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

22年3月期第3四半期 6,414 9.1 △28 ― △113 ― △641 ―
21年3月期第3四半期 5,878 ― △498 ― △552 ― △1,292 ―

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 △6.76 ―
21年3月期第3四半期 △13.63 ―

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 15,430 6,125 28.5 46.41
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3四半期  4,401百万円 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
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
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日策定、同11月13日および平成22年1月26日修
正）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） 

[（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。] 

(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、「中期経営計画」（平成21年7月16日策定、同11月13日および平成22年1月26日修正）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3四半期 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3四半期  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3四半期 94,847,720株 21年3月期第3四半期 94,847,720株



当第３四半期連結累計期間のわが国経済は、景気減退局面から若干の持ち直しが見られるものの、企業収益の落

ち込みが続き、設備投資の抑制、雇用情勢のさらなる悪化など、引き続き厳しい状況で推移しました。 

このような状況の下、当社グループでは、前連結会計年度から引き続き、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」及び、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

の回復を目指して参りました。 

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、当社既存グループの再編はほぼ一段落し、当社グ

ループの収益力にも回復の兆しが見えて参りました。このことから売上高は6,414百万円（前年同期比9.1％増）と

なりました。また損益につきましては、未だ損失ではありますが、営業損失28百万円（前年同期比94.3％減）、経

常損失113百万円（前年同期比79.5％減）、四半期純損失641百万円（前年同期比50.4％減）といずれも大幅に改善

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３四半期連結累計期間の投資事業においては、既存事業の整理により一部子会社で

の売上減少はありましたが、前連結会計年度より新たに連結対象となった東京パークエンジニアリング株式会社が

貢献し、売上高は877百万円（前年同期比7.4％増）、営業損失は21百万円（前年同期比95.1％減）となりました。

売上高の内訳は、東京パークエンジニアリング株式会社446百万円、三生興産株式会社404百万円等となりました。 

（メディカル事業） 

メディカル事業の売上高につきましては、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３四半期連結累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5,537百万円（前年同期比9.4％増）、営業利益は237百万円(前年同期比1.0％減)となりました。 

  

  

資産、負債及び純資産の状況 

当第３四半期連結会計期間末の総資産は15,430百万円となり、前連結会計年度末と比較して356百万円減少いたし

ました。これは主に株式会社テレサイクルサービス長崎の連結からの除外に伴う資産減少によるものです。 

負債残高は9,305百万円となり、前連結会計年度末と比較して112百万円減少いたしました。これは主に医療法人

社団杏林会の新病院開業に伴うリース債務の増加はありましたが、買掛金の減少等によるものです。 

 純資産は6,125百万円となり、前連結会計年度末と比較して243百万円減少いたしました。これは主に子会社にお

いて投資有価証券評価差額が400百万円発生したものの、641百万円の四半期純損失を計上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、平成22年1月26日付で見直しを行っております。 

見直し後の数値は、通期で、売上高9,729百万円、経常損失113百万円、税引前当期損失2,092百万円となりまし

た。 

今回の見直しは、完全子会社である三生興産株式会社の全株式および同社に対して有する全債権を平成22年1月26

日付で譲渡したことに伴い、①同社が第4四半期の連結対象から除外となること、②当該株式・債権の売却損1,672百

万円を特別損失として第4四半期に計上する見込みであること、等を反映したものです。 

詳細につきましては、平成22年1月26日付開示資料「ジェイ・ブリッジグループ『中期経営計画』の見直しに関す

るお知らせ」をご参照下さい。 

  

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棚卸資産の評価方法  

当第3四半期会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前会計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出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 

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。  

③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

において、営業キャッシュ・フローが減少していることから、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。また、当第３四半期連結累計期間においては、営業キャッシュ・フローが増加しております。 

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

解消を目指して参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３四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,700,462 1,687,323

受取手形及び売掛金 1,428,049 1,271,146

完成工事未収入金 － 324,915

営業投資有価証券 2,250 2,250

商品 26,076 25,690

未成工事支出金 8,192 －

繰延税金資産 25,424 75,536

その他 573,336 140,128

貸倒引当金 △483,687 △82,607

流動資産合計 3,280,104 3,444,383

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,210,395 4,502,575

土地 4,898,182 5,441,790

リース資産（純額） 493,566 175,586

建設仮勘定 － 889,113

その他（純額） 159,908 158,632

有形固定資産合計 10,762,051 11,167,697

無形固定資産   

のれん 488,619 681,545

その他 23,097 21,621

無形固定資産合計 511,717 703,167

投資その他の資産   

投資有価証券 553,964 150,805

長期貸付金 148,761 113,761

その他 323,112 321,730

貸倒引当金 △148,761 △113,761

投資その他の資産合計 877,077 472,535

固定資産合計 12,150,846 12,343,400

資産合計 15,430,950 15,787,783

2010/02/10 19:32:48

- 1 -



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 101,469 65,518

工事未払金 － 277,251

短期借入金 1,636,900 1,284,900

1年内返済予定の長期借入金 684,520 739,512

1年内償還予定の社債 150,000 150,000

未払法人税等 2,012 97,698

賞与引当金 72,289 203,652

完成工事補償引当金 900 900

工事損失引当金 － 336

その他 759,061 630,976

流動負債合計 3,407,152 3,450,745

固定負債   

長期借入金 4,799,400 5,166,164

退職給付引当金 310,769 223,553

長期未払金 609,221 355,834

繰延税金負債 177,300 219,891

その他 1,270 1,800

固定負債合計 5,897,962 5,967,243

負債合計 9,305,114 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 733,882 △2,118,867

自己株式 △5,954 △5,954

株主資本合計 4,027,928 4,669,123

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 400,600 △1,307

為替換算調整勘定 △27,000 △34,022

評価・換算差額等合計 373,599 △35,330

新株予約権 350,000 350,000

少数株主持分 1,374,307 1,386,001

純資産合計 6,125,836 6,369,794

負債純資産合計 15,430,950 15,787,783
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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）

前第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) 

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

売上高 5,878,896 6,414,986

売上原価 918,017 1,165,359

売上総利益 4,960,879 5,249,626

販売費及び一般管理費 5,459,130 5,277,877

営業損失（△） △498,251 △28,250

営業外収益   

受取利息及び配当金 11,284 1,418

持分法による投資利益 10,986 －

受取地代家賃 34,661 3,961

その他 53,765 24,688

営業外収益合計 110,697 30,068

営業外費用   

支払利息 148,733 113,933

その他 15,820 1,289

営業外費用合計 164,554 115,222

経常損失（△） △552,108 △113,404

特別利益   

固定資産売却益 11,555 122,478

貸倒引当金戻入額 28,113 －

国庫補助金 － 8,166

その他 19,543 3,950

特別利益合計 59,213 134,595

特別損失   

関係会社株式売却損 71,361 2,345

営業投資有価証券評価損 18,223 －

貸倒引当金繰入額 － 430,759

投資有価証券評価損 350,972 －

資産に係る控除対象外消費税等負担額 － 62,989

特別退職金 98,807 －

その他 43,608 55,023

特別損失合計 582,973 551,117

税金等調整前四半期純損失（△） △1,075,868 △529,926

法人税、住民税及び事業税 73,015 115,532

法人税等調整額 116,668 7,524

法人税等合計 189,684 123,056

少数株主利益又は少数株主損失（△） 27,120 △11,788

四半期純損失（△） △1,292,673 △641,194
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 該当事項はありません。 

  

前第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） 

  

当第３四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21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 

  

前第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）及び当第３四半期連結累計期間（自平

成21年４月１日 至平成21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。 

  

  

前第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。 

  

当第３四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年12月31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 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

  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 5,537,913 877,073 6,414,986  － 6,414,986

(2）セグメント間の内部売上高又は

振替高 
－ － －  － －

計 5,537,913 877,073 6,414,986  － 6,414,986

営業利益又は営業損失（△）  237,194  △21,747 215,446  △243,696 △28,250

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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