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1.  平成22年3月期第3四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年12月31日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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3四半期 1,827 △46.2 △290 ― △173 ― △147 ―
21年3月期第3四半期 3,402 ― △475 ― △765 ― △2,247 ―

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3四半期 △0.14 ―
21年3月期第3四半期 △2.23 ―

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3四半期 4,765 3,577 75.1 3.56
21年3月期 5,027 3,725 74.1 3.70

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  3,577百万円 21年3月期  3,725百万円

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3月期 ― ― ― ― ―
22年3月期 ― ― ―
22年3月期 

（予想）
― ―

3.  平成22年3月期の業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）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

通期 2,780 △30.5 △330 ― △340 ― △350 ― △0.34
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4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期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その他をご覧下さい。 

(2) 四半期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） 

(3) 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3四半期 1,020,698,682株 21年3月期  1,020,698,682株
② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  14,734,834株 21年3月期  14,724,125株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年3月期第3四半期 1,005,965,893株 21年3月期第3四半期 1,005,979,462株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 本資料に記載されている業績見通し等将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実
際の業績は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 

-2-



当第３四半期累計期間（平成21年4月1日～平成21年12月31日）におけるわが国経済は、雇用情勢と個人消費に大

きな改善は見られず、依然として厳しい状況が続いております。 

このような環境の下、当第３四半期累計期間の売上高につきましては、ニッケル事業では、ＬＭＥ価格は第２四

半期から横ばいの状況で推移しましたが、在庫調整の影響で販売量が前年同期に比べ大幅に減少したことによ

り、売上高は７億70百万円（前年同期比63.7％減）となりました。 

 教育事業では、退会防止と冬期講習会生徒数の増加に努めた結果、売上高は10億10百万円（前年同期比4.2％

減）となりました。 

不動産事業では、不動産市況の回復が見込めない状況の中、販売用物件の販売促進に努めましたが、売買案件を

大幅に絞り込んだ為、売上高は46百万円（前年同期比79.6％減）となりました。 

以上の結果、当第３四半期累計期間の業績は、売上高18億27百万円（前年同期売上高34億２百万円）、営業損失

２億90百万円（前年同期営業損失４億75百万円）、経常損失１億73百万円（前年同期経常損失７億65百万円）、

四半期純損失１億47百万円（前年同期四半期純損失22億47百万円）となりました。 

  

（1）財政状態の分析 

流動資産は前事業年度末に比べ32百万円増加し、32億33百万円となりました。これは主に売上債権の増加等によ

るものであります。 

 固定資産は、前事業年度末に比べ２憶94百万円減少し、15億31百万円となりました。これは主に関係会社株式の

売却によるものであります。 

 負債につきましては、流動負債は前事業年度末に比べ68百万円減少し、３億50百万円となりました。これは主に

未払金等が減少したことによるものであります。 

 固定負債は、前事業年度末に比べ46百万円減少し、８億36百万円となりました。これは主に長期借入金を１年内

返済予定長期借入金に振り替えたことによるものであります。 

 純資産につきましては、前事業年度末に比べ１億47百万円の減少となりました。これは四半期純損失１億47百万

円を計上したことによるものであります。 

  

当第３四半期累計期間末の現金及び現金同等物は、以下に記載のキャッシュ・フローにより、前事業年度末に比

べ１億17百万円減少し13億21百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

   営業活動によるキャッシュ・フローは、３億89百万円の減少となりました。その主な内訳 

   は、売上債権の増加等によるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

   投資活動によるキャッシュ・フローは、３億22百万円の増加となりました。その主な内訳は、関係会社株 

   式の売却等によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

   財務活動によるキャッシュ・フローは、50百万円の支出となりました。その主な内訳は、短期借入金の返 

   済等によるものであります。 

定性的情報・財務諸表等

1. 経営成績に関する定性的情報

2. 財政状態に関する定性的情報

  (2) キャッシュ・フローの状況
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 業績予想につきましては、平成21年8月14日に公表しました業績予想に変更はありません。 

  

①棚卸資産の評価方法 
    当第３四半期会計期間末の棚卸資産高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前事業年度末 
  の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 
    また、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    
   売却価額を見積もり、簿価切下げを行う方法によっております。 
 ②固定資産の減価償却費の算定方法 
    定率法を採用している資産については、事業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。 
 ③法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 
    法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額項目を重要なものに限   
   定する方法によっております。 

   該当事項はありません。 

  該当事項はありません。 

  

  

  

3. 業績予想に関する定性的情報

4. その他

(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(2) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(3) 四半期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.【四半期財務諸表】 
(1)【四半期貸借対照表】 

（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成21年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,321,216 1,438,693

受取手形 94,811 26,739

売掛金 159,052 73,972

営業未収入金 76,541 63,455

有価証券 454,655 362,625

販売用不動産 869,684 919,933

商品 19,763 45,999

製品 56,436 62,987

原材料 4,570 19,333

仕掛品 3,247 －

前払費用 32,157 44,790

短期貸付金 － －

1年内回収予定の長期貸付金 2,700 －

未収入金 34,505 32,809

預け金 102,131 102,360

その他 9,113 9,147

貸倒引当金 △7,331 △1,630

流動資産合計 3,233,256 3,201,219

固定資産   

有形固定資産   

建物 685,810 685,190

減価償却累計額 △343,466 △329,843

建物（純額） 342,344 355,347

構築物 29,778 29,778

減価償却累計額 △26,336 △26,011

構築物（純額） 3,442 3,767

機械及び装置 188,502 188,502

減価償却累計額 △183,666 △182,180

機械及び装置（純額） 4,836 6,321

車両運搬具 16,490 14,829

減価償却累計額 △5,423 △13,499

車両運搬具（純額） 11,066 1,330

工具、器具及び備品 188,757 188,024

減価償却累計額 △175,374 △171,907

工具、器具及び備品（純額） 13,383 16,117

有形固定資産合計 375,072 382,883

無形固定資産   

借地権 14,678 14,678
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成21年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

ソフトウエア 3,405 6,526

電話加入権 14,702 14,702

無形固定資産合計 32,786 35,906

投資その他の資産   

投資有価証券 82,508 82,551

関係会社株式 699,810 974,810

出資金 1,400 1,400

会員権 24,376 24,376

長期貸付金 2,000 5,300

長期前払費用 5,480 6,802

敷金及び保証金 240,302 242,566

長期未収入金 113,620 98,625

長期営業外未収入金 57,300 57,300

その他 7,785 9,868

貸倒引当金 △110,605 △96,436

投資その他の資産合計 1,123,977 1,407,164

固定資産合計 1,531,836 1,825,954

資産合計 4,765,092 5,027,174

負債の部   

流動負債   

買掛金 36,332 14,697

1年内返済予定の長期借入金 50,000 50,000

未払金 70,866 105,737

未払法人税等 17,408 24,190

前受金 4,046 19,071

賞与引当金 860 2,931

未払費用 43,311 59,970

預り金 6,949 10,674

未払消費税等 12,274 22,816

訴訟損失引当金 107,632 107,632

その他 885 1,059

流動負債合計 350,567 418,781

固定負債   

長期借入金 696,000 746,000

退職給付引当金 8,266 7,133

役員退職慰労引当金 53,234 50,480

長期預り金 79,300 79,300

固定負債合計 836,800 882,913

負債合計 1,187,367 1,301,695
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成21年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,000,000 5,000,000

資本剰余金 1,560,321 1,560,321

利益剰余金 △2,650,546 △2,502,760

自己株式 △331,746 △331,743

株主資本合計 3,578,028 3,725,817

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △303 △338

評価・換算差額等合計 △303 △338

純資産合計 3,577,724 3,725,479

負債純資産合計 4,765,092 5,027,174
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(2)【四半期損益計算書】 
【第３四半期累計期間】 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 3,402,991 1,827,001

売上原価 3,351,873 1,644,143

売上総利益 51,118 182,858

販売費及び一般管理費 526,183 473,391

営業損失（△） △475,064 △290,533

営業外収益   

受取利息及び配当金 15,446 8,660

有価証券評価益 － 92,030

受取賃貸料 5,878 5,918

その他 4,389 12,373

営業外収益合計 25,713 118,983

営業外費用   

有価証券評価損 299,955 －

売上割引 6,981 1,278

その他 9,251 471

営業外費用合計 316,188 1,750

経常損失（△） △765,539 △173,300

特別利益   

過年度損益修正益 2,180 2,989

固定資産売却益 － 782

関係会社株式売却益 － 49,500

役員退職慰労引当金戻入額 5,740 －

その他 4,450 50

特別利益合計 12,370 53,322

特別損失   

過年度損益修正損 13,954 2,831

減損損失 5,742 －

事業撤退損 － 1,355

貸倒引当金繰入額 36,435 14,343

投資有価証券評価損 78,724 －

関係会社株式評価損 1,336,734 －

その他 12,876 161

特別損失合計 1,484,468 18,691

税引前四半期純損失（△） △2,237,638 △138,669

法人税、住民税及び事業税 9,736 9,117

法人税等合計 9,736 9,117

四半期純損失（△） △2,247,374 △147,786
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純損失（△） △2,237,638 △138,669

減価償却費 34,913 25,145

減損損失 5,742 －

関係会社株式売却損益（△は益） － △49,500

固定資産売却損益（△は益） － △782

投資有価証券評価損益（△は益） 78,724 －

関係会社株式評価損 1,336,734 －

受取利息及び受取配当金 △15,446 △8,660

賞与引当金の増減額（△は減少） △4,086 △2,071

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,293 1,132

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △1,040 2,754

貸倒引当金の増減額（△は減少） 31,995 19,871

売上債権の増減額（△は増加） 404,396 △180,478

仕入債務の増減額（△は減少） △19,732 22,988

たな卸資産の増減額（△は増加） 176,525 93,009

売買目的有価証券の純増（△）減 △33,859 △92,030

前払費用の増減額（△は増加） △11,342 12,633

未収入金の増減額（△は増加） 34,170 △7,563

預け金の増減額（△は増加） 359,121 －

未払金の増減額（△は減少） △39,160 △34,501

未払費用の増減額（△は減少） 1,689 △16,659

預り金の増減額（△は減少） △8,706 △3,725

前受金の増減額（△は減少） △15,897 △15,024

未払消費税等の増減額（△は減少） 17,162 △10,542

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減
少）

△25,017 △2,922

その他 16,995 1,211

小計 88,540 △384,385

利息及び配当金の受取額 19,835 8,223

法人税等の支払額 △13,796 △12,976

営業活動によるキャッシュ・フロー 94,580 △389,138
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（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

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 △3,622 △13,568

無形固定資産の取得による支出 △5,000 －

関係会社株式の売却による収入 － 324,500

短期貸付金の回収による収入 400,000 800,194

短期貸付けによる支出 － △800,500

長期貸付金の回収による収入 2,480 2,100

敷金及び保証金の回収による収入 11,300 2,350

出資金の回収による収入 11,777 －

その他 10,393 6,957

投資活動によるキャッシュ・フロー 427,328 322,033

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の返済による支出 △50,000 △50,000

配当金の支払額 △1,259 －

その他 8 △372

財務活動によるキャッシュ・フロー △51,251 △50,372

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 470,657 △117,477

現金及び現金同等物の期首残高 911,835 1,438,693

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,382,493 1,321,216
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

 
  

  

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

  (6) 持分法損益等

                       当第3四半期累計期間
                      （自 平成21年4月 1日
                        至 平成21年12月31日）
関連会社に対する投資の金額 
                                                    679,810 千円
持分法を適用した場合の投資の金額  
                                             1,425,100 千円
持分法を適用した場合の投資利益の金額
                                                     29,754 千円
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