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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） 

 

(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2四半期 2,399 △17.0 △69 ― 7 ― △84 ―
23年3月期第2四半期 2,892 △33.0 △443 ― △481 ― △1,410 ―

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 △80百万円 （―％） 23年3月期第2四半期 △2,264百万円 （―％）

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 △0.89 ―
23年3月期第2四半期 △14.87 ―

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

24年3月期第2四半期 2,008 712 18.1 3.82
23年3月期 2,888 793 15.4 4.68
（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  362百万円 23年3月期  443百万円

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
24年3月期 ― ―
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） 
 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、「中期経営計画」にて、平成24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頂く予定です。また、状況に応じて
見直し及び更新をさせて頂く予定です。 



(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、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24年3月期の連結業績予想につきましては、「中期経営計画」として開示させて頂く予定です。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、3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。 

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 94,863,629 株 23年3月期 94,863,629 株
② 期末自己株式数 24年3月期2Q 15,909 株 23年3月期 15,909 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 94,847,720 株 23年3月期2Q 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２四半期連結累計期間における世界経済は、中国やインドをはじめとするアジアを中心に新興国が旺盛な需

要を背景に景気拡大が続き好調に推移する一方、欧米では金融不安から景気回復のペースが緩やかになり先行きが

不透明な情勢となっております。日本経済は、本年３月11日に発生した東日本大震災の影響が残るものの、サプラ

イチェーンの立て直しなどを受けて、持ち直しの動きが見られています。 

 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、経営資源を投資業に単一化した事により新たな収益事業の確立に向け邁進してまいりました。 

 その結果、当第２四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高が2,399百万円（前年同期比17.0％減）と

なり、メディカル事業から撤退したことにより前年同期と比較し減収となりました。損益につきましては営業損失

69百万円（前年同期比84.2％減）、受取配当金による収入を計上したことにより、経常利益7百万円（前年同期は

481百万円の経常損失）と経常黒字に転換いたしました。また、四半期純損失は84百万円（前年同期比94.0％減）

となりました。 

 セグメントの業績は以下のとおりです。 

 なお、第１四半期連結会計期間より、セグメントを従来の「投資事業」「メディカル事業」の２区分から「投資

事業」のみの単一区分としております。 

（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、コンサルティングおよび不動産売買・

賃貸業等を行っております。当第２四半期連結累計期間の投資事業において、売上高は2,399百万円（前年同期比

139.5％増）、営業利益は111百万円(前年同期は369百万円の営業損失)と新たに取得した株式会社六合および土岐

南テクノヒルズ開発株式会社が業績に貢献し、黒字に転換いたしました。売上高の主な内訳は、株式会社六合の工

事売上高1,210百万円、土岐南テクノヒルズ開発株式会社の不動産売上高1,188百万円等となりました。 

    

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第２四半期連結会計期間末の総資産は2,008百万円となり、前連結会計年度末と比較して880百万円減少いた

しました。これは主に土岐南テクノヒルズ開発株式会社および株式会社六合の販売用不動産の減少等によるもので

す。 

負債の残高は1,295百万円となり、前連結会計年度末と比較して799百万円減少いたしました。これは主に短期

借入金の減少等によるものです。 

純資産は712百万円となり、前連結会計年度末と比較して80百万円減少いたしました。これは主に84百万円の四

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 

平成24年3月期の連結業績予想につきましては、「中期経営計画」において目標数値を開示させて頂く予定で

す。詳細につきましては、同計画をご参照ください。また、今後、事業環境の変化等により同計画に見直しの必要

が生じた場合は、速やかに修正・開示させて頂く予定です。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 該当事項はありません。 

  

  

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 該当事項はありません。 

  

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 該当事項はありません。  

  

  

当社グループは、前連結会計年度において、メディカル事業撤退による回収資金を運転・投資資金にあて、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、前５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。 

今期において有効な投資行動が実行できるようになるため、資金調達計画及び中期経営計画を立案し、その計画を達成

していきます。計画が達成され、投資活動の実践によるリターンをはかり、今期中の当該事象または状況の解消を目指し

て参りたいと考えております。 

 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．サマリー情報（その他）に関する事項

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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４．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

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 357,364 736,808 

受取手形及び売掛金 46,616 18,309 

完成工事未収入金 267,271 254,271 

販売用不動産 1,652,354 507,869 

未成工事支出金 4,949 1,204 

預け金 129,410 129,469 

繰延税金資産 105,263 23,227 

その他 98,176 68,068 

貸倒引当金 △87,190 △35,118 

流動資産合計 2,574,215 1,704,109 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,667 2,603 

土地 40 40 

その他（純額） 5,056 4,273 

有形固定資産合計 7,763 6,917 

無形固定資産   

のれん 122,320 107,030 

その他 132 117 

無形固定資産合計 122,453 107,148 

投資その他の資産   

投資有価証券 122,278 127,586 

長期貸付金 113,761 113,761 

繰延税金資産 21,174 22,283 

その他 41,042 40,192 

貸倒引当金 △113,761 △113,761 

投資その他の資産合計 184,495 190,062 

固定資産合計 314,712 304,127 

資産合計 2,888,928 2,008,237 
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（単位：千円）

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) 

負債の部   

流動負債   

工事未払金 281,380 283,925 

未成工事受入金 60,695 247,485 

短期借入金 987,000 107,310 

1年内償還予定の社債 150,000 150,000 

未払法人税等 5,864 14,540 

賞与引当金 9,980 16,474 

完成工事補償引当金 1,000 1,400 

工事損失引当金 3,500 10,300 

その他 322,063 187,529 

流動負債合計 1,821,483 1,018,965 

固定負債   

退職給付引当金 25,590 24,822 

役員退職慰労引当金 46,800 50,700 

長期未払金 200,995 200,995 

その他 344 － 

固定負債合計 273,729 276,517 

負債合計 2,095,213 1,295,483 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,300,000 3,300,000 

利益剰余金 △2,827,974 △2,912,349 

自己株式 △5,954 △5,954 

株主資本合計 466,071 381,696 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 － 2 

為替換算調整勘定 △22,356 △18,944 

その他の包括利益累計額合計 △22,356 △18,941 

新株予約権 350,000 350,000 

純資産合計 793,714 712,754 

負債純資産合計 2,888,928 2,008,237 
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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：千円）

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 2,892,625 2,399,633 

売上原価 1,193,384 2,093,315 

売上総利益 1,699,240 306,318 

販売費及び一般管理費 2,142,654 376,174 

営業損失（△） △443,413 △69,856 

営業外収益   

受取利息及び配当金 741 45,835 

受取地代家賃 1,201 － 

貸倒引当金戻入額 － 18,975 

為替差益 － 6,300 

助成金収入 4,634 7,000 

受取保証料 7,000 － 

その他 4,267 18,645 

営業外収益合計 17,845 96,755 

営業外費用   

支払利息 48,668 17,438 

その他 6,834 1,573 

営業外費用合計 55,503 19,011 

経常利益又は経常損失（△） △481,072 7,888 

特別利益   

貸倒引当金戻入額 224,713 － 

関係会社株式売却益 1,049 － 

国庫補助金 22,766 － 

特別利益合計 248,529 － 

特別損失   

関係会社株式売却損 1,727,385 － 

退職給付引当金繰入額 72,131 － 

その他 8,398 53 

特別損失合計 1,807,915 53 

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（△）

△2,040,459 7,834 

法人税、住民税及び事業税 141,278 11,284 

法人税等調整額 △114,836 80,924 

法人税等合計 26,441 92,209 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △2,066,900 △84,375 

少数株主損失（△） △656,456 △0 

四半期純損失（△） △1,410,443 △84,374 
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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：千円）

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損失（△） △2,066,900 △84,375 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △193,516 2 

為替換算調整勘定 △4,254 3,412 

その他の包括利益合計 △197,771 3,415 

四半期包括利益 △2,264,671 △80,960 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △1,608,285 △80,960 

少数株主に係る四半期包括利益 △656,386 － 
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 該当事項はありません。  

  

  

Ⅰ 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） 

１．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  

  

２．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。 

  

 ３．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） 

「メディカル事業」セグメントにおいて、平成22年7月に医療法人社団杏林会の出資持分を譲渡し同社が連結子

会社から外れたことにより、のれんが減少しております。 

なお、当該事象によるのれんの減少額は、当第2四半期連結会計期間においては、355,502千円であります。 

  

（重要な負ののれん発生益） 

 該当事項はありません。 

  

Ⅱ 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） 

当社グループは、前第２四半期連結会計期間においてメディカル事業から撤退し、投資事業の単一セグメントとな

ったため、記載を省略しております。 

  

 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）セグメント情報等

  

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  1,001,800  2,892,625  2,892,625

セグメント間の内部売上高又は振替高  －  －  －  －

計  1,890,825  1,001,800  2,892,625  2,892,625

セグメント利益又は損失(△）  94,756  △369,589  △274,833  △274,833

利益 
金額 

(千円）  

報告セグメント計  △274,833

全社費用（注）  △168,580

四半期連結損益計算書の営業損失(△）  △443,413

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）重要な後発事象
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