
平成30年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

平成29年11月10日

上場会社名 ＪＡＬＣＯホールディングス株式会社 上場取引所 東

コード番号 6625 URL http://www.jalco-hd.com/

代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 田辺　順一

問合せ先責任者 （役職名） 取締役管理本部長 （氏名） 浜井　稔 TEL 050-5536-9824

四半期報告書提出予定日 平成29年11月10日

配当支払開始予定日 ―

四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 有

四半期決算説明会開催の有無 ： 有

（百万円未満切捨て）

1. 平成30年3月期第2四半期の連結業績（平成29年4月1日～平成29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
親会社株主に帰属する四

半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

30年3月期第2四半期 184 △15.2 △15 ― △37 ― 367 528.6

29年3月期第2四半期 217 △41.2 70 △8.8 53 52.5 58 △13.2

（注）包括利益 30年3月期第2四半期　　341百万円 （121.0％） 29年3月期第2四半期　　154百万円 （137.8％）

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

30年3月期第2四半期 7.37 ―

29年3月期第2四半期 1.21 ―

(2) 連結財政状態

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

30年3月期第2四半期 9,276 3,773 40.6 73.51

29年3月期 6,753 3,106 45.8 63.98

（参考）自己資本 30年3月期第2四半期 3,763百万円 29年3月期 3,092百万円

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

29年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

30年3月期 ― 0.00

30年3月期（予想） ― 0.00 0.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

3. 平成30年 3月期の連結業績予想（平成29年 4月 1日～平成30年 3月31日）

（％表示は、対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属する

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 520 24.4 110 △4.4 30 △64.9 420 171.5 8.31

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



※ 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（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 無

新規 ― 社 （社名） 、 除外 ― 社 （社名）

(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

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 ： 有

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） 30年3月期2Q 51,202,132 株 29年3月期 48,337,132 株

② 期末自己株式数 30年3月期2Q 384 株 29年3月期 344 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 30年3月期2Q 49,863,353 株 29年3月期2Q 48,336,808 株

※四半期決算短信は四半期レビューの対象外です

※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、当社と
してその実現を約束する主旨のものではありません。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．４「１．当四半期決算に関する定性的情報(3）連結業績予想などの将来予測情報に関する説
明」をご覧ください。
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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

　当社グループは、不動産賃貸、貸金事業に経営資源を集中し、業容の拡大及び収益力の強化に取り組んでおります。

　当第２四半期連結累計期間における当社グループの業績は、売上高１億84百万円（前年同四半期比15.2％減）、経常

損失37百万円（前年同四半期は53百万円の経常利益）、親会社株主に帰属する四半期純利益３億67百万円（前年同四半

期比528.6％増）となりました。

　貸金業におきましては、当第２四半期連結会計期間末の貸出金残高が15億71百万円（前期末比8.3％減）となりまし

た。

　不動産賃貸事業におきましては、第２四半期連結会計期間において、賃貸用不動産を新たに２件（投資金額33億58百

万円）取得致しました。その結果当第２四半期連結会計期間末の主な賃貸用不動産の残高は、57億66百万円（前期末比

47.2%増）となっており、その内訳は以下のとおりです。

取得年月 所在地 資産の内容 取得額 賃貸期間（年）

平成25年11月 神奈川県川崎市 土地 15億98百万円 21

平成28年６月 高知県高知市 土地 ３億24百万円 20

平成28年12月 青森県弘前市 土地 ４億86百万円 20

平成29年９月 富山県富山市 土地・建物 19億39百万円 25

平成29年９月 島根県松江市 土地・建物 14億20百万円 25

合計 57億66百万円

　当該不動産取得に際して、初期投資費用として23百万円を計上したこと、一般貸出債権に対して貸倒引当金を９百万

円計上したことにより、第２四半期連結累計期間は37百万円の経常損失を計上することとなりました。

　特別利益につきましては、第１四半期連結会計期間において東京都大田区西蒲田の物件を売却したことにより、５億

32百万円を計上しております。

　これらに加えて、法人税、住民税及び事業税79百万円、法人税等調整額46百万円等を計上したことにより、親会社株

主に帰属する四半期純利益は３億67百万円となりました。

　当第２四半期連結累計期間の１株当たり四半期純利益は７円37銭となりました。前第２四半期連結累計期間の１株当

たり四半期純利益は１円21銭、前連結会計年度における１株当たり当期純利益は３円20銭です。

　当第２四半期連結累計期間における年率換算した自己資本利益率は21.4％となっております。前連結会計年度におけ

る自己資本利益率は5.3％でした。

[セグメント情報]

　詳細は、12ページ「３．四半期連結財務諸表及び主な注記（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項（セグメント

情報等）」のとおりですが、主たる報告セグメントの業績は次のとおりであります。

（貸金事業）

　当事業部門におきましては、収益性、回収可能性等を慎重に吟味した上で、取組みを行っております。この結果、売

上高は69百万円(前年同期比31.4%減)、セグメント利益は65百万円(前年同期比26.0％減)となりました。

（不動産賃貸事業）

　当事業部門におきましては、大田区西蒲田の物件を売却しましたが、当第２四半期連結累計期間において富山県富山

市及び島根県松江市に賃貸用不動産を２件新規取得したことにより、売上高は１億14百万円(前年同期比1.0％減)、セグ

メント利益は61百万円(前年同期比28.7％増)となりました。
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（２）財政状態に関する説明

①資産、負債及び純資産の状況

（資産）

　当第２四半期連結会計期間末の流動資産は、前連結会計年度末と比較して７億６百万円増加し、29億62百万円となり

ました。これは主に、現金及び預金が７億11百万円増加したことなどによるものであります。

　固定資産は、前連結会計年度末と比較して18億17百万円増加し、63億14百万円となりました。これは主に、大田区西

蒲田の不動産を売却したことにより建物及び構築物81百万円、土地14億29百万円が減少する一方、新たに富山県富山市

及び島根県松江市に賃貸用不動産を購入したことで、信託建物９億53百万円、信託土地24億１百万円が各々増加しこと

などによるものであります。

　以上により、当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比較して25億23百万円増加し、92億76百

円となりました。

（負債）

　当第２四半期連結会計期間末の流動負債は、前連結会計年度末と比較して10億24百万円減少し、５億80百万円となり

ました。これは主に、不動産を売却したことに伴い、１年以内返済予定の長期借入金が９億47百万円減少し、また前受

金が１億80百万円減少したことなどによるものであります。

　固定負債は、前連結会計年度末と比較して28億80百万円増加し、49億22百万円となりました。これは主に、賃貸用不

動産２件の新規購入資金として、長期借入金が28億30百万円増加したことなどによるものであります。

　以上により、当第２四半期連結会計期間末の負債残高は、前連結会計年度末と比較して18億55百万円増加し、55億３

百万円となりました。

（純資産）

　当第２四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末と比較して６億67百万円増加し、37億73百万円となりま

した。これは主に、新株予約権の行使により、資本金と資本剰余金が各々１億64百万円増加したこと、利益剰余金が３

億67百万円増加したことなどによるものであります。

　

②キャッシュ・フローの状況

　当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比較して７億１百万円増加し、９

億５百万円となりました。当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりです。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当第２四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、１億60百万円の収入となりました。これは主に、

営業貸付金が１億41百万円減少したことなどによるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当第２四半期連結累計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは、16億53百万円の支出となりました。これは主に、

不動産売却により18億32百万円の収入を計上する一方、賃貸事業用不動産２件の取得により33億58百万円、預り保証金

の返還により24百万円を支出したことなどによるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当第２四半期連結累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、21億94百万円の収入となりました。これは主に、

長期借入金の借入による収入29億95百万円、新株予約権の行使による収入３億26百万円を計上する一方、長期借入金の

返済により11億11百万円を支出したことなどによるものであります。
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（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、平成29年５月19日に公表致しました業績予想を、平成29年10月31日に修正しております。詳しくは、同日公

表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。なお、当該業績予想につきましては、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、実際の業績等はさまざまな要因により大きく異な

る可能性があります。

平成30年３月期の連結業績予想（平成29年４月１日～平成30年３月31日） （百万円）

売上高 経常利益
親会社に帰属
する当期純利益

１株当たり
当期純利益

通 期 520 30 420 ８円31銭

（参考）前期実績
（平成29年３月期）

418 85 154 ３円20銭

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

会計方針の変更

（消費税等の会計処理）

固定資産に係る控除対象外消費税等につきましては、従来、発生事業年度の期間費用として処理をしておりましたが、

賃貸不動産事業における建物取得の需要が増したことにより重要性が高くなったため、当第２四半期連結会計期間より、

投資その他の資産の「長期前払費用」に計上し、法人税法の規定に基づいた均等償却に変更しております。

なお、この変更による影響額は軽微であるため、遡及適用は行っておりません。
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３．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成29年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成29年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 454,092 1,165,243

信託預金 61,759 168,508

営業貸付金 1,712,756 1,571,000

未収入金 16,376 1,658

未収収益 2,623 6,564

繰延税金資産 1,897 49,602

その他 6,625 9,583

貸倒引当金 ― △9,426

流動資産合計 2,256,131 2,962,734

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 105,945 23,927

信託建物（純額） ― 953,384

工具、器具及び備品（純額） 2,036 1,343

土地 2,386,202 957,149

信託土地 1,598,004 3,999,795

有形固定資産合計 4,092,189 5,935,600

無形固定資産

ソフトウエア 25,599 22,006

電話加入権 284 284

無形固定資産合計 25,883 22,290

投資その他の資産

投資有価証券 269,927 231,714

破産更生債権等 174,803 174,803

長期未収入金 98,716 89,143

長期前払費用 363 77,893

差入保証金 24,725 24,475

繰延税金資産 83,477 ―

その他 500 22,218

貸倒引当金 △273,520 △263,947

投資その他の資産合計 378,995 356,303

固定資産合計 4,497,068 6,314,194

資産合計 6,753,199 9,276,928
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成29年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成29年９月30日)

負債の部

流動負債

短期借入金 18,000 54,000

1年内返済予定の長期借入金 1,139,711 192,408

1年内返済予定の信託長期借入金 63,000 63,000

信託前受金 11,017 11,017

前受金 224,035 43,435

匿名組合預り金 123,417 108,700

未払法人税等 10,475 96,289

その他 16,062 12,102

流動負債合計 1,605,719 580,954

固定負債

長期借入金 679,349 3,509,847

信託長期借入金 1,275,000 1,243,500

長期預り保証金 34,550 10,614

信託預り保証金 33,051 139,643

繰延税金負債 19,420 18,523

固定負債合計 2,041,370 4,922,128

負債合計 3,647,090 5,503,082

純資産の部

株主資本

資本金 1,884,157 2,049,067

資本剰余金 3,936,709 4,101,619

利益剰余金 △2,772,161 △2,404,518

自己株式 △41 △46

株主資本合計 3,048,664 3,746,121

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 44,004 17,492

その他の包括利益累計額合計 44,004 17,492

新株予約権 13,440 10,231

純資産合計 3,106,109 3,773,845

負債純資産合計 6,753,199 9,276,928
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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２四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

売上高 217,382 184,292

売上原価 14,901 15,340

売上総利益 202,481 168,951

販売費及び一般管理費 131,929 184,365

営業利益又は営業損失（△） 70,551 △15,413

営業外収益

受取配当金 1,756 7,677

受取賃貸料 3,388 3,275

為替差益 ― 411

貸倒引当金戻入額 19,141 9,572

レンタル代金受領益 6,689 ―

その他 456 230

営業外収益合計 31,431 21,168

営業外費用

支払利息 34,214 29,884

賃貸不動産経費 801 798

為替差損 9,450 ―

借入手数料 2,575 5,971

その他 979 6,104

営業外費用合計 48,021 42,758

経常利益又は経常損失（△） 53,961 △37,004

特別利益

固定資産売却益 ― 532,915

貸倒引当金戻入額 51,913 ―

関係会社清算損失引当金戻入額 39,761 ―

特別利益合計 91,675 532,915

特別損失

関係会社清算損 104,468 ―

特別損失合計 104,468 ―

匿名組合損益分配前税金等調整前四半期純利益 41,169 495,911

匿名組合損益分配額 4,688 2,062

税金等調整前四半期純利益 36,480 493,848

法人税、住民税及び事業税 1,876 79,629

法人税等還付税額 △37,542 ―

法人税等調整額 13,662 46,576

法人税等合計 △22,003 126,206

四半期純利益 58,483 367,642

親会社株主に帰属する四半期純利益 58,483 367,642
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四半期連結包括利益計算書

第２四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

四半期純利益 58,483 367,642

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △7,940 △26,511

為替換算調整勘定 103,817 ―

その他の包括利益合計 95,877 △26,511

四半期包括利益 154,361 341,131

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 154,361 341,131
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 36,480 493,848

減価償却費及びその他の償却費 7,845 12,864

貸倒引当金の増減額（△は減少） △241,028 △146

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 62 ―

関係会社清算損失引当金の増減額（△は減少） △55,886 ―

受取利息及び受取配当金 △1,845 △7,774

支払利息 34,214 29,884

関係会社清算損 104,468 ―

有形固定資産売却損益（△は益） ― △532,915

破産更生債権等の増減額（△は増加） 214,028 ―

借入手数料 2,575 5,971

信託預金の増減額（△は増加） △481 △106,748

売上債権の増減額（△は増加） 1,372 △3,940

営業貸付金の増減額（△は増加） 830,397 141,756

その他 5,453 144,796

小計 937,655 177,595

利息及び配当金の受取額 1,845 7,774

利息の支払額 △34,214 △27,147

法人税等の還付額 39,474 5,509

法人税等の支払額 △9,683 △2,909

営業活動によるキャッシュ・フロー 935,078 160,822

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △5,000 △10,000

有形固定資産の売却による収入 ― 1,832,319

有形固定資産の取得による支出 △419,936 △3,358,696

投資有価証券の取得による支出 △146,207 ―

差入保証金の回収による収入 6,361 ―

預り保証金の受入による収入 800 864

預り保証金の返還による支出 ― △24,800

長期前払費用の取得による支出 ― △81,669

その他 10,000 △11,718

投資活動によるキャッシュ・フロー △553,982 △1,653,701
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(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 2,000 36,000

長期借入れによる収入 363,000 2,995,000

長期借入金の返済による支出 △36,376 △1,111,804

信託長期借入金の返済による支出 △30,500 △31,500

借入手数料の支払額 △2,575 △5,971

匿名組合員からの出資払込による収入 140,000 108,700

匿名組合員への出資払戻による支出 △200,000 △123,000

新株予約権の行使による株式の発行による収入 ― 326,610

自己株式の純増減額（△は増加） △9 △4

財務活動によるキャッシュ・フロー 235,539 2,194,029

現金及び現金同等物に係る換算差額 △422 ―

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 616,212 701,151

現金及び現金同等物の期首残高 85,828 204,092

現金及び現金同等物の四半期末残高 702,041 905,243
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（４）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）

　該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

　第２回新株予約権の権利行使による新株発行に伴い、当第２四半期連結累計期間において資本金が164,909千

円、資本準備金が164,909千円それぞれ増加し、当第２四半期連結会計期間末において資本金が2,049,067千円、

資本剰余金が4,101,619千円となっております。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自 平成28年４月１日 至 平成28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

（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貸金事業

不動産
賃貸事業

計

売上高

外部顧客への
売上高

101,233 115,534 216,767 615 217,382 － 217,382

セグメント間
の内部売上高
又は振替高

－ － － － － － －

計 101,233 115,534 216,767 615 217,382 － 217,382

セグメント利益 88,929 48,130 137,059 615 137,675 △83,713 53,961

（注）１．「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、電子部品のブランド使用料及び遊

技機レンタル事業であります。

２．セグメント利益の調整額△83,713千円は、セグメント間取引消去28,474千円、各報告セグメントに配分して

いない全社費用△112,187千円であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であ

ります。

３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自 平成29年４月１日 至 平成29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

（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貸金事業

不動産
賃貸事業

計

売上高

外部顧客への
売上高

69,423 114,371 183,794 497 184,292 － 184,292

セグメント間
の内部売上高
又は振替高

－ － － － － － －

計 69,423 114,371 183,794 497 184,292 － 184,292

セグメント利益
又は損失（△）

65,791 61,952 127,744 497 128,242 △165,246 △37,004

（注）１．「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、電子部品のブランド使用料であり

ます。

２．セグメント利益又は損失の調整額△165,246千円は、内部取引消去10,023千円、各報告セグメントに配分し

ていない全社費用△175,270千円であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費で

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経常損失と調整を行っております。
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