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1.  平成24年3月期第3四半期の業績（平成23年4月1日～平成23年12月31日） 

 

(2) 財政状態 

  

(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 ％

24年3月期第3四半期 1,665 △3.6 △266 ― △325 ― △335 ―
23年3月期第3四半期 1,729 △5.3 △324 ― △341 ― △863 ―

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

24年3月期第3四半期 △0.33 ―
23年3月期第3四半期 △0.85 ―

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

24年3月期第3四半期 3,007 2,033 67.5 2.02
23年3月期 3,569 2,328 65.2 2.31
（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  2,033百万円 23年3月期  2,328百万円

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

23年3月期 ― ― ― 0.00 0.00
24年3月期 ― ― ―
24年3月期（予想） 0.00 0.00

3.  平成24年3月期の業績予想（平成23年4月1日～平成24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 2,500 7.5 △300 ― △330 ― △350 ― △0.34



(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 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

4.  その他

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） 24年3月期3Q 1,020,698,682 株 23年3月期 1,020,698,682 株
② 期末自己株式数 24年3月期3Q 14,737,848 株 23年3月期 14,735,846 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 1,005,962,483 株 23年3月期3Q 1,005,962,836 株

※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 
基づく四半期財務諸表のレビュー手続きを終了していません。 

※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。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、四半期決算短信（添付資料）２ページ「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災から徐々に復興しつつありますが、他方

で欧州の金融危機に端を発した極端な円高傾向が輸出企業の業績に悪影響を与え、景気回復の足かせと

なっております。 

このような状況の下、当第３四半期累計期間の売上高につきましては、ニッケル事業では、前年同期

に比べ販売価格が低下したこと、ならびに販売数量が減少したことにより、売上高は７億10百万円（前

年同期比16.4％減）となりました。 

不動産事業では、２物件の販売用不動産の引き渡しが完了したことにより、売上高は１億96百万円

（前年同期比1299.5％増）となりました。 

教育事業では、新たに奈良地区に４校舎を開校し新規生徒の募集も順調に推移し、２年目以降は売上

に寄与するものの初年度は無料生が多く、また既存校の生徒の退会防止や不採算校のＦＣ化、切離し等

に努めましたが、売上高は７億58百万円（前年同期比12.2％減）となりました。 

この結果、当第３四半期累計期間の業績は、売上高16億65百万円（前年同期売上高17億29百万円）、

営業損失２億66百万円（前年同期営業損失３億24百万円）、経常損失３億25百万円（前年同期経常損失

３億41百万円）、四半期純損失３億35百万円（前年同四半期純損失８億63百万円）となりました。 

  

資産、負債及び純資産の状況 

 当第３四半期会計期間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５億32百万円減少

し、20億48百万円となりました。これは主に現金及び預金並びに販売用不動産の減少によるものであり

ます。 

 固定資産は前事業年度末に比べ29百万円減少し、９億59百万円となりました。これは主に敷金保証

金の減少によるものであります。 

 負債につきましては、流動負債は前事業年度末に比べ２億６百万円減少し、２億86百万円となりま

した。これは主に未払消費税等が減少したことによるものであります。 

 固定負債は、前事業年度末に比べ60百万円減少し、６億88百万円となりました。これは主に長期借

入金を１年以内返済予定の長期借入金に振り替えたことによるものであります。 

 純資産につきましては、前事業年度末に比べ２億95百万円減少し、20億33百万円となりました。こ

れは四半期純損失並びにその他有価証券評価差額金を計上したことによるものであります。 

  

 業績予想につきましては、平成23年11月11日に公表しました業績予想に変更はありません。 

  

  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する定性的情報

（２）財政状態に関する定性的情報

（３）業績予想に関する定性的情報
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収益性の低下により棚卸資産の簿価切り下げを行ない、その切り下げ額を売上原価に計上しておりま

す。  

  

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(その他)に関する事項

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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４．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

(単位：千円)

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 580,979 293,274

受取手形 87,121 99,482

売掛金 204,967 151,572

営業未収入金 32,610 57,715

有価証券 456,545 365,528

販売用不動産 1,011,247 878,368

商品 39,807 39,915

製品 55,921 84,890

仕掛品 2,768 3,754

原材料 21,887 2,131

前払費用 31,835 19,715

未収入金 53,291 51,402

預け金 2,360 2,290

その他 5,480 7,104

貸倒引当金 △6,514 △9,098

流動資産合計 2,580,311 2,048,047

固定資産   

有形固定資産   

建物 699,922 699,346

減価償却累計額 △355,371 △355,206

建物（純額） 344,550 344,139

構築物 29,778 29,778

減価償却累計額 △26,856 △27,150

構築物（純額） 2,922 2,627

機械及び装置 188,502 188,502

減価償却累計額 △186,107 △187,552

機械及び装置（純額） 2,395 949

車両運搬具 16,490 16,490

減価償却累計額 △10,825 △12,613

車両運搬具（純額） 5,664 3,876

工具、器具及び備品 183,557 180,042

減価償却累計額 △170,275 △169,703

工具、器具及び備品（純額） 13,281 10,338

リース資産 5,685 5,685

減価償却累計額 △1,421 △2,274

リース資産（純額） 4,264 3,411

建設仮勘定 5,280 －

有形固定資産合計 378,359 365,343
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期会計期間 
(平成23年12月31日) 

無形固定資産   

借地権 14,678 14,678

ソフトウエア 1,773 1,173

電話加入権 12,852 12,852

無形固定資産合計 29,304 28,704

投資その他の資産   

投資有価証券 327,753 368,042

関係会社株式 20,000 20,000

出資金 1,400 1,400

敷金及び保証金 197,300 136,388

長期貸付金 2,400 2,400

会員権 22,314 22,314

長期前払費用 5,236 6,938

長期未収入金 20,136 20,061

破産更生債権等 32,319 32,319

その他 10,936 12,238

貸倒引当金 △57,860 △56,222

投資その他の資産合計 581,937 565,880

固定資産合計 989,600 959,928

資産合計 3,569,911 3,007,976

負債の部   

流動負債   

買掛金 64,184 37,556

1年内返済予定の長期借入金 50,000 50,000

リース債務 1,193 298

未払金 51,512 53,343

未払費用 36,120 34,108

未払法人税等 28,810 17,293

未払消費税等 200,000 73,737

前受金 25,186 3,972

前受収益 4,085 4,085

預り金 10,414 11,433

賞与引当金 2,209 608

事業構造改善引当金 19,059 －

流動負債合計 492,776 286,437

固定負債   

長期借入金 646,000 596,000

長期前受収益 2,070 376

リース債務 3,244 3,244

繰延税金負債 7 －
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期会計期間 
(平成23年12月31日) 

退職給付引当金 7,608 8,881

役員退職慰労引当金 43,910 40,155

受入敷金保証金 17,737 11,251

資産除去債務 27,953 28,300

固定負債合計 748,530 688,209

負債合計 1,241,307 974,646

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,000,000 5,000,000

資本剰余金   

その他資本剰余金 1,560,321 1,560,321

資本剰余金合計 1,560,321 1,560,321

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 △3,845,387 △4,180,958

利益剰余金合計 △3,845,387 △4,180,958

自己株式 △331,746 △331,747

株主資本合計 2,383,187 2,047,615

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △54,582 △14,286

評価・換算差額等合計 △54,582 △14,286

純資産合計 2,328,604 2,033,329

負債純資産合計 3,569,911 3,007,976
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（２）四半期損益計算書 
 第３四半期累計期間 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

売上高 1,729,170 1,665,238

売上原価 1,632,294 1,549,388

売上総利益 96,875 115,850

販売費及び一般管理費 420,926 382,445

営業損失（△） △324,051 △266,594

営業外収益   

受取利息及び配当金 9,032 9,647

受取賃貸料 5,927 5,918

貸倒引当金戻入額 － 1,245

賞与引当金戻入額 － 1,147

役員退職慰労引当金戻入額 － 4,177

その他 11,659 11,495

営業外収益合計 26,619 33,631

営業外費用   

有価証券評価損 42,439 91,016

売上割引 759 513

その他 894 866

営業外費用合計 44,092 92,396

経常損失（△） △341,524 △325,359

特別利益   

受取和解金 7,669 1,722

役員退職慰労引当金戻入額 661 －

その他 200 －

特別利益合計 8,530 1,722

特別損失   

過年度損益修正損 1,117 －

事業撤退損 505 3,573

貸倒損失 3,136 －

投資有価証券評価損 380,713 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 9,026 －

貸倒引当金繰入額 29,810 －

事業構造改善引当金繰入額 22,288 －

訴訟損失引当金繰入額 75,291 －

特別損失合計 521,889 3,573

税引前四半期純損失（△） △854,883 △327,210

法人税、住民税及び事業税 8,697 8,359

法人税等合計 8,697 8,359

四半期純損失（△） △863,580 △335,570
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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。  

  

（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

（５）重要な後発事象
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