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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） 

※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。 

(2) 連結財政状態 

※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 6,426 ― 250 ― 239 ― 176 ―

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 98百万円 （―％） 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 11.39 ―

23年3月期第3四半期 ― ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第3四半期 14,061 2,837 18.4
23年3月期 ― ― ―

（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  2,587百万円 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） 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 9,150 ― 320 ― 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） 

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、添付資料のＰ
３「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。 
（その他の特記事項） 
当社は、平成23年10月３日に、単独株式移転により宮越商事株式会社の完全親会社として設立されました。よって、当第３四半期連結累計期間（平成23年４月１
日から平成23年12月31日まで）の四半期連結財務諸表は、単独株式移転により完全子会社となった宮越商事株式会社の四半期連結財務諸表を引継いで作成
しております。 
当四半期連結会計期間は、当社設立後最初の四半期連結会計期間ですが、「第３四半期連結会計期間」として記載しております。 

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3Q 15,534,943 株 23年3月期 ― 株

② 期末自己株式数 24年3月期3Q 4 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 15,534,939 株 23年3月期3Q ― 株
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当第３四半期連結累計期間における我が国経済は、東日本大震災後の復興に向けた動きが出始め、緩

やかな景気回復の兆しが見られたものの、欧州の政府債務危機の顕在化による世界経済の低迷や急速な

円高の進行などにより、依然として先行き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、さらなる企業価値の向上を図るため、平成23年10月３日付

で、宮越商事株式会社の単独株式移転により当社「宮越ホールディングス株式会社」を設立し、グルー

プ全体の経営戦略機能を強化し、グループ各社の事業回復および収益力の拡大に取り組んでまいりまし

た。 

主力の電気機器等製造販売事業におきましては、欧州の経済不安などを背景とした世界的な市場の低

迷や、他社との競合の中で、受注高が減少し、厳しい事業環境が続いておりますが、ＬＥＤテレビなど

利益率の高い製品が利益面で寄与し、当事業は堅調に推移いたしました。 

  物資等、医薬品・医療器具等の販売事業における医薬品等の販売部門では、中国国内における胃がん

診断試薬の需要が高まり販売市場が拡大したことから、売上高は好調に推移し、固定費を回収するまで

には至らないものの、前年同期に比べ損失は減少いたしました。また同事業における金属加工部門で

は、収益構造の見直しや徹底的なコストダウン、さらには、経営全般にわたる効率化を推進し業績向上

に努めたことから、当部門は黒字化いたしました。 

  不動産賃貸部門におきましては、中国経済の伸び率に起因し、賃貸率はほぼ100％で推移し安定した

収益を確保しており、また、新規契約や賃貸相場の上昇に伴う賃料の値上げや積極的なコスト削減を実

施したことから、当部門は好調に推移いたしました。 

  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。 

  その結果、当第３四半期連結累計期間における売上高は6,426百万円、営業利益250百万円、経常利益

239百万円、四半期純利益176百万円となりました。 

  

.セグメント別の売上高は次のとおりであります。 

(単位：百万円)  

 
  

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
当第３四半期連結累計期間 

（平成23年４月１日～平成23年12月31日）

電気機器等の製造販売事業 5,619

物資等、医薬品及び医療器具等の販売事業 364

不動産開発及び賃貸管理事業 421

その他 20

合計 6,426
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 当第３四半期連結累計期間末における総資産は、営業債権の増加などにより流動資産が増加する一

方で事業用固定資産が減少したことにより、14,061百万円となりました。負債につきましては、営業債

務の増加などにより流動負債が増加する一方で長期借入債務の返済により固定負債が減少したことによ

り、11,224百万円となりました。 

 純資産につきましては、四半期純利益の計上により株主資本が増加した一方で、為替換算調整勘定の

減少によりその他の包括利益累計額が減少したことにより2,837百万円となりました。 

  

平成24年3月期の業績予想につきましては、平成23年11月14日に公表いたしました業績予想に変更は

ございません。 

  

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）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

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)

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 154

売掛金 3,282

たな卸資産 55

その他 329

貸倒引当金 △54

流動資産合計 3,767

固定資産

有形固定資産 91

無形固定資産

のれん 521

その他 1,111

無形固定資産合計 1,633

投資その他の資産

長期貸付金 16,787

その他 868

貸倒引当金 △9,085

投資その他の資産合計 8,569

固定資産合計 10,294

資産合計 14,061

負債の部

流動負債

買掛金 2,599

短期借入金 356

未払法人税等 48

引当金 4

その他 298

流動負債合計 3,307

固定負債

長期借入金 7,455

引当金 24

その他 437

固定負債合計 7,917

負債合計 11,224
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(単位：百万円)

当第３四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 2,000

資本剰余金 1,744

利益剰余金 △418

自己株式 △0

株主資本合計 3,326

その他の包括利益累計額

為替換算調整勘定 △739

その他の包括利益累計額合計 △739

少数株主持分 249

純資産合計 2,837

負債純資産合計 14,061
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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３四半期連結累計期間

(単位：百万円)

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 6,426

売上原価 5,858

売上総利益 567

販売費及び一般管理費 316

営業利益 250

営業外収益

受取利息 10

為替差益 6

その他 1

営業外収益合計 17

営業外費用

支払利息 6

創立費償却 18

その他 3

営業外費用合計 28

経常利益 239

特別損失

固定資産除却損 0

特別損失合計 0

税金等調整前四半期純利益 239

法人税、住民税及び事業税 59

法人税等調整額 △7

法人税等合計 52

少数株主損益調整前四半期純利益 187

少数株主利益 10

四半期純利益 176
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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：百万円)

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利益 187

その他の包括利益

為替換算調整勘定 △88

その他の包括利益合計 △88

四半期包括利益 98

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 101

少数株主に係る四半期包括利益 △3
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該当事項はありません。 

  

  

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2,000

百万円、資本準備金は1,000百万円、その他資本剰余金は911百万円であります。 

 なお、設立日と比較して株主資本の金額に著しい変動はありません。  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

（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
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