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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20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 ％

21年3月期第2四半期 3,936 ― △534 ― △556 ― △856 ―

20年3月期第2四半期 3,698 △83.2 △981 ― △979 ― △127 ―

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2四半期 △9.03 ―

20年3月期第2四半期 △1.51 ―

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2四半期 16,626 6,876 30.2 52.89
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2四半期  5,016百万円 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  有  

 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ヵ年事業計画」（平
成20年11月13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ヵ年事業計画」）につきましては、平成20年11月13日付で「中期3ヵ年事業計画」の
見直しを行っております。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、2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 1 社 （社名 ROTOL SINGAPORE LTD ）

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2四半期  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2四半期  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2四半期  94,847,720株 20年3月期第2四半期  84,847,720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２四半期連結累計期間における我が国経済は、米国のサブプライムローン問題による金融危機の拡大に加

え、原油をはじめとする原材料価格の高騰による海外経済の減速から、これまでの景気の引率役であった輸出と設

備投資に陰りが見え始めております。また、食料品や生活必需品等の物価上昇による個人消費の伸び悩み等もあ

り、企業の景況感は悪化し、景気の後退色は鮮明となり、当社を取り巻く環境は一段と厳しさを増しております。

 このような中、当社グループでは、業績の回復を目的として、財務内容の健全化および収益事業の確立を中心と

した収益構造改革に取り組んで参りました。財務内容の健全化につきましては、これまで企業活性化支援を目的と

して投資して参りました投資先の整理を行いました。これにより、連結子会社でありましたRotol Singapore Ltd.

が連結子会社から持分法適用会社へ移行した他、前期より子会社数は７社減少しております。収益事業の確立にお

いては、東京パークエンジニアリング株式会社へ企業再生を目的として出資を行い、連結子会社としております。

その他、人員削減を含めた組織構造、統制環境の見直しを中心とした内部構造改革を併せて取り組んで参りま

した。 

 この結果、当第２四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高が3,936百万円（前年同期比6.4％増）とな

り、前年同期と比較して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534百万円（前年同期比

45.5％減）、経常損失556百万円（前年同期比43.2％減）となり、前年同期と比較し損失は減少いたしましたが、

特別退職金等を計上したことにより第２四半期純損失は、856百万円となりました。 

 事業の種類別セグメントの業績は以下のとおりです。 

 （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２四半期連結累計期間のメディカル事業における売上高は3,362百万円と業績はほぼ予定通り推移

し、営業利益は130百万円となりました。 

 （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２四半期連結累計期間の投資事業において、売上高は573百万円、営業損失は457百万円となりま

した。売上高の主な内訳は、三生興産㈱224百万円、㈱サテライト朝日98百万円、㈱テレサイクルサービス長崎54

百万円等となりました。  

 （注）前年同期比増減率は参考数値として記載しております。 

  

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16,626百万円となり、前連結会計年度末と比較して1,273百万円減少致

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9,750百万円となり、前連結会計年度末と比較して254百万円増加致しました。これは主に、短期借

入金の増加や長期未払金の増加等によるものです。 

 純資産は6,876百万円となり、前連結会計年度末と比較して1,528百万円減少致しました。これは主に856百万円

の第２四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。 

  

３．連結業績予想に関する定性的情報 

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11月13日付で、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」の変更・見直しを行っております。 

改定後の中期3ヵ年事業計画は、前回公表した数値を下回ることとなりましたが、その主な理由は、子会社株式

の処理を積極的に進めていることに伴い、売却損及び諸費用の発生を見込んでいること、そして、景気・株式市況

など外部環境が悪化する中、投資案件の検討を当初の想定より慎重に行っているため、収益事業の確立に時間を要

していることによるものです。 

当社グループといたしましては、持続的な成長路線を取り戻すべく、前期から引き続き取り組んでいる「財務内

容の健全化」と「収益事業の確立」の２点からなる『収益構造改革』に加え、新たに『内部構造改革』に着手し、

抜本的な改革を進めております。 

なお、詳細につきましては、平成20年11月13日公表の「中期３カ年事業計画の見直し及び更新に関するお知ら

せ」をご参照ください。   
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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） 

 当第２四半期連結累計期間における重要な子会社の異動につきましては、第１四半期連結会計期間において、

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。また当第２四半期連結

会計期間において、株式の一部売却によりROTOL SINGAPORE LTDが連結対象から外れ、持分法適用会社へ変更と

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 

 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、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 

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２四半期連結会計期間末
(平成20年９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 2,020,961 2,794,896

受取手形及び売掛金 1,232,606 1,295,709

商品有価証券 － 187,512

営業投資有価証券 23,135 221,340

商品 18,722 55,067

その他 810,498 449,132

貸倒引当金 △53,210 △112,410

流動資産合計 4,052,712 4,891,248

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,645,416 5,187,706

土地 5,500,412 5,370,582

建設仮勘定 445,110 －

その他（純額） 337,904 229,629

有形固定資産合計 10,928,844 10,787,918

無形固定資産   

のれん 891,637 1,224,862

その他 22,592 48,705

無形固定資産合計 914,230 1,273,567

投資その他の資産   

投資有価証券 40,516 466,907

関係会社株式 358,530 53,826

関係会社社債 － 50,000

長期貸付金 113,761 1,304,577

繰延税金資産 89,716 138,061

その他 304,618 278,123

貸倒引当金 △176,306 △1,304,577

投資損失引当金 － △39,600

投資その他の資産合計 730,836 947,318

固定資産合計 12,573,911 13,008,804

資産合計 16,626,624 17,900,052
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９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 135,320 139,891

短期借入金 1,435,700 1,253,982

1年内返済予定の長期借入金 843,454 858,931

1年内償還予定の社債 150,000 150,000

未払法人税等 94,520 106,792

繰延税金負債 140,928 149,090

賞与引当金 258,020 203,620

その他 730,339 696,680

流動負債合計 3,788,283 3,558,989

固定負債   

長期借入金 5,303,710 5,393,990

退職給付引当金 190,151 178,536

長期未払金 384,779 280,832

繰延税金負債 81,775 83,163

その他 1,545 －

固定負債合計 5,961,961 5,936,522

負債合計 9,750,245 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 △1,931,404 △1,074,474

自己株式 △5,954 △5,954

株主資本合計 4,856,586 5,713,516

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 6,662 52,881

為替換算調整勘定 153,565 128,295

評価・換算差額等合計 160,228 181,176

新株予約権 350,000 350,000

少数株主持分 1,509,564 2,159,848

純資産合計 6,876,378 8,404,541

負債純資産合計 16,626,624 17,900,052
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（２）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）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 3,936,366

売上原価 671,789

売上総利益 3,264,577

販売費及び一般管理費 3,799,373

営業損失（△） △534,796

営業外収益  

受取利息及び配当金 8,208

持分法による投資利益 10,986

受取地代家賃 33,101

その他 42,789

営業外収益合計 95,085

営業外費用  

支払利息 102,701

その他 13,714

営業外費用合計 116,416

経常損失（△） △556,126

特別利益  

固定資産売却益 11,555

貸倒引当金戻入額 43,942

その他 8,635

特別利益合計 64,133

特別損失  

関係会社株式売却損 71,361

営業投資有価証券評価損 18,223

特別退職金 98,807

その他 41,348

特別損失合計 229,741

税金等調整前四半期純損失（△） △721,735

法人税、住民税及び事業税 86,974

法人税等調整額 45,547

法人税等合計 132,521

少数株主利益 2,673

四半期純損失（△） △856,929
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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  

〔事業の種類別セグメント情報〕 

当第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９月30日） 

 （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 

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、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質

的には企業投資であり、新たに規定した投資事業の範疇に含まれております。 

その結果、「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ＪSINGAPORE 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。 

 事業区分の変更により、従来の方法に比較して当第２四半期連結累計期間の売上高は、「投資事業」が

550,335千円（うち外部顧客に対する売上高は550,335千円）増加し、「メディカル事業」への影響はありませ

ん。また営業損益は、「投資事業」が220,673千円減少し、「メディカル事業」が286千円とそれぞれ減少して

おります。 

   

  
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  3,362,790  573,576  3,936,366  －  3,936,366

(2）セグメント間の内部売上高又は振替高  －  －  －  －  －

計  3,362,790  573,576  3,936,366  －  3,936,366

営業利益又は営業損失（△）  130,450  △457,307  △326,857  △207,938  △534,796

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 

〔所在地別セグメント情報〕 

当第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９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。 

  

〔海外売上高〕  

当第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９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」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（１）中間連結損益計算書 

  

  
前中間連結会計期間

（自 平成19年4月1日 
至 平成19年9月30日） 

区分 金額（千円）
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高        3,698,664  100.0

Ⅱ 売上原価        1,065,938  28.8

売上総利益        2,632,725  71.2

Ⅲ 販売費及び一般管理費        3,614,633  97.7

営業損失        981,908 △26.5

Ⅳ 営業外収益                  

１．受取利息及び受取配当金  38,745            

２．受取地代家賃  16,291            

３. 持分法による投資利益  71,615            

４．その他  41,207  167,860  4.5

Ⅴ 営業外費用                  

１．支払利息  140,511            

２．その他  25,301  165,812  4.5

経常損失        979,860 △26.5

Ⅵ 特別利益                  

１．固定資産売却益  39,516            

２．関係会社株式売却益  1,481,383            

３．貸倒引当金戻入益  119,445            

４．その他  4,011  1,644,357  44.5

Ⅶ 特別損失                  

１．固定資産除却損  3,375            

２．固定資産売却損  21            

３. 関係会社株式売却損  121,087            

４. 投資有価証券評価損  97,447            

５. 減損損失  490,027            

６. 持分変動差損  26,633            

７. 訴訟損失引当金繰入額  10,000            

８．その他  61,690  810,283  21.9

税金等調整前中間純損失        145,786 △3.9

法人税、住民税及び事業税  95,495            

法人税等調整額 △39,605  55,890  1.5

少数株主損失（△）       △73,895 △2.0

中間純損失        127,781 △3.4
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（２）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

前中間連結会計期間（自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日） 

 （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.各区分に関する主要な製品  

       3.営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は382,399千円であり、その主なもの

は当社の総務・経理部門等の管理部門に係わる費用であります。 

          4.事業区分の減少 

            事業区分については、従来７区分していましたが、当中間連結会計期間においてＪファイナンス㈱（旅行ク

ーポン事業）、小杉産業㈱他子会社10社（繊維製品製造販売事業）、㈱ジェイ・ロジネット（物流事業）が

連結対象から外れたことにより計４区分としております。 

  

メディカル事業 

（千円） 

投資事業 

（千円） 

不動産事業

（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） 

Ⅰ 売上高              

(1）外部顧客に対

する売上高 
3,119,218 23,602 403,415 152,427 3,698,664 ― 3,698,664

(2）セグメント間

の内部売上高又

は振替高 

― ― ― ― ― ― ―

計 3,119,218 23,602 403,415 152,427 3,698,664 ― 3,698,664

営業費用 3,049,593 488,555 491,925 268,097 4,298,172 382,399 4,680,572

営業利益 69,624 △464,952 △88,510 △115,669 △599,508 △382,399 △981,908

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 

不動産事業 不動産売買、不動産賃貸料収受 

その他の事業 カーテンウオールの製造等 

〔所在地別セグメント情報〕 

前中間連結会計期間（自 平成19年4月1日 至 平成19年9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。   

  

〔海外売上高〕 

前中間連結会計期間（自 平成19年4月1日 至 平成19年9月30日） 

海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため記載を省略しております。 
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