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1.  平成24年3月期第3四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年12月31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3四半期 22,692 △4.3 △86 ― △129 ― △229 ―
23年3月期第3四半期 23,718 16.7 △179 ― △203 ― △220 ―

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 △233百万円 （―％） 23年3月期第3四半期 △225百万円 （―％）

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3四半期 △4.59 ―
23年3月期第3四半期 △4.41 ―

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3四半期 10,860 6,653 61.3 133.07
23年3月期 11,066 6,888 62.2 137.74
（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  6,653百万円 23年3月期  6,888百万円

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 29,652 △3.6 △150 ― △184 ― △241 ― △4.82



(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おりません。 

※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。 
 業績予想の前提条件およびその他関連する事項については、添付資料３ページ「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

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3Q 50,020,000 株 23年3月期 50,020,000 株
② 期末自己株式数 24年3月期3Q 17,026 株 23年3月期 13,743 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 50,005,825 株 23年3月期3Q 50,007,094 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災により影響を受けた経済や企業活動が緩やかな

回復を見せ始めましたものの、歴史的円高の進行、欧州における債務問題の深刻化、米国経済の減速など景気の下

ブレ要因が顕在化することとなりました。 

 このような情勢のもと、当社グループにおきましては「事業の選択と集中」「コスト構造改革」を方針に掲げ取

組んでまいりました。 

 コスト構造改革につきましては計画通り推移いたしましたものの、各事業の強化につきましては採算性の検討と

事業の見直しが先行し、十分な収益計上には至りませんでした。また、パーキング事業およびリセール事業の不採

算物件の閉鎖に伴う費用の計上に加え、株式会社オリエントコーポレーションによる当社株式に対する公開買付け

に伴う費用の計上、ファクタリング事業における貸倒損失を特別損失に計上いたしました。以上のようなことか

ら、売上高22,692百万円（前年同期比95.7％）、営業損失86百万円（前年同期は営業損失179百万円）、経常損失

129百万円（前年同期は経常損失203百万円）、四半期純損失229百万円（前年同期は四半期純損失220百万円）とな

りました。 

  

 セグメント別の業績は次の通りであります。 

〈業務受託事業〉 

 業務受託事業は、クレジット周辺業務の業務受託が減少する中、放送受信料金収納業務の本格展開による業績貢

献を目指してまいりましたが目標とする営業成績を下回る結果となりました。しかしながら、一部業務受託の収益

率が向上したことに加え、コストの効率化に取組んだことから、売上高495百万円（前年同期比96.8％）、営業利

益19百万円（前年同期比411.7％）となりました。 

  

〈パーキング事業〉 

 パーキング事業は、新たに35車室を開設、119車室を閉鎖いたしました結果、1,834車室となりました。車室減少

に伴う減収を稼働改善による増収や自動販売機設置など関連収入で補ったことから売上高509百万円（前年同期比

99.9％）となりました。しかしながら、不採算物件の閉鎖に伴う費用を計上したことにより営業利益46百万円（前

年同期比89.8％）となりました。 

  

〈リセール事業〉 

 株式会社甲南チケットを中心とするリセール事業は、前連結会計年度に出店を重ねたことに加え、商品券販売が

大きく増加した結果、売上高13,884百万円（前年同期比107.1％）となりました。また、一部不採算店の閉鎖を行

ったことから、営業利益49百万円（前年同期比122.7％）となりました。 

  

  

〈ファクタリング事業〉 

ファクタリング事業は、東日本大震災の発生に伴う旅行需要の低迷が回復傾向にあり、第3四半期連結会計期間

（10月～12月）は前年並みにまで改善いたしましたが、第1四半期連結会計期間（4月～6月）での落ち込みをカバ

ーできなかった結果、売上高7,338百万円（前年同期比79.3％）となりました。しかしながら、人件費およびシス

テム関係費が大幅に減少したことから営業利益37百万円（前年同期比122.8％）となりました。 

  

〈その他事業〉 

 その他事業は、繊維仲介業務が引続き好調を維持したことにより売上高469百万円（前年同期比97.4％）となり

ました。また、新たに染色加工仲介に取組んだことにより収益率が上昇したことに加え、ブランドバッグレンタル

事業の廃止に伴いコストが大幅に減少したことなどから営業利益38百万円（前年同期は営業損失４百万円）となり

ました。 

  

  

〈ご参考〉 

当社グループは、当期において「コスト構造改革」を方針に掲げております。 

 当第３四半期累計期間における当社単体の販売費及び一般管理費の推移は以下の通りであります。 

（単位：千円） 

     

１．当四半期決算に関する定性的情報

  
前第３四半期 

累計期間 

当第３四半期 

累計期間 
増減額 

販売費及び一般管理費 684,334 574,032 ▲110,302



（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第３四半期連結会計期間末の総資産額は、10,860百万円となり、前連結会計年度末に比べ206百万円減少いた

しました。主な要因は割賦売掛金及び営業貸付金の減少によるものであります。 

 負債総額は、4,206百万円となり、前連結会計年度末に比べ28百万円増加いたしました。主な要因は短期借入金

の調達によるものであります。 

 純資産総額は、6,653百万円となり、前連結会計年度末に比べ234百万円減少いたしました。主な要因は、四半期

純損失の計上によるものであります。なお、この結果、自己資本比率は61.3%となりました。 

   

（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、平成23年10月28日に公表いたしました業績予想に変更はござい

ません。   

   

（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359百万円の営業損失と２期連続で営業損失を計上したことに加え、460

百万円の当期純損失と３期連続で当期純損失を計上いたしました。当第３四半期連結累計期間においても、86百万円

の営業損失および229百万円の四半期純損失を計上したことから、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事

象が存在しております。 

 当該状況を改善すべく、当社グループの「事業の選択と集中」「コスト構造改革」による業績改善を図るため、以

下のような施策に取組んでまいります。 

  

① 営業施策 

  当社グループは、事業の選択と集中に加え、各事業における収益力の改善に努めてまいります。  

  イ．パーキング事業 

  車室の規模拡大に集中するとともに、物件ごとのスクラップ アンド ビルドに取組み収益改善を図ってまい

ります。 

  また、継続して賃料およびその他経費の改善に取組んでまいります。 

ロ．リセール事業 

  連結子会社である株式会社甲南チケットにおきましては、新たな高収益商材を追求するとともに、店舗のスク

ラップ アンド ビルドにより収益改善を図ってまいります。 

ハ．ファクタリング事業 

  一般債権のファクタリングにより事業領域の拡大を図るとともに、既存の手数料率を見直すことにより収益改

善に努めてまいります。 

  

② 経営効率の改善 

 全社横断的なコスト改革に取組んでまいります。 

  

③ 資金の確保 

 資金需要に応じ、取引金融機関からの円滑な資金調達を図ってまいります。 

  

 以上の対応策をとっていることから、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないと判断し

ております。 

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



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３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,422,418 1,260,111

受取手形及び売掛金 180,566 145,639

ファクタリング債権 773,878 1,288,584

割賦売掛金 532,275 356,776

営業貸付金 785,328 695,500

商品及び製品 782,360 699,875

仕掛品 44,157 22,577

販売用不動産 356,179 330,889

繰延税金資産 794 794

その他 113,093 157,547

貸倒引当金 △14,244 △40,281

流動資産合計 4,976,807 4,918,014

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,440,212 1,431,424

減価償却累計額 △679,363 △690,872

建物及び構築物（純額） 760,848 740,551

機械装置及び運搬具 3,258 3,258

減価償却累計額 △2,440 △2,809

機械装置及び運搬具（純額） 818 449

土地 4,021,150 4,021,150

リース資産 154,530 141,722

減価償却累計額 △91,005 △106,044

リース資産（純額） 63,525 35,678

レンタル資産 45,965 63,535

減価償却累計額 △4,554 △13,140

レンタル資産（純額） 41,411 50,394

建設仮勘定 － 35,700

その他 182,971 179,943

減価償却累計額 △127,796 △139,824

その他（純額） 55,174 40,119

有形固定資産合計 4,942,929 4,924,043

無形固定資産   

のれん 653,728 568,712

その他 51,315 48,817

無形固定資産合計 705,044 617,530

投資その他の資産   

投資有価証券 170,483 162,386

破産更生債権等 95,302 70,698

その他 239,821 223,885

貸倒引当金 △63,439 △55,699

投資その他の資産合計 442,169 401,271

固定資産合計 6,090,143 5,942,845

資産合計 11,066,950 10,860,860



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 92,983 105,845

短期借入金 1,955,000 2,270,000

1年内返済予定の長期借入金 294,980 262,980

リース債務 33,508 28,373

未払法人税等 － 14,277

賞与引当金 43,646 19,468

割賦利益繰延 18,966 9,556

その他 195,082 225,588

流動負債合計 2,634,168 2,936,089

固定負債   

長期借入金 1,138,660 913,340

社債 267,800 239,400

リース債務 59,807 30,646

退職給付引当金 44,372 48,810

役員退職慰労引当金 20,004 25,141

繰延税金負債 583 7

その他 13,500 13,500

固定負債合計 1,544,726 1,270,845

負債合計 4,178,895 4,206,934

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,064,688 6,064,688

利益剰余金 826,607 597,000

自己株式 △1,409 △1,610

株主資本合計 6,889,886 6,660,078

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △1,830 △6,152

その他の包括利益累計額合計 △1,830 △6,152

純資産合計 6,888,055 6,653,925

負債純資産合計 11,066,950 10,860,860



（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３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

売上高 23,718,731 22,692,211

売上原価 22,695,020 21,662,256

売上総利益 1,023,711 1,029,954

販売費及び一般管理費 1,203,621 1,116,574

営業損失（△） △179,910 △86,619

営業外収益   

受取利息 146 101

受取配当金 2,006 1,664

受取賃貸料 10,902 10,648

業務受託手数料 9,912 3,404

受取手数料 10,246 8,409

補助金収入 － 10,131

その他 4,666 7,193

営業外収益合計 37,881 41,553

営業外費用   

支払利息 51,687 39,812

社債発行費 1,853 －

店舗閉鎖費用 2,663 18,649

公開買付関連費用 － 13,009

その他 5,360 12,479

営業外費用合計 61,564 83,950

経常損失（△） △203,593 △129,017

特別損失   

固定資産売却損 1,384 －

貸倒損失 － 87,404

特別損失合計 1,384 87,404

税金等調整前四半期純損失（△） △204,977 △216,422

法人税、住民税及び事業税 15,677 13,184

法人税等調整額 － －

法人税等合計 15,677 13,184

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △220,655 △229,606

四半期純損失（△） △220,655 △229,606



（四半期連結包括利益計算書） 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △220,655 △229,606

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △4,405 △4,321

その他の包括利益合計 △4,405 △4,321

四半期包括利益 △225,061 △233,928

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △225,061 △233,928

少数株主に係る四半期包括利益 － －



 該当事項はありません。   

   

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間（事平成22年４月１日 至平成22年12月31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.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、繊維事業等を含んでおりま 

     す。 

   ２. セグメント利益又は損失の調整額 千円は、各セグメントに配分していない全社費用であり、主

に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

   ３. 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３四半期連結累計期間（自平成23年４月１日 至平成23年12月31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.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、繊維事業等を含んでおりま 

     す。 

   ２. セグメント利益の調整額 千円は、各セグメントに配分していない全社費用であり、主に報告セ

グメントに帰属しない一般管理費であります。 

   ３. セグメント利益は、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。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

   （単位：千円）

  

報告セグメント 
その他 
（注）１ 

合計 
調整額 
（注）２ 

四半期連結
損益計算書
計上額 
（注）３ 

業務受託事
業 

パーキン
グ事業 

リセール事
業 

ファクタリ
ング事業

計 

売上高              

外部顧客へ

の売上高 
 511,524  510,277  12,967,711 9,251,604  23,241,118  477,612  23,718,731  － 23,718,731

セグメント

間の内部売

上高又は振

替高 

 －  －  － －  －  4,500  4,500  △4,500 －

計  511,524  510,277  12,967,711 9,251,604  23,241,118  482,112  23,723,231  △4,500 23,718,731

セグメント利

益又は損失

（△） 

 4,620  51,924  40,633 30,619  127,798  △4,761  123,037  △302,947 △179,910

△302,947

   （単位：千円）

  

報告セグメント 
その他 
（注）１ 

合計 
調整額 
（注）２ 

四半期連結
損益計算書
計上額 
（注）３ 

業務受託事
業 

パーキン
グ事業 

リセール事
業 

ファクタリ
ング事業

計 

売上高              

外部顧客へ

の売上高 
 495,235  509,891  13,884,028 7,338,197  22,227,352  464,858  22,692,211  －  22,692,211

セグメント

間の内部売

上高又は振

替高 

 －  －  － －  －  4,500  4,500  △4,500 －

計  495,235  509,891  13,884,028  7,338,197  22,227,352  469,358  22,696,711  △4,500  22,692,211

セグメント利

益 
 19,020  46,615  49,873 37,592  153,101  38,219  191,321  △277,940 △86,619

△277,940



 該当事項はありません。   

   

   

 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

（６）重要な後発事象
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