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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） 

（注）１．当社は、平成23 年10月３ 日に単独株式移転により設立されたため、前年同四半期実績はありません。 
（注）２．平成23年４月１日から平成23年９月30日までは株式会社ジャルコの連結経営成績（累計）を反映しております。 

(2) 連結財政状態 

（注）当社は、平成23 年10月３ 日に単独株式移転により設立されたため、前期実績はありません。 
 

(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 1,574 ― △395 ― △446 ― △447 ―

23年3月期第3四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 △488百万円 （―％） 23年3月期第3四半期 ―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 △63.56 ―

23年3月期第3四半期 ― ―

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 1,152 215 18.7 30.65
23年3月期 ― ― ― ―

（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  215百万円 23年3月期  ―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  

※当社は、平成23年10月３日に単独株式移転により設立されたため、前期実績及び当第２四半期までの実績はありません。 

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 ― ― ― ― ―

24年3月期 ― ― ―

24年3月期（予想） ― ―

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  
（注）当社は、平成23年10月３日に単独株式移転により設立されたため、連結業績予想につきましては６ケ月分の予想数字を記載しております。 

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 803 ― △68 ― △68 ― △90 ― △12.78



(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  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  有  
（注）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（注）「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表 
示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

（注）当社は、平成23年10月３日に単独株式移転により設立されたため、前期の株式数は記載しておりません。 

※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ますが、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 
 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。 

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   ：  有

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 7,041,586 株 23年3月期 ― 株

② 期末自己株式数 24年3月期3Q 64 株 23年3月期 ― 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 7,041,530 株 23年3月期3Q ― 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当連結グループが判断したものであります。

 なお、当社は平成23年10月３日に単独株式移転により設立されたため、前第３四半期連結会計期間及び前連結会計年度

に係る記載はしておりません。 

業績の状況 

 当第３四半期連結累計期間における世界経済は、財政問題や急激な円高の進行等により、不安定な雇用情勢や回復力の

乏しい状態で推移しました。また、国内経済におきましては、東日本大震災による諸所の影響から徐々に立ち直りつつあ

るものの、厳しい雇用環境、長引く円高、資源価格の上昇など、依然として先行き不透明な状況が続いております。 

 当連結グループの属するＡＶ業界も、以前から引き続きアジア諸国のライバル企業との激化する競争の中厳しく推移し

ました。このような環境の下、グローバルな受注の獲得、生産地の 適化及び固定費の削減並びに変動費化を進めて参り

ました。 

 しかしながら、施策の効果は見えているものの売上高が激減したことに加えて、急激な円高の進行や原材料価格の高騰

の影響を受け、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高15億74百万円、営業損失３億95百万円、経常損失４億46百万

円、四半期純損失４億47百万円となりました。 

  

 セグメント別の状況は、以下のとおりであります。 

 日本においては、電子部品業界全体の業績低迷の影響を受けて受注・販売が激減したことに加え、急激な円高の進行や

原材料価格高騰等で営業赤字となりました。この結果、売上高９億79百万円、生産高９億23百万円、受注残高２億35百万

円、営業損失３億98百万円となりました。 

 東南アジアにおいても業界全体の低迷による影響から、当連結グループ全体の売上及び受注が減少し、コスト削減が効

果を発揮しているものの、売上高40百万円、生産高38百万円、営業損失31百万円となりました。 

 東アジアにおいても同様に受注・販売が落ち込みましたがコスト削減が効果を発揮し、売上高５億54百万円、生産高５

億23百万円、受注残高16百万円、営業利益30百万円となりました。 

 なお、前第３四半期連結会計期間は四半期連結財務諸表を作成していないため、前年同四半期比は記載しておりませ

ん。 

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（流動資産） 

 当第３四半期連結会計期間末における流動資産残高は６億72百万円となり、前連結会計年度末と比較して６億24百万円

の減少となりました。これは主に損失計上に伴う運転資金の増加による現預金の減少、売上減少による売掛金の減少及び

棚卸資産の減少によります。 

（固定資産） 

 当第３四半期連結会計期間末における固定資産残高は４億80百万円となり、前連結会計年度末と比較して１億19百万円

の減少となりました。これは主に有形固定資産を売却したことによります。 

（流動負債） 

 当第３四半期連結会計期間末における流動負債残高は６億24百万円となり、前連結会計年度末と比較して１億35百万円

の減少となりました。これは主に仕入れの減少に伴い、買掛金及び支払手形が減少したことによります。 

（固定負債） 

 当第３四半期連結会計期間末における固定負債残高は３億12百万円となり、前連結会計年度末と比較して１億27百万円

の減少となりました。これは主に長期借入金の返済と退職給付引当金を取り崩したことによります。 

（純資産） 

 当第３四半期連結会計期間末における純資産残高は２億15百万円となり、前連結会計年度末と比較して４億80百万円の

減少となりました。これは主に四半期純損失を計上したことによります。 

    

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 連結業績予想につきましては、平成23年11月24日の「JALCOホールディングス株式会社における業績に関するお知らせ」

で公表いたしました通期の連結業績予想に変更はありません。 

   

   

（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。    

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（その他）に関する事項



（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

①棚卸資産の評価方法 

 当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地棚卸高 

を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

②固定資産の減価償却費の算定方法 

 定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法によ 

っております。 

③法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

 法人税等の納付税額の算定に関して、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法によっ 

ております。 

 また、繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の 

発生状況に著しい変化がないと認められる場合に、前連結会計年度決算において使用した将来の業績予想やタッ 

クス・プランニングを利用する方法によっております。   

   

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（１株当たり当期純利益に関する会計基準等の適用） 

 第１四半期連結会計期間より、「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第２号 平成22年 

６月30日）、「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第４号 平成22年 

６月30日公表分）及び「１株当たり当期純利益に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第９号 平成22年６月 

30日）を適用しております。 

  

（４）追加情報 

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用） 

 当第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及 

び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂 

正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。 

  

   

 当連結グループは、平成23年10月３日に株式会社ジャルコの株式移転により持株会社体制への移行を行っております

が、株式会社ジャルコにおいて前連結会計年度まで連続して営業損失及び当期純損失を計上しており、当連結グループに

おける当第３四半期連結累計期間においても３億95百万円の大幅な営業損失を計上していることから、継続企業の前提に

関する重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。 

 当連結グループは当該重要事象等を解消するために、大幅な希望退職、固定費の変動費化を実行し、また「４．四半期

連結財務諸表 (３）継続企業の前提に関する注記」に記載の諸施策を今後も徹底して継続実行をすることで当該事象を解

消すべく、収益力の向上及び財務体質の強化を図っていきます。 

 当連結グループの強化を図るための資金として、第三者割当の方法による新株式及び新株予約権の発行決議を平成23年

12月22日に行い、平成24年２月10日に217百万円の調達を予定しております。 

 しかしながら、業績への貢献は第４四半期以降であり、今後の消費や経済動向に左右される要因が大きいことから現時

点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。 

  

  

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）

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 136,342

受取手形及び売掛金 257,680

商品及び製品 111,435

仕掛品 22,812

原材料及び貯蔵品 108,650

その他 35,533

貸倒引当金 △38

流動資産合計 672,415

固定資産  

有形固定資産  

建物及び構築物（純額） 59,900

機械装置及び運搬具（純額） 98,929

工具、器具及び備品（純額） 90,425

土地 192,096

有形固定資産合計 441,351

無形固定資産  

その他 2,453

無形固定資産合計 2,453

投資その他の資産  

投資有価証券 9,956

差入保証金 18,494

その他 7,957

投資その他の資産合計 36,409

固定資産合計 480,214

資産合計 1,152,629

負債の部  

流動負債  

支払手形及び買掛金 157,928

短期借入金 280,000

１年内返済予定の長期借入金 44,484

未払法人税等 6,896

事業構造改善引当金 23,987

未払費用 48,974

リース債務 25,390

その他 36,699

流動負債合計 624,360

固定負債  

長期借入金 185,106



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

繰延税金負債 16,332

退職給付引当金 107,669

その他 3,340

固定負債合計 312,448

負債合計 936,808

純資産の部  

株主資本  

資本金 100,000

資本剰余金 2,152,552

利益剰余金 △1,878,265

自己株式 △5

株主資本合計 374,280

その他の包括利益累計額  

その他有価証券評価差額金 △4,177

為替換算調整勘定 △154,281

その他の包括利益累計額合計 △158,459

純資産合計 215,820

負債純資産合計 1,152,629



（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）

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 1,574,426

売上原価 1,500,269

売上総利益 74,157

販売費及び一般管理費 469,446

営業損失（△） △395,289

営業外収益  

受取利息 368

受取配当金 278

受取賃貸料 13,042

その他 6,261

営業外収益合計 19,951

営業外費用  

支払利息 25,778

為替差損 20,163

コンサルティング費用 23,809

その他 929

営業外費用合計 70,680

経常損失（△） △446,018

特別利益  

固定資産売却益 9,826

特別利益合計 9,826

特別損失  

固定資産除売却損 4,924

その他 5,829

特別損失合計 10,754

税金等調整前四半期純損失（△） △446,946

法人税、住民税及び事業税 2,889

法人税等調整額 △2,254

法人税等合計 634

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △447,581

四半期純損失（△） △447,581



（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）

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（△） △447,581

その他の包括利益  

その他有価証券評価差額金 △2,279

為替換算調整勘定 △38,558

その他の包括利益合計 △40,838

四半期包括利益 △488,419

（内訳）  

親会社株主に係る四半期包括利益 △488,419

少数株主に係る四半期包括利益 －



 当連結グループは、平成23年10月３日に株式会社ジャルコの株式移転により持株会社への移行を行っておりますが、株

式会社ジャルコにおける前事業年度において当連結グループは、前連結会計年度まで連続して営業損失及び当期純損失を

計上しており、当第３四半期連結累計期間において３億95百万円の営業損失及び４億47百万円の四半期純損失を計上いた

しました。当該状況により継続企業の前提に関する重要な疑義が生じさせるような状況が存在しております。 

 当連結グループは、早期にこのような状況を解消すべく生産活動、販売活動、管理面において構造改善のための以下の

施策を継続実行しております。 

（生産活動） 

 効率的な生産を行うことへの見直しとして、各拠点を売上高に応じた規模に縮小若しくは統廃合を行い、グループ全体

の資産 適化、固定費の変動費化を進めて参ります。 

 また、引き続いて原材料の現地調達化及び一貫生産体制等の構造構築改革を合わせて進めて参ります。 

（販売活動） 

 株式会社ジャルコでの従来のコネクター製品の他に新事業に取り組むべく営業人員の増強をし、さらに重要な後発事象

にも記載のとおり、新たに子会社化した株式会社ジャルコアミューズメントサービスにおいて収益となれる新規事業を立

ち上げ、取引先との交渉も始まっております。また、引き続いて市場の将来を見据えた活動を行うことによって営業品目

の取捨選択を図り、顧客に応じた販売方法を確立して効率的な販売体制を構築することを進めております。 

（管理面） 

 大幅な希望退職の実行に加え、給与制度を見直して各社員の成果に応じた柔軟な給与体系に移行し、社員が積極的に活

動するような体制にいたしました。また、スリム化された組織になることで無駄のない管理体制を構築いたします。 

（資金面） 

 上記の構造改革、株式会社ジャルコでの新事業及び株式会社ジャルコアミューズメントサービスでの新規事業を行うた

めの必要資金について、第三者割当の方法による新株式及び新株予約権の発行決議を平成23年12月22日に行い、平成24年

２月10日に217百万円の調達を予定しております。 

 今後の必要資金につきましても必要時に必要資金が確保出来るよう交渉をしております。 

 今後も当連結グループ一丸となり、経営の安定化と黒字化を鋭意進めてまいります。 

 しかしながら、業績への貢献は第４四半期以降であり、今後の消費や経済動向に左右される要因が大きいことから現時

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として作成しており、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 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 

 （単位：千円）
  

  
(注)１．セグメント利益又はセグメント損失（△）の調整額4,066千円は、セグメント間取引消去であります。 

  ２．セグメント利益又はセグメント損失（△）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。    

  

 当社は、平成23年10月３日付で単独株式移転により設立されました。設立日における資本金は100,000千円、資

本剰余金は2,152,552千円であります。   

（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
調整額 
（注）１ 

四半期連結
損益計算書
計上額 
（注）２ 

日本 
東南アジ

ア 
東アジア 計

 その他 

  

売上高               

外部顧客への

売上高 
979,504  40,389 554,532 1,574,426 －  1,574,426  － 1,574,426

セグメント間
の内部売上高
又は振替高 

174,883  271,747 499,943 946,574 －  946,574  △946,574 －

計 1,154,387  312,137 1,054,476 2,521,001 －  2,521,001  △946,574 1,574,426

セグメント利益又は 

セグメント損失(△) 
 △398,071  △31,841  30,557 △399,355 －  △399,355  4,066 △395,289

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記



   

１．株式会社ジャルコアミューズメントサービスの株式取得（子会社化） 

 平成24年１月20日開催の取締役会において、株式会社ジャルコアミューズメントサービスの株式を取得し、子会社化す

ることについて決議いたしました。 

  

（１）株式取得の理由 

 当連結グループの主な事業である株式会社ジャルコの電子部品製造販売だけでは、収益企業となることが困難であるこ

とから、新たな収益性事業の展開としてパチンコ、パチスロ機器の割賦販売及びレンタルを行うことを以前から当社代表

が模索し、自らの出資会社（平成23年12月19日に株式会社ジャルコアミューズメントサービスに社名変更）において試験

的に事業を開始しておりました。この度、当該事業が具体化しましたので、当該会社の株式を取得し、子会社化して当社

の事業として行うことといたしました。 

  

（２）株式取得の相手先の名称 

田辺 順一 （当社代表取締役） 

  

（３）異動する子会社の概要 

① 名称    株式会社ジャルコアミューズメントサービス 

② 事業内容  アミューズメント機器等の割賦販売及びレンタル 

③ 設立年月日 平成22年11月４日 

④ 資本金   3,775,000円 

  

（４）株式取得の時期 

平成24年１月20日 取締役会決議 

平成24年１月24日 株式譲渡契約締結 

平成24年１月26日 譲渡代金払込 

  

（５）取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況 

①異動前の所有株式数 0株 

②取得株式数     101株 

           取得金額 4,993,698円 

③異動後の所有株式数 101株（所有割合：１００％） 

   

２．金銭消費貸借契約の締結 

（１）平成24年１月23日に１億９千万円の金銭消費貸借契約を締結いたしました。 

 この金銭消費貸借契約書に基づく借入は同日付で実行されております。 

 当該借入金は、株式会社ジャルコが株式会社Ｍ－１インベストメントから受けている融資総額２億５千万円の残金１億

８千万円の返済に充当いたしました。 

①  借入先の名称  株式会社エスコ 

②  借入金額      １億９千万円 

③  利率          年 ５% 

④  返済期限      平成25年１月22日 

⑤  返済方法      期限一括 

⑥  担保提供資産  PT.JALCO ELECTRONICS INDONESIAの土地、建物、機械設備、売掛債権及び株式  

  

（２）平成24年１月27日に３千万円の金銭消費貸借契約を締結いたしました。 

 この金銭消費貸借契約書に基づく借入は同日付で実行されております。 

 当該借入金は、株式会社ジャルコアミューズメントサービスの運転資金としております。 

①  借入先の名称  田辺順一 

②  借入金額      ３千万円 

③  利率          年 ５% 

④  返済期限      平成24年２月29日 

⑤  返済方法      期限一括 

⑥  担保提供資産  なし  

（６）重要な後発事象
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