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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 4,219 △34.3 236 △5.5 227 △4.9 118 △32.9
24年3月期第3四半期 6,426 ― 250 ― 239 ― 176 ―

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 112百万円 （14.1％） 24年3月期第3四半期 98百万円 （―％）

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 7.64 ―
24年3月期第3四半期 11.39 ―

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 11,815 2,533 19.8 150.60
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3四半期  2,339百万円 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   

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

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  ：  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 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） 

※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3Q 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3Q 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3Q 15,534,912 株 24年3月期3Q 15,534,939 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、復興需要が下支えする中で、緩やかな回復基調に

あったものの、欧州債務問題の長期化や海外経済の減速により依然として不透明な状況で推移いたしま

したが、年末に向け、新政権による経済政策の提唱により、為替市場では円安が加速し、株式市場では

株価が続伸するなど、経済成長に対する期待感が高まりました。 

  このような環境下、当社グループは、グループの中核事業である電気機器事業や不動産賃貸事業によ

り業績を確保しながら、中長期的な経営戦略の具現化と更なる企業価値の向上のため、各事業の事業環

境に応じた経営基盤の強化とグループ活性化の促進を重点的に図ってまいりました。 

  この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は4,219百万円（前年同期比34.3％減）、営業利益236

百万円（前年同期比5.5％減）、経常利益227百万円（前年同期比4.9％減）、四半期純利益118百万円

（前年同期比32.9％減）を計上いたしました。 

セグメントの業績は次のとおりであります。 

① 電気機器等の製造販売 

当事業の製品市場であるコンシューマー用音響・映像機器分野は、欧州債務危機による市場の低迷や

新興メーカーからの安値攻勢などの影響を受け、受注高は減少いたしましたが、利益率を重視した営業

戦略により、販路、製品群、数量等について抜本的な見直しを図り、業績を確保いたしました。 

  この結果、当第３四半期連結累計期間における売上高は3,486百万円（前年同期比38.0％減）、セグ

メント利益は159百万円（前年同期比41.5％減）を計上いたしました。 

② 不動産開発及び賃貸管理 

当事業の不動産賃貸管理部門におきましては、中国深セン市に所有する賃貸物件について、安定した

不動産収入を計上しております。 

  中国の不動産市場は、中国経済の減速や住宅不動産抑制策などにより落ち着きを見せながらも、オフ

ィスや商業施設用の不動産価格は上昇傾向にあります。中でも、深セン市は急速な経済発展と共に更な

る国際都市への発展を推進しており、中国政府が、深セン市西部に位置する前海地区に、金融を中心と

したサービス産業特区を新設することを発表したことから、深セン市は国内外の注目を集めておりま

す。 

  当社グループが保有する物件につきましても、深セン市中心部の利便性の高い場所に位置しているこ

とから、高いニーズを誇っており、当事業の不動産賃貸部門は引き続き好調に推移いたしました。 

  不動産開発部門につきましては、前述の賃貸物件の土地136千平方メートルにつきまして、深セン市

都市開発プロジェクト「皇冠科技園」（仮称）として、総合都市開発を予定しており、当第３四半期連

結累計期間は、引き続き開発申請や行政手続きなどの準備に取り組んでまいりました。  深セン市中心

部の も注目されるエリアに位置し、広大な規模となる当該開発プロジェクトは、市が提唱する金融・

商業・情報などのサービス産業を中心とした総合開発を予定しており、また当該開発は深セン市の重大

プロジェクトとして位置付けられていることから、市政府の政策による変更や要請に適宜対応し協議調

整を図りながら計画の策定を行っております。 

  当社グループは、当該事業を今後のグループの成長戦略の柱として位置付け、経営資源を集中させ、

グループ全体を牽引する事業として推進していく所存です。 

  これらの結果、当事業の当第３四半期連結累計期間における売上高は488百万円（前年同期比15.7％

増）、セグメント利益は238百万円（前年同期比44.4％増）を計上いたしました。 

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
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③ 物資等、医薬品及び医療器具等の販売 

当事業の医薬品等の販売部門におきましては、販売網の整備や総代理店契約の更新、各種認証手続や

マーケティングなど、主に営業基盤の強化に注力してまいりました。 

  高成長が続く中国の医薬品関連市場は、今後さらに拡大していくと思われますが、中でも深刻な問題

となっている環境汚染によるガン発症率の増加は、早急な対策が求められていることから、当部門は今

後、ガン医療等を中心とした事業展開を図ってまいる所存です。 

  また、当部門を主力事業とする連結子会社の隆邦医薬貿易有限公司は、新たなビジネス展開も視野に

入れ、深セン市西部に位置する前海地区に本社を移転することを予定しております。同地区は、金融を

中心とした物流サービスやＩＴ産業等の特区を新設し、 先端のサービス業の発展を推進しており、金

融、税制、法制のほか医療分野についても様々な施策が検討されております。今後、当部門は同地区を

本拠点とし、中国全土にかかる販売網を生かし、早期普及拡大に取り組んでまいる所存です。 

  金属加工部門におきましては、前期を通じて事業全体の収益構造の見直しや生産効率化による固定費

の圧縮・削減に努めてまいりましたが、事業縮小を図り、効率的経営を進めることといたしました。 

  これらの結果、当第3四半期連結累計期間における売上高は245百万円（前年同期比32.7％減）、セグ

メント損失は30百万円（前年同期比―％）を計上いたしました。 

  

当第３四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末から1,192百万円減少し、11,815

百万円となりました。その主な要因は、営業債権が減少したことによるものであります。 

  当第３四半期連結会計期間末における負債は、前連結会計年度末から1,305百万円減少し、9,282百万

円となりました。その主な要因は、営業債務が減少したことによるものであります。 

 当第３四半期連結会計期間末における純資産は、前連結会計年度末から112百万円増加し、2,533百万

円となりました。その主な要因は、四半期純利益が増加したことによるものであります。 

  

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。  

  

（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
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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．サマリー情報(注記事項)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

宮越ホールディングス㈱(6620)　平成25年３月期　第３四半期決算短信

4



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 151 96

売掛金 2,098 1,156

たな卸資産 57 63

その他 494 370

貸倒引当金 △9 △6

流動資産合計 2,792 1,680

固定資産   

有形固定資産 33 19

無形固定資産   

のれん 511 482

その他 1,116 1,081

無形固定資産合計 1,628 1,563

投資その他の資産   

長期貸付金 16,787 16,782

その他 829 848

貸倒引当金 △9,062 △9,078

投資その他の資産合計 8,554 8,551

固定資産合計 10,215 10,135

資産合計 13,008 11,815

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,982 1,046

短期借入金 333 149

未払法人税等 23 36

引当金 4 3

その他 321 323

流動負債合計 2,665 1,559

固定負債   

長期借入金 7,411 7,381

引当金 56 41

その他 453 299

固定負債合計 7,921 7,722

負債合計 10,587 9,282
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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３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31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 △687

自己株式 △0 △0

株主資本合計 2,938 3,057

その他の包括利益累計額   

為替換算調整勘定 △706 △717

その他の包括利益累計額合計 △706 △717

少数株主持分 189 194

純資産合計 2,421 2,533

負債純資産合計 13,008 11,815
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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)

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 6,426 4,219

売上原価 5,858 3,686

売上総利益 567 533

販売費及び一般管理費 316 296

営業利益 250 236

営業外収益   

受取利息 10 6

為替差益 6 －

その他 1 0

営業外収益合計 17 6

営業外費用   

支払利息 6 2

創立費償却 18 －

租税公課 － 4

支払手数料 － 3

その他 3 5

営業外費用合計 28 15

経常利益 239 227

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 239 227

法人税、住民税及び事業税 59 88

法人税等調整額 △7 14

法人税等合計 52 103

少数株主損益調整前四半期純利益 187 124

少数株主利益 10 5

四半期純利益 176 118
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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)

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 187 124

その他の包括利益   

為替換算調整勘定 △88 △12

その他の包括利益合計 △88 △12

四半期包括利益 98 112

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 101 107

少数株主に係る四半期包括利益 △3 4
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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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