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1. 2020年3月期第2四半期の業績（2019年4月1日～2019年9月30日）

(1) 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 ％

2020年3月期第2四半期 303 △58.0 △109 ― △102 ― △119 ―

2019年3月期第2四半期 722 27.3 25 ― 60 ― 47 ―

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

2020年3月期第2四半期 △1.18 ―

2019年3月期第2四半期 0.47 ―

(2) 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

2020年3月期第2四半期 2,428 2,251 92.7 22.38

2019年3月期 2,611 2,431 93.1 24.17

（参考）自己資本 2020年3月期第2四半期 2,251百万円 2019年3月期 2,431百万円

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

2019年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

2020年3月期 ― 0.00

2020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

（注）当社は、定款において第２四半期末日および期末日を配当基準日と定めておりますが、現時点では当該基準日における配当予想は未定としております。

3. 2020年 3月期の業績予想（2019年 4月 1日～2020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 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 620 △42.8 △180 ― △170 ― △190 ― △1.89

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有



※ 注記事項

(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

(2) 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

(3) 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） 2020年3月期2Q 100,593,749 株 2019年3月期 100,593,749 株

② 期末自己株式数 2020年3月期2Q 1,358 株 2019年3月期 1,064 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2020年3月期2Q 100,592,549 株 2019年3月期2Q 100,592,715 株

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の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およ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およ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－３「１.当四半期決算に関する定性的情報 （３）業績予想などの将来予測情報に関する説明」の記載事項をご覧ください。
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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

当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、雇用環境や企業収益の改善が続いているものの、貿易戦争など

のあおりを受け米国経済の下振れリスクの高まりや中国経済の成長が減速するなど、先行き不透明な状況で推移

　 しました。

　 このような状況の下、当第２四半期累計期間における当社の業績は、売上高３億３百万円（前年同四半期比58.0

　 ％減）、営業損失１億９百万円（前年同四半期営業利益25百万円）となり、受取利息及び配当金４百万円と受取

　 賃貸料３百万円等を営業外収益に計上したこと等により、経常損失１億２百万円（前年同四半期経常利益60百万

　 円）となりました。また、子会社株式評価損13百万円を特別損失に計上したため、四半期純損失は１億19百万円

　 （前年同四半期純利益47百万円）となりました。

　 セグメント業績は次のとおりであります。

　 （ニッケル事業）

　 前年同期に比べ販売数量が減少したことにより、売上高は２億28百万円（前年同四半期３億48百万円 19.0％

　 減）となりました。

　 （不動産事業）

　 賃貸料収入のみが計上されたことにより、売上高は11百万円（前年同四半期３億９百万円 96.3％減）となり

　 ました。

（教育事業）

　 学習塾校舎の全面的なＦＣ化の影響で、売上高は９百万円(前年同四半期63百万円 85.2％減)となりました。

（２）財政状態に関する説明

　 資産・負債及び純資産の状況

　 （資産）

　 当第２四半期末の資産につきましては、流動資産は前事業年度末に比べ88百万円減少し、14億77百万円と

なりました。

　 固定資産は、前事業年度末に比べ95百万円減少し、９億51百万円となりました。これは主に投資有価証券

　 の減少等によるものであります。

（負債）

　 当第２四半期末の負債につきましては、流動負債は前事業年度末に比べ４百万円減少し、69百万円となりま

　 ました。これは主に未払金と未払法人税等の減少等によるものであります。

　 固定負債は、前事業年度末に比べ１百万円増加し、１億７百万円となりました。

（純資産）

　 当第２四半期末の純資産につきましては、前事業年度末に比べ１億80百万円減少し、22億51百万円となりま

　 した。これは主に四半期純損失を計上したことと、その他有価証券評価差額金が減少したことによるものであ

　 ります。

　 キャッシュ・フローの状況

　 当第２四半期累計期間における現金及び現金同等品（以下「資金」という）の四半期末残高は、前事業年度

　 末に比べ１億７百万円減少し２億88百万円となりました。

　 （営業活動によるキャッシュ・フロー）

　 当第２四半期累計期間における営業活動により減少した資金は、１億23百万円（前年同四半期53百万円の減

　 少）となりました。

　 その主な内容は、税引前四半期純損失及び、たな卸資産の増加等によるものであります。
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　 （投資活動によるキャッシュ・フロー）

　 当第２四半期累計期間における投資活動により増加した資金は、15百万円（前年同四半期43百万円の減少）

　 となりました。

　 その主な内容は、投資有価証券の払戻による収入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２四半期累計期間における財務活動により減少した資金は、0.03百万円（前年同四半期0.1百万円の減

　 少となりました。

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

　 業績予想につきましては、2020年３月期 第２四半期の業績状況を踏まえ、2020年３月期通期業績予想につい

　 て変更を行なっております。詳細につきましては本日、2019年11月14日発表の「2020年３月期 第２四半期累計

　 期間 業績予想と実績との差異及び通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。
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２．四半期財務諸表及び主な注記

（１）四半期貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(2019年３月31日)

当第２四半期会計期間
(2019年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 411,448 303,535

受取手形 56,230 39,576

売掛金 74,886 77,914

営業未収入金 6,280 4,165

有価証券 144,540 137,415

販売用不動産 555,577 468,965

商品 245,474 425,326

前渡金 33,180 -

前払費用 7,802 5,183

未収入金 5,526 4,625

未収還付法人税等 4,447 889

預け金 659 619

未収消費税等 21,664 10,088

その他 1,717 2,385

貸倒引当金 △3,983 △3,648

流動資産合計 1,565,454 1,477,042

固定資産

有形固定資産

建物 434,856 434,404

減価償却累計額 △227,387 △231,329

建物（純額） 207,468 203,075

構築物 1,187 1,187

減価償却累計額 △1,187 △1,187

構築物（純額） - -

機械及び装置 8,941 8,941

減価償却累計額 △8,941 △8,941

機械及び装置（純額） - -

車両運搬具 15,469 15,469

減価償却累計額 △4,292 △6,159

車両運搬具（純額） 11,176 9,310

工具、器具及び備品 137,104 137,012

減価償却累計額 △136,263 △136,417

工具、器具及び備品（純額） 841 594

有形固定資産合計 219,486 212,980
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(単位：千円)

前事業年度
(2019年３月31日)

当第２四半期会計期間
(2019年９月30日)

投資その他の資産

投資有価証券 707,171 631,679

関係会社株式 19,871 6,370

出資金 1,400 1,400

敷金及び保証金 58,424 58,353

長期貸付金 2,400 2,400

会員権 19,308 19,308

長期前払費用 1,728 1,573

長期未収入金 21,522 21,472

その他 22,334 23,057

貸倒引当金 △27,122 △27,072

投資その他の資産合計 827,039 738,541

固定資産合計 1,046,525 951,521

資産合計 2,611,980 2,428,564
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(単位：千円)

前事業年度
(2019年３月31日)

当第２四半期会計期間
(2019年９月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 8,679 10,638

未払金 16,854 12,817

未払費用 4,471 3,118

未払法人税等 38,889 35,520

前受金 330 79

前受収益 648 2,956

預り金 2,227 1,924

賞与引当金 2,078 2,059

その他 - 67

流動負債合計 74,179 69,181

固定負債

退職給付引当金 11,872 12,770

役員退職慰労引当金 58,020 59,480

受入敷金保証金 2,470 1,800

繰延税金負債 315 65

資産除去債務 33,507 33,771

固定負債合計 106,185 107,887

負債合計 180,364 177,068

純資産の部

株主資本

資本金 1,500,000 1,500,000

資本剰余金

資本準備金 5,029 5,029

その他資本剰余金 816,284 816,284

資本剰余金合計 821,313 821,313

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 △374,188 △493,250

利益剰余金合計 △374,188 △493,250

自己株式 △74 △83

株主資本合計 1,947,051 1,827,979

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 484,563 423,516

評価・換算差額等合計 484,563 423,516

純資産合計 2,431,615 2,251,496

負債純資産合計 2,611,980 2,428,564
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（２）四半期損益計算書

第２四半期累計期間

(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2018年４月１日
　至 2018年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

売上高 722,624 303,517

売上原価 483,932 224,008

売上総利益 238,691 79,508

販売費及び一般管理費 213,593 188,640

営業利益又は営業損失（△） 25,098 △109,132

営業外収益

受取利息及び配当金 26,732 4,932

受取賃貸料 3,276 3,000

有価証券評価益 5,467 -

その他 84 6,283

営業外収益合計 35,560 14,215

営業外費用

有価証券評価損 - 7,125

売上割引 185 40

その他 2 -

営業外費用合計 187 7,165

経常利益又は経常損失（△） 60,470 △102,081

特別利益

固定資産売却益 903 552

特別利益合計 903 552

特別損失

固定資産除却損 - 278

減損損失 1,832 92

子会社株式評価損 - 13,501

特別損失合計 1,832 13,872

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 59,541 △115,401

法人税、住民税及び事業税 12,273 3,660

法人税等合計 12,273 3,660

四半期純利益又は四半期純損失（△） 47,268 △119,061
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2018年４月１日
　至 2018年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失
（△）

59,541 △115,401

減価償却費 6,195 6,290

減損損失 1,832 92

有形固定資産売却損益（△は益） △903 △552

有形固定資産除却損 - 278

子会社株式評価損 - 13,501

有価証券評価損益（△は益） △5,467 7,125

受取利息及び受取配当金 △26,732 △4,932

賞与引当金の増減額（△は減少） △40 △19

退職給付引当金の増減額（△は減少） 804 898

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 1,460 1,460

貸倒引当金の増減額（△は減少） 812 △384

売上債権の増減額（△は増加） △13,620 15,741

仕入債務の増減額（△は減少） △1,480 1,959

たな卸資産の増減額（△は増加） △71,370 △93,826

前渡金の増減額（△は増加） 33,376 33,180

前払費用の増減額（△は増加） △197 2,619

未収入金の増減額（△は増加） △2,421 3,058

未払金の増減額（△は減少） △5,189 △4,016

未払費用の増減額（△は減少） △1,258 △1,352

預り金の増減額（△は減少） △349 △303

前受金の増減額（△は減少） △30,133 △250

前受収益の増減額（△は減少） 2,029 2,308

未収又は未払消費税等の増減額（△は減少） △22,008 11,575

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は
減少）

2,039 290

その他 4,066 212

小計 △69,013 △120,448

利息及び配当金の受取額 22,638 4,177

法人税等の支払額 △7,456 △7,320

営業活動によるキャッシュ・フロー △53,831 △123,591

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △14,515 -

原状回復による支出 △648 -

有価証券の取得による支出 △29,732 -

投資有価証券の払戻による収入 - 12,096

投資有価証券の償還による収入 - 2,863

敷金及び保証金の回収による収入 2,200 1,471

その他 △722 △722

投資活動によるキャッシュ・フロー △43,419 15,708

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出 △135 -

配当金の支払額 △52 △20

その他 △5 △9

財務活動によるキャッシュ・フロー △193 △30

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △97,444 △107,912

現金及び現金同等物の期首残高 766,326 396,448

現金及び現金同等物の四半期末残高 668,881 288,535
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（４）四半期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）

　 該当事項はありません。

（四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）

　 該当事項はありません。
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