
  

四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無 
四半期決算説明会開催の有無    ： 無 
  

  

  

(注) 平成25年10月23日を効力発生日として、普通株式１株を100株に分割し、１単元の株式数を100株とする単元株制
度を採用致しました。これに伴い、前連結会計年度の期首に株式分割が行われたと仮定し、１株当たり四半期純
利益金額又は１株当たり四半期純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額を算定しておりま
す。 

  

  

  

  

(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10月23日を効力発生日として、普通株式１株を100株に分割し、１単元の株式数を100株とする単元株
制度を採用致しました。 

  

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無 

平成25年10月23日を効力発生日として、普通株式１株を100株に分割し、１単元の株式数を100株とする単元株
制度を採用致しました。これに伴い、前連結会計年度の期首に株式分割が行われたと仮定し、１株当たり当期
純利益金額を算定しております。 
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１．平成26年６月期第１四半期の連結業績（平成25年７月１日～平成25年９月30日）
（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６月期第１四半期 668 700.1 13 ― 4 ― 4 ―
25年６月期第１四半期 83 △70.5 △53 ― △50 ― △50 ―

(注) 包括利益 26年６月期第１四半期 2百万円( ―％) 25年６月期第１四半期 △50百万円( ―％)

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６月期第１四半期 0 13 0 12
25年６月期第１四半期 △4 16 ―

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

26年６月期第１四半期 2,339 491 20.7
25年６月期 1,732 488 27.8

(参考) 自己資本 26年６月期第１四半期 484百万円 25年６月期 481百万円

２．配当の状況

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６月期 ― 0 00 ― 0 00 0 00

 26年６月期 ―

 26年６月期(予想) 0 00 ― 0 00 0 00

３．平成26年６月期の連結業績予想（平成25年７月１日～平成26年６月30日）
(％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

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) 2,285 ― 337 ― 321 ― 304 ― 8 54
通期 4,588 355.7 482 ― 449 ― 420 ― 11 78



  

(注) 平成25年10月23日を効力発生日として、普通株式１株を100株に分割し、１単元の株式数を100株とする単元株制

度を採用致しました。これに伴い、前連結会計年度の期首に株式分割が行われたと仮定し、発行済株式数（普通

株式）を算定しております。 

  

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監査手続は終了しておりませ

ん。 

  

  

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仮定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、

P.2「1.当四半期決算に関する定性的情報」をご覧ください。 

  

※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 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
 

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

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 26年６月期１Ｑ 35,775,900株 25年６月期 35,775,900株

② 期末自己株式数 26年６月期１Ｑ 98,200株 25年６月期 98,200株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年６月期１Ｑ 35,677,700株 25年６月期１Ｑ 12,227,700株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政権交代に伴う金融緩和を背景に、足下は消費者物

価の下落圧力が和らぐ等、デフレ脱却・経済成長に向けて緩やかな回復の動きが見られます。 

このような環境下、当企業グループは、既存事業の推進による安定収益の確保、新規事業の推進による

高収益化、不採算部門の定期的な計画見直し及び継続的なコスト見直しによる販売管理費の圧縮に取り組

んできました。当第１四半期連結累計期間における当企業グループの経営成績は次のとおりです。 

既存事業については、㈱SPC及び東京電装㈱によるメーカー事業の販売、並びに㈱GWメディカルサポー

トの業績が堅調に推移致しました。また、当企業グループの新たな事業として、平成25年８月よりバイオ

ディーゼル発電のコンサルティングサービスを開始し、㈱SPCにおいてディーゼル発電機の購入及び販売

を行いました。これらの結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は668百万円（対前年同期比700.1％

増）、営業利益は13百万円（同66百万円改善）、経常利益は４百万円（同54百万円改善）、四半期純利益

は４百万円（同55百万円改善）と大幅な改善となりました。 

  

セグメントの業績は以下のとおりであります。なお、「４.(3)四半期連結財務諸表にに関する注記（セ

グメント情報等）に記載のとおり、当第１四半期連結累計期間より報告セグメントの区分方法を変更して

おります。 

  

①メーカー事業    

メーカー事業では、㈱SPC及び東京電装㈱が当該セグメントに区分されております。 

㈱SPCは、自動車関連部品などを受注・生産・販売しており、東京電装㈱は、電気照明器具製造及び

同卸売業を営んでおります。当第１四半期連結累計期間においては、㈱SPCにおいて、新たにディーゼ

ル発電機の購入及び販売を行ったこと等により、大幅に収益が拡大しました。その結果、売上高は571

百万円（対前年同期比487百万円増）、営業利益は92百万円（同104百万円改善）となりました。 

  

②アパレル事業 

アパレル事業では、㈱マーファスが当該セグメントに区分されております。 

㈱マーファスでは、婦人向け衣料品の販売、卸売業を行っております。当第１四半期連結累計期間に

おいては、秋冬物の商品に比べ夏物商品の品揃え及び販売単価が劣る等の季節的な要因により、業績は

低調に推移しました。その結果、売上高は48百万円、営業損失は10百万円となりました。 

  

③その他事業 

その他事業では、当社及び㈱GWインベストメント、㈱GWソリューション、SKY Express Hawaii,Inc.

及び㈱GWメディカルサポートが当該セグメントに区分されております。 

当社は、主にグループ子会社の経営指導、業務管理等を行っております。㈱GWインベストメントは、

主に不動産の売買及び仲介を行っております。SKY Express Hawaii,Inc.は、業務提携契約を締結して

いる㈱リージェンシーツアーズが販売するオプショナルツアーに対する、現地のホテル、イベント企

業、交通機関、物産店等の手配業務を行っております。また、㈱GWメディカルサポートは、先端医療関

連事業や美容関連商品を法人・個人向けに販売しております。当第１四半期連結累計期間においては、

㈱GWメディカルサポートが行っている美容関連商品の販売が堅調に推移致しました。その結果、売上高

は143百万円、営業損失は２百万円となりました。   

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明
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当第１四半期連結会計期間末の総資産は2,339百万円であり前連結会計年度より607百万円増加してお

ります。また、負債は604百万円増加し1,848百万円となり、純資産は２百万円増加し491百万円となっ

ております。これは主に四半期純利益を４百万円計上したことによるものであります。 

今後、当企業グループは、グループ全体での資産回転率の向上等に努め、より強固な財務基盤の構築

を図ってまいります。 

  

平成26年６月期の第２四半期（累計）及び通期の業績予想については、 近の業績動向等を踏まえて

見直しを行った結果、平成25年８月16日に公表した業績予想を修正しております。 

なお、今後、業績予想の見直しの必要性が生じた場合、速やかに業績予想修正のお知らせを発表いた

します。  

  

（２）財政状態に関する説明

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明
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該当事項はありません。 

  

  

税金費用の計算 

当連結会計年度の税引前当期純利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

前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。 

  

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
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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：千円)

前連結会計年度 
(平成25年６月30日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 302,282 154,540

受取手形及び売掛金 314,528 525,137

商品及び製品 79,166 525,902

仕掛品 24,073 17,843

原材料及び貯蔵品 71,614 80,838

販売用不動産 21,837 41,120

短期貸付金 33,656 38,696

未収入金 22,508 2,726

繰延税金資産 1,926 1,926

その他 15,714 100,903

貸倒引当金 △2,132 △1,777

流動資産合計 885,176 1,487,857

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 387,212 387,212

減価償却累計額 △342,146 △345,069

建物及び構築物（純額） 45,065 42,143

機械装置及び運搬具 70,211 70,211

減価償却累計額 △62,639 △63,246

機械装置及び運搬具（純額） 7,572 6,964

工具、器具及び備品 471,636 471,893

減価償却累計額 △470,002 △470,203

工具、器具及び備品（純額） 1,633 1,690

土地 454,827 454,827

有形固定資産合計 509,099 505,625

無形固定資産   

のれん 115,179 112,252

その他 521 521

無形固定資産合計 115,700 112,773

投資その他の資産   

投資有価証券 17,677 19,483

関係会社株式 57,577 52,433

出資金 21,190 21,190

長期貸付金 47,143 41,243

長期未収入金 42,286 39,086

破産更生債権等 53,559 53,559

敷金及び保証金 47,999 47,899

繰延税金資産 13,944 13,944

その他 17,595 38,362

貸倒引当金 △96,481 △93,481

投資その他の資産合計 222,492 233,720

固定資産合計 847,292 852,119

資産合計 1,732,468 2,339,977
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成25年６月30日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 238,627 854,296

短期借入金 422,324 416,569

1年内返済予定の長期借入金 164,893 160,463

未払金 53,999 52,303

未払法人税等 10,120 6,536

前受金 3,000 7,015

その他 24,246 17,354

流動負債合計 917,212 1,514,539

固定負債   

長期借入金 276,470 285,995

長期未払金 803 537

退職給付引当金 33,261 31,833

役員退職慰労引当金 15,000 15,000

その他 980 560

固定負債合計 326,515 333,926

負債合計 1,243,727 1,848,466

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,675,820 1,675,820

資本剰余金 802,364 802,364

利益剰余金 △1,975,915 △1,971,446

自己株式 △19,801 △19,801

株主資本合計 482,469 486,938

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △1,182 △1,468

為替換算調整勘定 △165 △565

その他の包括利益累計額合計 △1,348 △2,033

新株予約権 2,240 2,240

少数株主持分 5,379 4,365

純資産合計 488,740 491,510

負債純資産合計 1,732,468 2,339,977
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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)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年７月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年７月１日 
 至 平成25年９月30日) 

売上高 83,489 668,008

売上原価 76,247 524,735

売上総利益 7,241 143,273

販売費及び一般管理費 61,074 130,212

営業利益又は営業損失（△） △53,832 13,061

営業外収益   

受取利息 33 377

物品売却益 2,447 2,261

貸倒引当金戻入額 2,289 3,310

その他 1,392 1,782

営業外収益合計 6,162 7,731

営業外費用   

支払利息 2,253 6,964

支払手数料 － 2,785

持分法による投資損失 － 4,899

その他 234 2,021

営業外費用合計 2,488 16,671

経常利益又は経常損失（△） △50,158 4,122

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（△）

△50,158 4,122

法人税、住民税及び事業税 682 667

法人税等合計 682 667

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（△）

△50,841 3,454

少数株主損失（△） － △1,013

四半期純利益又は四半期純損失（△） △50,841 4,468
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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)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年７月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年７月１日 
 至 平成25年９月30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（△）

△50,841 3,454

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 － △285

為替換算調整勘定 － △400

その他の包括利益合計 － △685

四半期包括利益 △50,841 2,769

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △50,841 3,783

少数株主に係る四半期包括利益 － △1,013
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  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）
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Ⅰ  前第１四半期連結累計期間(自  平成24年７月１日  至  平成24年９月30日) 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

(注) 1. 「その他」の区分は報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、「M&A・投資アドバイザリー事

業」を含んでおります。 

2. セグメント損失の調整額△19,969千円は、報告セグメントに配分していない一般管理費等の全社費

用△19,969千円であります。 

3. セグメント損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。 

  

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

 該当事項はありません。 

  

Ⅱ  当第１四半期連結累計期間(自  平成25年７月１日  至  平成25年９月30日) 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（注）1. 「その他」の区分は報告セグメントに含まれていない事業セグメントであり、「旅行事業」「メディカル事

業」「不動産事業」等を含んでおります。 

2. セグメント利益又は損失の調整額△66,706千円は、報告セグメントに配分していない一般管理費等の全社費用

△66,706千円であります。 

3. セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行なっております。 

  

 ２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

 重要な発生及び変動はありません。 

（セグメント情報等）

(単位：千円)

報告セグメント その他
（注）1

合計
調整額
（注）2

四半期連結
損益計算書
計上額 
（注）3メーカー アパレル 計

売上高

  外部顧客への売上高 83,489 ― 83,489 ― 83,489 ― 83,489

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高
  

― ― ― ― ― ― ―

計 83,489 ― 83,489 ― 83,489 ― 83,489

セグメント利益又は損失（△） △12,778 ― △12,778 △21,083 △33,862 △19,969 △53,832

(単位：千円)

報告セグメント その他
（注）1

合計
調整額
（注）2

四半期連結
損益計算書
計上額 
（注）3メーカー アパレル 計

売上高

  外部顧客への売上高 571,025 48,946 619,971 48,036 668,008 ― 668,008

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高
  

― ― ― 95,862 95,862 △95,862 ―

計 571,025 48,946 619,971 143,899 763,871 △95,862 668,008

セグメント利益又は損失（△） 92,087 △10,201 81,886 △2,118 79,767 △66,706 13,061
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３．報告セグメントの変更等に関する事項 

当企業グループの報告セグメントは、前連結会計年度において、「メディア・コンテンツ」「メーカ

ー」「M&A・投資アドバイザリー」「アパレル」としておりましたが、当第１四半期連結会計期間より

「メーカー」「アパレル」に変更しております。 

これは、従来、当社の連結子会社であった㈱Thanks Lab.の全株式の譲渡に伴いメディア・コンテン

ツ事業を休止したこと、及び、当企業グループの売上構成割合等を総合的に勘案し区分方法を見直した

ことに伴うものであります。 

なお、前第１四半期連結累計期間のセグメント情報については変更後の区分方法により作成してお

り、前第１四半期連結累計期間の「１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する

情報」に記載しております。 
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