,175

投資活動によるキャッシュ・フロー △629,485 28,800
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(単位：千円)

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

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） △450,000 1,415,400

長期借入れによる収入 755,000 761,000

長期借入金の返済による支出 △606,264 △857,766

自己株式の取得による支出 △22,805 △963

配当金の支払額 △77,574 △79,985

リース債務の返済による支出 － △5,109

財務活動によるキャッシュ・フロー △401,644 1,232,575

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △500,541 156,871

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 381,605 614,005
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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３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日） 

 該当事項はありません。 

 

 

(5) セグメント情報 

【事業の種類別セグメント情報】 

前第３四半期連結会計期間（自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31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 

1,290,026 1,430,102 30,007 2,750,136 － 2,750,136 

(2)セグメント間の内
部売上高又は振替
高 

8,508 － 14,281 22,790 (22,790) － 

計 1,298,535 1,430,102 44,289 2,772,926 (22,790) 2,750,136 

営業利益 282,937 32,880 3,048 318,867 (93,116) 225,750 

(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 各区分に属する主要な製品等 

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、保険代理店事業、飲食店の経営 

 

当第３四半期連結会計期間（自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31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 

1,100,639 1,369,191 38,456 2,508,287 － 2,508,287 

(2)セグメント間の内
部売上高又は振替
高 

9,338 － 10,061 19,399 (19,399) － 

計 1,109,977 1,369,191 48,518 2,527,687 (19,399) 2,508,287 

営業利益又は営業損失
(△) 

123,879 △3,550 8,040 128,369 (82,032) 46,337 

(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 各区分に属する主要な製品等 

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 飲食店の経営、衣料製品の販売、保険代理店事業 
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前第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） 
 

 
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 

4,234,385 3,527,176 62,393 7,823,955 － 7,823,955 

(2)セグメント間の内
部売上高又は振替
高 

21,610 － 66,309 87,919 (87,919) － 

計 4,255,995 3,527,176 128,703 7,911,875 (87,919) 7,823,955 

営業利益又は営業損失
(△) 

519,274 △31,434 △8,419 479,420 (286,685) 192,734 

(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、保険代理店事業、飲食店の経営 

 

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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 

3,315,712 3,674,719 110,539 7,100,971 － 7,100,971 

(2)セグメント間の内
部売上高又は振替
高 

28,226 － 35,440 63,666 (63,666) － 

計 3,343,938 3,674,719 145,980 7,164,638 (63,666) 7,100,971 

営業利益又は営業損失
(△) 

357,651 △68,759 20,551 309,444 (281,217) 28,226 

(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 飲食店の経営、衣料製品の販売、保険代理店事業 

 

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日） 

 該当事項はありません。 

 

 

- 12 -

ヨシコン株式会社（5280）平成22年３月期　第３四半期決算短信




