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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年9月30日） 

当社は平成23年10月３日付で、宮越商事株式会社の株式移転により持株会社として設立されました。よって当第２四半期決算短信は、子会社である宮越商事
株式会社の連結業績を報告するものであります。 

(2) 連結財政状態 

当社は平成23年10月３日付で、宮越商事株式会社の株式移転により持株会社として設立されました。よって当第２四半期決算短信は、子会社である宮越商事
株式会社の連結業績を報告するものであります。 
 

(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2四半期 4,062 △32.3 162 ― 138 ― 111 ―

23年3月期第2四半期 6,002 △32.9 △39 ― △239 ― △489 ―

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 91百万円 （―％） 23年3月期第2四半期 △553百万円 （―％）

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2四半期 7.17 ―

23年3月期第2四半期 △31.51 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第2四半期 13,443 2,831 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2四半期  2,572百万円 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  

24年３月期第２四半期末の配当実績は、宮越商事株式会社の配当実績であります。 
24年３月期期末の配当予想は、宮越ホールディングス株式会社の配当予想であります。 
詳細につきましては、次ページの「※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項」をご覧ください。 

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 ― 0.00

24年3月期（予想） ― 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、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  有  
上記連結業績予想は宮越ホールディングス株式会社の平成24年３月期の連結業績予想であります。 

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 9,150 △19.6 320 253.6 312 ― 240 ― 15.45



(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 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
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については、添付資料P２
「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。 
（24年３月期期末の配当予想） 
当社は、平成23年10月３日に宮越商事株式会社の普通株式１株に対して、当社の普通株式１株を割当交付することにより単独株式移転を行っております。これ
に伴い、平成24年３月期期末の配当予想は株式移転後の当社株式に基づく金額であります。 

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2Q 15,534,943 株 23年3月期 15,542,176 株

② 期末自己株式数 24年3月期2Q ― 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2Q 15,534,943 株 23年3月期2Q 15,535,139 株
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当第２四半期連結累計期間における我が国経済は、東日本大震災の復興に向けた景気の持ち直しがみ

られたものの、欧米諸国の財政問題、円高・株安の進行など、依然として先行きは不透明な状況で推移

いたしました。 

 このような状況のなか、当社グループは、営業戦略の見直しと収益構造の改善を進め、更には、リス

ク管理の徹底や経営効率の向上を図るなど、積極的にグループ全体の構造改革を進めてまいりました

が、不動産開発及び賃貸管理事業におきましては好調に推移したものの、主力の電気機器等の製造販売

事業や物資等・医薬品及び医療器具等の販売事業におきましては、世界的な市場低迷の影響を受け、受

注高が減少し厳しい状況で推移いたしました。 

 子会社の中核となる深セン皇冠（中国）電子有限公司が保有する136千平方メートルの土地につきま

しては、深セン市都市開発プロジェクト「皇冠科技園」として、省エネ・環境保護をテーマとした複合

開発の計画を予定しており、今年度末を目処に深セン市政府への開発申請の準備を進めております。 

 この結果、当第２四半期連結累計期間における売上高は4,062百万円（前年同期比32.3％減）とな

り、利益につきましては、営業利益162百万円（前年同期比－％）、経常利益138百万円（前年同期比

－％）、四半期純利益111百万円（前年同期比－％）となりました。 

セグメントの業績は次のとおりであります。 

             
（単位：百万円） 

 
  

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、営業債権の減少により、前連結会計年度末に比べ526百万

円減少し、13,443百万円となりました。負債は、営業債務の減少及び借入金の減少などにより、前連結

会計年度末に比べ617百万円減少し、10,611百万円となりました。また、純資産は、四半期純利益の計

上などにより、前連結会計年度末に比べ91百万円増加し、2,831百万円となりました。 

  

当期の見通しにつきましては、市場の低迷と円高・株安の継続が、主力の電気機器等の販売に大きく

影響すると予想されることから、平成２３年５月１３日に宮越商事株式会社が発表いたしました業績予

想につきまして、本日付で一部修正いたします。 

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

セグメント別売上高 前第２四半期 当第２四半期 前年同期比(％)

電気機器等の製造販売事業 5,400 3,531 △34.6

物資等、医薬品及び医療器具等の販売事業 333 236 △29.2

不動産開発及び賃貸管理事業 228 277     21.8

その他 39 17 △57.1

      合      計 6,002 4,062 △32.3

（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２四半期連結会計期間
(平成23年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 219 178

売掛金 3,063 2,568

たな卸資産 53 56

その他 420 287

貸倒引当金 △304 △40

流動資産合計 3,452 3,049

固定資産

有形固定資産 207 161

無形固定資産

のれん 551 531

その他 1,216 1,182

無形固定資産合計 1,767 1,713

投資その他の資産

長期貸付金 16,525 16,788

その他 839 812

貸倒引当金 △8,822 △9,082

投資その他の資産合計 8,542 8,518

固定資産合計 10,518 10,393

資産合計 13,970 13,443

負債の部

流動負債

買掛金 2,354 1,890

短期借入金 492 410

未払法人税等 80 56

引当金 5 2

その他 189 272

流動負債合計 3,121 2,633

固定負債

長期借入金 7,623 7,504

引当金 24 14

その他 459 458

固定負債合計 8,107 7,978

負債合計 11,229 10,611
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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２四半期連結会計期間
(平成23年９月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 8,164 3,754

資本剰余金 7,848 －

利益剰余金 △12,852 △493

自己株式 △10 －

株主資本合計 3,149 3,261

その他の包括利益累計額

為替換算調整勘定 △664 △688

その他の包括利益累計額合計 △664 △688

少数株主持分 255 259

純資産合計 2,740 2,831

負債純資産合計 13,970 13,443
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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２四半期連結累計期間

(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
 至 平成23年９月30日)

売上高 6,002 4,062

売上原価 5,657 3,692

売上総利益 344 370

販売費及び一般管理費 384 207

営業利益又は営業損失（△） △39 162

営業外収益

受取利息 4 4

その他 0 1

営業外収益合計 4 5

営業外費用

支払利息 11 4

貸倒引当金繰入額 144 －

為替差損 27 16

その他 22 7

営業外費用合計 205 28

経常利益又は経常損失（△） △239 138

特別利益

貸倒引当金戻入額 － 24

賞与引当金戻入額 2 －

その他 0 0

特別利益合計 2 24

特別損失

固定資産除却損 － 0

減損損失 15 －

支払補償費 188 －

特別損失合計 204 0

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純
損失（△）

△441 163

法人税、住民税及び事業税 17 38

法人税等調整額 25 7

法人税等合計 42 46

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（△）

△484 117

少数株主利益 4 5

四半期純利益又は四半期純損失（△） △489 111
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四半期連結包括利益計算書
第２四半期連結累計期間

(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
 至 平成23年９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（△）

△484 117

その他の包括利益

為替換算調整勘定 △68 △25

その他の包括利益合計 △68 △25

四半期包括利益 △553 91

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △565 87

少数株主に係る四半期包括利益 11 4
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該当事項はありません。 

  

当社は、平成23年８月５日付で、資本金及び資本準備金それぞれ4,409百万円、7,848百万円を減少

し、その他資本剰余金に振り替え、当該合計額12,257百万円を減少し繰越利益剰余金に振り替え、欠損

の填補に充当いたしました。また、平成23年９月28日付で自己株式7,233株の消却を実施いたしまし

た。 

 この結果、当第２四半期連結会計期間末において、資本金3,754百万円、資本準備金―百万円、自己

株式―百万円となっております。 

  

１． 株式移転による純粋持株会社設立 

平成２３年４月２６日開催の取締役会において、当社の単独株式移転により純粋持株会社「宮越ホール

ディングス株式会社」を設立することを決議いたしました。なお、本件は平成２３年６月２９日開催の、

第６３回定時株主総会において承認を受け、平成２３年１０月３日設立されました。 

  ① 株式移転による純粋持株会社設立の目的 

イ． 当社グループ全体の戦略立案・事業遂行機能の強化 

  当社グループの経営管理を行う持株会社と、事業遂行を行う各事業会社を明確に区分・分離すること

により、持株会社は当社グループ全体の経営戦略の立案、事業再編や経営資源の 適な配分を迅速かつ

機動的に決定し、各グループ会社を支援します。 

 他方、持株会社の子会社となる各事業会社は、自立した法人として権限移譲のもと、自らの権限と責

任に基づき業務を行うことが可能となるため、それぞれの事業特性や市場環境に応じた機動的かつ迅速

な事業運営が可能となり、また、それぞれの事業遂行に専念することで専門性の向上と収益力の強化を

図ることができると考えております。なお、これにより各事業会社の業績に対する責任の明確化も図る

ことが可能となります。 

 これらにより、当社グループは、グループ全体の経営効率の向上を図るとともに、さらなる企業価値

の向上を図ることができると考えております。 

ロ．コーポレート・ガバナンス機能の強化と人材資源の強化 

  持株会社が当社グループ各社の管理体制を管理・監視・評価し、各グループ会社間の統制を図ること

により、当社グループ全体のリスク管理機能をはじめとするコーポレート・ガバナンス機能を強化する

ことができると考えております。 

 また、各事業会社の業種・業態に合わせた人事制度を導入し、各事業会社において適切な人材育成体

制・評価体制等を構築することにより、人材資源の強化を図ることができると考えております。 

ハ．スケールメリットの創出 

  以上に加え、純粋持株会社体制への移行により、当社グループ内での各種経営資源の共有化を図るこ

とが可能となり、これによるシナジー効果と経営効率の向上を期待できると考えております。 

 ② 株式移転による純粋持株会社設立の要旨 

イ．株式移転の日程 

定時株主総会基準日                平成23年３月31日(木)      

（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

（５）重要な後発事象
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株式移転計画承認取締役会          平成23年４月26日(火) 

株式移転計画承認定時株主総会      平成23年６月29日(水) 

上場廃止日                        平成23年９月28日(水) 

持株会社設立登記日(効力発生日)    平成23年10月３日(月) 

持株会社上場日                    平成23年10月３日(月) 

ロ．株式移転の方式 

当社を株式移転完全子会社、持株会社を株式移転完全親会社とする単独株式移転です。 

 本株式移転により持株会社が交付する新株式数は、15,534,943株です。 

ハ．株式移転に係る割当ての内容 

 
(注) １ 当社の普通株式１株に対して、持株会社の普通株式１株を割当交付いたします。 

            ２ 持株会社は、単元株制度を採用し、１単元の株式を１００株といたします。 

ニ．本株式移転に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い 

当社は、新株予約権及び新株予約権付社債を発行しておりませんので、該当事項はございません。 

 ③ 株式移転に係る割当ての内容の算定の考え方 

本株式移転は、当社単独による株式移転により完全親会社を設立するものであり、本株式移転時の当

社の株主構成と持株会社の株主構成に変化は生じないことから、株主の皆様に不利益を与えないことを

第一義として、当社普通株式１株に対して、持株会社の普通株式１株を割当交付することといたしまし

た。 

  かかる理由により、第三者算定機関の算定は行っておりません。 

 ④ 株式移転により新たに設立する会社の概要 

 
ハ．代表者及び役員の就任 

 

 
   事業を営む会社の株式または持分を所有することによる当該会社の事業活動の支配・管理等 

 
  

会 社 名
宮越ホールディングス株式会社

（完全親会社）
宮越商事株式会社
（完全子会社）

株式移転比率 １ １

イ．商     号 宮越ホールディングス株式会社

ロ．本 店 所 在 地 東京都大田区大森北一丁目２３番１号

代表取締役会長兼社長 宮 越 邦 正

取 締 役 副 社 長 宮 越 一 光

取     締     役 高    建 群

取     締     役 板 倉 啓 太

監     査     役 野 村  富 孝

監     査     役 陳    二 珠 ※社外監査役

監     査     役 趙      昉 ※社外監査役

ニ．事  業  内  容

ホ．資 本 金 の 額 ２,０００百万円

へ．決  算  日 ３月３１日

ト．株主名簿管理人 中央三井信託銀行株式会社
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 ⑤ 会計処理の概要 

   企業会計上は、「共通支配下の取引」に該当するため、損益への影響額及びのれんは発生いたし 

  ません。 

  

２． 資本金の額の減少 

 平成２３年１１月１日開催の取締役会において、資本金の額の減少に関し下記のとおり決議いたしまし

た。 

 (１) 資本金の額の減少の目的 

      今後の資本コストの削減と収支改善を目的としております。 

 (２) 資本金の額の減少の要領 

   ① 減少する資本金の額 

    資本金の額3,754百万円を3,654百万円減少して、100百万円とします。 

      ② 資本金の額の減少の方法 

        資本金の額のみを減少させ、その全額をその他資本剰余金へ振り替えます。 

 (３) 資本金の額の減少に係る日程 

   ① 取締役会決議日         平成23年11月 1日（火） 

   ② 臨時株主総会決議日       平成23年11月16日（水）（予定） 

   ③ 債権者異議申述公告       平成23年11月17日（木）（予定） 

   ④ 債権者異議申述期間満了日    平成23年12月17日（土）（予定） 

   ⑤ 資本金の額の減少の効力発生日  平成23年12月19日（月）（予定） 
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