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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第2四半期 6,547 △24.1 △550 ― △553 ― △695 ―

21年3月期第2四半期 8,626 ― △740 ― △725 ― △890 ―

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2四半期 △2.01 ―

21年3月期第2四半期 △2.57 ―

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2四半期 14,649 9,286 60.7 25.69
21年3月期 15,678 9,974 61.1 27.69

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  8,892百万円 21年3月期  9,585百万円

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  

 当社グループはファンド事業および上場株式等投資事業等を主たる事業としており、業績は相場環境等の影響を受けざるを得ない状況にあります。この
事業の特殊性に鑑み業績予想を行うことは困難であるため、業績予想の記載は行っておらず、配当予想は未定としております。 
 なお、配当予想の見通しに関する開示につきましては、決算確定後から１週間を目処に行います。 

1株当たり配当金

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

21年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

22年3月期 ― 0.00

22年3月期 
（予想）

― ― ―

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  無  
 当社グループはファンド事業および上場株式等投資事業等を主たる事業としており、業績は相場環境等の影響を受けざるを得ない状況にあります。この
事業の特殊性に鑑み業績予想を行うことは困難であるため、業績予想の記載は行っておりません。 
 なお、業績予想の見通しに関する開示につきましては、当第２四半期連結累計期間・当連結会計年度の各々の決算日から１週間を目処に、前第２四半
期連結累計期間・前連結会計年度の実績と比較して行います。 
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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）  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  
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） 

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2四半期 365,119,405株 21年3月期  365,119,405株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  18,997,427株 21年3月期  18,962,147株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 346,139,992株 21年3月期第2四半期 346,227,767株
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 当第２四半期連結累計期間のわが国経済は、急激な生産調整を招いた前連結会計年度の反動により鉱工業生産指

数を始めとする各種生産指数の回復は見られたものの、個人消費の低迷や円高の進行により企業収益に対する懸念

が増大するなど依然厳しい状況でありました。 

 このような状況のもと、当社グループはファンド事業および上場株式等投資事業に積極的に取り組んでまいりま

した。また、企業再生関連投資事業においては、投資対象会社である各事業子会社に対して、事業面における経営

指導を行い、また、コンプライアンスやリスク管理の徹底などの諸施策を強力に推進してまいりました。 

 当第２四半期連結累計期間の売上高はロジスティックス事業および上場株式等投資事業に係る売上高の減少など

により65億47百万円（前第２四半期連結累計期間86億26百万円）にとどまりました。また、大幅なコスト削減等の

経営効率化を図ったことなどにより営業利益は△５億50百万円（前第２四半期連結累計期間△７億40百万円）、経

常利益は△５億53百万円（前第２四半期連結累計期間△７億25百万円）となり、四半期純利益は、早期割増退職金

52百万円を特別損失に計上したことなどにより△６億95百万円（前第２四半期連結累計期間△８億90百万円）とな

りました。 

 事業別の業績は、以下のとおりであります。 

 上場株式等投資事業におきましては、世界的な金融緩和によって生産指数が回復し、世界の株式市場は新興国を

牽引役とし堅調な回復を記録いたしました。他方、円高進行による企業収益悪化懸念から日本の株式市場は伸び悩

み、当社の投資先企業の株価も同様に推移いたしました。この結果、売上高の計上はなく（前第２四半期連結累計

期間６億46百万円）、商品有価証券運用損の計上などにより、営業利益は△103百万円（前第２四半期連結累計期

間４億63百万円）となりました。ファンド事業におきましては、当第１四半期連結累計期間に新たなファンドを設

立し自己資金での運用を行っており、当該運用損益は上場株式等投資事業に含めております。  

  企業再生関連投資事業における投資対象事業の状況は、次のとおりであります。 

 ロジスティックス事業におきましては、営業努力により既存荷主との取引増加や新規荷主の獲得があったもの

の、物流業界における貨物需要低迷の影響などを受け、売上高は34億48百万円（前第２四半期連結累計期間44億67

百万円）にとどまりましたが、燃料価格の大幅な下落やコスト削減を行ったことなどにより、営業利益は１億５百

万円（前第２四半期連結累計期間△66百万円）となりました。 

 カー用品・雑貨等事業におきましては、主力製品の売上が好調であったものの、カー用品のアフターマーケット

縮小が続く厳しい経営環境下にあり、売上高は21億83百万円（前第２四半期連結累計期間21億98百万円）でした

が、徹底した原価管理や経費削減を行ったことなどにより、営業利益は２億94百万円（前第２四半期連結累計期間

１億52百万円）となりました。  

 産業機器関連事業におきましては、積極的な営業活動を推進し超音波診断装置などの売上を確保しましたが、病

院経営における支出抑制の傾向が続く厳しい状況にあり、売上高は９億14百万円（前第２四半期連結累計期間13億

14百万円）となり、コスト削減や生産効率の向上に努めたものの売上高減少の影響を受け、営業利益は△72百万円

（前第２四半期連結累計期間△44百万円）となりました。 

  

    当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度に比べ 

13億６百万円減少し、29億１百万円となりました。主な要因と当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・

フローの状況は以下のとおりであります。 

 営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、税金等調整前四半期純利益△６億52百万円の計上および商

品有価証券の増加９億65百万円等により、12億52百万円の資金減（前第２四半期連結累計期間は２億23百万円の資

金減）となりました。 

 投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、有形固定資産の売却による収入68百万円がありましたが、

定期預金の預入による支出50百万円および有形固定資産の取得による支出50百万円等により、28百万円の資金減

（前第２四半期連結累計期間は３億28百万円の資金減）となりました。 

 財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、短期期借入金の増加95百万円がありましたが、長期借入金

の返済による支出97百万円等により、25百万円の資金減（前第２四半期連結累計期間は４億52百万円の資金増）と

なりました。 

  

当社グループはファンド事業および上場株式等投資事業等を主たる事業としており、業績は相場環境等の影響を

受けざるを得ない状況にあります。この事業の特殊性に鑑み業績予想を行うことは困難であるため、業績予想の記

載は行っておりません。 

なお、業績予想の見通しに関する開示につきましては、当第２四半期連結累計期間・当連結会計年度の各々の決

算日から１週間を目処に、前第２四半期連結累計期間・前連結会計年度の実績と比較して行います。  

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
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該当事項はありません。  

  

（簡便な会計処理） 

① 当第２四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認め

られる場合、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

② 棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、簿価

切下げを行う方法によっております。 

③ 定率法を採用している有形固定資産については、当連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定

する方法によっております。 

④ 加減算項目や税額控除項目について重要なものに限定して税金費用を算定しております。 

 また、繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等に著しい変化がな

く、かつ、一時差異等の発生状況に著しい変化がないと認められる場合、前連結会計年度において使用した将

来の業績予測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。  

  

該当事項はありません。  

  

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）

（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
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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21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,024,074 4,280,386

受取手形及び売掛金 2,197,218 2,698,784

商品有価証券 1,466,792 501,561

たな卸資産 997,531 798,350

その他 645,457 862,277

貸倒引当金 △21,959 △24,606

流動資産合計 8,309,114 9,116,752

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,708,198 1,654,544

土地 2,592,307 2,634,292

その他（純額） 383,451 391,110

有形固定資産合計 4,683,956 4,679,947

無形固定資産   

のれん 845,904 874,152

その他 157,732 160,034

無形固定資産合計 1,003,637 1,034,186

投資その他の資産   

投資有価証券 84,446 63,495

その他 932,497 1,177,101

貸倒引当金 △366,425 △395,095

投資その他の資産合計 650,518 845,501

固定資産合計 6,338,112 6,559,635

繰延資産 2,034 2,306

資産合計 14,649,261 15,678,694

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,221,465 1,429,934

短期借入金 1,038,412 951,793

未払法人税等 83,331 108,700

返品調整引当金 107,205 178,687

引当金 123,592 147,247

その他 572,335 566,888

流動負債合計 3,146,342 3,383,251

固定負債   

社債 150,000 150,000

長期借入金 706,452 795,466

退職給付引当金 505,899 521,287

その他 854,188 853,988

固定負債合計 2,216,540 2,320,741

負債合計 5,362,882 5,703,993
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,636,065 1,636,065

資本剰余金 29,147,379 35,034,243

利益剰余金 △21,493,881 △26,685,150

自己株式 △3,741 △2,938

株主資本合計 9,285,821 9,982,218

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 15,949 978

繰延ヘッジ損益 △7,911 4,040

土地再評価差額金 △401,492 △401,492

評価・換算差額等合計 △393,454 △396,473

新株予約権 1,010 1,018

少数株主持分 393,001 387,937

純資産合計 9,286,379 9,974,701

負債純資産合計 14,649,261 15,678,694
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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）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 8,626,248 6,547,039

売上原価 6,945,710 5,405,551

売上総利益 1,680,537 1,141,488

販売費及び一般管理費 2,420,710 1,692,453

営業損失（△） △740,172 △550,964

営業外収益   

投資不動産賃貸料 － 10,213

未払配当金除斥益 － 6,746

補助金収入 19,897 －

その他 32,831 12,055

営業外収益合計 52,728 29,015

営業外費用   

支払利息 21,146 24,909

その他 16,928 7,010

営業外費用合計 38,075 31,919

経常損失（△） △725,518 △553,868

特別利益   

前期損益修正益 60,514 －

固定資産売却益 － 6,218

貸倒引当金戻入額 22,232 8,713

その他 27,945 －

特別利益合計 110,691 14,932

特別損失   

前期損益修正損 25,792 －

早期割増退職金 － 52,359

固定資産除却損失引当金繰入額 212,306 －

その他 58,665 61,434

特別損失合計 296,764 113,794

税金等調整前四半期純損失（△） △911,591 △652,730

法人税、住民税及び事業税 8,200 49,293

法人税等調整額 △42,605 △10,533

法人税等合計 △34,405 38,760

少数株主利益 12,872 4,203

四半期純損失（△） △890,058 △695,694
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純損失（△） △911,591 △652,730

減価償却費 184,035 161,208

のれん償却額 22,633 28,248

返品調整引当金の増減額（△は減少） △53,392 △71,481

貸倒引当金の増減額（△は減少） 15,067 △31,317

退職給付引当金の増減額（△は減少） 900 △15,387

引当金の増減額（△は減少） 3,035 △23,655

受取利息及び受取配当金 △1,765 △946

支払利息 21,146 24,909

固定資産除却損失引当金繰入額 212,306 －

売上債権の増減額（△は増加） △539,840 501,565

商品有価証券の増減額（△は増加） 6,991,305 △965,231

たな卸資産の増減額（△は増加） △51,559 △206,879

仕入債務の増減額（△は減少） 147,004 △208,468

受入担保金の増減額（△は減少） △6,493,725 －

その他 227,069 254,081

小計 △227,371 △1,206,084

利息及び配当金の受取額 1,761 946

利息の支払額 △26,929 △26,616

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 29,484 △20,593

営業活動によるキャッシュ・フロー △223,054 △1,252,348

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 － △50,046

有形固定資産の取得による支出 △340,187 △50,012

有形固定資産の売却による収入 40,476 68,079

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
支出

△10,898 －

その他 △18,031 3,573

投資活動によるキャッシュ・フロー △328,641 △28,405

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 380,000 95,000

長期借入金の返済による支出 △59,794 △97,395

社債の発行による収入 150,000 －

その他 △17,847 △23,265

財務活動によるキャッシュ・フロー 452,358 △25,660

現金及び現金同等物に係る換算差額 △822 55

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △100,158 △1,306,358

現金及び現金同等物の期首残高 3,381,261 4,207,952

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,281,102 2,901,593
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 該当事項はありません。 

  

前第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） 

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

  

  

前第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） 

 本邦の売上高の金額は、全セグメントの売上高の合計に占める割合がいずれも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２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

 本邦の売上高の金額は、全セグメントの売上高の合計に占める割合がいずれも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） 

海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

 当社は、平成21年６月29日開催の定時株主総会決議に基づき、繰越利益剰余金の欠損を補填することならびに

今後の財務戦略上の柔軟性および機動性を確保することを目的として、その他資本剰余金の取崩しを行いまし 

た。この結果、当第１四半期連結会計期間において資本剰余金が5,886,963千円減少し、利益剰余金が同額増加 

しております。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

a．事業の種類別セグメント情報

  
上場株式等
投資事業 
（千円） 

ロジスティ
ックス事業 
（千円） 

カー用品・
雑貨等事業 
（千円） 

産業機器関
連事業 
（千円） 

計
  

（千円） 

消去又 
は全社 

（千円） 

連結
（千円） 

売上高    

(1）外部顧客に対する売上高  646,273 4,467,541 2,198,064 1,314,368  8,626,248  ― 8,626,248

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 ― 29,762 567 ―  30,329  (30,329) ―

計  646,273 4,497,304 2,198,631 1,314,368  8,656,577  (30,329) 8,626,248

営業利益又は営業損失（△）  463,761 △66,108 152,391 △44,779  505,265  (1,245,438) △740,172

  
上場株式等
投資事業 
（千円） 

ロジスティ
ックス事業 
（千円） 

カー用品・
雑貨等事業 
（千円） 

産業機器関
連事業 
（千円） 

計
  

（千円） 

消去又 
は全社 

（千円） 

連結
（千円） 

売上高    

(1）外部顧客に対する売上高  ― 3,448,961 2,183,510 914,567  6,547,039  ― 6,547,039

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 ― 42,992 1,162 ―  44,154  (44,154) ―

計  ― 3,491,954 2,184,672 914,567  6,591,194  (44,154) 6,547,039

営業利益又は営業損失（△）  △103,018 105,916 294,993 △72,984  224,906  (775,871) △550,964

ｂ．所在地別セグメント情報

ｃ．海外売上高

（６）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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  要約四半期個別財務諸表（抜粋） 

（注）この四半期貸借対照表および四半期損益計算書は、四半期財務諸表等規則に基づいて作成しておりますが、法定開

示におけるレビュー対象ではありません。 

「参考」

（要約）貸借対照表 

科目 

 

当第２四半期会計期間末 

（平成21年９月30日） 
金額（千円）

（資産の部）  

Ⅰ 流動資産 2,610,598

Ⅱ 固定資産 6,734,394

１ 有形固定資産 160,463

２ 投資その他の資産 6,573,931

資産合計 9,344,992

（負債の部）   

Ⅰ 流動負債 144,738

Ⅱ 固定負債 2,803,506

負債合計 2,948,244

（純資産の部）  

Ⅰ 株主資本  

１ 資本金 1,636,065

２ 資本剰余金 5,963,296

３ 利益剰余金 △902,417

４ 自己株式 △301,206

株主資本合計 6,395,738

Ⅱ 新株予約権 1,010

純資産合計 6,396,748

負債純資産合計 9,344,992

(要約）損益計算書 

科目

当第２四半期累計期間 

(自 平成21年４月１日 

 至 平成21年９月30日)

金額（千円）

Ⅰ 営業収益  128,660

Ⅱ 営業費用 854,312

営業損失（△） △725,652

Ⅲ 営業外収益 6,839

Ⅳ 営業外費用 159

経常損失（△） △718,972

Ⅴ 特別利益  1,108

Ⅵ 特別損失 184,965

税引前四半期純損失(△) △902,828

法人税、住民税及び事業税 609

法人税等調整額 △1,020

四半期純損失（△） △902,417
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