
  

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 

  

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） 

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、平成22年1月26日および同5月20日修正）にて、平成23年3月期売上高、営業

利益、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。また、状況に応じて見直しおよび更新をさ

せていただく予定です。 

（注）当四半期における業績予想の修正有無：無 
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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  2,311  4.8  △196  －  △225  －  △75  －

22年３月期第１四半期  2,204  11.0  △177  －  △218  －  △199  －

  
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 79  －

22年３月期第１四半期  △2 10  －

  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  14,590  3,786  14.1  21  64

22年３月期  12,725  4,045  18.2  24  46

（参考）自己資本 23年３月期第１四半期 2,052百万円 22年３月期 2,319百万円

  
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

23年３月期  －      

23年３月期（予想）  －      －     0 00  0  00



４．その他（詳細は、［添付資料］Ｐ．３「その他」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 

新規 －社 （社名）－   、除外 －社  （社名）－ 

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

  

（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、弊社監査法人が四半期財務諸表に対する四半期レビュー手続きを実施中です。 

  

※  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23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、平成22年1

月26日および同5月20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、四半期決算短信（添付資料）２ページ「（３）連結業績予想に関する定性的情報」を

ご覧ください。 

  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年３月期１Ｑ 94,863,629株 22年３月期 94,863,629株

②  期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 15,909株 22年３月期 15,909株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 94,847,720株 22年３月期１Ｑ 94,847,720株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間における世界経済は、アジア地域では中国を中心に景気回復の動きが見られました

が、欧州では財政危機などにより景気回復の遅れが見られ、失業率が高水準で推移するなど深刻な状況が続きまし

た。国内経済は、アジア向けを中心とした輸出の増加や政府の経済対策効果により緩やかな回復をみせておりま

す。 

 このような状況のもとで、当社グループは、財務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」

を進め、6月の定時株主総会においてメディカル事業から撤退することについて付議し、承認可決いたしました。

これにより旧経営陣のもとで行われた投資案件の見直し・整理がほぼ完了することで、財務内容は改善の見込みで

す。また、新たな収益事業といたしまして、平成22年4月27日に愛知県名古屋市に本社を置く中堅建設会社の株式

会社六合および同社の子会社である土岐南テクノヒルズ開発株式会社を子会社化いたしました。 

 この結果、当第１四半期連結会計期間の業績につきましては、売上高が2,311百万円（前年同期比4.8％増）とな

り、新たに出資を行った株式会社六合が寄与し、前年同期と比較し増収となりました。損益につきましては、新た

な収益事業開発による費用を計上したことにより、営業損失196百万円（前年同期比10.5％増）、経常損失225百万

円（前年同期比3.1％増）となりました。また、前期に貸倒引当金計上いたしました債権を回収したことにともな

う貸倒引当金戻入益を計上したことにより、四半期純損失は75百万円（前年同期比62.3％減）と損失幅が大幅に減

少いたしました。 

 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１四半期連結会計期間の投資事業において、売上高は420百万円（前年同期比

11.9％減）、営業損失は198百万円（前年同期比368.3％増）となりました。売上高の主な内訳は、株式会社六合

418百万円等となりました。 

（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１四半期連結会計期間のメディカル事業において、売上高は1,890百万円（前年同期比9.4％増）、営

業利益は94百万円（前年同期は営業損失45百万円）となりました。  

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間末の総資産は14,590百万円となり、前連結会計年度末と比較して1,864百万円増加い

たしました。これは主に新たに出資した、株式会社六合の子会社である土岐南テクノヒルズ開発株式会社の仕掛販

売用不動産の増加等によるものです。 

 負債の残高は10,804百万円となり、前連結会計年度末と比較して2,123百万円増加致しました。これは主に短期

借入金の増加等によるものです。 

 純資産は3,786百万円となり、前連結会計年度末と比較して259百万円減少いたしました。これは主に75百万円の

四半期純損失を計上したことによる利益剰余金およびその他有価証券評価差額金が減少したことによるものです。

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

通期の連結業績予想につきましては平成22年5月20日発表の数値(平成22年5月20日付で開示の「中期3カ年事業計

画」)から変更はありませんが、今後の業況の変化等により、実際の業績は予想数値と異なる場合があります。 

今後何らかの変化がある場合には適切に開示してまいります。 

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（１）重要な子会社の異動の概要（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） 

  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 

①棚卸資産の評価方法…当第1四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。 

④工事原価総額の見積方法…工事原価総額の見積りについては、前連結会計年度末に見積った工事原価総額から著

しく変動していると認められる工事契約を除き、前連結会計年度末に見積った工事原価総額を、当四半期連結会

計期間末における工事原価総額の見積額としております。  

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

①企業結合に関する会計基準等の適用  

 当第１四半期連結会計期間より、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成20年12月26

日）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）、「「研究開発費等に係

る会計基準」の一部改正」（企業会計基準第23号 平成20年12月26日）、「事業分離等に関する会計基準」（企

業会計基準第７号 平成20年12月26日）、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年12月26

日）及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成

20年12月26日）を適用しております。 

②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。 

これによる、営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失に与える影響はありません。  

   

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

当第１四半期連結会計期間において、本年6月の定時株主総会でメディカル事業撤退の議案が承認可決されまし

た。同事業撤退による回収資金で運転・投資資金も潤沢とし、この経営資源を投資事業に集中することにより、黒

字化を視野に入れる段階にまで参りました。 

しかしながら当社グループは、前４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」が継続存在しております。  

なお新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての

重要な変更はありません。  

  

２．その他の情報

ｼﾞｪｲ･ﾌﾞﾘｯｼﾞ㈱(9318)　平成23年3月期第1四半期決算短信

3



３．四半期連結財務諸表 
（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 1,763,065 1,752,921

受取手形及び売掛金 1,260,563 1,211,526

完成工事未収入金 137,374 12,857

営業投資有価証券 888 888

商品 22,722 25,372

販売用不動産 197,000 －

仕掛販売用不動産 1,375,361 －

未成工事支出金 57,396 －

繰延税金資産 243,171 115,470

その他 305,572 629,067

貸倒引当金 △91,392 △491,630

流動資産合計 5,271,722 3,256,475

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,339,897 4,410,902

土地 3,243,003 3,242,963

リース資産（純額） 545,739 464,688

建設仮勘定 22,200 －

その他（純額） 137,668 137,287

有形固定資産合計 8,288,508 8,255,841

無形固定資産   

のれん 505,258 424,311

その他 21,763 21,106

無形固定資産合計 527,021 445,418

投資その他の資産   

投資有価証券 156,778 347,602

長期貸付金 113,761 1,148,761

その他 346,628 322,303

貸倒引当金 △113,761 △1,050,516

投資その他の資産合計 503,406 768,150

固定資産合計 9,318,936 9,469,409

資産合計 14,590,658 12,725,885
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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) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 85,820 84,440

工事未払金 377,210 14,646

短期借入金 3,122,700 1,588,900

1年内返済予定の長期借入金 584,520 584,520

1年内償還予定の社債 150,000 150,000

未払法人税等 135,600 123,952

賞与引当金 419,435 216,069

完成工事補償引当金 2,561 900

その他 788,456 778,529

流動負債合計 5,666,304 3,541,957

固定負債   

長期借入金 4,007,140 4,153,270

退職給付引当金 324,685 316,771

役員退職慰労引当金 40,950 －

長期未払金 250,305 200,995

リース債務 438,781 376,802

繰延税金負債 75,939 89,724

その他 392 1,088

固定負債合計 5,138,194 5,138,652

負債合計 10,804,499 8,680,609

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,300,000 3,300,000

利益剰余金 △1,224,777 △1,149,530

自己株式 △5,954 △5,954

株主資本合計 2,069,268 2,144,515

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △9 193,577

為替換算調整勘定 △16,613 △18,428

評価・換算差額等合計 △16,622 175,149

新株予約権 350,000 350,000

少数株主持分 1,383,513 1,375,610

純資産合計 3,786,159 4,045,275

負債純資産合計 14,590,658 12,725,885
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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 2,204,726 2,311,342

売上原価 541,878 624,838

売上総利益 1,662,848 1,686,504

販売費及び一般管理費 1,840,295 1,882,538

営業損失（△） △177,447 △196,034

営業外収益   

受取利息及び配当金 124 579

その他 8,434 14,989

営業外収益合計 8,558 15,569

営業外費用   

支払利息 48,610 39,789

その他 1,481 5,512

営業外費用合計 50,091 45,301

経常損失（△） △218,981 △225,767

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 222,711

国庫補助金 8,166 22,766

その他 5,693 －

特別利益合計 13,859 245,477

特別損失   

貸倒引当金繰入額 1,051 －

資産に係る控除対象外消費税等負担額 60,327 －

退職給付引当金繰入額 － 72,131

その他 546 1,904

特別損失合計 61,926 74,036

税金等調整前四半期純損失（△） △267,047 △54,326

法人税、住民税及び事業税 69,272 140,618

法人税等調整額 △90,275 △114,836

法人税等合計 △21,002 25,781

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △246,045 △80,108

少数株主損失（△） △46,578 △4,861

四半期純損失（△） △199,467 △75,247
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 該当事項はありません。  

  

  

[事業の種類別セグメント情報]  

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） 

 （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 

  

[所在地別セグメント情報]   

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）  

 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。 

  

[海外売上高]  

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）   

 海外売上高がないため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

  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  1,727,608 477,118 2,204,726  ― 2,204,726

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 ― ― ―  ― ―

計  1,727,608 477,118 2,204,726  ― 2,204,726

営業利益又は営業損失（△）  △45,638 △42,396 △88,034  △89,412 △177,447

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 
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[セグメント情報]  

１．報告セグメントの概要  

当社グループの報告セグメントは、当社及び子会社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であ

り、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているも

のであります。  

当社は、傘下に病院、建設業等の事業会社を有する持株会社であります。子会社の企業収益価値向上のため

に、継続的に管理・監督を、また当社本体においても有価証券を中心とした投資事業活動を展開しておりま

す。 

したがって、当社グループは、各子会社の事業種別を基礎としたセグメントから構成されており、「メディ

カル事業」、「投資事業」の２つを報告セグメントとしております。 

「メディカル事業」は、医療・ヘルスケア事業への投資を行い、子会社の医療法人杏林会において外来・入

院診療収益等を収受しております。「投資事業」は、主に当社において子会社の投資先の事業活性化を目的と

して、経営にも関与するハンズオン型投資を実施しております。匿名組合等への出資を行い、コンサルティン

グ業務等による手数料収入を計上しております。また主に子会社を通じ建設業および駐車場事業の収益を計上

しております。 

  

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

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） 

  

３．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な

内容（差異調整に関する事項）  

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない当社の総務・経理部門等の管理部門に係わる費用であります。

  

 ４．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

（固定資産に係る重要な減損損失） 

 該当事項はありません。 

  

（のれんの金額の重要な変動） 

「投資事業」セグメントにおいて、平成22年4月に株式会社六合の株式を取得し連結子会社化したことによ

り、のれんが発生しております。 

 なお、当該事象によるのれんの増加額は、当第１四半期連結累計期間においては、145,256千円でありま

す。 

  

（重要な負ののれん発生益） 

 該当事項はありません。 

  

  

  

報告セグメント 
合計 

(千円）  メディカル事業
（千円）  

投資事業 

(千円）  

計 
(千円）  

売上高         

外部顧客への売上高  1,890,825  420,517  2,311,342  2,311,342

セグメント間の内部売上高又は振替高  －  －  －  －

計  1,890,825  420,517  2,311,342  2,311,342

セグメント利益又は損失(△）  94,756  △198,534  △103,777  △103,777

利益 
金額 

(千円）  

報告セグメント計  △103,777

全社費用（注）  △92,256

四半期連結損益計算書の営業損失（△）  △196,034
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（追加情報） 

当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 

平成21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針

第20号 平成20年３月21日）を適用しております。  

   

該当事項はありません。 

  

  

（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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