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1.  平成26年5月期第1四半期の連結業績（平成25年6月1日～平成25年8月31日） 

（注）１．平成26年５月期第１四半期より四半期連結財務諸表を作成しているため、平成25年５月期第１四半期の数値及び対前年同四半期増減率について 
     は、記載しておりません。 
   ２．平成26年５月期第１四半期の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純損失である 
     ため、記載しておりません。 

(2) 連結財政状態 

（注）平成26年５月期第１四半期より四半期連結財務諸表を作成しているため、平成25年５月期の数値については、記載しておりません。  

(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 ％

26年5月期第1四半期 131 ― △52 ― △62 ― △66 ―
25年5月期第1四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

（注）包括利益 26年5月期第1四半期 △68百万円 （―％） 25年5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

26年5月期第1四半期 △1,298.33 ―
25年5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

26年5月期第1四半期 1,518 1,273 82.8 24,227.78
25年5月期 ― ― ― ―
（参考） 自己資本   26年5月期第1四半期  1,256百万円 25年5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  
（注）当社は、平成25年12月１日を効力発生日として普通株式１株につき100株の割合で株式分割を実施する予定であるため、平成26年５月期（予想）の期 
   末の１株当たり配当金については、株式分割後の金額を記載しております。 

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

25年5月期 ― 0.00 ― 200.00 200.00
26年5月期 ―
26年5月期（予想） 0.00 ― 6.00 6.00

3. 平成26年 5月期の連結業績予想（平成25年 6月 1日～平成26年 5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  ：  有  
連結業績予想については、本日（平成25年10月10日）公表いたしました「連結決算開始に伴う平成26年５月期連結業績予想に関するお知らせ」をご参照くださ
い。 
（注）１．平成26年５月期第１四半期より四半期連結財務諸表を作成しているため、対前期及び対前年同四半期増減率については、記載しておりません。 
   ２．当社は平成25年12月１日を効力発生日として、普通株式１株につき100株の割合で株式分割を実施する予定であるため、平成26年５月期の連結業 
     績予想の第２四半期及び通期の１株当たり当期純利益の金額は、株式分割後の金額を記載しております。 

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) 521 ― 6 ― △5 ― △6 ― △1.27
通期 1,518 ― 139 ― 120 ― 110 ― 21.30



(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
四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続きが実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
当社は平成26年５月期第１四半期より連結決算に移行いたしました。 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
本資料に掲載されている業績見通しなどの将来に関する記述は、当社が現在入手可能な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Ｐ
２ 「経営成績に関する説明」をご覧ください。 
（株式分割について） 
当社は平成25年12月１日を効力発生日として、普通株式１株につき100株の割合で株式分割を行う予定です。 

※  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   ：  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） 26年5月期1Q 60,479 株 25年5月期 59,069 株
② 期末自己株式数 26年5月期1Q 8,598 株 25年5月期 8,598 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年5月期1Q 51,201 株 25年5月期1Q 55,151 株
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 当社は、当第１四半期連結累計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、四半期連結財務諸表につきまして

は前年同四半期等との比較分析は行っておりませんが、オークション関連事業につきましては前年同四半期との比較を

行っております。 

  

（１）経営成績に関する説明 

 当第１四半期連結累計期間（平成25年６月１日～平成25年８月31日）におけるわが国の経済は、いわゆるアベノ

ミクスを背景とした円安・株高の傾向が続いており、輸出増加により企業収益が回復し始め、また個人消費も高額

品を中心に堅調な動きを見せるなど、デフレ脱却や景気回復の期待感が高まっております。しかしながら、欧州の

債務危機問題や中国・新興国の景気減速懸念が、引き続き我が国の景気を押し下げるリスクとなっております。 

 このような環境のもと、当社グループは、当社の主たる事業であるオークション関連事業において高額美術品を

中心とした優良作品のオークションへの出品及び富裕層を中心とした美術品コレクターのオークションへの参加促

進に努めるとともに、再生可能エネルギー事業及び医療機関向け支援事業においては、安定的な収益の早期確保に

向けた体制の構築に努めました。 

   

①オークション関連事業  

 当第１四半期連結累計期間は、主力の近代美術オークションにおいて前年同期間比で出品点数、取扱高ともに大

きく増加し、取扱高581,598千円（前年同期間比82.9％増）、売上高131,634千円（前年同期間比35.6％増、内商品

売上高28,460千円（前年同期間比7.4％減））となりました。 

 種別の業績は次のとおりです。 

  

オークション関連事業の販売実績  

  

 近代美術オークション部門の取扱高は415,730千円（前年同期間比146.2％増）、売上高は75,550千円（前年同期

間比55.2％増、内商品売上高7,569千円（前年同期間比50.8％減））となりました。出品点数、落札単価ともに前

年同期間比で大きく増加し、取扱高、売上高が増加しました。 

 近代陶芸オークション部門の取扱高は52,135千円（前年同期間比6.8％減）、売上高は11,450千円（前年同期間

比6.0％減、内商品売上高なし（前年同期間もなし））となりました。出品点数は前年同期間比で微増しました

が、落札単価の減少により取扱高、売上高が減少しました。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

  第25期第１四半期連結累計期間 

  
自 平成25年６月１日 

至 平成25年８月31日  

種 別 
取扱高 前年比 売上高 前年比 オークション オークション オークション 落札率 

（千円） （％） （千円） （％） 開催数 出品数 落札数 （％） 

近代美術オークション  415,730 146.2 75,550 55.2  1  132  107  81.1

近代陶芸オークション  52,135 △6.8 11,450 △6.0  1  218  205  94.0

近代美術PartⅡオークション  50,460 91.2 16,345 56.0  1  315  272  86.3

その他オークション  32,355 △14.8 7,544 △4.5  1  298  203  68.1

オークション事業合計  550,680 90.4 110,891 39.9  4  963  787  81.7

プライベートセール  9,123 118.3 8,688 130.5  

その他  21,795 △11.5 12,054 △14.3  

オークション関連 

その他事業合計 
 30,918 7.3 20,743 16.3  

オークション関連事業合計  581,598 82.9 131,634 35.6  
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 近代美術ＰａｒｔⅡオークション部門の取扱高は50,460千円（前年同期間比91.2％増）、売上高は16,345千円

（前年同期間比56.0％増、内商品売上高5,252千円（前年同期間比12.6％増））となりました。出品点数、落札単

価ともに前年同期間比で増加し、取扱高、売上高が増加しました。 

 その他オークション部門の取扱高は32,355千円（前年同期間比14.8％減）、売上高は7,544千円（前年同期間比

4.5％減、内商品売上高652千円（前年同期間比234.1％増））となりました。当期間はBags/Jewellery&Watchesオ

ークションを１回開催いたしましたが、出品点数、落札率の減少により取扱高、売上高が減少しました。 

 プライベートセールにおきましては取扱高は9,123千円（前年同期間比118.3％増）、売上高は8,688千円（前年

同期間比130.5％増、内商品売上高8,688千円（前年同期間比135.2％増））となりました。当期間は高額品の取り

扱いがなく、ほぼ前年同期間と同水準となりました。  

  

②その他事業 

 前事業年度に開始いたしました再生可能エネルギー事業におきましては、50キロワット級の小型ソーラー発電施

設の分譲販売及び電力会社への売電事業のための用地確保に努めましたが、当第１四半期連結累計期間中に完工し

た施設はありませんでした。また、医療機関向け支援事業におきましては、本年６月より診療報酬債権ファクタリ

ング事業を開始し、その残高拡大に努めました。  

  

 以上により、当第１四半期連結累計期間は、経常損失62,574千円、四半期純損失66,475千円となりました。 

   

（２）財政状態に関する説明 

①財政状態の分析 

（資産） 

 当第１四半期連結会計期間末における資産合計は、1,518,048千円となりました。その主な内訳は現金及び預金

874,666千円、商品302,278千円、前渡金159,712千円、有形固定資産32,943千円、投資その他の資産47,868千円で

あります。 

（負債） 

 当第１四半期連結会計期間末における負債合計は、244,743千円になりました。その主な内訳は買掛金62,855千

円、短期借入金70,000千円、退職給付引当金29,750千円であります。 

（純資産） 

 当第１四半期連結会計期間末における純資産合計は1,273,304千円になりました。その主な内訳は資本金819,641

千円、資本剰余金424,391千円、利益剰余金237,000千円、自己株式222,826千円であります。 

   

   

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 当社は当第１四半期連結累計期間より、連結決算に移行いたしました。   

連結業績予想につきましては、平成25年10月10日に公表いたしました「連結決算開始に伴う平成26年５月期連結業

績予想に関するお知らせ」をご参照ください。 

   

   

（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。 

（注）当社は、当第１四半期連結会計期間より、非連結子会社であったエーペック株式会社及びシンワメディカル

株式会社の重要性が増したため、連結の範囲に含めております。また、持分法非適用の関連会社でありました

ASIAN ART AUCTION ALLIANCE COMPANY LIMITEDについて、当第１四半期連結会計期間より連結財務諸表の作成に伴

い、持分法の適用をしております。 

    

   

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）

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年８月31日) 

資産の部  

流動資産  

現金及び預金 874,666

オークション未収入金 16,283

商品 302,278

前渡金 159,712

その他 84,325

貸倒引当金 △30

流動資産合計 1,437,236

固定資産  

有形固定資産  

建物及び構築物（純額） 8,977

車両運搬具（純額） 2,316

工具、器具及び備品（純額） 7,710

建設仮勘定 13,938

有形固定資産合計 32,943

投資その他の資産  

その他 61,672

貸倒引当金 △13,804

投資その他の資産合計 47,868

固定資産合計 80,811

資産合計 1,518,048

負債の部  

流動負債  

買掛金 62,855

オークション未払金 2,521

短期借入金 70,000

未払法人税等 1,070

賞与引当金 6,382

役員賞与引当金 2,456

その他 57,107

流動負債合計 202,393

固定負債  

退職給付引当金 29,750

その他 12,600

固定負債合計 42,350

負債合計 244,743
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年８月31日) 

純資産の部  

株主資本  

資本金 819,641

資本剰余金 424,391

利益剰余金 237,000

自己株式 △222,826

株主資本合計 1,258,207

その他の包括利益累計額  

為替換算調整勘定 △1,245

その他の包括利益累計額合計 △1,245

新株予約権 11,484

少数株主持分 4,858

純資産合計 1,273,304

負債純資産合計 1,518,048
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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25年６月１日 
 至 平成25年８月31日) 

売上高 131,862

売上原価 41,526

売上総利益 90,336

販売費及び一般管理費 143,134

営業損失（△） △52,798

営業外収益  

受取利息 58

受取保険金 1,800

貸倒引当金戻入額 343

その他 470

営業外収益合計 2,672

営業外費用  

支払利息 521

持分法による投資損失 1,517

新株予約権発行費用 8,554

為替差損 1,854

営業外費用合計 12,447

経常損失（△） △62,574

特別損失  

固定資産除却損 1,450

事務所移転費用 2,318

特別損失合計 3,769

税金等調整前四半期純損失（△） △66,343

法人税、住民税及び事業税 406

法人税等調整額 555

法人税等合計 961

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △67,304

少数株主損失（△） △828

四半期純損失（△） △66,475
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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25年６月１日 
 至 平成25年８月31日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △67,304

その他の包括利益  

為替換算調整勘定 △1,245

その他の包括利益合計 △1,245

四半期包括利益 △68,550

（内訳）  

親会社株主に係る四半期包括利益 △67,721

少数株主に係る四半期包括利益 △828
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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）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（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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