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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年6月30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 ％

24年3月期第1四半期 1,827 △44.6 62 94.2 54 6.3 43 ―

23年3月期第1四半期 3,300 △29.4 32 △51.0 7 ― △25 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 60百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △21百万円 （―％）

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

24年3月期第1四半期 2.79 ―

23年3月期第1四半期 △1.66 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 13,317 2,802 19.1
23年3月期 13,970 2,740 17.8

（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  2,542百万円 23年3月期  2,485百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

23年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
24年3月期 ―

24年3月期（予想） 0.00 ― 0.00 0.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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

第2四半期(累計) 5,010 △16.5 185 ― 175 ― 125 ― 8.05
通期 11,250 △1.1 410 453.0 402 ― 330 ― 21.24



(1) 当四半期連結累計期間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) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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、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は終了していません。 

※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、添付資料Ｐ
２、「１．当四半期決算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」をご覧ください。 

4.  その他

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無

② ①以外の会計方針の変更   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  無

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 15,542,176 株 23年3月期 15,542,176 株

② 期末自己株式数 24年3月期1Q 7,233 株 23年3月期 7,232 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 15,534,943 株 23年3月期1Q 15,535,172 株
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、米国の景気回復の遅れと欧州での信用不安による

円高の長期化や厳しい雇用環境等により市場の低迷が続き、加えて３月１１日に発生した東日本大震災

の影響により景気の先行きは、依然として厳しい状況にあります。 

 このような状況下、当社グループは電気機器等の製造販売事業では、映像機器に特化した営業戦略と

新たな販売ルートの構築を進め、物資等・医薬品及び医療器具等の販売事業では、金属加工部門が事業

の再構築による経営基盤の強化により業績の回復が見込まれる状況となり、医薬品の販売部門において

は、日本の製薬メーカーの総代理店として販売網の構築を進めております。また、不動産開発及び賃貸

管理事業においては、中国経済の高い成長の影響で業績が好調に推移し、不動産開発部門では深セン市

都市開発更新プロジェクト「皇冠科技園」として136千平方メートルの土地再開発を計画し、深セン市

政府に申請の準備を進めております。 

 この結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は1,827百万円(前年同四半期比44.6％減)となり、利

益面では営業利益62百万円(前年同四半期比94.2％増)、経常利益54百万円(前年同四半期比6.3％増)、

四半期純利益43百万円となりました。  

事業の種類別販売状況は次のとおりです。 

  （単位：百万円） 

 
  

当第１四半期連結会計期間末の財政状態においては、総資産が13,317百万円（前年度末比４.７％

減）となり、前連結会計年度末に比べ652百万円減少し、負債合計は10,514百万円（前年度末比６.４％

減）となり、前連結会計年度末に比べ714百万円減少いたしました。これらの主な原因は、売上げの減

少に伴う売掛金と買掛金の減少並びに借入金の返済に伴うものであります。 

  

平成24年３月期の業績予想につきましては、平成23年５月13日に公表いたしました業績予想に変更は

ありません。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）連結経営成績に関する定性的情報

事 業 別 部 門 別 当第１四半期 前第１四半期 前年同期比(％)

電気機器等の製造販売事業 映像機器 1,565 2,821 △44.5

  その他 ―   195 △100.0

物資等、医薬品及び医療器具
等の販売事業

金属加工・医薬等 118     164 △27.7

不動産開発及び賃貸管理事業      135     97     39.8

その他      7       21 △63.5

      合      計 1,827 3,300 △44.6

（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。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

２．サマリー情報(その他)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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３．四半期連結財務諸表

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 219 167

売掛金 3,063 2,375

たな卸資産 53 55

その他 420 518

貸倒引当金 △304 △300

流動資産合計 3,452 2,816

固定資産

有形固定資産 207 187

無形固定資産

のれん 551 541

その他 1,216 1,229

無形固定資産合計 1,767 1,770

投資その他の資産

投資有価証券 17 17

長期貸付金 16,525 16,525

長期未収入金 762 754

その他 59 59

貸倒引当金 △8,822 △8,814

投資その他の資産合計 8,542 8,542

固定資産合計 10,518 10,501

資産合計 13,970 13,317

負債の部

流動負債

買掛金 2,354 1,688

短期借入金 492 438

未払法人税等 80 69

引当金 5 3

その他 189 264

流動負債合計 3,121 2,463

固定負債

長期借入金 7,623 7,544

引当金 24 24

その他 459 481

固定負債合計 8,107 8,050

負債合計 11,229 10,514
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年６月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 8,164 8,164

資本剰余金 7,848 7,848

利益剰余金 △12,852 △12,809

自己株式 △10 △10

株主資本合計 3,149 3,193

その他の包括利益累計額

為替換算調整勘定 △664 △651

その他の包括利益累計額合計 △664 △651

少数株主持分 255 260

純資産合計 2,740 2,802

負債純資産合計 13,970 13,317
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

四半期連結損益計算書

 第１四半期連結累計期間

(単位：百万円)

前第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)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
 至 平成23年６月30日)

売上高 3,300 1,827

売上原価 3,121 1,663

売上総利益 178 164

販売費及び一般管理費 146 101

営業利益 32 62

営業外収益

受取利息 9 1

その他 0 0

営業外収益合計 10 2

営業外費用

支払利息 5 2

為替差損 7 7

貸倒損失 20 －

その他 1 1

営業外費用合計 34 11

経常利益 7 54

特別利益

貸倒引当金戻入額 － 11

賞与引当金戻入額 2 0

その他 0 －

特別利益合計 2 12

特別損失

減損損失 9 －

特別損失合計 9 －

税金等調整前四半期純利益 0 66

法人税、住民税及び事業税 4 12

法人税等調整額 22 10

法人税等合計 27 23

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益調
整前四半期純損失（△）

△26 42

少数株主損失（△） △0 △0

四半期純利益又は四半期純損失（△） △25 43
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四半期連結包括利益計算書

 第１四半期連結累計期間

(単位：百万円)

前第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)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
 至 平成23年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益調
整前四半期純損失（△）

△26 42

その他の包括利益

為替換算調整勘定 4 18

その他の包括利益合計 4 18

四半期包括利益 △21 60

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △41 56

少数株主に係る四半期包括利益 19 4
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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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