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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6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 ％

21年3月期第1四半期 1,985 ― △259 ― △257 ― △432 ―

20年3月期第1四半期 1,828 △76.2 △467 ― △467 ― 905 ―

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

21年3月期第1四半期 △4.56 ―

20年3月期第1四半期 10.67 ―

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

21年3月期第1四半期 17,799 8,064 31.0 58.08
20年3月期 17,900 8,404 32.9 62.15

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  5,508百万円 20年3月期  5,894百万円

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

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― ― ― 0.00 0.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 0.00 0.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  

 当社グループの業績は、投資事業という事業の特性上、株式の評価損益及び売却損益、またファンドのキャピタルゲイン等で得られる報酬等により構成され
ています。 
 このようなことから、株式市場や投資有価証券の変動による市況環境の影響が極めて大きいため、業績予想の公表に代えまして、「中期3カ年事業計画」（平
成20年5月27日付）にて、平成21年3月期売上高、経常利益、税引前損益の目標数値を開示させていただいております。 

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）  有  

[(注)詳細は、3ページ【定性的情報・財務諸表等】４.その他をご覧ください。]  

(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、3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） 

[(注)詳細は、3ページ【定性的情報・財務諸表等】４.その他をご覧ください。]  

(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 
1．平成20年5月30日発表の連結業績予想（平成20年5月27日開示の「中期3カ年事業計画」）の見直しは行っておりません。上記の予想は、本資料の発表日現
在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。なお、上記予想に関す
る事項は、3ページ【定性的情報・財務諸表等】３. 連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 
2．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適
用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

新規 1 社 （社名 東京パークエンジニアリング株式会社 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  94,863,629株 20年3月期  94,863,629株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  15,909株 20年3月期  15,909株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  94,847,720株 20年3月期第1四半期  84,847,740株



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１四半期連結会計期間における我が国経済は、原油・原材料価格の高騰により食料品を中心とした小売価格が

上昇し、個人消費が冷え込んでくるなど依然として厳しい状況で推移いたしました。

　連結財務諸表提出会社では、前連結会計年度より引き続きグループ会社の再編を行うと同時に、これまで取り組ん

で参りました新規投資案件発掘の成果として、東京パークエンジニアリング㈱と企業再生を目的とした経営支援契約

を締結し、同社に対し投資を行いました。

　この結果、当第１四半期連結会計期間の業績につきましては、売上高が1,985百万円（前年同期比8.6％増）となり、

子会社数が減少したものの売上高は前年同期と比較し若干の増収となりました。また、損益につきましては、営業損

失259百万円（前年同期は営業損失467百万円）、経常損失257百万円（前年同期は経常損失467百万円）となり、前年

同期と比較し経常損益ベースでの損失幅は半減いたしましたが、貸倒引当金繰入等を計上したことにより四半期純損

失は432百万円（前年同期は当期純利益905百万円）となりました。

　事業の種類別セグメントの業績は以下の通りです。

なお、当第１四半期連結会計期間より、事業の種類別セグメントを従来の「メディカル事業」「投資事業」「不動産

事業」「その他の事業」の4区分から、「メディカル事業」と「投資事業」の２区分へと変更しております。

（メディカル事業）

　メディカル事業の売上高は主に医療法人社団杏林会の外来診療収益、入院診療収益等の医業収益で構成されており

ます。当第１四半期連結会計期間のメディカル事業における売上高は1,666百万円と業績はほぼ予定通り推移し、営業

利益は52百万円となりました。

（投資事業）

　投資事業におきましては企業活性化を目的とした有価証券の保有・運用及びコンサルティング等を行っております。

また、当第１四半期連結会計期間より従来の「不動産事業」、「その他の事業」セグメントを当セグメントへ統合し

ております。当第１四半期連結会計期間の投資事業において売上高は318百万円、営業損失は242百万円となりました。

売上高の主な内訳は、三生興産㈱112百万円、㈱サテライト朝日47百万円、㈱テレサイクルサービス長崎27百万円等と

なっております。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報

(1)資産、負債及び純資産の状況

　当第１四半期連結会計期間末の総資産は17,799百万円となり、前連結会計年度末と比較して100百万円減少致しまし

た。これは主に有価証券及び投資有価証券の売却による減少によるものです。

　負債の残高は9,734百万円となり、前連結会計年度末と比較して239百万円増加致しました。これは主に、短期借入

金の増加や賞与引当金の増加等によるものです。

　純資産は8,064百万円となり、前連結会計年度末と比較して339百万円減少致しました。これは主に432百万円の四半

期純損失を計上したことにより、利益剰余金が減少したことによるものです。
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３．連結業績予想に関する定性的情報

　当第1四半期における業績の進捗等を勘案した結果、平成21年3月期の連結業績予想につきましては、平成20年

5月27日に公表いたしました「中期3カ年事業計画」からの変更・見直し等は行っておりません。

 

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）

　当第1四半期における重要な子会社の異動につきましては、株式の取得により東京パークエンジニアリング株式

会社が新規連結子会社となりました。

 

（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

①固定資産の減価償却費の算定方法…固定資産の年度中の取得、売却及び除却等の見積りを考慮した予算を策定

しているため、当該予算に基づく年間償却予定額を期間按分して算定しております。

　②法人税等の算定方法…法人税等の納付税額の算定に関して、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なもの

に限定して算定しております。

（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

　　①当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関

する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸

表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

　②リース取引に関する会計基準の適用

　当第１四半期連結会計期間より「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日

（企業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企

業会計基準適用指針第16号 （平成６年１月18日（日本公認会計士協会　会計制度委員会）、平成19年３月30日

改正））を早期適用し、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準

じた会計処理から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更し、リース資産として計上しております。

なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取

引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。これによる損益への影響は軽微であります。

③重要な資産の評価基準及び評価方法の変更

　たな卸資産については、従来、主として最終仕入原価法による原価法によっていましたが、当第１四半期連結

会計期間から、「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年７月５日）の適用に伴い、

主として最終仕入原価法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）に

より算定しています。

　これにより損益に与える影響は軽微であります。

④「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用

　当第１四半期連結会計期間から、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」

（実務対応報告第18号　平成18年５月17日）を適用しています。これにより損益に与える影響はありません。
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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１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,069,474 2,794,896

受取手形及び売掛金 1,401,871 1,295,709

商品有価証券 60,466 187,512

営業投資有価証券 197,945 221,340

商品 54,397 55,067

その他 365,718 449,132

貸倒引当金 △119,388 △112,410

流動資産合計 5,030,483 4,891,248

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,138,500 5,187,706

土地 5,370,412 5,370,582

その他（純額） 411,085 229,629

有形固定資産合計 10,919,998 10,787,918

無形固定資産   

のれん 1,203,855 1,224,862

その他 49,559 48,705

無形固定資産合計 1,253,415 1,273,567

投資その他の資産   

投資有価証券 261,077 466,907

関係会社株式 － 53,826

関係会社社債 － 50,000

長期貸付金 1,312,238 1,304,577

繰延税金資産 87,850 138,061

その他 300,366 278,123

貸倒引当金 △1,366,306 △1,304,577

投資損失引当金 － △39,600

投資その他の資産合計 595,226 947,318

固定資産合計 12,768,639 13,008,804

資産合計 17,799,123 17,900,052

2008/08/13 16:33:32
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 225,952 139,891

短期借入金 1,580,700 1,253,982

1年内返済予定の長期借入金 862,586 858,931

1年内償還予定の社債 150,000 150,000

未払法人税等 40,862 106,792

繰延税金負債 101,705 149,090

賞与引当金 356,420 203,620

その他 592,855 696,680

流動負債合計 3,911,083 3,558,989

固定負債   

長期借入金 5,156,377 5,393,990

退職給付引当金 188,742 178,536

長期未払金 390,948 280,832

繰延税金負債 85,969 83,163

その他 1,460 －

固定負債合計 5,823,497 5,936,522

負債合計 9,734,580 9,495,511

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,300,000 3,300,000

資本剰余金 3,493,944 3,493,944

利益剰余金 △1,507,236 △1,074,474

自己株式 △5,954 △5,954

株主資本合計 5,280,754 5,713,516

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 34,902 52,881

為替換算調整勘定 193,319 128,295

評価・換算差額等合計 228,222 181,176

新株予約権 350,000 350,000

少数株主持分 2,205,566 2,159,848

純資産合計 8,064,543 8,404,541

負債純資産合計 17,799,123 17,900,052

2008/08/13 16:33:32
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（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）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

売上高 1,985,396

売上原価 373,171

売上総利益 1,612,224

販売費及び一般管理費 1,871,379

営業損失（△） △259,154

営業外収益  

受取利息及び配当金 4,415

持分法による投資利益 10,986

その他 40,424

営業外収益合計 55,827

営業外費用  

支払利息 49,876

その他 4,547

営業外費用合計 54,424

経常損失（△） △257,751

特別利益  

固定資産売却益 12,503

その他 29

特別利益合計 12,533

特別損失  

関係会社株式売却損 35,294

貸倒引当金繰入額 61,729

その他 38,834

特別損失合計 135,858

税金等調整前四半期純損失（△） △381,076

法人税、住民税及び事業税 37,090

法人税等調整額 4,799

法人税等合計 41,889

少数株主利益 9,795

四半期純損失（△） △432,762

2008/08/13 16:33:32
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　当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結財務諸表を作成しております。

 

　（３）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（４）セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

　当第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年６月30日）

 
メディカル事業

（千円）
投資事業
（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

Ⅰ　売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 1,666,707 318,689 1,985,396 ― 1,985,396

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
― 9,733 9,733 △9,733 ―

計 1,666,707 328,422 1,995,129 △9,733 1,985,396

営業利益又は営業損失（△） 52,097 △242,063 △189,965 △69,189 △259,154

　（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

事業区分 事業内容

投資事業 有価証券の保有及び運用

メディカル事業 医療・ヘルスケア事業への投資

３．事業区分の方法の変更

　事業区分の方法については従来、事業の種類・性質の類似性等の観点に基づき４区分としていましたが、当

第１四半期連結会計期間より、「投資事業」と「メディカル事業」の２区分へと変更いたしました。

　これは、前連結会計年度の経営体制の変更により経営方針が見直され、投資事業の定義を拡大したことによ

るものであります。これまでの投資事業は企業活性化投資のみを対象としておりましたが、今後は有価証券売

却収入を目指す企業活性化投資は継続しながらも、さらに収益性やキャッシュフローを重視した不動産投資や

その他企業投資なども投資対象とするためであります。また、従来の不動産事業やその他事業についても実際

の事業形態は企業投資であり、新たに規定した投資事業の範疇に含まれております。

　「投資事業」につきましては、従来「不動産事業」に区分されておりました㈱ジェイ・アセット、㈱サテラ

イト朝日、㈱テレサイクルサービス長崎、三生興産㈱の４社と、「その他の事業」に区分されておりましたＪ

SINGAPORE INVESTMENT PTE.,LTD、ROTOL SINGAPORE LTD及びその子会社４社、㈲Ｊインシュランスがそれぞれ

区分変更となっております。「メディカル事業」につきましては、従来「その他の事業」に区分されておりま

したＪメディカルインベストメント㈱が区分変更となっております。

　この結果、従来の方法に比較して当第１四半期連結累計期間の売上高は、「投資事業」が318,389千円（うち

外部顧客に対する売上高は318,389千円）増加し、「メディカル事業」への影響はありません。また営業利益は、

「投資事業」が159,424千円減少し、「メディカル事業」が262千円それぞれ減少しております。

 

ｂ．所在地別セグメント情報

　当第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年６月30日）

　本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報の

記載を省略しております。

ｃ．海外売上高

　当第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年６月30日）

　海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　該当事項はありません。
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「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期連結損益計算書

科目

前年同四半期
（平成20年3月期
第1四半期）

金額（千円）

Ⅰ　売上高 1,828,049

Ⅱ　売上原価 508,803

売上総利益 1,319,245

Ⅲ　販売費及び一般管理費 1,787,228

営業損失（△） △467,982

Ⅳ　営業外収益  

受取利息及び配当金　 29,741

持分法による投資利益　 25,695

その他　 52,180

営業外収益合計　 107,617

Ⅴ　営業外費用  

支払利息　 88,464

その他　 18,456

営業外費用合計　 106,921

経常損失（△） △467,286

Ⅵ　特別利益  

固定資産売却益　 39,394

貸倒引当金戻入益　 3,036

関係会社株式売却益　 1,480,408

その他　 1,185

特別利益合計　 1,524,024

Ⅶ　特別損失  

固定資産除却損　 3,374

関係会社株式売却損　 121,087

その他　 44,341

特別損失合計　 168,804

税金等調整前四半期純利益 887,934

税金費用 59,428

少数株主損失（△）　 △76,554

四半期純利益 905,060
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