
平成24年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成23年11月11日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 フリージア・マクロス 上場取引所 東 
コード番号 6343 URL http://www.freesiamacross-extruder.com/jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 奥山 一寸法師
問合せ先責任者 （役職名） 経理部長 （氏名） 篠崎 温儀 TEL 03-5818-1522
四半期報告書提出予定日 平成23年11月14日
配当支払開始予定日 ―
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無
四半期決算説明会開催の有無 ： 無

1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年9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 ％

24年3月期第2四半期 5,339 0.1 471 53.7 277 33.4 △105 ―
23年3月期第2四半期 5,332 △16.1 306 △36.7 208 △54.5 △90 ―

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 41百万円 （―％） 23年3月期第2四半期 74百万円 （―％）

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

24年3月期第2四半期 △0.24 ―
23年3月期第2四半期 △0.20 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第2四半期 15,160 7,203 27.3
23年3月期 15,342 7,195 27.7
（参考） 自己資本  24年3月期第2四半期  4,133百万円 23年3月期  4,254百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
 

年間配当金
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

23年3月期 ― ― ― 0.05 0.05
24年3月期 ― ―
24年3月期（予想） ― 0.05 0.05

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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 11,500 3.4 700 6.3 600 2.7 100 ― 0.22

        



(1) 当四半期連結累計期間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) 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) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、四半期財務諸表に対する
四半期レビュー手続が実施中です。 

※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。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期2Q 450,993,208 株 23年3月期 450,993,208 株
② 期末自己株式数 24年3月期2Q 842,291 株 23年3月期 837,611 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 450,152,949 株 23年3月期2Q 450,159,157 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災により発生した、製品・部材等の供給制約が解消

し、生産・輸出の増加、消費の回復、復興需要による設備投資の増加など、景気は回復基調にあります。 

 しかしながら、震災後の落ち込みからの回復の一巡、円高の継続や欧米諸国の財政危機による世界経済の減速懸念

など、今後の回復ペースは鈍化するものと見られています。 

 かかる情勢の下での当グループの経営成績は、売上高は、5,339百万円と前年同四半期と比べ7百万円(0.1%）増加

しました。営業利益は、471百万円と「配給」の理念の一層の浸透により売上原価及び販売費及び一般管理費が削減

され、前年同四半期に比べ164百万円(53.7%)の増加、持分法による投資損失が117百万円生じたものの、経常利益

は、277百万円と前年同四半期に比べ69百万円(33.4%)の増加と大幅な伸びを示しました。 

 また、四半期純損失は、105百万円(前年同四半期純損失90百万円)となりました。 

セグメントの業績は、次のとおりであります。 

①製造供給事業 

売上高は1,591百万円と前年同四半期に比べ76百万円（5.1%）増加しましたが、セグメント損失は、2百万円（前年

同四半期セグメント損失9百万円）となりました。 

売上高は、製造供給事業の内、機械機器、筐体等で139百万円の増加となりましたが、各種容器、プリント基板等

で62百万円の減少となりました。また、セグメント利益は、機械機器、各種容器で41百万円の増加となりましたが、

筐体、プリント基板等で34百万円の減少となりました。当該事業は、下期に業績が集中する傾向があります。 

  

②住宅関連事業 

売上高は3,780百万円と前年同四半期に比べ151百万円（4.2%）増加し、セグメント利益も、484百万円と前年同四

半期に比べ151百万円の増加となりました。 

売上高は、住宅145百万円、不動産5百万円の増加、セグメント利益は住宅78百万円、不動産73百万円の増加と、共

に順調に推移しました。 

  

③投資・流通サービス事業 

売上高は166百万円と前年同四半期に比べ51百万円（△23.5%）減少しましたが、セグメント利益は、37百万円と前

年同四半期に比べ4百万円の増加となり、今後も順調に推移すると予想されます。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ182百万円減少し、15,160百万円となりまし

た。主な要因は、現金及び預金及び立替金が減少したことなどによります。  

 また、負債は、前連結会計年度末に比べ、190百万円減少し、7,956百万円となりました。主な要因は、社債が償還

となり減少したことなどによります。 

 この結果、純資産は前連結会計年度末に比べ8百万円増加し、7,203百万円となりました。 

  

  キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末より

172百万円減少し、849百万円となりました。 

当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期連結累計期間における営業活動による資金の収入は、408百万円（前年同四半期は171百万円の支出）

となりました。主な要因は、仕入債務の増加などによるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期連結累計期間における投資活動による資金の支出は、192百万円（前年同四半期は62百万円の支出）

となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出などによるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期連結累計期間における財務活動による資金の支出は、388百万円（前年同四半期は324百万円の支出）

となりました。主な要因は、社債の償還による支出などによるものであります。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（３）連結業績予想に関する定性的情報 

（注） 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。 

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

該当事項はありません。 

  

  売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

通   期 11,500百万円 700百万円 600百万円 100百万円

２．サマリー情報（その他）に関する事項
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,185,792 1,015,353

受取手形及び売掛金 1,313,022 1,581,811

たな卸資産 3,379,718 3,481,903

短期貸付金 111,548 183,566

立替金 879,914 548,437

繰延税金資産 46,047 53,328

その他 453,914 463,177

貸倒引当金 △64,211 △69,438

流動資産合計 7,305,748 7,258,140

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 2,267,515 2,271,470

機械装置及び運搬具 517,808 527,302

土地 3,581,283 3,627,033

建設仮勘定 69,693 79,588

その他 116,708 116,708

減価償却累計額 △1,737,469 △1,820,656

減損損失累計額 △230,537 △230,537

有形固定資産合計 4,585,002 4,570,910

無形固定資産   

借地権 317,020 317,020

のれん 635,464 590,374

その他 26,457 27,044

無形固定資産合計 978,942 934,439

投資その他の資産   

投資有価証券 76,361 77,504

関係会社株式 1,918,131 1,788,142

長期貸付金 51,433 55,092

差入保証金 321,782 362,179

繰延税金資産 2,346 8,951

その他 138,761 126,962

貸倒引当金 △36,206 △22,064

投資その他の資産合計 2,472,610 2,396,767

固定資産合計 8,036,555 7,902,117

資産合計 15,342,303 15,160,257
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 848,290 1,170,946

短期借入金 1,447,089 1,539,038

1年内返済予定の長期借入金 566,847 441,878

1年内償還予定の社債 512,500 266,000

未成工事受入金 513,166 309,120

未払法人税等 127,771 280,312

完成工事補償引当金 76,785 72,080

賞与引当金 25,600 25,030

営業外支払手形 910,661 786,502

その他 499,543 741,437

流動負債合計 5,528,256 5,632,348

固定負債   

社債 210,000 210,000

長期借入金 1,583,607 1,474,577

繰延税金負債 84,812 90,470

退職給付引当金 125,272 129,979

その他 614,891 419,177

固定負債合計 2,618,583 2,324,205

負債合計 8,146,839 7,956,553

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 1,223,269 1,108,712

自己株式 △18,170 △18,248

株主資本合計 4,256,669 4,142,033

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △2,579 △8,082

その他の包括利益累計額合計 △2,579 △8,082

少数株主持分 2,941,374 3,069,753

純資産合計 7,195,464 7,203,704

負債純資産合計 15,342,303 15,160,257
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（四半期連結損益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 5,332,322 5,339,517

売上原価 3,321,464 3,241,658

売上総利益 2,010,857 2,097,859

販売費及び一般管理費 1,704,245 1,626,706

営業利益 306,612 471,152

営業外収益   

受取利息 10,230 1,581

受取配当金 2,175 1,654

負ののれん償却額 6,080 6,080

その他 51,304 24,898

営業外収益合計 69,790 34,214

営業外費用   

支払利息 42,990 47,790

貸倒引当金繰入額 － 18,338

持分法による投資損失 84,122 117,395

その他 40,887 43,884

営業外費用合計 168,000 227,409

経常利益 208,402 277,957

特別利益   

貸倒引当金戻入額 4,453 －

受取補償金 33,383 －

特別利益合計 37,836 －

特別損失   

貸倒損失 1,006 －

固定資産除却損 19 －

投資有価証券評価損 － 1,153

その他 1,137 －

特別損失合計 2,164 1,153

税金等調整前四半期純利益 244,075 276,804

法人税、住民税及び事業税 142,549 241,888

法人税等調整額 15,547 △8,813

過年度法人税等 11,420 －

法人税等合計 169,517 233,075

少数株主損益調整前四半期純利益 74,557 43,728

少数株主利益 165,365 149,530

四半期純損失（△） △90,808 △105,801
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 74,557 43,728

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 4,681 886

持分法適用会社に対する持分相当額 △4,946 △3,175

その他の包括利益合計 △265 △2,288

四半期包括利益 74,292 41,439

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △90,908 △111,304

少数株主に係る四半期包括利益 165,200 152,744
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９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 244,075 276,804

減価償却費 50,903 83,887

のれん償却額 45,116 45,089

貸倒引当金の増減額（△は減少） △51,147 △8,914

退職給付引当金の増減額（△は減少） 4,435 4,707

受取利息及び受取配当金 △12,405 △3,236

支払利息 48,618 49,547

為替差損益（△は益） 6,865 －

持分法による投資損益（△は益） 84,122 117,395

固定資産除却損 19 －

投資有価証券評価損益（△は益） － 1,153

貸倒損失 1,006 －

売上債権の増減額（△は増加） △396,532 △476,055

たな卸資産の増減額（△は増加） △285,530 △102,185

仕入債務の増減額（△は減少） △8,450 316,055

未払消費税等の増減額（△は減少） 4,569 13,138

その他 184,784 230,466

小計 △79,552 547,855

利息及び配当金の受取額 6,308 3,016

利息の支払額 △48,262 △49,576

法人税等の支払額 △50,316 △92,987

営業活動によるキャッシュ・フロー △171,822 408,306

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △83,493 △12,978

定期預金の払戻による収入 310,270 10,535

有形固定資産の取得による支出 △69,956 △69,094

有形固定資産の売却による収入 887 －

無形固定資産の取得による支出 △123,893 △952

投資有価証券の取得による支出 △5,000 △3

関係会社株式の取得による支出 △10,000 －

貸付けによる支出 △879,343 △79,781

貸付金の回収による収入 744,458 26,541

差入保証金の差入による支出 △9,501 △43,547

投資その他の資産の増減額（△は増加） 63,289 △23,588

投資活動によるキャッシュ・フロー △62,282 △192,870
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９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 366,622 830,264

短期借入金の返済による支出 △368,189 △729,249

長期借入れによる収入 45,000 380,000

長期借入金の返済による支出 △103,000 △613,998

社債の償還による支出 △256,000 △246,500

自己株式の取得による支出 △45 △78

配当金の支払額 △8,841 △8,755

財務活動によるキャッシュ・フロー △324,453 △388,318

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △558,557 △172,882

現金及び現金同等物の期首残高 1,695,350 1,022,170

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,136,793 849,288
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該当事項はありません。 

  

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日） 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（単位：千円）

  

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内

容（差異調整に関する事項） 

 （単位：千円） 

  

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

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）セグメント情報等

  

報告セグメント 

製造供給事業 住宅関連事業 
投資・流通 
サービス事業  

計 

売上高         

外部顧客への売上高   1,514,656   3,610,356   207,310   5,332,322

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

  －   18,979   10,287   29,266

計   1,514,656   3,629,335   217,597   5,361,588

セグメント利益又は損失(△)   △9,198   332,807   33,861   357,470

利益 金額   

報告セグメント計   357,470

セグメント間取引消去   338

のれんの償却額   △51,196

四半期連結損益計算書の営業利益   306,612
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Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年９月30日） 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（単位：千円）

  

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内

容（差異調整に関する事項） 

 （単位：千円） 

  

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

該当事項はありません。  

  

 該当事項はありません。  

  

  

報告セグメント 

製造供給事業 住宅関連事業 
投資・流通 
サービス事業  

計 

売上高         

外部顧客への売上高   1,583,572   3,686,020   69,925   5,339,517

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

  7,684   94,749   96,477   198,910

計   1,591,256   3,780,769   166,402   5,538,427

セグメント利益又は損失(△)   △2,029   484,791   37,865   520,627

利益 金額   

報告セグメント計   520,627

セグメント間取引消去   1,694

のれんの償却額   △51,169

四半期連結損益計算書の営業利益   471,152

（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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