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1.  平成24年12月期第1四半期の連結業績（平成24年1月1日～平成24年3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12月期第1四半期 156 ― △24 ― △13 ― △13 ―
23年12月期第1四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

（注）包括利益 24年12月期第1四半期 △13百万円 （―％） 23年12月期第1四半期 ―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12月期第1四半期 △1,007.73 ―
23年12月期第1四半期 ― ―

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12月期第1四半期 515 296 57.5 22,279.42
23年12月期 ― ― ― ―
（参考） 自己資本   24年12月期第1四半期  296百万円 23年12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   

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12月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
24年12月期 ―
24年12月期（予想） 0.00 ― 0.00 0.00

3.  平成24年12月期の連結業績予想（平成24年1月1日～平成24年12月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無  
当社は平成23年12月期第２四半期においては、四半期連結財務諸表を作成していないため、平成24年12月期第２四半期（累計）の対前年同四半期増減率を
記載しておりません。 

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

第2四半期(累計) 433 ― △10 ― △9 ― △10 ― ―
通期 984 0.6 34 56.9 36 51.4 32 31.8 2,417.25



(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
連結財務諸表の四半期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。 

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12月期1Q 13,327 株 23年12月期 13,327 株
② 期末自己株式数 24年12月期1Q ― 株 23年12月期 ― 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年12月期1Q 13,327 株 23年12月期1Q 13,327 株
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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 

 当第１四半期連結累計期間における我が国経済は、依然として穏やかなデフレ状況にあり、また欧州政府債務危

機における海外経済の低迷による世界的な景気後退の懸念が深刻化しており、先行き不透明なままで推移しまし

た。そのようななか当社グループは昨年の震災・原発事故以降のエネルギー不安による節電や省エネという意識の

高まり、価値観の変化が加速する中で、ゼロエネルギー住宅、低ランニングコスト住宅としてイザットハウスを提

案してまいりました。 

 以上の結果、当第１四半期連結累計期間の業績は売上高1億56百万円、営業損失24百万円、経常損失13百万円、

四半期純損失13百万円となりました。 

 なお、当社は前第１四半期連結累計期間は四半期連結財務諸表を作成していないため、前第1四半期連結累計期

間との比較情報の記載は行っておりません。 

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間末の総資産は5億15百万円となり、前連結会計年度末に比べ9百万円減少いたしまし

た。その主な要因といたしましては、「現金及び預金」が16百万円減少したことが挙げられます。 

 負債合計は2億18百万円となり、前連結会計年度末に比べ4百万円増加いたしました。その主な要因といたしまし

ては、「短期借入金」が15百万円増加したことが挙げられます。 

 純資産合計は2億96百万円となり、前連結会計年度末に比べ13百万円減少し、自己資本比率は57.5％となりまし

た。 

   

   

（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24年2月15日の決算短信で公表いたしました平成24年12月期の連結業績予想

に変更はありません。 

   

   

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 

  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。 
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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12月31日) 

当第１四半期連結会計期間

(平成24年３月31日) 

資産の部     

  流動資産     

    現金及び預金 74,839 58,620
    受取手形及び売掛金 109,173 93,473
    商品 33,241 34,891
    未成工事支出金 38 －
    短期貸付金 12,030 11,981
    その他 15,970 35,589
    貸倒引当金 △790 △690
    流動資産合計 244,503 233,865
  固定資産     

    有形固定資産     

      建物及び構築物（純額） 93,748 89,970
      機械装置及び運搬具（純額） 4,285 4,038
      その他（純額） 1,333 1,156
      有形固定資産合計 99,367 95,165
    無形固定資産     

      ソフトウエア 16,275 13,710
      その他 293 293
      無形固定資産合計 16,568 14,003
    投資その他の資産     

      長期貸付金 108,280 105,263
      破産更生債権等 32,077 43,159
      敷金及び保証金 53,579 53,296
      その他 1,122 1,093
      貸倒引当金 △30,377 △29,938
      投資その他の資産合計 164,683 172,874
    固定資産合計 280,619 282,043
  資産合計 525,122 515,909

負債の部     

  流動負債     

    買掛金 51,479 32,420
    短期借入金 － 15,000
    1年内返済予定の長期借入金 28,176 28,176
    未払法人税等 1,660 1,110
    その他 31,749 48,157
    流動負債合計 113,065 124,864
  固定負債     

    長期借入金 67,740 60,696
    長期預り保証金 30,700 30,700
            

  



㈱ジェイホールデイングス（２７２１） 平成 24 年 12 月期第 1 四半期決算短信[日本基準](連結） 

－ 4 － 

（単位：千円）

      前連結会計年度 

(平成23年12月31日) 

当第１四半期連結会計期間

(平成24年３月31日) 
    その他 3,269 2,731
    固定負債合計 101,709 94,127
  負債合計 214,774 218,991

純資産の部     

  株主資本     

    資本金 226,589 226,589
    資本剰余金 190,484 190,484
    利益剰余金 △106,725 △120,155
    株主資本合計 310,347 296,917
  純資産合計 310,347 296,917

負債純資産合計 525,122 515,909
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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１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

    
当第１四半期連結累計期間

(自 平成24年１月１日 

 至 平成24年３月31日) 

売上高 156,274

売上原価 114,401

売上総利益 41,873

販売費及び一般管理費 66,144

営業損失（△） △24,271

営業外収益   

  受取利息 745
  受取手数料 45
  貸倒引当金戻入額 538
  償却債権取立益 10,420
  営業外収益合計 11,749

営業外費用   

  支払手数料 194
  支払利息 363
  営業外費用合計 558

経常損失（△） △13,079

税金等調整前四半期純損失（△） △13,079

法人税、住民税及び事業税 350

法人税等合計 350

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △13,430

四半期純損失（△） △13,430
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（四半期連結包括利益計算書） 

（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

    
当第１四半期連結累計期間

(自 平成24年１月１日 

 至 平成24年３月31日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △13,430

四半期包括利益 △13,430

（内訳）   

  親会社株主に係る四半期包括利益 △13,430
  少数株主に係る四半期包括利益 －
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（３）継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。   

  

   

  

   

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

該当事項はありません。   

   

   

（５）重要な後発事象 

該当事項はありません。   

   

   


