
  

１．平成23年３月期第１四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22年６月30日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無：無 

 当社グループはファンド事業及び上場株式等投資事業等に注力しており、業績は相場環境、投資環境の影響を受

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。 

  

３．平成23年３月期の連結業績予想（平成22年４月１日～平成23年３月31日） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無：無 

 当社グループはファンド事業及び上場株式等投資事業等に注力しており、業績は相場環境、投資環境の影響を受け

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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（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 ％ 

23年３月期第１四半期  2,692  △23.1  △132  －  △134  －  △297  －

22年３月期第１四半期  3,502  △14.3  △128  －  △124  －  △142  －

  
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 

23年３月期第１四半期  △0  86 ―   

22年３月期第１四半期  △0  41 ― 

  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 

23年３月期第１四半期  12,421  8,106  61.0  21  88

22年３月期  13,356  8,407  59.0  22  77

（参考）自己資本 23年３月期第１四半期 7,571百万円 22年３月期 7,881百万円

  
年間配当金

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 

22年３月期 ―  0 00 ― 0 00  0  00

23年３月期 ―   

23年３月期（予想） ― ― ― ― 
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４．その他（詳細は、［添付資料］Ｐ．４「その他の情報」をご覧ください。） 

（１）当四半期中における重要な子会社の異動 ：無 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用：有 

（注）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の有無となります。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

①  会計基準等の改正に伴う変更：有 

②  ①以外の変更              ：無 

（注）「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、表示方法等の変更の有無となります。 

  

（４）発行済株式数（普通株式） 

  
  

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続の対象外であり、この四半期決算

短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続を実施中であります。  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年３月期１Ｑ 365,119,405株 22年３月期 365,119,405株

②  期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 19,032,267株 22年３月期 19,024,962株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 346,090,224株 22年３月期１Ｑ 346,149,934株
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（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

（簡便な会計処理） 

① 当第１四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 当第１四半期連結会計期間末における棚卸高の算出に関して、実地棚卸を省略し前連結会計年度末に係る実地

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。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

（会計処理基準に関する事項の変更）  

 資産除去債務に関する会計基準の適用 

 当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準第18号 平成20年３月31

日)及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日)を適用

しております。 

 これにより、税金等調整前四半期純損失は61,487千円減少しております。 

    

１．その他の情報

プリヴェ企業再生グループ㈱（4233）平成23年３月期　第１四半期決算短信

－ 4 －



２．四半期連結財務諸表 
（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22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,849,448 3,358,289

受取手形及び売掛金 1,885,944 2,042,239

商品有価証券 733,128 849,530

たな卸資産 510,691 360,777

その他 549,085 795,761

貸倒引当金 △88,400 △85,172

流動資産合計 6,439,897 7,321,424

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,482,540 1,511,276

土地 2,626,701 2,626,701

その他（純額） 407,802 311,088

有形固定資産合計 4,517,044 4,449,066

無形固定資産   

のれん 803,532 817,656

その他 148,327 157,368

無形固定資産合計 951,860 975,024

投資その他の資産   

投資有価証券 69,899 76,953

その他 820,321 908,133

貸倒引当金 △378,682 △376,039

投資その他の資産合計 511,538 609,047

固定資産合計 5,980,443 6,033,137

繰延資産 1,627 1,763

資産合計 12,421,968 13,356,326

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 947,277 1,195,438

短期借入金 863,112 981,361

未払法人税等 18,536 43,474

引当金 67,890 54,526

その他 597,991 771,072

流動負債合計 2,494,808 3,045,872

固定負債   

社債 150,000 150,000

長期借入金 572,931 617,438

退職給付引当金 255,452 293,194

その他 842,442 842,537

固定負債合計 1,820,825 1,903,169

負債合計 4,315,634 4,949,041
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22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22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 29,147,458 29,147,435

利益剰余金 △22,796,437 △22,499,028

自己株式 △4,316 △4,181

株主資本合計 7,982,769 8,280,290

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △5,995 △603

繰延ヘッジ損益 △3,772 3,037

土地再評価差額金 △401,492 △401,492

評価・換算差額等合計 △411,260 △399,058

新株予約権 125,292 125,292

少数株主持分 409,533 400,760

純資産合計 8,106,333 8,407,285

負債純資産合計 12,421,968 13,356,326
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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21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 3,502,419 2,692,322

売上原価 2,771,871 2,223,343

売上総利益 730,548 468,979

販売費及び一般管理費 859,401 601,179

営業損失（△） △128,853 △132,199

営業外収益   

投資不動産賃貸料 5,053 4,846

未払配当金除斥益 6,748 5,508

その他 8,675 3,524

営業外収益合計 20,477 13,879

営業外費用   

支払利息 12,908 11,656

その他 3,525 4,231

営業外費用合計 16,434 15,887

経常損失（△） △124,810 △134,207

特別利益   

固定資産売却益 4,042 7,412

賞与引当金戻入額 － 13,177

貸倒引当金戻入額 3,523 －

その他 － 450

特別利益合計 7,566 21,039

特別損失   

固定資産除却損 4,731 150

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 61,487

事務所移転費用 4,452 －

その他 3,134 1,454

特別損失合計 12,318 63,092

税金等調整前四半期純損失（△） △129,562 △176,260

法人税、住民税及び事業税 44,129 1,617

法人税等調整額 △36,509 110,605

法人税等合計 7,620 112,223

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △288,483

少数株主利益 4,940 8,925

四半期純損失（△） △142,123 △297,409
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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）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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