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1.  平成22年6月期第1四半期の連結業績（平成21年7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6月期第1四半期 131 ― △89 ― △83 ― △77 ―
21年6月期第1四半期 1 ― △39 ― △35 ― △91 ―

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6月期第1四半期 △491.61 ―
21年6月期第1四半期 △882.30 ―

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6月期第1四半期 317 230 70.9 1,232.94
21年6月期 309 107 33.0 988.59

（参考） 自己資本   22年6月期第1四半期  225百万円 21年6月期  102百万円

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
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6月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
22年6月期 ―
22年6月期 

（予想）
0.00 ― 0.00 0.00

3.  平成22年6月期の連結業績予想（平成21年7月1日～平成22年6月30日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無   

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
連結累計期間

470 941.6 △99 ― △100 ― △101 ― △553.00

通期 1,369 562.3 △47 ― △48 ― △50 ― △273.76
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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  
（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） 

(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 
 上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確実な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況
の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

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6月期第1四半期 182,640株 21年6月期  103,240株
② 期末自己株式数 22年6月期第1四半期  ―株 21年6月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年6月期第1四半期 156,749株 21年6月期第1四半期 103,240株
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 当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、昨年度の世界的な金融危機による影響を受けながらも、輸

出や生産などの指標に一部持ち直しの兆しも見られました。しかし、経済対策の効果による個人消費動向の上昇

は一時的なものとなり、政権交代に伴う多方面の市場環境への影響を見据えて、回復傾向にあった企業収益は、

やや陰りが見え始め、更には雇用情勢も一層厳しさを増しております。個人消費の引き締め感は緩むことなく、

本格的な景気回復基調を迎えることなく推移してまいりました。 

 北海道経済においては、特に住宅、民間設備投資、雇用動向は相変わらず厳しい状況にあるものの、一部に持

ち直しの動きがみられます。 

 このような状況の中、当社は前連結会計年度から引き続いて、当社グループ全体として財務体質の強化、事業

運営の改善を図ることに注力して参りました。 

 情報技術事業につきましては、事業再構築のため事業の譲受を行い改めて原点回帰を目指し、ＷＥＢアプリケ

ーションやソフトウェアの開発を中心としたインターネット関連商品の受託開発業務に注力してまいりました。

インターネット市場は、まだまだ伸びている業種でありますので、受託開発のみならず、定期的なコンサルティ

ングを行っていくビジネスモデルを検討し、更にはスキルの高い人員19名の増強を行いました。しかしながら、

計画通りではあるものの、安定的な収益確保の段階には至りませんでした。事業全体として、売上高10,917千

円、営業損失18,195千円となりました。 

 コンサルティング事業につきましては、前連結会計年度から営業力強化を図り飲食業界に特化した財務改善コ

ンサルティングの手法を用いた新規開拓、さらには既存顧客に対する深耕開拓を行ったことによって、案件を獲

得することが出来ました。事業全体として、売上高119,678千円、営業損失13,933千円となりました。 

 投資事業につきましては、大手不動産会社から出向者を受け入れたことを機に、業容基盤強化・拡大に向けそ

の他人員の強化も行いましたが、多数案件を獲得することが出来ませんでした。事業全体として、売上高1,157千

円、営業損失8,246千円となりました。  

  

（１）財政状態の分析 

      当第１四半期末における資産、負債及び純資産の状態は以下のとおりです。 

      ①資産 

    当第１四半期末の流動資産は127,758千円（前連結会計年度末比54,906千円減）となりました。これは主と

して、売掛金などが減少したことによるものであります。 

    固定資産は189,895千円（前連結会計年度末比63,347千円増）となりました。これは主として、長期未収入

金及び建物附属設備などが増加したことによるものです。 

    この結果、資産合計は317,653千円（前連結会計年度末比8,440千円増）となりました。 

   ②負債 

    当第１四半期末の流動負債は86,602千円（前連結会計年度末比114,746千円減）となりました。これは主と

して、短期借入金が減少したことによるものです。 

    この結果、負債合計は、86,835千円（前連結会計年度末比114,680千円減）となりました。 

   ③純資産 

    当第１四半期末の純資産合計は230,817千円（前連結会計年度末比123,121千円増）となりました。これは、

資本金及び資本剰余金の増額と、利益剰余金が減少したことによるものであります。 

  

  平成21年８月14日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。   

  

 該当事項はありません。  

  

 ①簡便な会計処理 

  減価償却の方法として定率法を採用している資産については、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。 

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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 ②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

  該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

 当社グループは、当四半期連結会計期間及び過去３連結会計年度において営業損失を計上し、継続企業の前

提に関する重要な疑義が存在しています。 

 当該状況を解消すべく、当社グループは、情報技術事業、コンサルティング事業、投資事業において、事業

の再構築を推し進め、安定収益を実現できる経営基盤の確立に取り組んでおります。 

  

（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

（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６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 51,405 98,981

受取手形及び売掛金 55,188 72,873

仕掛品 7,558 －

未収入金 245 28,345

その他 14,438 10,944

貸倒引当金 △1,077 △28,480

流動資産合計 127,758 182,664

固定資産   

有形固定資産 24,776 1,579

無形固定資産   

ソフトウエア 714 1,371

のれん 9,666 －

その他 84 84

無形固定資産合計 10,464 1,455

投資その他の資産   

投資有価証券 114,747 100,391

差入保証金 20,285 20,285

長期未収入金 42,134 －

その他 19,636 17,839

貸倒引当金 △42,149 △15,003

投資その他の資産合計 154,654 123,513

固定資産合計 189,895 126,547

資産合計 317,653 309,212

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 61,697 83,874

短期借入金 － 105,300

未払法人税等 1,141 3,594

その他 23,763 8,580

流動負債合計 86,602 201,349

固定負債   

繰延税金負債 233 167

固定負債合計 233 167

負債合計 86,835 201,516
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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６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 717,251 617,207

資本剰余金 622,707 522,663

利益剰余金 △1,115,100 △1,038,042

株主資本合計 224,858 101,829

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 324 232

評価・換算差額等合計 324 232

新株予約権 5,634 5,634

純資産合計 230,817 107,696

負債純資産合計 317,653 309,212
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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７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 1,732 131,753

売上原価 － 111,745

売上総利益 1,732 20,008

販売費及び一般管理費 41,124 109,105

営業損失（△） △39,392 △89,096

営業外収益   

受取利息 57 411

持分法による投資利益 1,695 5,174

その他 2,259 714

営業外収益合計 4,012 6,299

営業外費用   

支払利息 95 374

為替差損 413 －

営業外費用合計 508 374

経常損失（△） △35,888 △83,171

特別利益   

前期損益修正益 3,851 －

固定資産売却益 12 －

投資有価証券売却益 － 7,024

貸倒引当金戻入額 487 256

特別利益合計 4,351 7,280

特別損失   

投資有価証券評価損 55,657 －

貸倒引当金繰入額 3,190 －

固定資産除却損 － 365

特別損失合計 58,847 365

税金等調整前四半期純損失（△） △90,385 △76,256

法人税等 703 801

四半期純損失（△） △91,088 △77,058
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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１四半期連結累計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年７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（△） △90,385 △76,256

減価償却費 385 1,089

のれん償却額 － 334

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,702 △256

受取利息及び受取配当金 △57 △411

支払利息 95 374

為替差損益（△は益） 413 －

持分法による投資損益（△は益） － △5,174

有形固定資産売却損益（△は益） 12 －

有形固定資産除却損 － 65

無形固定資産除却損 － 300

投資有価証券売却損益（△は益） － △7,024

投資有価証券評価損益（△は益） 55,657 －

売上債権の増減額（△は増加） 5,900 17,685

たな卸資産の増減額（△は増加） － △7,558

長期前払費用の増減額（△は増加） △3,233 251

破産更生債権等の増減額（△は増加） － △2,282

その他の資産の増減額（△は増加） △2,377 △17,203

未払金の増減額（△は減少） △6,972 5,548

未払費用の増減額（△は減少） － 8,718

未払消費税等の増減額（△は減少） △1,145 △190

仕入債務の増減額（△は減少） － △22,176

その他の負債の増減額（△は減少） 775 1,443

その他 △2,213 －

小計 △40,438 △102,724

利息及び配当金の受取額 57 164

利息の支払額 △95 △374

法人税等の支払額 △3,841 △3,591

営業活動によるキャッシュ・フロー △44,318 △106,525

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 － △23,994

有形固定資産の売却による収入 364 －

投資有価証券の取得による支出 － △10,000

投資有価証券の売却による収入 － 8,000

貸付けによる支出 － △61,000

貸付金の回収による収入 － 61,156

事業譲受による支出 － △10,000

投資活動によるキャッシュ・フロー 364 △35,838
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（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 100,000 －

短期借入金の返済による支出 － △105,300

株式の発行による収入 － 200,088

財務活動によるキャッシュ・フロー 100,000 94,788

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 56,045 △47,576

現金及び現金同等物の期首残高 130,808 98,981

現金及び現金同等物の四半期末残高 186,853 51,405
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 当社グループは、前連結会計年度まで３期連続して営業損失、経常損失及び当期純損失を計上し、営業キャ

ッシュ・フローも３期連続してマイナスになっております。当四半期連結会計期間においては89,096千円の営

業損失、83,171千円の経常損失、77,058千円の四半期純損失を計上し、営業キャッシュ・フローのマイナスを

106,525千円計上しております。 

 これらの状況により、当社グループは、前連結会計年度から引き続いて、継続企業の前提に関する重要な疑

義を生じさせるような状況が存在しております。 

 当社グループは、当該状況を解決すべく、情報技術事業、コンサルティング事業、投資事業において以下の

ような事業の再構築をさらに推し進め、安定収益を実現できる経営基盤の確立に取り組んで参ります。 

①情報技術事業では、飲食店向けモバイルサイト構築（携帯電話を利用した、顧客向け企業情報発信サイト）

を開発・営業した結果、第２四半期に大型案件の獲得につながり上半期の計画達成がほぼ視野に入りました。

②コンサルティング事業では、前連結会計年度より進めていた飲食業界に対する営業強化により、案件獲得に

つながりほぼ計画通りの進捗状況です。引き続き、財務改善コンサルティングの手法を用いた総合的な食材調

達支援により当初計画の達成に向けさらなる努力をしてまいります。 

③投資事業では、大手不動産会社からの出向者の受け入れにより、そのノウハウの取得、顧客獲得に支援を受

けながら賃貸及び売買の仲介等の事業拡大を図ってまいります。  

 現時点では、安定収益の実現までには、相当の期間を要する見込みから、継続企業の前提に関する重要な不

確実性が認められます。なお、当四半期連結財務諸表は継続企業を前提に作成されており、このような重要な

不確実性の影響を当四半期連結財務諸表には反映しておりません。 

  

  前第１四半期連結累計期間（自平成20年７月１日 至平成20年９月30日） 

 当第１四半期連結累計期間（自平成21年７月１日 至平成21年９月30日） 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  
情報技術事業

（千円） 

コンサルティ
ング事業 
（千円） 

投資事業 

 （千円） 
計（千円）

消去又は全社 
（千円） 

連結 

（千円） 

売上高                               

(1）外部顧客に対す
る売上高  －  532  －  532  1,200  1,732

(2）セグメント間の
内部売上高又は
振替高 

 －  －  －  －  －  －

計  －  532  －  532  1,200  1,732

営業損失  442  11,861  5,065  17,369  22,022  39,392

  
情報技術事業

（千円） 

コンサルティ
ング事業 
（千円） 

投資事業 

 （千円） 
計（千円）

消去又は全社 
（千円） 

連結 

（千円） 

売上高                               

(1）外部顧客に対す
る売上高  10,917  119,678  1,157  131,753  －  131,753

(2）セグメント間の
内部売上高又は
振替高 

 －  －  －  －  －  －

計  10,917  119,678  1,157  131,753  －  131,753

営業損失  18,195  13,933  8,246  40,375  48,721  89,096
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  前第１四半期連結累計期間及び当第１四半期連結累計期間において、本邦以外の国又は地域に所在する連結

子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

   

  前第１四半期連結累計期間及び当第１四半期連結累計期間において、海外売上高がないため、該当事項はあ

りません。 

  

   

 当社は、平成21年７月31日付で、株式会社中小企業助成会から第三者割当増資の払込みを受けました。この結

果、当第１四半期連結会計期間において資本金が100,044千円、資本準備金が100,044千円増加し、当第１四半期

連結会計期間末において資本金が717,251千円、資本準備金が222,707千円となっております。 

   

〔所在地別セグメント情報〕

〔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

日本産業ホールディングズ㈱（4352）　平成22年６月期　第１四半期決算短信

－11－


	サマリー
	バインダ1
	コピー ～ サマリー
	定性的情報
	財務諸表
	連結注記




