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1.  平成23年3月期第3四半期の業績（平成22年4月1日～平成22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 ％

23年3月期第3四半期 1,729 △5.3 △324 ― △341 ― △863 ―
22年3月期第3四半期 1,827 △46.3 △290 ― △173 ― △147 ―

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3四半期 △0.85 ―
22年3月期第3四半期 △0.14 ―

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3四半期 3,801 2,727 71.5 2.71
22年3月期 4,736 3,604 76.1 3.58

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  2,727百万円 22年3月期  3,604百万円

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  
 

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

3.  平成23年3月期の業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 2,500 4.0 △370 ― △420 ― △950 ― △0.93



(1) 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。 

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
の変更の有無となります。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期3Q 1,020,698,682株 22年3月期  1,020,698,682株
② 期末自己株式数 23年3月期3Q  14,735,846株 22年3月期  14,735,721株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q 1,005,962,836株 22年3月期3Q 1,005,967,900株

※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きの対象外であり、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は手続きを終了しております。 

※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の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、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等について
は、四半期決算短信（添付資料）３ページ「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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(1) 経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、中国をはじめとする経済成長著しい新興国向け 

の輸出に支えられましたが、長引く円高傾向や株安、デフレなどの要因により依然楽観視できな  

い状況にあります。  

 このような状況の中、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、Ｌ 

ＭＥ価格が前半は下落傾向でありましたが、後半は上昇したため販売価格も上昇し、売上高は、 

８億50百万円（前年同期比10.4％増）となりました。 

 不動産事業では、販売物件の営業活動に努めた結果、２物件について売買契約は完了致しまし 

たが、当該物件の引き渡しが翌四半期以後となるため、売上を計上しておりません。そのため賃 

貸物件の収入等による売上高14百万円（前年同期比69.9％減）となりました。 

 教育事業では、新規生徒の確保と退会防止に努めましたが、売上高は８億64百万円（前年同期 

比14.4％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17億29百万円（前年同期売上高18億27百 

万円）、営業損失３億24百万円（前年同期営業損失２億90百万円）、経常損失３億41百万円（前  

年同期経常損失１億73百万円）、四半期純損失８億63百万円（前年同期四半期純損失１億47百万 

円）となりました。  

  

(2) 財政状態に関する定性的情報 

① 資産、負債及び純資産の状況 

 当第３四半期会計期間末の資産につきましては、流動資産は前事業年度末に比べ５億56百万円 

減少し、27億14百万円となりました。これは主に現金及び預金の減少によるものであります。 

 固定資産は前事業年度に比べ３億78百万円減少し、10億86百万円となりました。これは主に投   

資有価証券について第２四半期において減損処理したこと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55百万円減少し、２億67百万円となりま 

した。これは主に訴訟損失引当金について損失が確定したため、その全額を取り崩したことによ  

るものであります。 

 固定負債は、前事業年度末に比べ２百万円減少し、８億６百万円となりました。これは主に長 

期借入金を１年内返済予定の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８億77百万円減少し27億27百万円となりました。   

 これは四半期純損失とその他有価証券評価差額金を計上したことによるものであります。 

   

② キャッシュ・フローの状況 

 当第３四半期累計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という）は、前事業年度 

末に比べ８億99百万円減少し、５億18百万円となりました。 

  

 （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第３四半期累計期間における営業活動による資金の減少は、８億40百万円（前年同期３億89 

百万円の減少）となりました。 

 その主な内訳は、税金等調整前四半期純損失８億54百万円及びたな卸資産の増加２億55百万円 
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 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） 

 当第３四半期累計期間における投資活動による資金の減少は、８百万円（前年同期３億22百万 

万円の増加）となりました。 

 その主な内訳は、敷金及び保証金の差入による支出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） 

 当第３四半期累計期間における財務活動による資金の減少は、51百万円（前年同期50百万円減 

少）となりました。 

 その主な内訳は、１年以内返済予定の長期借入金の返済によるものであります。 

  

  

(3) 業績予想に関する定性的情報 

 業績予想につきましては、平成22年11月15日に公表しました業績予想に変更はありません。 
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(1) 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定する方法によっております。 

     また、棚卸資産の簿価切り下げに関しては、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、簿価切り下げを行なう方法によっております。 

② 固定資産の減価償却の算定方法 

  定率法を採用している資産については、会計年度に係る減価償却費の額を期間案分して算定 

    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。 

  

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

（資産除去債務に関する会計基準等の適用） 

  当第１四半期会計期間より、「資産除却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「資産除却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、当第３四半期累計期間における営業損失及び経常損失はそれぞれ1,285千円増 

 加し、また同累計期間における税引前純損失は10,312千円増加しております。 

  

(3) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

 該当事項はありません。 

  

  

2. その他の情報
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３【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22年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 518,439 1,417,853

受取手形 118,698 84,225

売掛金 200,659 134,345

営業未収入金 72,706 43,341

有価証券 506,620 549,059

販売用不動産 1,037,424 869,684

商品 47,639 5,791

製品 67,430 30,324

仕掛品 3,241 6,009

原材料 13,280 －

前渡金 － 14,403

前払費用 29,606 35,209

未収入金 48,574 24,741

預け金 51,193 51,377

その他 5,928 8,600

貸倒引当金 △6,964 △3,864

流動資産合計 2,714,479 3,271,103

固定資産   

有形固定資産   

建物 698,170 674,711

減価償却累計額 △350,468 △338,571

建物（純額） 347,702 336,139

構築物 29,778 29,778

減価償却累計額 △26,753 △26,444

構築物（純額） 3,024 3,333

機械及び装置 188,502 188,502

減価償却累計額 △185,621 △184,161

機械及び装置（純額） 2,880 4,340

車両運搬具 16,490 16,490

減価償却累計額 △9,809 △6,762

車両運搬具（純額） 6,680 9,727

工具、器具及び備品 183,376 180,694

減価償却累計額 △168,861 △169,027

工具、器具及び備品（純額） 14,515 11,667

リース資産 5,685 －

減価償却累計額 △1,137 －

リース資産（純額） 4,548 －

有形固定資産合計 379,352 365,209
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成22年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

無形固定資産   

借地権 14,678 14,678

ソフトウエア 1,990 2,642

電話加入権 14,291 14,291

無形固定資産合計 30,960 31,611

投資その他の資産   

投資有価証券 368,592 82,636

関係会社株式 20,000 699,810

出資金 1,400 1,400

敷金及び保証金 192,445 187,589

長期貸付金 2,400 3,400

会員権 22,314 22,314

長期前払費用 5,212 5,101

長期未収入金 18,266 17,494

長期営業外未収入金 57,300 57,300

破産更生債権等 32,319 10,267

その他 10,176 8,266

貸倒引当金 △53,792 △27,081

投資その他の資産合計 676,634 1,068,499

固定資産合計 1,086,947 1,465,320

資産合計 3,801,426 4,736,423

負債の部   

流動負債   

買掛金 48,003 56,492

1年内返済予定の長期借入金 50,000 50,000

未払金 57,255 58,216

未払費用 39,907 39,191

未払法人税等 17,498 28,683

前受金 15,387 17,580

預り金 8,328 9,070

賞与引当金 725 1,800

未払消費税等 5,779 10,515

訴訟損失引当金 － 50,593

事業構造改善引当金 22,288 －

その他 2,240 885

流動負債合計 267,415 323,029

固定負債   

長期借入金 646,000 696,000

リース債務 4,438 －

繰延税金負債 15 －
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成22年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

退職給付引当金 7,048 8,644

役員退職慰労引当金 44,129 44,790

長期預り金 59,300 59,300

受入敷金保証金 17,737 －

資産除去債務 27,838 －

固定負債合計 806,507 808,734

負債合計 1,073,922 1,131,763

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 △3,487,319 △2,623,738

自己株式 △331,746 △331,746

株主資本合計 2,741,255 3,604,836

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △13,751 △175

評価・換算差額等合計 △13,751 △175

純資産合計 2,727,504 3,604,660

負債純資産合計 3,801,426 4,736,423

㈱エス・サイエンス（5721）　平成23年３月期　第３四半期決算短信（非連結）

7



(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21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 1,827,001 1,729,170

売上原価 1,644,143 1,632,294

売上総利益 182,858 96,875

販売費及び一般管理費 473,391 420,926

営業損失（△） △290,533 △324,051

営業外収益   

受取利息及び配当金 8,660 9,032

有価証券評価益 92,030 －

受取賃貸料 5,918 5,927

その他 12,373 11,659

営業外収益合計 118,983 26,619

営業外費用   

有価証券評価損 － 42,439

売上割引 1,278 759

その他 471 894

営業外費用合計 1,750 44,092

経常損失（△） △173,300 △341,524

特別利益   

過年度損益修正益 2,989 －

固定資産売却益 782 －

関係会社株式売却益 49,500 －

受取和解金 － 7,669

役員退職慰労引当金戻入額 － 661

その他 50 200

特別利益合計 53,322 8,530

特別損失   

過年度損益修正損 2,831 1,117

事業撤退損 1,355 505

貸倒損失 － 3,136

投資有価証券評価損 － 380,713

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 9,026

貸倒引当金繰入額 14,343 29,810

事業構造改善引当金繰入額 － 22,288

訴訟損失引当金繰入額 － 75,291

その他 161 －

特別損失合計 18,691 521,889

税引前四半期純損失（△） △138,669 △854,883

法人税、住民税及び事業税 9,117 8,697

法人税等合計 9,117 8,697

四半期純損失（△） △147,786 △863,580
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  【第３四半期会計期間】 
（単位：千円）

前第３四半期会計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 645,735 568,550

売上原価 591,027 532,417

売上総利益 54,708 36,132

販売費及び一般管理費 157,434 138,753

営業損失（△） △102,726 △102,621

営業外収益   

受取利息及び配当金 2,982 4,476

有価証券評価益 － 38,515

その他 792 879

営業外収益合計 3,775 43,871

営業外費用   

有価証券評価損 424 －

売上割引 416 143

その他 112 188

営業外費用合計 952 332

経常損失（△） △99,903 △59,081

特別利益   

受取和解金 － 7,669

役員退職慰労引当金戻入額 － 221

その他 30 －

特別利益合計 30 7,890

特別損失   

過年度損益修正損 972 －

貸倒引当金繰入額 － 403

特別損失合計 972 403

税引前四半期純損失（△） △100,845 △51,595

法人税、住民税及び事業税 3,039 2,899

法人税等合計 3,039 2,899

四半期純損失（△） △103,884 △54,494
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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21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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（△） △138,669 △854,883

減価償却費 25,145 22,426

貸倒損失 － 3,011

訴訟損失引当金繰入額 － 75,291

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 9,026

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） － 380,713

受取利息及び受取配当金 △8,660 △9,032

賞与引当金の増減額（△は減少） △2,071 △1,075

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,132 △1,595

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2,754 △661

貸倒引当金の増減額（△は減少） 19,871 29,810

事業構造改善引当金の増減額（△は減少） － 22,288

売上債権の増減額（△は増加） △180,478 △130,151

破産更生債権等の増減額（△は増加） － △22,051

仕入債務の増減額（△は減少） 22,988 △20,240

たな卸資産の増減額（△は増加） 93,009 △255,397

売買目的有価証券の純増（△）減 △92,030 42,439

前払費用の増減額（△は増加） 12,633 5,603

未収入金の増減額（△は増加） △7,563 △23,833

前渡金の増減額（△は増加） － 14,403

未払金の増減額（△は減少） △34,501 －

未払費用の増減額（△は減少） △16,659 －

預り金の増減額（△は減少） △3,725 －

前受金の増減額（△は減少） △15,024 △2,192

預り敷金及び保証金の受入による収入 － 17,737

未払消費税等の増減額（△は減少） △10,542 △4,736

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減
少）

△2,922 △8,285

その他 1,211 364

小計 △384,385 △711,022

利息及び配当金の受取額 8,223 8,393

訴訟関連損失の支払額 － △125,885

法人税等の支払額 △12,976 △11,596

営業活動によるキャッシュ・フロー △389,138 △840,110
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（単位：千円）

前第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) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の売却による収入 － 360

有形固定資産の取得による支出 △13,568 △278

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 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 2,100 1,200

敷金及び保証金の回収による収入 2,350 3,040

敷金及び保証金の差入による支出 － △10,907

その他 6,957 △1,714

投資活動によるキャッシュ・フロー 322,033 △8,299

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

リース債務の返済による支出 － △895

その他 △372 △109

財務活動によるキャッシュ・フロー △50,372 △51,004

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △117,477 △899,414

現金及び現金同等物の期首残高 1,438,693 1,417,853

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,321,216 518,439
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(4) 継続企業の前提に関する注記 

 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 

 該当事項はありません。 

  

 前事業年度まで、「持分法損益等」として、関連会社に対する投資の金額その他事項を注記し 

ておりましたが、第１四半期会計期間より、当該関連会社が関連会社ではなくなったため「持分  

法損益等」の注記は記載しておりません。  

4. 補足情報
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