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1.  平成24年3月期の連結業績（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

24年3月期 11,089 △0.2 667 △3.3 572 △8.6 19 417.2
23年3月期 11,118 △0.3 690 22.3 627 9.2 3 △96.2
（注）包括利益 24年3月期 359百万円 （8.4％） 23年3月期 331百万円 （―％）

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利益

率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

24年3月期 0.04 ― 0.4 3.8 6.0
23年3月期 0.01 ― 0.1 4.2 6.2
（参考） 持分法投資損益 24年3月期  8百万円 23年3月期  △27百万円

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期 15,796 6,707 28.8
23年3月期 14,644 6,381 31.0
（参考） 自己資本  24年3月期  4,552百万円 23年3月期  4,538百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

24年3月期 984 △434 △24 1,547
23年3月期 △687 △391 403 1,022

2.  配当の状況 

 

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

23年3月期 ― ― ― 0.05 0.05 22 584.4 0.5
24年3月期 ― ― ― 0.05 0.05 22 113.6 0.5
25年3月期(予想) ― ― ― 0.05 0.05 ―

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

第２四半期連結累計期間の見通しについては、最近の経済状況が不透明であり、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。 

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(累計) ― ― ― ― ― ― ― ― ―
通期 12,000 8.2 750 12.4 650 13.6 110 478.9 0.24

       



※  注記事項 
(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) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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 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 844,051 株 23年3月期 837,611 株
③ 期中平均株式数 24年3月期 450,151,218 株 23年3月期 450,155,597 株

（参考）個別業績の概要 

平成24年3月期の個別業績（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

24年3月期 884 23.6 179 568.3 185 1,080.4 99 253.9
23年3月期 714 △21.4 26 △74.5 15 △73.8 28 △21.6

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

24年3月期 0.22 ―
23年3月期 0.06 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期 5,513 3,515 63.7
23年3月期 5,471 3,439 62.8
（参考） 自己資本 24年3月期  3,515百万円 23年3月期  3,439百万円

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、財務諸表に対する監査手続が実施中です。 

※ 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
の実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。 
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(1）経営成績に関する分析 

 当連結会計年度におけるわが国経済は、東日本大震災の影響による余波が尾を引く中、欧州での金融不安の拡大及

びそれに伴う円高の進行の影響もあり先行きの見通しは極めて困難な状況にあります。 

 かかる情勢の下での当グループの経営成績は、売上高は、11,089百万円と前年同期と比べ28百万(△0.25％）減少

しました。また営業利益は、667百万円と前年同期と比べ23百万円(3.38%)減少、経常利益は、572百万円と前年同期

と比べ54百万円（8.67%)減少、当期純利益は、19百万円と前年同期と比べ16百万円（417.26％）増加となりました。

  

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、3,472百万円と前年同期と比べて92百万円増加し、セグメント利益は、△5百万円と前年同期と比べ89百

万円の減少になりました。 

 利益面の主要な減少要因は、円高の影響によるフリージア・オート技研㈱の収益面の悪化及び期末にATM等の受注

が集中し、外注を使わざるをえなかったことによる利益の減少が主要因であります。 

  

② 住宅関連事業 

 売上高は、7,349百万円と前年同期と比べて133百万円減少し、セグメント利益も、628百万円と前年同期と比べ9万

円の減少になりました。 

 収益面の主要な減少要因としては、復興需要により東北方面の受注が著しく伸びはしたものの、マンション販売が

来期の前半に固まったことによる収益面の減少がその主要因であります。 

   

③ 投資・流通サービス事業 

 売上高は、268百万円と前年同期と比べて70百万円減少し、セグメント利益は、119百万円と前年同期と比べ85百万

円の増加になりました。 

 今後、当該事業は流通事業から投資・再生事業により注力した事業展開を図っていく所存でございます。 

  

 現時点における平成25年3月期の通期業績予想につきましては、売上高は12,000百万円（前連結会計年度比8.2％

増）、営業利益は750百万円（前連結会計年度比12.4%増）、経常利益は650百万円（前連結会計年度比13.6％増）、

当期純利益は110百万円（前連結会計年度比478.9％増）を予定しております。  

  

１．経営成績
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 (2）財政状態に関する分析 

① 資産、負債及び純資産の状況 

 当連結会計年度末の資産につきましては、前連結会計年度末に比べ1,152百万円増加し、15,796百万円となりまし

た。主な要因は、現金及び預金並びにたな卸資産が増加したことなどによります。 

 負債につきましては、前連結会計年度末に比べ、826百万円増加し、9,088百万円となりました。主な要因は、長期

借入金が増加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325百万円増加し、6,707百万円となりました。 

  

② キャッシュ・フローの状況 

 当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ524百万円

増加し、当連結会計年度末には1,547百万円となりました。 

連結会計年度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） 

 営業活動による資金の収入は、984百万円（前年同期は687百万円の支出）となりました。 

 営業活動によるキャッシュフローの増加要因としては、税金等調整前当期純利益682百万を計上したこと等による

ものであります。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動による資金の支出は、434百万円（前年同期は391百万円の支出）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により、290百万円減少したことなどによります。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動による資金の支出は、24百万円（前年同期は403百万円の収入）となりました。 

 主な要因は、社債の償還512百万円をしたことなどによります。 
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(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 当社は、利益配分については、株主の皆様への継続的な配当と、事業の基盤の安定、経営体質・財務体質の長期的

な強化にむける内部留保の充実とを総合的に勘案し、バランスの取れた経営を行ってまいります。 

 当社の配当金は、株主総会で決定しますが、当面は年度で1回、株主総会後に支払をする予定です。 

 なお、当期の配当金については、期末配当金として当初の予定通り、1株あたり5銭とさせていただく予定でありま

す。また、次期の配当金については、少なくとも当期配当金は維持し、少しでも上回れるよう努力いたします。 

  

(4）事業等のリスク 

当社グループの経営成績及び財政状態等に影響を及ぼす可能性のあるリスクについて、主な事項を記載しており

ます。当該事項は、本書類提出現在において入手し得る情報に基づいて判断しております。なお、当社グループは、

これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に勤める所存であります。 

（１）為替レート変動のリスク 

 当社グループの業務は為替レートの変動の影響を受けます。特に、フリージア・マクロス㈱のプラスチック押出

機等の輸出は、東南アジア、中近東等を中心に行われており、その変動が収益に影響を与える可能性があります。

また、フリージアハウス㈱においては、ログハウス等住宅建材の輸入を主としてスウェーデンの関連会社を中心に

北欧、ロシア等からおこなっております。したがって、為替レートの変動により、業績に影響が及ぶ可能性があり

ます。 

   

（２）不動産市況の悪化によるリスク 

 国内外の要因により景気後退による不動産市況が悪化する場合には、当社グループの業績に影響を与える可能性

があります。 

  

（３）株価下落のリスク 

 当社グループは上場及び非上場の株式を保有しております。全般的かつ大幅な下落が生じる場合には、保有有価

証券に減損又は評価損が発生し、当社グループの業績に影響が及ぶ可能性があります。 

  

（４）各種規制変更のリスク 

 当社グループは、法令等を遵守して事業を行っておりますが、各種規制（当社グループが事業を営む国内外の市

場における法律等）の変更及びそれらによって発生する事態が、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があり

ます。 

  

（５）業容の拡大に伴うリスク 

 当社グループは、国内外企業の買収等を通して、業容の拡大を行っております。その際には、事前に充分な調査

並びに検討を行っておりますが、新たな事業であるために、その目的が達成されず、当社グループの業績に影響を

及ぼす可能性があります。 
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 当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社（フリージア・マクロス株式会社）、連結子会社８社、非連結

子会社８社で構成されております。 

 製造から供給まで行う「製造供給事業」（プラスチック押出機、土木試験機、ATM筐体等、各種容器類並びにプリ

ント基板等の製造販売）と総合的な住宅関連事業を扱う「住宅関連事業」（ログハウス、高級スウエーデン住宅、マ

ンション、家具類、防蟻、防水等住宅関連工事、不動産）、「投資・流通サービス事業」（投資・再生支援、パソコ

ン周辺機器、部品及びソフト）の３業態に分れております。 

  

 事業系統図は、下記のとおりであります。 

  

 

２．企業集団の状況
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(1）会社の経営の基本方針 

 当社及び当社のグループは、モノ創りの上流から下流までの各工程を垂直統合させた上で、モノ創りそのものにお

客様に参加していただくという形態をとっております。お客様のご協力の結果、各工程に高い計画性がもたらせられ

ることにより全工程のムダ、ムラを省け、高い生産性に結びつけることができます。かかる参加型製造供給体制によ

り、低価格でありながらも従来以上の高品質な製品を作りつづけることができます。 

 計画経済を市場経済の中で実現することを意図した本供給体制を「配給」と総称しております。 

 この「配給」の理念を実践することが当社グループの経営の基本理念であります。 

  

(2）中長期的な会社の経営戦略 

 当社及び当社グループの各社は、財務体質をグループ基本理念であります「配給」の実践と浸透とによって改善

し、今日までに基本的な体質転換を成し遂げてまいりました。 

 今後とも経営体質を良好なままで継続し、更に強化するための諸政策を実行してまいります。そのための施策とし

て変動経費の低減、固定費の縮減によるコストダウンの他に、新規分野の開拓、新事業の構築等については、十分な

検討の下に、積極的な展開を図ってまいります。 

 こうした改善のステップを進行し、「配給」の理念の実践により健全な財務体質を構築し、その体質を基に更なる

高収益体制の確立を進めてまいります。 

  

(3）会社の対処すべき課題 

 グループ全体としては、援助を要請している中小企業への経営や資金援助に注力し、グループの力による再建を図

り、併せてグループの拡大強化を行いつつあります。また、同時に、当グループの基本理念であります「配給」の一

層の浸透により、財務基盤の健全化、強化へ努力を集中いたします。 

  

３．経営方針
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４．連結財務諸表 
（１）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) 

当連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,185,792 1,680,564

受取手形及び売掛金 1,313,022 1,809,805

たな卸資産 3,379,718 3,746,833

短期貸付金 111,548 276,012

立替金 879,914 －

繰延税金資産 46,047 52,424

その他 453,914 562,390

貸倒引当金 △64,211 △48,575

流動資産合計 7,305,748 8,079,455

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 2,267,515 2,400,238

機械装置及び運搬具 517,808 597,519

土地 3,581,283 3,685,517

建設仮勘定 69,693 115,967

その他 116,708 121,696

減価償却累計額 △1,737,469 △1,919,547

減損損失累計額 △230,537 △230,537

有形固定資産合計 4,585,002 4,770,854

無形固定資産   

借地権 317,020 317,020

その他 26,457 28,957

無形固定資産合計 343,478 345,977

投資その他の資産   

投資有価証券 76,361 65,058

関係会社株式 1,847,481 1,849,674

長期貸付金 51,433 49,786

差入保証金 321,782 459,300

繰延税金資産 10,226 3,567

その他 138,761 186,884

貸倒引当金 △36,206 △14,398

投資その他の資産合計 2,409,841 2,599,872

固定資産合計 7,338,322 7,716,704

資産合計 14,644,070 15,796,160
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 848,290 2,336,186

短期借入金 1,447,089 1,534,744

1年内返済予定の長期借入金 566,847 617,280

1年内償還予定の社債 512,500 30,000

未成工事受入金 513,166 295,919

未払法人税等 127,771 203,034

完成工事補償引当金 76,785 59,599

賞与引当金 25,600 28,350

営業外支払手形 910,661 50,301

その他 499,543 759,919

流動負債合計 5,528,256 5,915,336

固定負債   

社債 210,000 230,000

長期借入金 1,583,607 1,918,121

繰延税金負債 92,357 177,166

退職給付引当金 125,272 8,021

負ののれん 108,209 156,491

その他 614,891 683,715

固定負債合計 2,734,338 3,173,516

負債合計 8,262,594 9,088,853

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 1,579,629 1,590,793

自己株式 △18,170 △18,273

株主資本合計 4,613,028 4,624,089

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △74,478 △72,020

その他の包括利益累計額合計 △74,478 △72,020

少数株主持分 1,842,925 2,155,238

純資産合計 6,381,475 6,707,307

負債純資産合計 14,644,070 15,796,160
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
（連結損益計算書） 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

売上高 11,118,257 11,089,957

売上原価 7,100,247 7,160,387

売上総利益 4,018,010 3,929,569

販売費及び一般管理費 3,327,266 3,262,182

営業利益 690,743 667,386

営業外収益   

受取利息 17,469 3,053

受取配当金 2,365 2,011

持分法による投資利益 － 8,253

負ののれん償却額 21,905 21,905

受取家賃 15,865 －

その他 89,268 59,943

営業外収益合計 146,873 95,166

営業外費用   

支払利息 87,483 95,682

貸倒引当金繰入額 － 9,899

持分法による投資損失 27,281 －

その他 95,396 83,976

営業外費用合計 210,162 189,559

経常利益 627,455 572,994

特別利益   

受取補償金 33,383 －

投資有価証券売却益 － 324

退職給付制度改定益 － 117,029

その他 11,325 －

特別利益 44,708 117,354

特別損失   

固定資産除却損 141 －

貸倒損失 14,053 －

投資有価証券売却損 － 2,523

投資有価証券評価損 － 4,999

その他 37,175 －

特別損失合計 51,370 7,523

税金等調整前当期純利益 620,793 682,825

法人税、住民税及び事業税 105,395 249,814

法人税等調整額 87,292 81,533

過年度法人税等 85,335 －

法人税等合計 278,022 331,347

少数株主損益調整前当期純利益 342,770 351,477

少数株主利益 338,919 331,557
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当期純利益 3,851 19,920
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（連結包括利益計算書） 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 342,770 351,477

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △7,479 5,281

持分法適用会社に対する持分相当額 △3,865 2,537

その他の包括利益合計 △11,345 7,819

包括利益 331,425 359,296

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 16 22,378

少数株主に係る包括利益 331,408 336,918
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 2,077,766 2,077,766

当期末残高 2,077,766 2,077,766

資本剰余金   

当期首残高 973,803 973,803

当期末残高 973,803 973,803

利益剰余金   

当期首残高 1,584,618 1,579,629

当期変動額   

剰余金の配当 △8,840 △8,755

当期純利益又は当期純損失（△） 3,851 19,920

当期変動額合計 △4,989 11,164

当期末残高 1,579,629 1,590,793

自己株式   

当期首残高 △18,094 △18,170

当期変動額   

自己株式の取得 △75 △103

当期変動額合計 △75 △103

当期末残高 △18,170 △18,273

株主資本合計   

当期首残高 4,618,093 4,613,028

当期変動額   

剰余金の配当 △8,840 △8,755

当期純利益又は当期純損失（△） 3,851 19,920

自己株式の取得 △75 △103

当期変動額合計 △5,064 11,061

当期末残高 4,613,028 4,624,089

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 △70,644 △74,478

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3,834 2,457

当期変動額合計 △3,834 2,457

当期末残高 △74,478 △72,020

その他の包括利益累計額合計   

当期首残高 △70,644 △74,478

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3,834 2,457

当期変動額合計 △3,834 2,457
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当期末残高 △74,478 △72,020

少数株主持分   

当期首残高 1,499,509 1,842,925

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 343,416 312,313

当期変動額合計 343,416 312,313

当期末残高 1,842,925 2,155,238

純資産合計   

当期首残高 6,046,958 6,381,475

当期変動額   

剰余金の配当 △8,840 △8,755

当期純利益又は当期純損失（△） 3,851 19,920

自己株式の取得 △75 △103

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 339,581 314,770

当期変動額合計 334,517 325,832

当期末残高 6,381,475 6,707,307
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 620,793 682,825

減価償却費 113,410 173,078

退職給付引当金の増減額（△は減少） 4,237 △117,250

貸倒損失 14,053 －

のれん償却額 48,336 48,281

為替差損益（△は益） 6,385 －

固定資産除却損 141 －

投資有価証券売却損益（△は益） － 2,198

投資有価証券評価損益（△は益） 4,193 4,999

貸倒引当金の増減額（△は減少） △86,639 △15,710

受取利息及び受取配当金 △19,834 △5,064

支払利息 97,826 95,166

持分法による投資損益（△は益） 27,281 △8,253

売上債権の増減額（△は増加） △242,774 △721,546

たな卸資産の増減額（△は増加） △707,870 △498,313

未払消費税等の増減額（△は減少） 9,527 △9,169

仕入債務の増減額（△は減少） △284,171 1,530,833

その他 △94,382 78,046

小計 △489,488 1,240,121

利息及び配当金の受取額 26,917 13,104

利息の支払額 △98,978 △94,417

法人税等の支払額 △126,326 △174,551

営業活動によるキャッシュ・フロー △687,875 984,257

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 △121,761 △16,440

定期預金の払戻による収入 316,275 46,575

関係会社株式の取得による支出 △10,000 －

関係会社株式の売却による収入 1,000 －

投資有価証券の取得による支出 △5,000 －

投資有価証券の売却による収入 － 11,001

有形固定資産の取得による支出 △385,567 △290,759

有形固定資産の売却による収入 7,041 －

無形固定資産の取得による支出 △156,893 △3,315

貸付けによる支出 △859,123 △191,771

貸付金の回収による収入 786,268 28,954

差入保証金の差入による支出 △68,404 △137,518

預り保証金の受入による収入 － 133,784

投資その他の資産の増減額（△は増加） 104,509 △15,423

投資活動によるキャッシュ・フロー △391,655 △434,912
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31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 1,292,089 1,450,016

短期借入金の返済による支出 △694,307 △1,352,862

長期借入れによる収入 374,080 1,230,000

長期借入金の返済による支出 △247,850 △854,553

社債の発行による収入 － 50,000

社債の償還による支出 △312,000 △512,500

自己株式の取得による支出 △75 △103

子会社の自己株式の取得による支出 － △24,600

配当金の支払額 △8,841 △9,882

財務活動によるキャッシュ・フロー 403,096 △24,484

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △676,434 524,861

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 3,254 －

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期末残高 1,022,170 1,547,032
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当連結会計年度（自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日） 

該当事項はありません。 

  

 （追加情報） 

(5) 継続企業の前提に関する注記

(6)連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

                      当連結会計年度 

                     （自 平成23年４月１日 

                      至 平成24年３月31日）  

 （会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用） 

 当連結会計年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正により、「会計上の変更及び誤謬の訂正に

 関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準 

 の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。  
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Ⅰ 前連結会計年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日） 

１．報告セグメントの概要 

 当社の報告セグメントにつきましては、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、当社取締

役会が、事業の業績を評価し、また経営資源の配分など、定期的に検討を行う対象となっております。当社は、本

社に営業統括をおき、事業活動を展開しております。なお、「製造供給事業」「住宅関連事業」「投資・流通サー

ビス事業」を報告セグメントとしております。「製造供給事業」は、押出機、土木試験機、ATM筐体、各種容器及

びプリント基板等の製造・販売を行っております。「住宅関連事業」は、ログハウスの設計・施工・監理、販売用

不動産の販売、不動産の賃貸、マンションの建築及び販売、住宅の防蟻、防水、断熱工事等を行っております。

「投資・流通サービス事業」は、投資再生支援、パソコン周辺機器、部品及びソフト等の販売等を行っておりま

す。  

   

２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、棚卸資産の評価基準を除き、「連結財務諸表作成のための

基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。 

棚卸資産の評価については、収益性の低下に基づく簿価切下げ前の価額で評価しております。 

報告セグメントの利益は、営業利益（のれん償却前）ベースの数値であります。 

セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。 

  

３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 

（単位：千円）

  

(7) 連結財務諸表に関する注記事項

（セグメント情報等）

ａ．セグメント情報

  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  3,380,579  7,419,928  317,750  11,118,257

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

 －  62,967  20,571  83,538

計  3,380,579  7,482,895  338,321  11,201,795

セグメント利益  84,143  637,172  34,566  755,881

セグメント資産  4,870,678  12,406,553  3,918,737  21,195,968

その他の項目 

減価償却費  31,523  79,138  2,554  113,215

有形固定資産及び無形固定
資産の増加額 

 16,718  465,794  59,948  542,460
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４．報告セグメント合計額と連結財務諸表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）

  

（単位：千円）

  

（単位：千円）

  

 （単位：千円）

  

売上高 

報告セグメント計  11,201,795

セグメント間取引消去  △83,538

連結財務諸表の売上高  11,118,257

利益 

報告セグメント計  755,881

セグメント間取引消去  5,103

のれんの償却額  △70,240

連結財務諸表の営業利益  690,743

資産 

報告セグメント計  21,195,968

持分法適用会社への投資額  1,378,051 

本社管理部門に対する債権の相殺消去 △7,929,949 

連結財務諸表の資産合計  14,644,070

その他の項目 報告セグメント計 調整額 連結財務諸表計上額 

減価償却費  113,215  195  113,410

有形固定資産及び無形
固定資産の増加額 

 542,460  －  542,460
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Ⅱ 当連結会計年度（自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日） 

１．報告セグメントの概要 

 当社の報告セグメントにつきましては、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、当社取締

役会が、事業の業績を評価し、また経営資源の配分など、定期的に検討を行う対象となっております。当社は、本

社に営業統括をおき、事業活動を展開しております。なお、「製造供給事業」「住宅関連事業」「投資・流通サー

ビス事業」を報告セグメントとしております。「製造供給事業」は、押出機、土木試験機、ATM筐体、各種容器及

びプリント基板等の製造・販売を行っております。「住宅関連事業」は、ログハウスの設計・施工・監理、販売用

不動産の販売、不動産の賃貸、マンションの建築及び販売、住宅の防蟻、防水、断熱工事等を行っております。

「投資・流通サービス事業」は、投資再生支援、パソコン周辺機器、部品及びソフト等の販売等を行っておりま

す。  

   

２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、棚卸資産の評価基準を除き、「連結財務諸表作成のための

基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。 

棚卸資産の評価については、収益性の低下に基づく簿価切下げ前の価額で評価しております。 

報告セグメントの利益は、営業利益（のれん償却前）ベースの数値であります。 

セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。 

  

３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 

（単位：千円）

  

  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  3,488,366  7,583,822  457,235  11,529,423

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

 △15,700  △234,572  △189,193  △439,466

計  3,472,665  7,349,249  268,041  11,089,957

セグメント利益  △5,726  628,048  119,913  742,235

セグメント資産  4,925,121  13,269,948  5,301,043  23,496,113

その他の項目 

減価償却費  37,276  138,857  2,447 178,581 

有形固定資産及び無形固定
資産の増加額 

 12,733  281,341  －  294,074
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４．報告セグメント合計額と連結財務諸表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）

  

（単位：千円）

  

（単位：千円）

  

 （単位：千円）

  

売上高 

報告セグメント計  11,529,423

セグメント間取引消去  △439,466

連結財務諸表の売上高  11,089,957

利益 

報告セグメント計  742,235

セグメント間取引消去  △4,661

のれんの償却額  △70,186

連結財務諸表の営業利益  667,386

資産 

報告セグメント計 23,496,113 

持分法適用会社への投資額   1,380,243

本社管理部門に対する債権の相殺消去 △9,080,196 

連結財務諸表の資産合計  15,796,160

その他の項目 報告セグメント計 調整額 連結財務諸表計上額 

減価償却費 178,581  △5,502  173,078

有形固定資産及び無形
固定資産の増加額 

 294,074  －  294,074
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Ⅰ 前連結会計年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日） 

１．製品及びサービスごとの情報 

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。 

  

２．地域ごとの情報 

(1）売上高 

本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。

  

(2）有形固定資産 

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。 

  

３．主要な顧客ごとの情報 

 外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載はあ

りません。 

  

Ⅱ 当連結会計年度（自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日） 

１．製品及びサービスごとの情報 

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。 

  

２．地域ごとの情報 

(1）売上高 

本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。

  

(2）有形固定資産 

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。 

  

３．主要な顧客ごとの情報 

 外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載はあ

りません。 

  

前連結会計年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日） 

該当事項はありません。 

  

当連結会計年度（自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日） 

該当事項はありません。 

  

ｂ．関連情報

ｃ．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
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前連結会計年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日） 

（単位：千円）

  

 なお、平成22年４月１日前に行われた企業結合により発生した負ののれんの償却額及び未償却残高は、
以下のとおりであります。 

  

当連結会計年度（自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日） 

（単位：千円）

  

 なお、平成22年４月１日前に行われた企業結合により発生した負ののれんの償却額及び未償却残高は、
以下のとおりであります。 

  

前連結会計年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日） 

該当事項はありません。 

  

当連結会計年度（自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日） 

該当事項はありません。 

  

ｄ．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

  製造供給事業 住宅関連事業 
投資・流通 
サービス事業 

全社・消去 合計 

当期償却額  67,148  3,092  －  － 70,240 

当期末残高  173,359  49,484  －  － 222,843 

  製造供給事業 住宅関連事業 
投資・流通 
サービス事業 

全社・消去 合計 

当期償却額  －  21,905  －  －  21,905

当期末残高  －  331,053  －  －  331,053

  製造供給事業 住宅関連事業 
投資・流通 
サービス事業 

全社・消去 合計 

当期償却額  67,093  3,092  －  －  70,186

当期末残高  106,265  46,391  －  －  152,657

  製造供給事業 住宅関連事業 
投資・流通 
サービス事業 

全社・消去 合計 

当期償却額  －  21,905  －  －  21,905

当期末残高  －  309,148  －  －  309,148

ｅ．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
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 (注）１株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

当連結会計年度（自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日） 

該当事項はありません。 

  

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

１株当たり純資産額 円 銭10 8

１株当たり当期純利益金額 円1銭0

１株当たり純資産額 円 銭10 11

１株当たり当期純利益金額 円 銭0 4

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在していないために記載しておりませ

ん。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在していないために記載しておりませ

ん。 

  
前連結会計年度 

（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日）

当連結会計年度 
（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日）

当期純利益（千円）  3,851  19,920

普通株主に属しない金額（千円）  －  －

普通株式に係る当期純利益（千円）  3,851  19,920

期中平均株式数（千株）  450,155 450,151 

（重要な後発事象）
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