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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 642 273.9 △191 ― △326 ― △167 ―
23年3月期第2四半期 234 △34.1 △264 ― △214 ― △333 ―

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 △191百万円 （―％） 23年3月期第2四半期 △276百万円 （―％）

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 △17.22 ―
23年3月期第2四半期 △36.33 ―

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 2,421 28 1.2
23年3月期 3,234 220 6.8
（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  28百万円 23年3月期  220百万円

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 ― 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  ：  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 842 103.6 △325 ― △290 ― △80 ― △8.23



(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、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き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については、添付資料Ｐ
２「経営成績に関する分析」をご覧ください。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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 9,714,000 株 23年3月期 9,714,000 株
② 期末自己株式数 24年3月期2Q 1,040 株 23年3月期 549,480 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 9,713,928 株 23年3月期2Q 9,165,863 株
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(1）連結経営成績に関する定性情報 

 当第２四半期連結累計期間における我が国経済は、今年３月の東日本大震災による社会的インフラへの直接的被

害のみならず、円高・株安の進行など、日本経済の先行きは不透明な状況となっております。 

 このような経営環境のもと、当第２四半期連結累計期間の経営成績につきましては、前年同期に比べ販売用不動

産の売却により、売上高は増加し642百万円（前年同四半期連結累計期間 売上高234百万円）となりましたが、営

業損失は191百万円（前年同四半期連結累計期間 営業損失264百万円）、持分法による投資損失107百万円を営業

外費用に計上し経常損失は326百万円（前年同四半期連結累計期間 経常損失214百万円）、四半期純損失は167百

万円（前年同四半期連結累計期間 四半期純損失333百万円）となりました。  

  

セグメント別の業績は、次のとおりであります。 

①投融資事業 

 企業金融事業に係る営業貸付金残高は、期中45百万円減少し1,256百万円となり、消費者金融事業に係る営業貸

付金残高は、期中165百万円減少し383百万円となりました。 

 この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は37百万円（前年同四半期連結累計期間 売上高103百万円）、

営業損失は31百万円（前年同四半期連結累計期間 営業損失242百万円）となりました。 

②不動産事業 

  不動産サブリース収入売上が99百万円、不動産販売収入が505百万円となりました。  

 この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は605百万円（前年同四半期連結累計期間 売上高129百万円）、

営業損失は12百万円（前年同四半期連結累計期間 営業利益28百万円）となりました。 

③地域活性化事業 

 当社グループは北海道元気計画事業の収益強化及び、北海道元気計画事業に係るプロジェクト案件の収益強化に

向けた体制を強化しております。 

 この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高はございませんが、営業損失は0百万円（前年同四半期連結累計

期間 売上高1百万円、営業損失34百万円）となりました。 

  

(2）連結財政状態に関する定性的情報 

①資産、負債、純資産の状況に関する分析 

 流動資産は、前連結会計年度末に比べて32.3％減少し、1,375百万円となりました。これは、販売用不動産が441

百万円減少したことなどによります。 

 固定資産は、前連結会計年度末に比べて13.0％減少し、1,028百万円となりました。これは、有形固定資産が6百

万円減少したことなどによります。 

 この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて25.1％減少し、2,421百万円となりました。 

 流動負債は、前連結会計年度末に比べて54.2％減少し、281百万円となりました。これは、短期借入金が391百万

円減少したことなどによります。 

 固定負債は、前連結会計年度末に比べて12.0％減少し、2,111百万円となりました。これは、利息返還損失引当

金が216百万円減少したことなどによります。 

 この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて20.6％減少し、2,392百万円となりました。 

 純資産合計は、前連結会計年度末に比べて87.1％減少し、28百万円となりました。これは、利益剰余金が167百

万円減少したことなどによります。 

１．当四半期決算に関する定性的情報
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 ②キャッシュ・フローの状況の分析 

当第２四半期連結累計会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、97百万円（前連結会計

年度末65百万円）となりました。 

当第２四半期連結累計会計期間における各キャッシュ・フローの状況と、それらの要因は次のとおりでありま

す。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期連結累計会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、401百万円の支出（前年同四半

期比460百万円の支出）となりました。これは主に販売用不動産の増減額441百万円など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２四半期連結累計会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは2百万円の収入（前年同四半期比

800百万円の収入）となりました。これは主に有価証券償還による収入2百万など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２四半期連結累計会計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは372百万円の支出（前年同四半期

比184百万円の収入）となりました。これは主に短期借入金の返済による支出362百万円などによるものでありま

す。 

  

(3）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成24年3月期の通期業績予想につきましては、平成24年11月9日に公表いたしました業績予想に変更はございま

せん。  
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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、当第２四半期連結累計期間においても、前連結会計年度に引き続き、重要な営業損失191百万

円、経常損失326百万円及び四半期純損失167百万円を計上しております。 

 これにより、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在しております。 

四半期連結財務諸表提出会社である、当社は当該状況を解消すべく、「戸建分譲販売」「不動産仲介業」「不

動産協業」「プレミアム不動産販売」の四つの柱として不動産事業の多角化をすすめて、収益力のアップを図って

おります。また、過去、主力事業でありました消費者金融事業の縮小により、消費者金融事業に係る一般管理費の

圧縮と恒常的な費用の削減、手数料及び保守料に渡り見直しを実践いたします。 

しかし、これらの対応策を実行している途上であり、現時点では、継続企業の前提に関する重要な不確実性が

認められます。 

なお、四半期連結財務諸表は、継続企業を前提に作成されており、継続企業の前提に関する重要な不確実性の

影響を四半期連結財務諸表には反映しておりません。 

   

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 67,175 97,867

営業貸付金 1,848,723 1,639,545

営業投資有価証券 67,748 67,748

販売用不動産 698,433 256,882

前払費用 9,037 10,962

未収収益 28,611 21,871

その他 73,756 14,031

貸倒引当金 △760,931 △733,461

流動資産合計 2,032,554 1,375,446

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 － 16,898

減価償却累計額 － △1,832

建物及び構築物（純額） － 15,065

車両運搬具 2,240 44

減価償却累計額 △2,195 △11

車両運搬具（純額） 44 33

器具及び備品 93,652 7,828

減価償却累計額 △82,825 △1,242

器具及び備品（純額） 10,827 6,586

建設仮勘定 16,898 －

有形固定資産合計 27,769 21,685

無形固定資産   

その他 14,305 5,575

無形固定資産合計 14,305 5,575

投資その他の資産   

投資有価証券 508,446 469,387

関係会社株式 502,563 404,799

破産更生債権等 4,131 2,316

差入保証金 126,883 125,301

その他 1,933 1,794

貸倒引当金 △4,131 △2,316

投資その他の資産合計 1,139,827 1,001,283

固定資産合計 1,181,902 1,028,544

繰延資産   

開業費 19,869 17,385

繰延資産合計 19,869 17,385

資産合計 3,234,326 2,421,376
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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   

短期借入金 396,634 4,641

1年内返済予定の長期借入金 10,000 －

未払金 65,164 13,306

未払費用 122,229 7,168

未払法人税等 4,809 4,006

前受金 10,664 12,783

その他 4,530 239,111

流動負債合計 614,032 281,018

固定負債   

社債 893,180 837,030

利息返還損失引当金 1,310,476 1,093,766

退職給付引当金 17,014 6,251

長期預り敷金 113,780 109,420

繰延税金負債 65,496 65,496

固定負債合計 2,399,947 2,111,964

負債合計 3,013,980 2,392,982

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,867,860 1,867,860

資本剰余金 1,408,930 1,408,930

利益剰余金 △3,135,064 △3,302,407

自己株式 － △19

株主資本合計 141,725 △25,637

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 78,220 50,137

為替換算調整勘定 399 3,893

その他の包括利益累計額合計 78,620 54,031

純資産合計 220,346 28,394

負債純資産合計 3,234,326 2,421,376
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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 234,690 642,821

売上原価 97,620 619,174

売上総利益 137,069 23,646

販売費及び一般管理費 401,291 215,205

営業損失（△） △264,221 △191,559

営業外収益   

有価証券利息 14,033 －

受取配当金 2,269 46

雑収入 － 4,030

持分法による投資利益 40,978 －

その他 3,843 1,464

営業外収益合計 61,123 5,540

営業外費用   

投資事業組合運用損 5,647 －

支払利息 2,999 29,505

開業費償却 2,483 2,483

持分法による投資損失 － 107,449

その他 271 566

営業外費用合計 11,402 140,004

経常損失（△） △214,500 △326,023

特別利益   

投資有価証券売却益 16,014 －

債務免除益 － 175,389

特別利益合計 16,014 175,389

特別損失   

投資有価証券評価損 130,000 －

販売用不動産評価損 － 11,262

固定資産除却損 － 4,493

特別損失合計 130,000 15,756

税金等調整前四半期純損失（△） △328,485 △166,389

法人税、住民税及び事業税 985 953

法人税等調整額 3,532 －

法人税等合計 4,517 953

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △333,003 △167,343

四半期純損失（△） △333,003 △167,343

ＲＨインシグノ株式会社（8514）　平成24年３月期第２四半期決算短信

-7-



（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（△） △333,003 △167,343

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 62,125 △37,768

繰延ヘッジ損益 △65 －

為替換算調整勘定 △4,077 3,494

持分法適用会社に対する持分相当額 △1,166 9,684

その他の包括利益合計 56,816 △24,588

四半期包括利益 △276,187 △191,931

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △276,187 △191,931
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（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) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純損失（△） △328,485 △166,389

減価償却費 9,070 3,717

のれん償却額 15,327 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △48,458 △29,285

債務免除益 － △175,389

受取利息及び受取配当金 △4,910 △52

支払利息 7,131 29,505

営業貸付金の増減額（△は増加） △132,615 159,177

営業投資有価証券の増減額（△は増加） 134,783 －

持分法による投資損益（△は益） △40,978 107,449

利息返還損失引当金の増減額（△は減少） △211,796 △216,710

破産更生債権等の増減額（△は増加） 5,698 1,815

販売用不動産の増減額（△は増加） △120,992 441,551

投資有価証券売却損益（△は益） △16,014 －

有価証券利息 △14,033 －

投資有価証券評価損益（△は益） 130,000 －

その他 161,994 248,417

小計 △454,278 403,806

利息及び配当金の受取額 4,847 52

利息の支払額 △7,570 －

法人税等の支払額 △3,715 △1,731

その他 － △1,036

営業活動によるキャッシュ・フロー △460,716 401,090

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の償還による収入 － 2,000

投資有価証券の売却による収入 62,211 －

定期預金の預入による支出 △55,000 －

定期預金の払戻による収入 265,000 －

その他 △18,072 553

投資活動によるキャッシュ・フロー 254,139 2,553

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 △15,000 △362,909

長期借入金の返済による支出 △222,824 △10,000

社債の発行による収入 440,239 －

その他 △91 △26

財務活動によるキャッシュ・フロー 202,323 △372,936

現金及び現金同等物に係る換算差額 2,882 △15

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,371 30,692

現金及び現金同等物の期首残高 66,498 67,175

現金及び現金同等物の四半期末残高 65,126 97,867
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当社グループは、当第２四半期連結累計期間においても、前連結会計年度に引き続き、重要な営業損失191百万

円、経常損失326百万円及び四半期純損失167百万円を計上しております。 

 これにより、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在しております。 

四半期連結財務諸表提出会社である、当社は当該状況を解消すべく、「戸建分譲販売」「不動産仲介業」「不

動産協業」「プレミアム不動産販売」の四つの柱として不動産事業の多角化をすすめて、収益力のアップを図って

おります。また、過去、主力事業でありました消費者金融事業の縮小により、消費者金融事業に係る一般管理費の

圧縮と恒常的な費用の削減、手数料及び保守料に渡り見直しを実践いたします。 

しかし、これらの対応策を実行している途上であり、現時点では、継続企業の前提に関する重要な不確実性が

認められます。 

なお、四半期連結財務諸表は、継続企業を前提に作成されており、継続企業の前提に関する重要な不確実性の

影響を四半期連結財務諸表には反映しておりません。  

  

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 

（注）１．セグメント利益の調整額△15,327千円は、のれん償却額△15,327千円であります。 

２．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。 

  

２ 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 

 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） 

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 

    （注）１．セグメント利益の調整額には各セグメントに配分していない、全社費用が△147,574千円がふくま

れております。     

    ２．セグメント損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。 

   

２ 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 

 該当事項はありません。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

  （単位：千円）

  

報告セグメント 
調整額 

（注）１ 

四半期連結損
益計算書計上
額（注）２ 投融資事業

不動産賃貸
事業 

地域活性化
事業 

計 

売上高             

外部顧客への売上高 103,922 129,366 1,401 234,690  －  234,690

セグメント間の内部売上高又は振

替高 
－ － － －  －  －

計 103,922 129,366 1,401 234,690  －  234,690

セグメント利益又は損失（△） △242,629 28,675 △34,939 △248,893  △15,327  △264,221

  （単位：千円）

  

報告セグメント 
調整額 

  

四半期連結損
益計算書計上
額（注） 投融資事業

不動産賃貸
事業 

地域活性化
事業 

計 

売上高             

外部顧客への売上高 37,487 605,333 － 649,198  －  649,198

セグメント間の内部売上高又は振

替高 
－ － － －  －  －

計 37,487 605,333 － 649,198  －  649,198

セグメント損失（△） △31,104 △12,875 △4 △43,984  △147,574  △191,559
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 該当事項はありません。  

  

 持分法適用関連会社の公開買付の応募について 

当社は、平成23年10月28日開催の取締役会において、トラベラー・ホールディングス及びレッドホース・ホー

ルディングス・リミテッドによるＲＨトラベラー株式会社（以下、「トラベラー社」といいます。）の公開買付に

応募することを決議いたしました。 

  

(１)．公開買付の応募の理由 

 当社グループは、昨今の厳しい経営環境の中、選択と集中による事業の再編を推し進めております。その中で、

経営資源をより一層集中するため、当社が保有しているトラベラー社の全株式の売却を検討していたところ、公開

買付者より、公開買付によりトラベラー社を完全子会社化したい旨の申し出がありました。平成23年９月15日付ト

ラベラー社公表の「ＭＢＯの実施及び応募の推奨に関するお知らせ」のとおり、トラベラー社においても公開買付

に賛同しております。また、今回公開買付に応募するにあたり、当社として株価算定書の取得を行い、公開買付け

による買付価格118円は妥当であると判断いたしております。 

  

(2).共同公開買付者の概要 

 商  号 トラベラーホールディングス及びレッドホース・ホールディングス・リミテッド 

  

(3)．公開買付対象者の概要 

  

(4)．売却前後の所有株式の状況 

  

(5)．株式譲渡の日程 

 株式の 終受渡し日  平成23年11月末までに実施 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（７）重要な後発事象

 1 商号 ＲＨトラベラー株式会社 

 2 代表者 代表取締役会長 周 泰鳳 

 3 本店所在地 東京都千代田区麹町一丁目10番地 

 4 設立年月日 昭和39年3月12日 

 5 資本金 8億5,870万円 

 6 主な事業内容 海外渡航者向け海外渡航用品・帰国土産品販売 

 7 発行済株式数 株 7,428,000

 8 決算期 3月 

    （所有株式数）（発行済株式総数比）

 1 譲渡前の所有株式数 株1,969,220 ％26.5

 2 譲渡株式数 株1,969,220 ％26.5

 3 譲渡後の所有株式数 ― ―
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（１）生産、受注及び販売の状況 

該当事項はありません。  

  

（２）設備投資、減価償却費、研究開発費の推移 

該当事項はありません。  

  

５．補足情報
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