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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 5,878 ― △498 ― △552 ― △1,292 ―

20年3月期第3四半期 5,794 △83.1 △857 ― △755 ― △223 ―

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3四半期 △13.63 ―

20年3月期第3四半期 △2.55 ―

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3四半期 16,118 6,491 28.6 48.56
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3四半期  4,605百万円 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。当事業計画につきましては、第3四半
期終了時点での見直し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）  有  

[（注）詳細は、2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、2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、2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11月14日発表の連結業績予想（平成20年11月13日付で開示の「中期3ヵ年事業計画」）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、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 ― 社 （社名 ） 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3四半期  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3四半期  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3四半期  94,847,720株 20年3月期第3四半期  87,847,738株



当第３四半期連結累計期間における我が国経済は、世界的金融危機の影響を受け、輸出、個人消費、雇用といっ

た主要な指標が軒並み急速に悪化する等、国内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。まず、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、Rotol Singapore Ltd.等が連結子会社から外れております。ま

た、平行して債務の返済を積極的に行ってきたことにより、当社単体の有利子負債を実質的に解消しました。収益事

業の確立につきましては、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。これにより、当第３四半期末の連結子会社数は前期末から７社減少し、13社となりました。 

 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。具体的には、当社本体の社員を対象として希望退職者の募集を行い、大幅な人員削減を実施しました。 

 この結果、当第３四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高が5,878百万円（前年同期比1.5％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498百万円（前年同期比

41.9％減）、経常損失552百万円（前年同期比26.9％減）となり、前年同期と比較し損失は減少いたしましたが、投

資有価証券評価損などを計上したことにより第３四半期純損失は1,292百万円となりました。 

 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３四半期連結累計期間のメディカル事業における売上高は5,062百万円、営業利益は239百万円となりまし

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。当第３四半期連結累計期間の投資事業において、売上高は816百万円、営業損失は439百万円となりました。売上

高の主な内訳は、三生興産㈱420百万円、㈱サテライト朝日98百万円、㈱テレサイクルサービス長崎79百万円、東京パ

ークエンジニアリング㈱33百万円等となりました。 

（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。 

  

 当第３四半期連結会計期間末の総資産は16,118百万円となり、前連結会計年度末と比較して1,781百万円減少致し

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9,627百万円となり、前連結会計年度末と比較して132百万円増加致しました。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6,491百万円となり、前連結会計年度末と比較して1,913百万円減少致しました。これは主に1,292百万円

の第３四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。   

  

 通期の連結業績予想につきましては平成20年11月14日発表の数値(平成20年11月13日付で開示の「中期3カ年事業計

画」)から変更はありませんが、今後の業況の変化等により、実際の業績は予想数値と異なる場合があります。  

今後何らかの変化がある場合には適切に開示してまいります。  

  

 当第３四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ました。 

  

   

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。 

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 

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 
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（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３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 2,183,304 2,794,896

売掛金 1,202,197 1,295,709

商品有価証券 － 187,512

営業投資有価証券 2,250 221,340

商品 19,164 55,067

未成工事支出金 68,681 －

その他 164,807 449,132

貸倒引当金 △72,802 △112,410

流動資産合計 3,567,602 4,891,248

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,575,640 5,187,706

土地 5,500,412 5,370,582

建設仮勘定 778,848 －

その他（純額） 356,589 229,629

有形固定資産合計 11,211,490 10,787,918

無形固定資産   

のれん 823,040 1,224,862

その他 22,866 48,705

無形固定資産合計 845,907 1,273,567

投資その他の資産   

投資有価証券 156,397 466,907

関係会社株式 － 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 91,413 138,061

その他 308,505 278,123

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 493,771 947,318

固定資産合計 12,551,169 13,008,804

資産合計 16,118,771 17,900,052
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 120,600 139,891

短期借入金 1,694,900 1,253,982

1年内返済予定の長期借入金 714,512 858,931

1年内償還予定の社債 150,000 150,000

未払法人税等 20,837 106,792

繰延税金負債 211,258 149,090

賞与引当金 67,369 203,620

その他 679,443 696,680

流動負債合計 3,658,922 3,558,989

固定負債   

長期借入金 5,297,292 5,393,990

退職給付引当金 179,071 178,536

長期未払金 406,308 280,832

繰延税金負債 84,294 83,163

その他 1,714 －

固定負債合計 5,968,679 5,936,522

負債合計 9,627,601 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 △2,134,009 △1,074,474

自己株式 △5,954 △5,954

株主資本合計 4,653,981 5,713,516

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △5,510 52,881

為替換算調整勘定 △42,577 128,295

評価・換算差額等合計 △48,088 181,176

新株予約権 350,000 350,000

少数株主持分 1,535,277 2,159,848

純資産合計 6,491,170 8,404,541

負債純資産合計 16,118,771 17,900,052
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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）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 5,878,896

売上原価 918,017

売上総利益 4,960,879

販売費及び一般管理費 5,459,130

営業損失（△） △498,251

営業外収益  

受取利息及び配当金 11,284

持分法による投資利益 10,986

受取地代家賃 34,661

その他 53,765

営業外収益合計 110,697

営業外費用  

支払利息 148,733

その他 15,820

営業外費用合計 164,554

経常損失（△） △552,108

特別利益  

固定資産売却益 11,555

貸倒引当金戻入額 28,113

その他 19,543

特別利益合計 59,213

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

投資有価証券評価損 350,972

特別退職金 98,807

その他 43,608

特別損失合計 582,973

税金等調整前四半期純損失（△） △1,075,868

法人税、住民税及び事業税 73,015

法人税等調整額 116,668

法人税等合計 189,684

少数株主利益 27,120

四半期純損失（△） △1,292,673
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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。 

  

 該当事項はありません。 

  

当第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31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３四半期連結累計期間の売上高は、「投資事業」が

771,093千円（うち外部顧客に対する売上高は771,093千円）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159,252千円減少し、「メディカル事業」が286千円とそれぞれ減少して

おります。  

  

 当第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31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。 

  

当第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31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。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記 

（４）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

  
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 5,062,088 816,808 5,878,896  － 5,878,896

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
－ － －  － －

計 5,062,088 816,808 5,878,896  － 5,878,896

営業利益又は営業損失（△）  239,635  △439,949 △200,313  △297,938 △498,251

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〕 

〔海外売上高〕 

（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3四半期） 

金額（千円）

Ⅰ 売上高  5,794,420

Ⅱ 売上原価  1,188,328

売上総利益  4,606,091

Ⅲ 販売費及び一般管理費  5,463,540

営業損失（△） △857,449

Ⅳ 営業外収益      

受取利息及び配当金   92,495

負ののれん償却額   24

持分法による投資利益   69,981

その他   216,712

営業外収益合計   379,213

Ⅴ 営業外費用      

支払利息   244,876

その他   32,393

営業外費用合計   277,270

経常損失（△） △755,506

Ⅵ 特別利益      

固定資産売却益   39,355

貸倒引当金戻入益   119,483

関係会社株式売却益   1,481,383

その他   4,011

特別利益合計   1,644,234

Ⅶ 特別損失      

固定資産除却損   3,716

関係会社株式売却損   157,914

減損損失   490,027

訴訟損失引当金繰入額   10,000

持分変動損失   26,633

固定資産売却損   22,083

投資有価証券評価損   99,145

その他の関係会社有価証券清算損   41,481

その他  62,161

特別損失合計   913,164

税金等調整前四半期純損失（△） △24,436

税金費用  57,860

少数株主利益   141,313

四半期純損失（△） △223,610

2009/01/30 17:41:10

- 1 -


	ｼﾞｪｲ･ﾌﾞﾘｯｼﾞ㈱（9318）平成21年3月期第３四半期決算短信: ｼﾞｪｲ･ﾌﾞﾘｯｼﾞ㈱（9318）平成21年3月期第３四半期決算短信
	- 1 -: - 1 -
	- 2 -: - 2 -
	- 3 -: - 3 -
	- 4 -: - 4 -
	- 5 -: - 5 -
	- 6 -: - 6 -
	- 7 -: - 7 -
	- 8 -: - 8 -


