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1.  平成25年3月期の連結業績（平成24年4月1日～平成25年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

25年3月期 5,405 △37.3 331 38.4 274 ― 166 ―
24年3月期 8,623 ― 239 ― △323 ― △211 ―

（注）包括利益 25年3月期 263百万円 （―％） 24年3月期 △319百万円 （―％）

1株当たり当期純利益 自己資本当期純利益率 総資産経常利益率 売上高営業利益率
円 銭 ％ ％ ％

25年3月期 10.74 7.0 2.2 6.1
24年3月期 △13.60 △9.5 △2.5 2.8

（参考） 持分法投資損益 25年3月期  ―百万円 24年3月期  ―百万円

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

25年3月期 12,200 2,680 20.3 159.73
24年3月期 13,008 2,421 17.2 143.68

（参考） 自己資本   25年3月期  2,481百万円 24年3月期  2,232百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

25年3月期 395 △112 △304 147
24年3月期 425 △184 △299 151

2.  配当の状況 

 

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

24年3月期 ― ― ― 0.00 0.00 ― ― ―
25年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―
26年3月期(予想) ― 0.00 ― 0.00 0.00 ―

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26年 3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）

 

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) 2,800 △12.1 390 204.6 390 215.4 210 203.1 13.52
通期 5,500 1.7 770 132.6 770 180.7 450 169.7 28.97



※  注記事項 
(1) 期中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) 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） 

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） 25年3月期 15,534,943 株 24年3月期 15,534,943 株
② 期末自己株式数 25年3月期 53 株 24年3月期 4 株
③ 期中平均株式数 25年3月期 15,534,904 株 24年3月期 15,534,939 株

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手続は終
了しておりません。 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
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。 
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当連結会計年度における世界経済は、欧州債務問題や米国財政問題、新興国経済の減速などを背景に総

じて厳しい環境が続きましたが、年度末にかけて、米国経済は緩やかな回復基調で推移し、ユーロ圏や中

国など新興国におきましても持ち直しの兆しが現れてまいりました。 

  一方、我が国経済におきましては、昨年末までは世界経済の減速や円高などにより、輸出企業の業績に

深刻な影響を与えておりましたが、新政権による日本経済再生に向けた経済対策への展望が、株価の大幅

な上昇や円高の是正へと繋がり、デフレ不況の脱却から景気回復へと先行きに向けた期待感が広がってま

いりました。 

 このような環境下、当社グループは、中長期的な経営戦略の具現化と更なる企業価値の向上のため、グ

ループの中核事業である電気機器事業や不動産賃貸事業により業績を確保しながら、財務内容の健全化や

不採算部門からの撤退など、各事業の市場環境に応じた経営基盤の強化とグループ活性化の促進を重点的

に図ってまいりました。 

  これらの結果、当連結会計年度の売上高は5,405百万円（前期比37.3％減）、営業利益331百万円（前期

比38.4％増）、経常利益274万円（前期比―％）、当期純利益166百万円（前期比―％）を計上いたしまし

た。 

  セグメント別の業績は次のとおりです。 

① 電気機器等の製造販売事業 

  当事業の製品であるコンシューマー用映像機器の市場は、欧州債務危機による市場の低迷や、新興メ

ーカーからの安値攻勢などの影響を受け、厳しい事業環境が続きました。 

  競争激化が進む中、当事業におきましては、前期より継続して利益率を重視した営業戦略に取り組

み、取り扱い品目を厳選し、取引先との連携を図りながら販路、製品群、数量等について抜本的な見直

しを図るなど、収益力の改善に鋭意注力してまいりました。 

  これらの結果、売上高4,448百円（前期比41.0％減）、セグメント利益225百万円（前期比24.4％減）

を計上いたしました。 

  

② 不動産開発及び賃貸管理事業 

  当事業の不動産賃貸管理部門におきましては、中国深セン市に所有する賃貸物件について、安定した

不動産収入を計上しております。 

 中国の不動産市場は、中国経済の減速や住宅不動産抑制策などにより落ち着きを見せながらも、オフ

ィスや商業用施設の不動産価格は上昇傾向にあり、中でも、深セン市は急速な経済発展と共に更なる国

際都市への発展を推進しており、中国政府が、深セン市西部に位置する前海地区に、金融を中心とした

サービス産業特区を新設することを発表したことから、深セン市は国内外の注目を集めております。 

 当社グループが保有する物件につきましても、深セン市中心部の利便性の高い場所に位置しているこ

とから、高いニーズを誇っており、当事業の不動産賃貸部門は引き続き好調に推移いたしました。 

 不動産開発部門につきましては、前述の賃貸物件の土地136千平方メートルを、深セン市都市開発プ

ロジェクト「皇冠科技園」（仮称）として、総合都市開発を予定しており、引き続き開発申請や行政手

続きなどの準備に取り組んでまいりました。深セン市中心部の も注目されるエリアに位置し、広大な

規模となる当該開発プロジェクトは、市が提唱する金融・商業・情報などのサービス産業を中心とした

総合開発を予定しており、また当該開発は深セン市の重大プロジェクトとして位置付けられていること

から、市政府の政策による変更や要請に適宜対応し協議調整を図りながら開発構想を検討し、引き続き

計画の策定を行っております。 

 当社グループは、当該事業を今後のグループの成長戦略の柱として位置付け、経営資源を集中させ、

グループ全体を牽引する事業として推進してまいります。 

１．経営成績・財政状態に関する分析

（１）経営成績に関する分析
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 これらの結果、売上高684百万円（前期比19.8％増）、セグメント利益362百万円（前期比78.1％増）

を計上いたしました。 

  

③ 物資等、医薬品及び医療器具等の販売事業 

 医薬品等の販売部門におきましては、販売網の整備、代理店の拡充、各種認証手続きやマーケティン

グなど、主に営業基盤の強化に注力してまいりました。 

 中国は、急速な経済発展を遂げる一方で、環境汚染による問題は深刻化しており、これによるガン患

者数の増加は喫緊の課題となっております。 

 こうした中、当部門が取り扱うガンの診断試薬につきましては、医薬関連の学会や医療関係機関等に

おいて感心が高く、好評を得ており、今後著しい成長が見込まれる中国のガン関連市場において、当該

商品群は、市場への早期浸透が求められる商品群となっており、今後はさらに宣伝活動の強化と充実を

図ってまいります。 

 また、当部門を主力事業とする連結子会社の隆邦医薬貿易有限公司は、新たなビジネス展開も視野に

入れ、深セン前海地区に本社を移転する予定です。同地区は、金融、税制、法制のほか医療分野につい

ても様々な施策が検討されており、今後当部門は、同地区を本拠点とし、中国全土にかかる販売網を生

かし、早期普及拡大に取り組んでまいります。 

 金属加工部門におきましては、前期を通じ、収益構造の見直しや生産効率化による固定費の圧縮・削

減に努めてまいりましたが、当連結会計年度では、当部門における不採算部門の事業縮小を図りまし

た。 

 これらの結果、売上高272百万円（前期比42.9％減）、セグメント損失84百万円（前期比―％）を計

上いたしました。 

  

[次期の見通し] 

 今後の世界経済は、先進国におきましては様々な政策措置が採られ、市場安定化に向けた努力が継続

して行われていることから景気回復に期待感が持たれており、また新興国におきましても景気刺激策な

どが成長を促し、全体としては緩やかな回復基調が続くと予想されます。 

 日本経済におきましては、欧州債務問題や為替市場の動向等、不確実性は残るものの、日本経済再生

に向けた金融政策や財政政策等により、企業業績の好転から雇用の創出、個人消費の向上へと波及効果

を受け、短期的には成長を押し上げるものと予想されます。 

 このような状況下、当社グループは、各事業がそれぞれの市場に合わせた適切且つ柔軟な施策を積極

的に展開し、持続的成長を実現することにより、グループの更なる成長と企業価値の向上を目指してま

いります。 
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次期における通期の連結業績見通しは、次のとおりです。 

   売上高   ５，５００百万円 

   営業利益    ７７０百万円 

   経常利益    ７７０百万円 

   当期純利益   ４５０百万円 

  

なお、業績見通し等の将来の記述は、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。 

  

[資産、負債及び純資産の状況] 

  当連結会計年度末における総資産は、前連結会計年度末に比べ808百万円減少し、12,200百万円となり

ました。これは主に、営業債権が減少したことによるものであります。 

  当連結会計年度末における負債は、前連結会計年度末に比べ1,067百万円減少し、9,520百万円となりま

した。これは主に、営業債務が減少したことによるものであります。 

  当連結会計年度末における純資産は、259百万円増加し、2,680百万円となりました。これは主に、当期

純利益の計上により利益剰余金が増加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] 

  当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、147百万円とな

り、前連結会計年度より３百万円の減少となりました。 

  各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

  営業活動による資金は395百万円増加いたしました。これは主に、営業利益の計上、売上債権の減少及

び仕入債務の減少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） 

  投資活動による資金は112百万円減少いたしました。これは主に、貸付金の支出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） 

  財務活動による資金は、304百万円減少いたしました。これは主に、借入金の返済によるものでありま

す。 

  

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  

（２）財政状態に関する分析

平成21年３月期 平成22年３月期 平成23年３月期 平成24年３月期 平成25年３月期

自己資本比率（％） 55.2 40.4 17.8 17.2 20.3

時価ベースの自己資本比率
（％）

18.5 45.4 30.0 47.9 41.4

キャッシュ・フロー対有利子 
負債比率（％）

― ― ― 1,820.5 1,946.9

インタレスト・カバレッジ・ 
レシオ（倍）

― ― ― 86.1 100.35
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(注) １ 自己資本比率       ： 自己資本/総資産 

時価ベースの自己資本比率 ： 株式時価総額/総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率 ： 有利子負債/営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ ： 営業キャッシュ・フロー/利払い 

２ いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

３ 株式時価総額は自己株式を除く発行済株式総数をベースに算出しております。 

４ キャッシュ・フローは営業活動によるキャッシュ・フローを使用しております。 

５ 有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っているすべての負債を対象としております。 

６ 営業キャッシュ・フローがマイナスの期については、キャッシュ・フロー対有利子負債比率、インタレスト・カバレッジ・レシオ

を記載しておりません。 

  

当社では、株主様への利益還元を経営の重要な施策の一つとして位置付けており、将来における企業成

長と経営環境の変化に対応するために必要な内部留保を確保しつつ、安定的な利益還元を継続的に行うこ

とを基本方針としております。 

 なお、当期末及び次期の配当につきましては、誠に遺憾ではございますが見送らせていただきたいと存

じます。 

  

有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響

を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。 

 なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであり

ます。  

 ① 映像機器への高い依存度について 

当社グループの売上高に占める映像機器製品の割合は、当連結会計年度においては82％を占め、なか

でもテレビ事業の割合が68％と高い比率を占めていることが特徴です。 

このような状況下、電気機器等の製造販売事業では、ＬＥＤテレビなど、利益率の高い機種に絞込

み、他部門の不動産賃貸管理及び医薬品卸販売等の事業活動の強化とともに、不動産総合開発プロジェ

クトの組織体制の構築を行い、事業の促進を図っております。 

 ② 為替相場の変動による影響について 

当社グループは、取引先のほとんどが海外であり、外貨建取引により発生する資産及び負債を保有し

ているため、為替相場の動向によって業績が変動するリスクがあります。このため、為替相場の動向や

将来の見通しなどを踏まえ、回収サイトを早めるなど一定のコントロールを行うことによりリスクの軽

減を図っております。 

 ③ 借入金債務について 

当社グループの借入金債務につきましては、順次削減を進めた結果、当連結会計年度末の借入金残高

は7,696百万円となりました。今後も一層の削減を進めてまいります。 

  

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

（４）事業等のリスク
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 近の有価証券報告書（平成24年６月28日提出）における「事業系統図（事業の内容）」及び「関係会社

の状況」から重要な変更がないため、開示を省略しております。 

 なお、連結子会社である宮越商事株式会社は、平成24年７月2日付けで「クラウン株式会社」に商号変更

しております。 

  

 平成24年３月期決算短信（平成24年５月15日開示）により開示を行った内容から重要な変更がないため開

示を省略しております。 

 当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

  

 （当社ホームページ） 

 URL  http://www.miyakoshi-holdings.com                          

  

 （東京証券取引所ホームページ（上場会社情報検索ページ）） 

 URL   http://www.tse.or.jp/listing/compsearch/index.html 

  

  

  

  

２．企業集団の状況

３．経営方針
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４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 151 147

売掛金 2,098 977

たな卸資産 57 46

繰延税金資産 168 1

その他 326 426

貸倒引当金 △9 △5

流動資産合計 2,792 1,595

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,660 1,848

減価償却累計額 △1,648 △1,848

建物及び構築物（純額） 11 0

機械装置及び運搬具 45 51

減価償却累計額 △29 △36

機械装置及び運搬具（純額） 16 15

その他 53 63

減価償却累計額 △47 △54

その他（純額） 5 8

建設仮勘定 － 32

有形固定資産合計 33 56

無形固定資産   

のれん 511 472

土地使用権 1,115 1,192

その他 0 0

無形固定資産合計 1,628 1,666

投資その他の資産   

投資有価証券 10 10

長期貸付金 16,787 15,947

繰延税金資産 4 3

長期未収入金 759 801

その他 55 54

貸倒引当金 △9,062 △7,933

投資その他の資産合計 8,554 8,882

固定資産合計 10,215 10,605

資産合計 13,008 12,200
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,982 881

短期借入金 333 －

未払法人税等 23 36

賞与引当金 4 3

繰延税金負債 － 22

その他 321 548

流動負債合計 2,665 1,492

固定負債   

長期借入金 7,411 7,696

繰延税金負債 260 93

退職給付引当金 56 11

その他 193 226

固定負債合計 7,921 8,027

負債合計 10,587 9,520

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,000 2,000

資本剰余金 1,744 1,744

利益剰余金 △806 △639

自己株式 △0 △0

株主資本合計 2,938 3,105

その他の包括利益累計額   

為替換算調整勘定 △706 △623

その他の包括利益累計額合計 △706 △623

少数株主持分 189 199

純資産合計 2,421 2,680

負債純資産合計 13,008 12,200
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
 連結損益計算書 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

売上高 8,623 5,405

売上原価 7,908 4,662

売上総利益 714 743

販売費及び一般管理費 475 412

営業利益 239 331

営業外収益   

受取利息 9 9

貸倒引当金戻入額 39 －

為替差益 － 7

その他 2 3

営業外収益合計 51 20

営業外費用   

支払利息 4 3

貸倒損失 577 47

支払補償費 － 8

その他 31 17

営業外費用合計 614 77

経常利益又は経常損失（△） △323 274

特別利益   

債務免除益 14 －

固定資産売却益 0 －

特別利益合計 15 －

特別損失   

固定資産除却損 49 －

関係会社株式売却損 7 －

その他 0 －

特別損失合計 57 －

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

△365 274

法人税、住民税及び事業税 75 104

法人税等調整額 △171 12

法人税等合計 △95 117

少数株主損益調整前当期純利益又は少数株主損益調
整前当期純損失（△）

△269 156

少数株主損失（△） △58 △10

当期純利益又は当期純損失（△） △211 166
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 連結包括利益計算書 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益又は少数株主損益調
整前当期純損失（△）

△269 156

その他の包括利益   

為替換算調整勘定 △50 107

その他の包括利益合計 △50 107

包括利益 △319 263

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 △253 249

少数株主に係る包括利益 △66 14
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（３）連結株主資本等変動計算書 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成25年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 8,164 2,000

当期変動額   

株式移転による増加 △1,754 －

資本金から剰余金への振替 △4,409 －

当期変動額合計 △6,164 －

当期末残高 2,000 2,000

資本剰余金   

当期首残高 7,848 1,744

当期変動額   

株式移転による増加 1,754 －

資本金から剰余金への振替 4,409 －

欠損填補 △12,257 －

自己株式の消却 △10 －

当期変動額合計 △6,103 －

当期末残高 1,744 1,744

利益剰余金   

当期首残高 △12,852 △806

当期変動額   

欠損填補 12,257 －

当期純利益又は当期純損失（△） △211 166

当期変動額合計 12,046 166

当期末残高 △806 △639

自己株式   

当期首残高 △10 △0

当期変動額   

自己株式の取得 △0 △0

自己株式の消却 10 －

当期変動額合計 10 △0

当期末残高 △0 △0

株主資本合計   

当期首残高 3,149 2,938

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） △211 166

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 △211 166

当期末残高 2,938 3,105
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

その他の包括利益累計額   

為替換算調整勘定   

当期首残高 △664 △706

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △42 82

当期変動額合計 △42 82

当期末残高 △706 △623

その他の包括利益累計額合計   

当期首残高 △664 △706

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △42 82

当期変動額合計 △42 82

当期末残高 △706 △623

少数株主持分   

当期首残高 255 189

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △66 9

当期変動額合計 △66 9

当期末残高 189 199

純資産合計   

当期首残高 2,740 2,421

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） △211 166

自己株式の取得 △0 △0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △108 92

当期変動額合計 △319 259

当期末残高 2,421 2,680
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純
損失（△）

△365 274

減価償却費 117 62

のれん償却額 39 39

貸倒引当金の増減額（△は減少） △55 △1,132

退職給付引当金の増減額（△は減少） 34 △46

賞与引当金の増減額（△は減少） △0 △1

受取利息 △9 △9

支払利息 4 3

為替差損益（△は益） 1 0

有形固定資産除却損 49 －

貸倒損失 577 47

売上債権の増減額（△は増加） 461 1,126

たな卸資産の増減額（△は増加） △6 14

仕入債務の増減額（△は減少） △369 △1,103

その他の固定資産の増減額（△は増加） － 1,173

その他 12 34

小計 492 482

利息の受取額 8 7

利息の支払額 △1 △0

法人税等の支払額 △74 △94

営業活動によるキャッシュ・フロー 425 395

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 △0 △34

有形固定資産の売却による収入 4 47

投資有価証券の売却による収入 0 －

貸付けによる支出 △273 △138

貸付金の回収による収入 88 16

差入保証金の差入による支出 △11 △3

差入保証金の回収による収入 8 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △184 △112

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 28 31

短期借入金の返済による支出 △119 △122

長期借入金の返済による支出 △208 △213

自己株式の取得による支出 △0 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △299 △304

現金及び現金同等物に係る換算差額 △9 18

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △68 △3

現金及び現金同等物の期首残高 219 151
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成25年３月31日) 

現金及び現金同等物の期末残高 151 147
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該当事項はありません。 

  

近の有価証券報告書（平成24年６月28日提出）における記載から重要な変更がないため、開示を

省略しております。  

  

  １ 報告セグメントの概要 

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可

能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対

象となっているものであります。 

 当社グループは、経営企画部を置き、経営企画部は事業の種類別に取り扱う製品・サービスにつ

いて国内及び海外の包括的な戦略を立案し事業活動を展開しております。 

 したがって、セグメントについては事業の種類別に構成されており、「電気機器等の製造販

売」、「不動産開発及び賃貸管理」、「物資等、医薬品及び医療器具等の販売」の３事業を報告セ

グメントとしております。 

① 電気機器等の製造販売  

  当事業は、映像機器等を中心とした委託生産品の販売を行っております。 

② 不動産開発及び賃貸管理 

   当事業は、不動産の開発、所有物件の賃貸及び管理業務を行っております。 

③ 物資等、医薬品及び医療器具等の販売 

   当事業は、医薬品等の卸販売、物資等の仕入・販売及び金属加工の製造・販売を行っており

ます。 

  

  ２ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額の算定方法 

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重

要な事項」における記載と同一であります。 

 報告セグメントの利益は、営業利益(のれん償却前)ベースの数値であり、セグメント間の内部収

益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。  

  

（５）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)

(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)

(セグメント情報等)

セグメント情報

 (1) 報告セグメントの決定方法

 (2) 各報告セグメントに属する製品及びサービスの種類

宮越ホールディングス㈱(6620)　平成25年３月期決算短信

15



  
３ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額に関する情報 

前連結会計年度(自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日)  

 
  

当連結会計年度(自 平成24年４月１日 至 平成25年３月31日)  

 
  

(単位：百万円)

報告セグメント

その他 合計
電気機器等の

製造販売
不動産開発

及び賃貸管理

物資等、医薬
品及び医療器
具等の販売

計

売上高

  外部顧客への売上高 7,545 571 477 8,593 29 8,623

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

― 54 ― 54 ― 54

計 7,545 625 477 8,647 29 8,677

セグメント利益又は損失（△） 298 203 △35 466 △47 418

セグメント資産 2,007 2,061 317 4,386 56 4,442

その他の項目

 減価償却費 ― 103 4 108 9 117

 有形固定資産及び 
 無形固定資産の増加額

― 0 0 0 ― 0

(単位：百万円)

報告セグメント

その他 合計
電気機器等の

製造販売
不動産開発

及び賃貸管理

物資等、医薬
品及び医療器
具等の販売

計

売上高

  外部顧客への売上高 4,448 684 272 5,405 ― 5,405

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

― 26 ― 26 ― 26

計 4,448 711 272 5,432 ― 5,432

セグメント利益又は損失（△） 225 362 △84 503 ― 503

セグメント資産 938 2,081 239 3,259 ― 3,259

その他の項目

 減価償却費 ― 59 2 62 ― 62

 有形固定資産及び 
 無形固定資産の増加額

― 37 ― 37 ― 37
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４ 報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事

項) 

(単位：百万円) 

 
  

(単位：百万円) 

 
(注)  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。 

  

(単位：百万円) 

 
(注)  全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない本社の長期貸付金であります。 

  

(単位：百万円) 

 
  

売上高 前連結会計年度 当連結会計年度

報告セグメント計 8,647 5,432

「その他」の区分の売上 29 ―

セグメント間取引消去 △54 △26

連結財務諸表の売上高 8,623 5,405

利益又は損失 前連結会計年度 当連結会計年度

報告セグメント計 466 503

「その他」の区分の損失（△） △47 ―

セグメント間取引消去 0 ―

のれんの償却額 △39 △39

全社費用(注) △140 △132

連結財務諸表の営業利益 239 331

資産 前連結会計年度 当連結会計年度

報告セグメント計 4,386 3,259

「その他」の区分の資産 56 ―

全社資産(注) 8,565 8,941

連結財務諸表の資産合計 13,008 12,200

その他の項目
報告セグメント計 その他 調整額 連結財務諸表計上額

前連結
会計年度

当連結 
会計年度

前連結
会計年度

当連結
会計年度

前連結
会計年度

当連結
会計年度

前連結 
会計年度

当連結 
会計年度

減価償却費 108 62 9 ― 0 ― 117 62

有形固定資産及び 
無形固定資産の増加額

0 37 ― ― ― ― 0 37
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１株当たり純資産額及び算定上の基礎、１株当たり当期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとお

りであります。 

 
  

 
(注) 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額については、潜在株式が存在しないため記載し

ておりません。 

  

該当事項はありません。  

  

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(平成24年３月31日)

当連結会計年度 
(平成25年３月31日)

(1) １株当たり純資産額 143円68銭 159円73銭

 (算定上の基礎)

  純資産の部の合計額（百万円） 2,421 2,680

  純資産の部の合計額から控除する金額（百万円） 189 199

  （うち少数株主持分） (189) (199)

  普通株式に係る当期末の純資産額（百万円） 2,232 2,481

  １株当たり純資産額の算定に用いられた 
  当期末の普通株式の数（株）

15,534,939 15,534,890

前連結会計年度
(自 平成23年４月１日
至 平成24年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

(2) １株当たり当期純利益金額又は当期純損失金額(△) △13円60銭 10円74銭

 (算定上の基礎)

  当期純利益又は当期純損失(△)（百万円） △211 166

  普通株主に帰属しない金額（百万円） ― ―

  普通株式に係る当期純利益又は当期純損失(△) 
 （百万円）

△211 166

  普通株式の期中平均株式数（株） 15,534,939 15,534,904

(重要な後発事象)
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