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1.  平成22年5月期第3四半期の連結業績（平成21年6月1日～平成22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 ％

22年5月期第3四半期 21,233 67.3 1,056 112.4 831 206.1 281 225.9
21年5月期第3四半期 12,689 ― 497 ― 271 ― 86 ―

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3四半期 19,113.29 ―

21年5月期第3四半期 5,829.14 ―

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3四半期 16,078 3,641 22.5 245,674.95
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3四半期  3,612百万円 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 ― 0.00 ― 1,700.00 1,700.00
22年5月期 ― 0.00 ―

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 30,079 52.5 1,371 120.1 948 202.9 446 265.6 30,333.95
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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」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3四半期 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3四半期 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3四半期 14,703株 21年5月期第3四半期 14,794株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、一部の業種において企業収益の回復がみられたものの、厳し

い雇用環境や伸び悩む個人消費を背景に、全体としては低調に推移しました。 

不動産業界においては、経済対策として住宅版エコポイント制度が導入されましたが、新設住宅着工戸数は依然

として低水準で推移しているなど、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、当第３四半期連結累計期間より長期優

良住宅の販売を開始するなど、商品開発にも注力してまいりました。 

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 

一次取得者層の需要に支えられるとともに、分譲住宅における資金回収期間の短縮ならびに１戸当たりのコ

スト削減に取り組んでまいりました。売上高は15,697百万円(前年同期比51.0％増)、営業利益は867百万円(前

年同期比135.6％増)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5,563百万円(前年同期比

141.7％増)、営業利益は505百万円(前年同期比9.8％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。 

一方、当グループの都市事業における生活関連ビジネスの一環として運営する商業施設で、当初の事業計画を下

回る状況が継続しており、固定資産に減損の兆候がみられたため固定資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、

減損損失172百万円を特別損失に計上しました。 

その結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は21,233百万円(前年同期比67.3％増)、営業利益は1,056百万円

(前年同期比112.4％増)、経常利益は831百万円(前年同期比206.1％増)、四半期純利益は281百万円(前年同期比 

225.9％増)となりました。 

  

① 資産 

資産合計は、たな卸資産の減少を主な要因として、前連結会計年度末と比較して2,995百万円減少し、16,078

百万円となりました。 

② 負債 

負債合計は、たな卸資産の売却に伴う借入金の減少等を主な要因として、前連結会計年度末と比較して3,270

百万円減少し、12,437百万円となりました。 

③ 純資産 

純資産合計は、利益剰余金の増加を主な要因として、前連結会計年度末と比較して275百万円増加し、3,641百

万円となりました。 

④ キャッシュ・フロー 

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648百万円

(前年同期比150.6％増)、たな卸資産の減少による収入が2,781百万円(前年同期は2,291百万円の支出)となった

ことを主な要因として3,391百万円の収入(前年同期は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、主として有形固定資産の取得等により283百万円の支出(前年同期は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、借入金の返済による支出が借入れによる収入を上回ったこと等によ

り、3,115百万円の支出(前年同期は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７百万円減少し、当第３四半期連結会計期間末残高は1,919百万円

(前年同期比9.2％増)となりました。 

  

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
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平成22年５月期の通期業績予想につきましては、平成21年７月17日の予想より変更しておりません。  

  

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。 

  

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)を第１四半期連結会計期間より適用し、第１四半期連結会計

期間に着手した工事契約から、当第３四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。 

  

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）

(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

㈱ウッドフレンズ (8886) 平成22年５月期　第３四半期決算短信

4－4－



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22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21年５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,957,147 1,927,118

完成工事未収入金 13,597 13,765

売掛金 46,473 60,518

販売用不動産 5,393,606 7,027,303

仕掛販売用不動産 4,025,307 4,996,855

商品 5,126 7,399

未成工事支出金 1,018,710 1,187,882

原材料 41,412 46,546

その他 484,191 472,252

流動資産合計 12,985,572 15,739,642

固定資産   

有形固定資産 2,767,608 2,992,774

無形固定資産 96,426 123,233

投資その他の資産 228,888 218,228

固定資産合計 3,092,922 3,334,236

資産合計 16,078,494 19,073,879

負債の部   

流動負債   

工事未払金 983,476 1,321,942

買掛金 78,551 56,596

1年内償還予定の社債 228,000 28,000

短期借入金 4,942,075 5,582,745

1年内返済予定の長期借入金 1,367,610 2,603,858

未払法人税等 285,204 170,485

賞与引当金 43,012 3,505

完成工事補償引当金 79,200 77,800

その他 566,988 618,942

流動負債合計 8,574,118 10,463,875

固定負債   

社債 30,000 244,000

長期借入金 3,164,334 4,352,306

退職給付引当金 5,768 6,052

役員退職慰労引当金 97,673 92,750

その他 565,498 549,195

固定負債合計 3,863,273 5,244,304

負債合計 12,437,392 15,708,180
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22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 3,073,838 2,817,810

自己株式 △9,449 △9,449

株主資本合計 3,613,008 3,356,981

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △849 △533

評価・換算差額等合計 △849 △533

少数株主持分 28,943 9,251

純資産合計 3,641,102 3,365,698

負債純資産合計 16,078,494 19,073,879
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(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６月１日 
 至 平成21年２月28日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成22年２月28日) 

売上高 12,689,330 21,233,483

売上原価 10,833,671 18,579,027

売上総利益 1,855,658 2,654,456

販売費及び一般管理費 1,358,191 1,597,783

営業利益 497,467 1,056,672

営業外収益   

受取利息 955 189

受取手数料 6,210 10,217

違約金収入 11,077 4,237

その他 13,402 9,975

営業外収益合計 31,645 24,619

営業外費用   

支払利息 235,345 177,989

その他 22,136 71,885

営業外費用合計 257,482 249,874

経常利益 271,630 831,417

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 10,499

減損損失 － 172,513

投資有価証券評価損 9,999 －

特別損失合計 14,729 183,012

税金等調整前四半期純利益 258,747 648,404

法人税等 144,370 347,689

少数株主利益 28,140 19,691

四半期純利益 86,236 281,022
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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６月１日 
 至 平成21年２月28日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成22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 258,747 648,404

減価償却費 134,826 206,337

のれん償却額 19,266 19,266

減損損失 － 172,513

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 △1,103

支払利息 235,345 177,989

売上債権の増減額（△は増加） 4,295 14,212

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,291,505 2,781,825

仕入債務の増減額（△は減少） 490,518 △313,448

その他 △214,329 142,412

小計 △1,390,888 3,848,409

利息及び配当金の受取額 2,152 1,103

利息の支払額 △235,770 △179,248

法人税等の支払額 △466,151 △278,823

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,090,657 3,391,441

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 △206,577

有形固定資産の売却による収入 603,464 －

その他 △13,699 △76,542

投資活動によるキャッシュ・フロー 17,565 △283,119

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 8,177,632

短期借入金の返済による支出 △9,066,538 △8,818,302

長期借入れによる収入 2,277,950 722,568

長期借入金の返済による支出 △1,345,665 △3,146,787

社債の償還による支出 △14,000 △14,000

リース債務の返済による支出 △1,944 △11,936

自己株式の取得による支出 △6,280 －

配当金の支払額 △140,141 △24,966

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,025,730 △3,115,793

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,047,361 △7,471

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 1,757,265 1,919,647
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 該当事項はありません。 

  

前第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) 

  

当第３四半期連結累計期間(自 平成21年６月１日 至 平成22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、生活関連サービスの提供 

 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。  

  

 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  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

  
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  15,697,008  5,536,474  21,233,483  －  21,233,483

(2) セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 635  27,368  28,003 (28,003)  －

計  15,697,643  5,563,843  21,261,486 (28,003)  21,233,483

営業利益  867,459  505,439  1,372,899 (316,226)  1,056,672

〔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
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生産、受注及び販売の状況 

当グループの生産実績及び受注実績は住宅事業について記載しております。 

なお、都市事業は生産及び受注の形態をとらないため、販売実績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 前第３四半期連結累計期間及び当第３四半期連結累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  16,549,491 ＋  81.3

合計  16,549,491 ＋  81.3

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  390  14,878,302 ＋  71.2  37  1,384,700 ＋  13.6

合計  390  14,878,302 ＋  71.2  37  1,384,700 ＋  13.6

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  373  15,697,008 ＋  51.1

都市事業  －  5,536,474 ＋  140.8

合計  373  21,233,483 ＋  67.3

相手先 

前第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） 

当第３四半期連結累計期間
（自 平成21年６月１日 
至 平成22年２月28日） 

金額(千円) 割合(％) 金額(千円) 割合(％)

ケネディクス不動産投資法人  －  －  3,550,000  16.7
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