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1.  平成25年3月期第1四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年6月30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 

  

(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 ％

25年3月期第1四半期 1,531 ― 37 ― 41 ― 34 ―

24年3月期第1四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 77百万円 （―％） 24年3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

25年3月期第1四半期 2.20 ―

24年3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

25年3月期第1四半期 12,074 2,497 19.1 148.24
24年3月期 13,008 2,421 17.2 143.68

（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  2,302百万円 24年3月期  2,232百万円

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、前第２四半期末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

24年3月期 ― ― ― 0.00 0.00

25年3月期 ―

25年3月期（予想） 0.00 ― 0.00 0.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日） 
 

（％表示は、通期は対前期、四半期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10月３日に単独株式移転により設立されたため、対前年同四半期増減率に係る記載はしておりません。 

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) 3,100 ― 240 ― 240 ― 180 ― ―

通期 7,200 △16.5 530 122.0 530 ― 410 ― 26.39



(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、前第１四半期の期中平均株式数(四半期累計)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。 

※  注記事項

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） 25年3月期1Q 15,534,943 株 24年3月期 15,534,943 株

② 期末自己株式数 25年3月期1Q 37 株 24年3月期 4 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 15,534,924 株 24年3月期1Q ― 株
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当第１四半期連結累計期間における世界経済は、欧州債務危機の世界的な波及や中国をはじめとする

新興国経済の伸び悩みなど、景気の減速感が広がりました。また、日本経済におきましては、東日本大

震災後の復興需要等を背景に、緩やかながら回復しつつあるものの、不安定な海外景気や円高の長期化

などにより、先行き不透明な状況で推移いたしました。 

  このような状況下、当社グループは、平成23年10月より持株会社体制へ移行し、経営戦略機能の強化

による企業価値の向上を重点課題として掲げ、各事業部門の経営基盤の強化に注力し、拡販体制の構

築、収益率の向上、コスト削減などの施策を講じてまいりました。 

  電気機器等の製造販売事業におきましては、欧州向けの取扱高が減少し、また、世界的な家電製品の

競争激化による価格引下げにより、売上高は減少いたしましたが、利益率の高い商品アイテムに特化し

た営業方針で臨んだことから、当事業は堅調に推移いたしました。 

  不動産開発及び賃貸管理事業の賃貸管理部門におきましては、中国深セン市における不動産賃貸の需

要の強さから入居率は100％近くで推移し、安定した収益を確保しております。また、不動産開発部門

におきましては、中国深セン市に所有する136千平方メートルの土地について、深セン市都市更新開発

プロジェクト「皇冠科技園」（仮称）として、開発申請に向けて取り組んでおりますが、当該土地につ

きましては、市の重要案件として位置づけられ、深セン市政府が提唱する金融・商業・情報などサービ

ス産業を中心とした近代都市構想の実現に沿った都市総合開発を目指し、現在中国政府の各行政機関と

協議し、中国側の政策変更に伴う計画変更や条件変更に対応するため、当社側計画の改訂作業を進めて

いる段階であり、要件が整い次第速やかに開発申請を行う予定でおります。 

  物資等、医薬品及び医療器具等の販売事業の金属加工部門におきましては、前期を通じて財務内容の

改善や収益構造の見直し、積極的なコスト削減を行ってまいりましたが、当第１四半期連結累計期間に

おきましては、新規顧客の開拓に取り組んだものの、既存の取引先の受注が伸び悩み、低調に推移いた

しました。また、医薬部門におきましては、中国全土にかかる販売網の整備を行い、総代理店の契約更

新や販売ライセンスの更新、再認証の手続きなど、当期間は基礎的準備に注力してまいりました。現

在、当部門が取り扱うガンの診断試薬につきましては、医療業界の各関係部門から好評を得ており、ま

た、中国は胃ガンによる死亡率が高いため、当該診断試薬の早期の普及拡大が求められていることか

ら、当部門は今後、ガンに特化した医薬・医療機器を取り扱う事業展開を図っていく予定でおります。

 これらの活動の結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は1,531百万円、営業利益は37百万円、経

常利益は41百万円、四半期純利益は34百万円となりました。  

  

当第１四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度に比べ934百万円減少し、12,074百

万円となりました。これは主に、売掛金の減少によるものであります。また、負債につきましては、前

連結会計年度に比べ1,010百万円減少し、9,577百万円となりました。これは主に、買掛金及び借入金の

減少によるものであります。 

  純資産につきましては、前連結会計年度に比べ75百万円増加し、2,497百万円となりました。これ

は、四半期純利益及び為替換算調整勘定の計上によるものであります。 

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

（２）連結財政状態に関する定性的情報
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平成25年3月期の業績予想につきましては、平成24年5月15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。  

  

（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)

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 151 126

売掛金 2,098 1,038

たな卸資産 57 62

その他 494 603

貸倒引当金 △9 △5

流動資産合計 2,792 1,825

固定資産   

有形固定資産 33 27

無形固定資産   

のれん 511 502

その他 1,116 1,168

無形固定資産合計 1,628 1,670

投資その他の資産   

長期貸付金 16,787 16,787

その他 829 815

貸倒引当金 △9,062 △9,052

投資その他の資産合計 8,554 8,550

固定資産合計 10,215 10,248

資産合計 13,008 12,074

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,982 1,021

短期借入金 333 308

未払法人税等 23 31

引当金 4 8

その他 321 296

流動負債合計 2,665 1,666

固定負債   

長期借入金 7,411 7,386

引当金 56 59

その他 453 464

固定負債合計 7,921 7,910

負債合計 10,587 9,577
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,000 2,000

資本剰余金 1,744 1,744

利益剰余金 △806 △772

自己株式 △0 △0

株主資本合計 2,938 2,972

その他の包括利益累計額   

為替換算調整勘定 △706 △669

その他の包括利益累計額合計 △706 △669

少数株主持分 189 194

純資産合計 2,421 2,497

負債純資産合計 13,008 12,074
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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：百万円)

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 1,531

売上原価 1,397

売上総利益 134

販売費及び一般管理費 97

営業利益 37

営業外収益  

受取利息 2

為替差益 6

その他 0

営業外収益合計 8

営業外費用  

支払利息 0

支払手数料 1

支払補償費 1

租税公課 1

営業外費用合計 4

経常利益 41

税金等調整前四半期純利益 41

法人税、住民税及び事業税 21

法人税等調整額 △14

法人税等合計 7

少数株主損益調整前四半期純利益 33

少数株主損失（△） △0

四半期純利益 34
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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：百万円)

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 33

その他の包括利益  

為替換算調整勘定 43

その他の包括利益合計 43

四半期包括利益 77

（内訳）  

親会社株主に係る四半期包括利益 70

少数株主に係る四半期包括利益 6
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該当事項はありません。  

  

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）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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