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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第1四半期 2,204 11.0 △177 ― △218 ― △199 ―
21年3月期第1四半期 1,985 ― △259 ― △257 ― △432 ―

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

22年3月期第1四半期 △2.10 ―
21年3月期第1四半期 △4.56 ―

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

22年3月期第1四半期 16,442 6,156 27.2 47.09
21年3月期 15,787 6,369 29.4 48.86

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  4,466百万円 21年3月期  4,633百万円

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

21年3月期 ― ― ― 0.00 0.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
― ― 0.00 0.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22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、国内外の経済情勢、株式市場動向等から受ける影響が極めて大きいため、業績予想の公表に
代えまして、平成22年3月期から平成23年3月期までの2ヵ年を対象とする「中期経営計画」（平成21年7月16日付）にて、平成22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）  無  

(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、4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） 

(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 
 平成22年3月期の連結業績予想につきましては、平成21年7月16日付「中期経営計画」として開示させていただいております。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するものであり、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。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 94,863,629株 21年3月期  94,863,629株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  15,909株 21年3月期  15,909株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 94,847,720株 21年3月期第1四半期 94,847,720株



  当第１四半期連結会計期間における我が国経済は、世界的な経済・金融危機が終息に向かう中で、輸出や個人消

費といった一部の指標に改善の兆しがみられたものの、雇用情勢の悪化が続くなど、基調としては依然として厳し

い状況で推移いたしました。 

 このような中、当社グループでは、前連結会計期間から引き続き、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」、および、組織構造、統制環境の見直しを中心とした「内部構造改革」を進め、業績の

回復を目指してまいりました。 

 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2,204百万円（前年同期比11.0％増）と

なり、子会社は減少したものの前期新たに出資を行った東京パークエンジニアリング株式会社が大きく寄与し、前

年同期と比較し増収となりました。また、損益につきましては、当社既存グループの再編が一段落したことによ

り、損失ではあるものの、営業損失177百万円（前年同期比31.5％減）、経常損失218百万円（前年同期比15.0％

減）及び四半期純損失199百万円（前年同期比53.9％減）と損失幅が大幅に減少いたしました。 

 事業の種類別セグメントの業績は以下のとおりです。 

（投資事業） 

 投資事業につ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、コンサルティング及び不動産売買・賃

貸業等を行っております。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477百万円（前年同期比

49.7％増）、営業損失は42百万円（前年同期比82.5％減）となりました。売上高の主な内訳は、東京パークエンジ

ニアリング株式会社328百万円、三生興産株式会社122百万円等となりました。 

（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入、入院診療収入等の医療収入で構成されてお

ります。当第１四半期連結会計期間のメディカル事業は、新病院を開業したことが大きく起因し、売上高は1,727

百万円（前年同期比3.7％増）と増加したものの、営業損失を45百万円（前年同期は営業利益52百万円）計上いた

しました。  

  

   

(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16,442百万円となり、前連結会計年度末と比較して654百万円増加致し

ました。これは主に新病院開業に伴う有形固定資産の取得等によるものです。 

 負債の残高は10,286百万円となり、前連結会計年度末と比較して868百万円増加致しました。これは主に新病院

開業に伴う有形固定資産取得等による借入金及びリース債務の増加等によるものです。 

 純資産は6,156百万円となり、前連結会計年度末と比較して213百万円減少いたしました。これは主に199百万円

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。 

      

  

平成22年３月期の連結業績予想につきましては、ジェイ・ブリッジグループ「中期経営計画」（平成21年7月16日

付）にて目標数値を開示させていただいております。   

 今回策定した計画では通期で売上高9,939百万円、経常利益55百万円、税引前当期利益108万円といたしました。 

今回の中期経営計画は、平成22 年3 月期における経常損益および税引前損益の黒字転換を想定しております。そ

の主な要因は、アジア地域における新規投資の実施を見込んでいること、そして、過去の投資案件の見直しに伴う

費用・損失の計上が峠を越えつつあることによるものです。 

当社グループは、前期に引き続き、「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』、および、組織構造・内部統制構造の見直しを中心とする『内部構造改革』を当社グループの基本方針とし、

その実施に取り組んでまいります。 

なお、詳細につきましては、平成21年7月16日公表の『ジェイ・ブリッジグループ「中期経営計画」の策定に関す

るお知らせ』をご参照ください。  

  

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
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該当事項はありません。  

  

  

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。  

  

  

 該当事項はありません。 

  

当社グループは、前３連結会計年度続けて営業損失・経常損失および当期純損失を計上し、かつ前連結会計年

度及び当第１四半期連結会計期間においては、営業キャッシュ・フローのマイナスを計上していることから、継続

企業の前提に重要な疑義を生じさせる事象または状況が存在しております。 

しかし、連続して営業損失・経常損失および当期純損失を計上しているとはいえ、過去に行った投資案件の見

直し・処理も一段落したことにより、損失幅は大幅に減少してきており、黒字化を視野に入れる段階にまで参りま

した。 

今期において有効な投資行動が実行できるようになるため、資金調達計画及び中期経営計画を立案し、その計

画を達成していきます。計画が達成され、投資活動の実践によるリターンをはかり、今期中の当該事象または状況

の解消を目指してまいりたいと考えております。 

  

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）

（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

（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

（４）継続企業の前提に関する重要事象等
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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21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,660,228 1,687,323

受取手形及び売掛金 1,373,315 1,271,146

完成工事未収入金 295,874 324,915

営業投資有価証券 2,250 2,250

商品 17,124 25,690

繰延税金資産 138,855 75,536

その他 158,552 140,128

貸倒引当金 △84,654 △82,607

流動資産合計 3,561,548 3,444,383

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,584,746 4,502,575

土地 5,441,790 5,441,790

リース資産（純額） 504,461 175,586

建設仮勘定 － 889,113

その他（純額） 188,045 158,632

有形固定資産合計 11,719,044 11,167,697

無形固定資産   

のれん 617,237 681,545

その他 27,093 21,621

無形固定資産合計 644,330 703,167

投資その他の資産   

投資有価証券 178,258 150,805

長期貸付金 113,761 113,761

その他 338,961 321,730

貸倒引当金 △113,761 △113,761

投資その他の資産合計 517,219 472,535

固定資産合計 12,880,594 12,343,400

資産合計 16,442,142 15,787,783
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 88,128 65,518

工事未払金 214,176 277,251

短期借入金 1,536,900 1,284,900

1年内返済予定の長期借入金 764,512 739,512

1年内償還予定の社債 150,000 150,000

未払法人税等 43,544 97,698

賞与引当金 377,814 203,652

完成工事補償引当金 1,500 900

工事損失引当金 296 336

その他 738,032 630,976

流動負債合計 3,914,905 3,450,745

固定負債   

長期借入金 5,275,036 5,166,164

退職給付引当金 272,755 223,553

長期未払金 628,630 355,834

繰延税金負債 192,935 219,891

その他 1,755 1,800

固定負債合計 6,371,113 5,967,243

負債合計 10,286,018 9,417,988

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

利益剰余金 1,175,610 △2,118,867

自己株式 △5,954 △5,954

株主資本合計 4,469,655 4,669,123

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 23,311 △1,307

為替換算調整勘定 △26,342 △34,022

評価・換算差額等合計 △3,030 △35,330

新株予約権 350,000 350,000

少数株主持分 1,339,498 1,386,001

純資産合計 6,156,123 6,369,794

負債純資産合計 16,442,142 15,787,783
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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）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 1,985,396 2,204,726

売上原価 373,171 541,878

売上総利益 1,612,224 1,662,848

販売費及び一般管理費 1,871,379 1,840,295

営業損失（△） △259,154 △177,447

営業外収益   

受取利息及び配当金 4,415 124

持分法による投資利益 10,986 －

その他 40,424 8,434

営業外収益合計 55,827 8,558

営業外費用   

支払利息 49,876 48,610

その他 4,547 1,481

営業外費用合計 54,424 50,091

経常損失（△） △257,751 △218,981

特別利益   

固定資産売却益 12,503 －

国庫補助金 － 8,166

その他 29 5,693

特別利益合計 12,533 13,859

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 1,051

資産に係る控除対象外消費税等負担額 － 60,327

その他 38,834 546

特別損失合計 135,858 61,926

税金等調整前四半期純損失（△） △381,076 △267,047

法人税、住民税及び事業税 37,090 69,272

法人税等調整額 4,799 △90,275

法人税等合計 41,889 △21,002

少数株主利益又は少数株主損失（△） 9,795 △46,578

四半期純損失（△） △432,762 △199,467
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 該当事項はありません。 

  

前第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） 

当第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６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 

  

 前第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）及び当第１四半期連結累計期間（自平成

21年４月１日 至平成21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。 

  

前第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。  

  

当第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30日）   

 海外売上高がないため該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

   

（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  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

  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  1,727,608 477,118 2,204,726  ― 2,204,726

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 ― ― ―  ― ―

計  1,727,608 477,118 2,204,726  ― 2,204,726

営業利益又は営業損失（△）  △45,638 △42,396 △88,034  △89,412 △177,447

事業区分 事業内容 

投資事業 
有価証券の保有及び運用、コンサルティング、競輪場の車券販売及び不動産売

買・賃貸業等 

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
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