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

25年3月期第3四半期 15,481 △5.9 △338 ― △181 ― △333 ―

24年3月期第3四半期 16,457 △1.2 113 ― 142 ― 42 ―

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 △375百万円 （―％） 24年3月期第3四半期 237百万円 （―％）

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3四半期 △3.58 ―

24年3月期第3四半期 0.46 ―

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3四半期 9,646 5,380 55.8 57.78
24年3月期 9,757 5,755 59.0 61.81

（参考） 自己資本   25年3月期第3四半期  5,377百万円 24年3月期  5,753百万円

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  

平成25年３月期の配当支払につきましては未定としております。 

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 0.00
25年3月期 ― 0.00 ―

25年3月期（予想） ― ―

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、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  ：  有  
 

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 20,103 △7.2 △451 ― △217 ― △343 ― △3.68



(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  ：  有  

(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、この四半期決算短信の開示時点において、四半期連結財務諸表に
対する四半期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。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等については、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。 

※  注記事項

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） 25年3月期3Q 93,485,800 株 24年3月期 93,485,800 株

② 期末自己株式数 25年3月期3Q 405,019 株 24年3月期 405,019 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期3Q 93,080,781 株 24年3月期3Q 93,080,781 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、依然として厳しい状況の中、震災の復興需要や期後半の政権

交代への期待感から景気回復の兆しが見られました。しかしながら、欧州の債務危機問題に加え、世界経済の減速

懸念が高まるなど、依然として先行き不透明な状況が続いております。 

このような状況のなか、成長性と安定性を重視した事業ポートフォリオの構築を基本方針として投資先であるグ

ループ企業のバリューアップに努めてまいりました。その結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高154

億８千１百万円（前年同期比5.9％減）、営業損失３億３千８百万円（前年同期営業利益１億１千３百万円）、経

常損失１億８千１百万円（前年同期経常利益１億４千２百万円）、四半期純損失３億３千３百万円（前年同期四半

期純利益４千２百万円）となりました。

当社グループの各事業の概況は下記のとおりであります。

（ダイカスト事業）

当事業におきましては、主要取引先であります自動車業界では販売台数が増加し、受注も増加してまいりました

が、その他の業界向けでは経済状況の変化などにより受注が減少しました。原価低減等の経営の効率化に努めまし

たが、売上高は20億６千１百万円（前年同期比27.1％減）、セグメント損失（営業損失）２億４千４百万円（前年

同期セグメント損失５千万円）となりました。

（食品流通事業）

当事業におきましては、主要販売商品である酒類につきましては、消費者の低価格志向や酒類販売免許の完全自

由化に伴う競合相手の増加の影響が引き続いております。また、当社店舗閉鎖の影響もあり、合理化による経費の

削減に努めましたが、売上高は80億５千３百万円（前年同期比4.1％減）、セグメント利益（営業利益）５千６百

万円（前年同期比47.7％減）となりました。

（酒類製造事業）

当事業におきましては、業界全体における酒類の出荷数量は、前年を若干上回っていると考えられます。しかし

ながら、その内訳をみると、ウイスキー、スピリッツ類及び果実酒等が伸び、当社の主力商品である乙類焼酎は若

干の伸びに留まっています。さらに、景気は緩やかに回復しつつあるものの、個人消費の冷え込みにより、低価格

志向の流れが引き続いており、売上構成比の変化により利益率が低下しました。このような状況の中、売上高は24

億５百万円（前年同期比1.9％減）、セグメント利益（営業利益）１億９千万円（前年同期比20.5％減）となりま

した。

（教育関連事業）

当事業におきましては、医療・福祉法人と提携し認知症緩和ケア教育（タクティール教育を含む）の実施を行な

っている部門、株式会社立「ウィッツ青山学園高等学校」の運営を行なっている部門、及び、主に学校・学習塾向

け教材の制作・販売及びテスト関連事業を行なっている部門の三つに大別されます。

認知症緩和ケア教育等の普及につきましては、認知症ケアに対するニーズは大きく各地でのセミナー開催や広告

効果により認知度は高まりつつあります。高等学校（定時制・通信制）運営につきましては、開校後比較的新しい

学校のため生徒数増大が最重要課題であり、本校生徒の獲得はもちろんのこと特に通信制課程の生徒獲得に注力し

ております。

また、テスト関連部門では、中学生向け会場テストの新採点方式が高評価を受け、公立中学を中心にシェアを確

保しました。教材の制作・販売部門では、当期において、吉野教育図書株式会社とその子会社から教育関連事業の

譲受けを実施し、今後の市場シェア拡大と競争力強化を行なってまいります。

その結果、全体として売上高は23億１千万円（前年同期比6.5％増）、セグメント利益（営業利益）７千６百万

円（前年同期比32.4％減）となりました。

（リフォーム関連事業）

当事業におきましては、厳しい受注競争の中で売上高は減少し、また、低い利益率のため原価低減に努めました

が、売上高４億２千６百万円（前年同期比23.0％減）、セグメント損失（営業損失）２千２百万円（前年同期セグ

メント損失０百万円）となりました。

（その他）

当事業におきましては、損害保険代理業務、不動産事業等を行なっており、売上高２億２千３百万円（前年同期

比294.8％増）、セグメント利益（営業利益）７千５百万円（前年同期比4.5％増）となりました。

１．当四半期決算に関する定性的情報

㈱東理ホールディングス（5856） 平成25年３月期 第３四半期決算短信

2



（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における総資産は96億４千６百万円となり前連結会計年度末に比べ１億１千１百万

円減少いたしました。

これは主として、受取手形及び売掛金の増加が２億４千万円、のれんの増加が１億７千６百万円あったものの、

現金及び預金が２億５千６百万円、販売用不動産が１億７千６百万円、投資有価証券が１億２千８百万円それぞれ

前連結会計年度末に比べ減少したことなどによります。

当第３四半期連結会計期間末における負債は42億６千５百万円となり前連結会計年度末に比べ２億６千４百万円

増加いたしました。

これは主として、支払手形及び買掛金の減少が１億６百万円あり、デリバティブ債務の減少が１億５千万円あっ

たものの、短期借入金が１億２千８百万円、長期借入金が３億６千２百万円それぞれ前連結会計年度末に比べ増加

したことなどによるものです。

当第３四半期連結会計期間末における純資産は53億８千万円となり前連結会計年度末に比べ３億７千５百万円減

少いたしました。

これは主として四半期純損失３億３千３百万円を計上したことなどによるものです。

（３）連結業績予想に関する定性的情報

業績予想につきましては、当第３四半期連結累計期間における業績の推移を勘案し、業績予想を行なった結果、

平成24年11月13日に公表しました平成25年３月期の通期（連結・個別）業績予想を修正しております。

なお、業績予想の具体的内容は、本日発表の「特別損益等の計上並びに平成25年３月期通期業績予想等の修正に

関するお知らせ」をご参照下さい。

業績予想は現時点で入手された情報に基づき判断した予想であり、潜在的リスクや不確実性が含まれておりま

す。従いまして、実際の業績はさまざまな要因により上記の業績予想とは異なることがあります。

（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

税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純損益に対する税効果会計適

用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純損益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（減価償却方法の変更）

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に取

得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。

この変更に伴う損益に与える影響は軽微であります。

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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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24年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成24年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,286,131 2,029,242

受取手形及び売掛金 1,609,158 1,849,761

有価証券 21,285 23,255

販売用不動産 326,668 150,000

商品及び製品 1,286,691 1,205,705

仕掛品 407,139 311,859

原材料及び貯蔵品 250,349 201,817

未収入金 73,790 100,478

未収還付法人税等 － 39,996

その他 139,257 188,993

貸倒引当金 △3,891 △11,308

流動資産合計 6,396,580 6,089,800

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 551,446 522,987

その他（純額） 1,001,353 1,084,691

有形固定資産合計 1,552,800 1,607,678

無形固定資産

のれん 491,055 667,469

その他 110,095 98,429

無形固定資産合計 601,150 765,898

投資その他の資産

投資有価証券 599,937 471,131

敷金 301,121 322,412

出資金及び保証金 254,502 261,036

長期貸付金 139,963 106,546

破産更生債権等 1,067,747 377,069

その他 164,419 147,136

貸倒引当金 △1,320,947 △502,697

投資その他の資産合計 1,206,743 1,182,636

固定資産合計 3,360,694 3,556,213

資産合計 9,757,275 9,646,013
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成24年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,127,203 2,020,507

短期借入金 175,321 303,712

1年内償還予定の社債 30,000 30,000

未払金 311,820 326,032

未払法人税等 31,658 35,147

未払消費税等 38,128 38,822

未払費用 294,210 287,940

賞与引当金 36,345 10,274

工場移転損失引当金 － 19,428

災害損失引当金 37,225 18,491

その他 99,252 227,463

流動負債合計 3,181,165 3,317,821

固定負債

社債 30,000 －

長期借入金 142,912 505,743

長期未払金 51,144 49,523

退職給付引当金 33,612 36,234

資産除去債務 25,044 25,391

デリバティブ債務 395,864 245,700

長期リース資産減損勘定 123,738 62,181

繰延税金負債 15,262 16,633

その他 2,837 6,662

固定負債合計 820,416 948,071

負債合計 4,001,581 4,265,892

純資産の部

株主資本

資本金 8,000,000 4,000,000

資本剰余金 880,756 355,456

利益剰余金 △3,294,757 897,269

自己株式 △27,234 △27,234

株主資本合計 5,558,764 5,225,492

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 194,960 152,461

その他の包括利益累計額合計 194,960 152,461

少数株主持分 1,968 2,167

純資産合計 5,755,693 5,380,120

負債純資産合計 9,757,275 9,646,013
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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：千円）

前第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)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年12月31日)

売上高 16,457,875 15,481,680

売上原価 13,148,469 12,494,214

売上総利益 3,309,405 2,987,465

販売費及び一般管理費 3,195,708 3,326,168

営業利益又は営業損失（△） 113,696 △338,702

営業外収益

受取利息 2,929 2,498

受取配当金 296 541

有価証券運用益 － 1,970

匿名組合投資利益 6,699 8,292

為替差益 － 56,587

受取賃貸料 3,878 12,214

補助金収入 21,341 27,184

更正決定延滞税額戻入額 79,799 －

貸倒引当金戻入額 8,610 41,779

その他 41,445 48,422

営業外収益合計 165,001 199,492

営業外費用

支払利息 10,572 8,550

手形売却損 4,114 2,606

為替差損 93,008 －

不動産賃貸費用 2,280 12,731

その他 25,792 18,582

営業外費用合計 135,767 42,470

経常利益又は経常損失（△） 142,929 △181,681

特別利益

固定資産売却益 2,602 2,741

受取補償金 － 66,185

特別利益合計 2,602 68,926

特別損失

固定資産除売却損 6,014 3,909

貸倒引当金繰入額 37,000 －

過年度決算訂正等関連費用 － 59,524

店舗閉鎖損失 － 31,872

工場移転損失引当金繰入 － 46,115

役員退職慰労金 － 6,000

その他 3,407 35,200

特別損失合計 46,422 182,621

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

99,109 △295,377

法人税等 55,848 37,696

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

43,261 △333,073

少数株主利益 534 198

四半期純利益又は四半期純損失（△） 42,726 △333,272
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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：千円）

前第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)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△） 43,261 △333,073

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 194,229 △42,499

その他の包括利益合計 194,229 △42,499

四半期包括利益 237,490 △375,573

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 236,955 △375,771

少数株主に係る四半期包括利益 534 198
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該当事項はありません。

当社は、平成24年８月４日付で、資本金の額の減少及び剰余金の処分を行なっております。

この結果、当第３四半期連結累計期間において資本金が4,000,000千円減少し、当第３四半期連結会計期間末に

おいて資本金が4,000,000千円となっております。資本金の減少により増加する資本剰余金のうち、4,525,299千円

を利益剰余金に振替えることにより、欠損の填補を行ない、資本剰余金は 千円となり、利益剰余金は

千円となっております。

（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

355,456

897,269
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