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(百万円未満切捨て)

１．平成25年12月期第２四半期の連結業績（平成25年１月１日～平成25年６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 ％

25年12月期第２四半期 410 52.7 △50 ― △52 ― △67 ―
24年12月期第２四半期 268 ― △79 ― △105 ― △105 ―

(注) 包括利益 25年12月期第２四半期 △67百万円(―％) 24年12月期第２四半期    △105百万円(―％)

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

25年12月期第２四半期 △4,547.64 ―
24年12月期第２四半期 △7,939.65 ―

（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 ％

25年12月期第２四半期 322 184 57.4
24年12月期 335 161 48.2

(参考) 自己資本 25年12月期第２四半期    184百万円 24年12月期    161百万円

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

24年12月期 ― 0 00 ― 0 00 0 00

25年12月期 ― 0 00

25年12月期(予想) ― ― ― 0  00 0  00

３．平成25年12月期の連結業績予想（平成25年１月１日～平成25年12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 967 55.4 28 ― 20 ― 4 ― 261.52
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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、四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続が実施中です。 

  

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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありま

せん。また、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。 

  

※ 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 ： 有

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

  新規  １社 (社名)株式会社フクロウ、除外  ０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 ： 有

② ①以外の会計方針の変更 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 有

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) 25年12月期２Ｑ 15,847株 24年12月期 13,327株

② 期末自己株式数 25年12月期２Ｑ ―株 24年12月期 ―株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年12月期２Ｑ 14,733株 24年12月期２Ｑ 13,327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２四半期連結累計期間における経営環境を概観いたしますと、新政権による積極的な経済政策運

営への期待感や日本銀行が量的・質的金融緩和策を導入したことなどから、企業や家計の景況感が改善

されるなど、全般的に持ち直しの傾向を強めつつあります。 

このような環境の中、当社グループは、 

① 節電や省エネという意識の高まり、価値観の変化の加速を背景にゼロエネルギー住宅、低ラン

ニングコスト住宅である「イザットハウス」の提案等を行う「住宅事業」 

② フットサルコート、サッカースクールの企画・運営を行う「スポーツ事業」 

③ 任意売却物件の仲介等を行う「不動産事業」 

④ 新規事業として平成25年２月より開始した、顧客サービスのブランディング企画制作やセール

ス促進等を行う「Ｗｅｂ事業」 

の４つの事業を推し進めております。 

当第２四半期連結累計期間の業績につきましては、前連結会計年度に開始した不動産事業が全社売上

に寄与し、売上高は当初予想を上回る結果となった一方で、全社的なコスト削減を推し進めてはいるも

のの、新規事業の開始や事業推進のための広告宣伝投資に係る支出などにより、営業利益の獲得までに

は及びませんでした。 

この結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高410,451千円（前年同四半期比52.7％増）、

営業損失50,312千円（前年同四半期は79,799千円の営業損失）、経常損失52,815千円（前年同四半期は

105,111千円の経常損失）、四半期純損失67,001千円（前年同四半期は105,811千円の四半期純損失）と

なりました。 

  

 セグメント別の業績は、次のとおりであります。 

① 住宅事業 

資材販売については、競合となる商品・サービスが多く企業間の競争が激しく、厳しい価格競争に

さらされ低調に推移し、売上高は147,926千円（前年同四半期比17.5％減）となりました。営業利益

は、不採算であった工事事業から撤退したため10,522千円（前年同四半期は6,512千円の営業損失）

となりました。 

② スポーツ事業 

前連結会計年度に浦和美園店を売却したことにより売上高が減少しております。一方、当期より相

模原店のテニスコート運営を自社運営に変更したことにより、売上高が増加しましたが、運営経費も

増加し、当事業の売上高は81,010千円（前年同四半期比9.4％減）、営業利益は3,238千円（前年同四

半期比78.6％減）となりました。 

③ 不動産事業 

不動産市場の活況を背景に取扱い件数も増加し、売上高は当初予想を上回る161,678千円となりま

したが、広告宣伝費などの経費も増加したことにより、1,544千円の営業損失となりました。 

④ Ｗｅｂ事業 

当事業は、平成25年２月20日より事業を開始しております。また、平成25年６月３日に当社100％

子会社である株式会社フクロウを設立し、同じく当社100％子会社である株式会社シナジー・コンサ

ルティングより事業を譲り受けております。既存の契約に加え、新たに大手小売業との年間契約を締

結し、売上高は20,235千円となりましたが、事業開始に係る支出などにより、3,194千円の営業損失

となりました。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）連結経営成績に関する定性的情報
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①資産、負債及び純資産の状況 

当第２四半期連結会計期間末の総資産は322,093千円となり、前連結会計年度末と比べ13,600千円減

少いたしました。主な要因としては、受取手形及び売掛金が19,473千円増加した一方で、貸倒引当金が

4,185千円増加し、現金及び預金が12,776千円減少、その他の流動資産が12,148千円減少、償却により

のれんが5,714千円減少したことなどが挙げられます。負債合計は137,122千円となり、前連結会計年度

末に比べ36,815千円減少いたしました。主な要因としては、買掛金の減少20,787千円、短期借入金の減

少12,000千円、長期借入金の減少16,436千円などが挙げられます。純資産合計は184,971千円となり、

前連結会計年度末と比べ23,214千円増加し、自己資本比率は57.4％となりました。その要因としては、

第三者割当増資による新株式の発行により資本金が45,108千円、資本剰余金が45,108千円増加した一方

で、四半期純損失の計上により利益剰余金が67,001千円減少したことが挙げられます。 

②キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計

年度末に比べ12,776千円減少し、22,793千円となりました。 

当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況と主な要因は次のとおりでありま

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の減少は49,077千円（前年同四半期は38,794千円の支出）となりました。主な要

因としては、税金等調整前四半期純損失が66,149千円となったこと、減損損失13,333千円および減価償

却費8,585千円の発生、売上債権の増加19,473千円、仕入債務の減少20,787千円、その他の流動負債の

増加15,024千円などが挙げられます。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動による資金の減少は25,252千円（前年同四半期は4,330千円の収入）となりました。主な要

因としては、有形固定資産の取得による支出24,392千円が挙げられます。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動による資金の増加は61,554千円（前年同四半期は14,088千円の支出）となりました。主な要

因としては、新株式の発行による収入89,990千円が挙げられます。 

  

当第２四半期連結累計期間の当初業績予想との差異につきましては、本日（平成25年８月９日）公表

の「第２四半期連結累計期間の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

ご覧下さい。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報

（３）連結業績予想に関する定性的情報
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平成25年６月３日に当社100％子会社、株式会社フクロウを設立したため、連結決算の範囲に含めて

おります。 

  

該当事項はありません。 

  

(会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更) 

 当社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成25年１月１日以後に取得し

た有形固定資産については、改正後の法人税に基づく減価償却の方法に変更しております。 

 なお、この変更による損益に与える影響は軽微であります。 

  

当社グループは、前連結会計年度において、多額の営業損失、経常損失、当期純損失を計上するに至

ったことから、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しておりました。

当第２四半期連結累計期間においても、新規事業の開始等により売上規模、収益性の回復の兆しはある

ものの、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象または状況が存在しております。 

当社グループとしては、こうした状況を解消するため、コスト削減を徹底するとともに、今後の成長

が見込まれる新規事業である不動産事業およびＷｅｂ事業を開始しており、経営資源の選択と集中を行

っております。また、財務面におきましては、平成25年２月18日開催の取締役会において、当社の事業

目的および経営方針にご理解いただける投資家に対し、総額90,216千円の第三者割当増資による新株式

の発行を行うことを決議し、平成25年３月21日開催の定時株主総会での決議を経て、同年３月22日に払

込を受けており、財務体質の改善を図っております。 

以上のことにより、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないと判断しております。な

お、文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したも

のであります。 

  

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

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24年12月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 35,569 22,793

受取手形及び売掛金 50,797 70,270

商品 17,211 16,813

未成工事支出金 2,842 －

短期貸付金 2,417 2,453

その他 28,879 16,731

貸倒引当金 △5,800 △9,986

流動資産合計 131,917 119,077

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 63,799 65,576

機械装置及び運搬具（純額） 580 459

その他（純額） 1,304 6,178

有形固定資産合計 65,683 72,214

無形固定資産   

のれん 56,190 50,476

ソフトウエア 6,016 1,959

その他 293 293

無形固定資産合計 62,500 52,729

投資その他の資産   

長期貸付金 14,663 13,425

長期未収入金 57,579 55,079

破産更生債権等 1,087 2,601

敷金及び保証金 29,391 35,846

その他 998 761

貸倒引当金 △28,127 △29,641

投資その他の資産合計 75,592 78,073

固定資産合計 203,776 203,016

資産合計 335,694 322,093
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成24年12月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 40,061 19,273

短期借入金 12,000 －

1年内返済予定の長期借入金 28,176 28,176

未払法人税等 1,539 687

その他 22,950 38,293

流動負債合計 104,726 86,430

固定負債   

長期借入金 39,564 23,128

長期預り保証金 28,370 27,520

その他 1,276 43

固定負債合計 69,210 50,691

負債合計 173,937 137,122

純資産の部   

株主資本   

資本金 226,589 271,697

資本剰余金 190,484 235,592

利益剰余金 △255,316 △322,317

株主資本合計 161,756 184,971

純資産合計 161,756 184,971

負債純資産合計 335,694 322,093
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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24年１月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年１月１日 
 至 平成25年６月30日) 

売上高 268,737 410,451

売上原価 201,171 323,985

売上総利益 67,565 86,465

販売費及び一般管理費 147,365 136,778

営業損失（△） △79,799 △50,312

営業外収益   

受取利息 1,293 249

受取手数料 97 200

償却債権取立益 12,747 －

受取保険金 － 1,481

助成金収入 － 1,000

その他 35 235

営業外収益合計 14,174 3,167

営業外費用   

支払利息 725 1,145

支払手数料 312 178

貸倒引当金繰入額 35,439 －

支払補償費 2,931 4,122

その他 76 225

営業外費用合計 39,485 5,671

経常損失（△） △105,111 △52,815

特別損失   

減損損失 － 13,333

特別損失合計 － 13,333

税金等調整前四半期純損失（△） △105,111 △66,149

法人税、住民税及び事業税 700 852

法人税等合計 700 852

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △105,811 △67,001

四半期純損失（△） △105,811 △67,001
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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24年１月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年１月１日 
 至 平成25年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △105,811 △67,001

四半期包括利益 △105,811 △67,001

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △105,811 △67,001

少数株主に係る四半期包括利益 － －

㈱ジェイホールディングス（2721）　　平成25年12月期第2四半期決算短信[日本基準]　（連結）

- 8 - 



（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24年１月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年１月１日 
 至 平成25年６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損失（△） △105,111 △66,149

減価償却費 13,534 8,585

減損損失 － 13,333

貸倒引当金の増減額（△は減少） 46,193 5,699

敷金及び保証金償却額 566 856

のれん償却額 － 5,714

受取利息及び受取配当金 △1,293 △249

受取保険金 － △1,481

助成金収入 － △1,000

支払利息 725 1,145

売上債権の増減額（△は増加） 64,052 △19,473

長期未収入金の増減額（△は増加） △54,079 －

たな卸資産の増減額（△は増加） 4,936 3,239

破産更生債権等の増減額（△は増加） △14,000 △1,514

敷金及び保証金の増減額（△は増加） － △5,250

その他の流動資産の増減額（△は増加） △7,545 14,028

仕入債務の増減額（△は減少） △19,614 △20,787

その他の流動負債の増減額（△は減少） 33,411 15,024

未払消費税等の増減額（△は減少） 184 －

預り保証金の増減額（△は減少） － △850

その他の固定負債の増減額（△は減少） △1,292 △1,232

その他 254 462

小計 △39,079 △49,898

利息及び配当金の受取額 1,010 249

利息の支払額 △725 △525

保険金の受取額 － 1,481

助成金の受取額 － 1,000

法人税等の支払額 △0 △1,385

営業活動によるキャッシュ・フロー △38,794 △49,077

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 － △24,392

保険積立金の積立による支出 △60 －

保険積立金の解約による収入 304 －

差入保証金の差入による支出 － △2,062

短期貸付金の増減額（△は増加） 86 －

長期貸付金の回収による収入 4,000 1,201

投資活動によるキャッシュ・フロー 4,330 △25,252

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の返済による支出 － △12,000

長期借入金の返済による支出 △14,088 △16,436

株式の発行による収入 － 89,990

財務活動によるキャッシュ・フロー △14,088 61,554

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △48,552 △12,776

現金及び現金同等物の期首残高 74,839 35,569

現金及び現金同等物の四半期末残高 26,286 22,793
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該当事項はありません。 

  

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自 平成24年１月１日 至 平成24年６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．セグメント利益又は損失（△）の調整額 88,406千円は、主に報告セグメントには配分していな

い全社費用であり、主に持株会社である親会社に係る費用であります。 

２．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損失（△）と調整を行ってお

ります。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメントに関する注記

(単位：千円)

住宅事業 スポーツ事業 合計 調整額
（注１）

四半期連結損益 
計算書計上額
（注２）

売上高

  外部顧客への売上高 179,335 89,401 268,737 ― 268,737

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

― ― ― ― ―

計 179,335 89,401 268,737 ― 268,737

セグメント利益又は損失(△) △6,512 15,118 8,606 △88,406 △79,799
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Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自 平成25年１月１日 至 平成25年６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．セグメント利益又は損失（△）の調整額 59,334千円は、主に報告セグメントには配分していな

い全社費用であり、主に持株会社である親会社に係る費用であります。 

２．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損失（△）と調整を行ってお

ります。 

  

  

   ２．報告セグメントの変更等に関する事項 

（１）当第１四半期連結会計期間より、従来「住宅事業」に含めて開示しておりました「不動産事

業」は、量的な重要性が増したため、「住宅事業」とは独立した単独の報告セグメントとして

記載する方法に変更しております。 

 なお、「不動産事業」については、前第４四半期連結会計期間より開始しているため、当該

変更による前第２四半期連結累計期間のセグメント情報に対する影響はありません。 

 また、当第１四半期連結累計期間から、新規事業として開始された「Ｗｅｂ事業」を新たな

報告セグメントとして追加しております。 

（２）会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更に記載のとおり、当社及び連

結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成25年１月１日以後に

取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しておりま

す。これによるセグメント利益に及ぼす影響は軽微であります。 

  

３．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 

 「住宅事業」セグメントにおいて、事業用資産の減損損失を計上しております。なお、当該

減損損失計上額は当第２四半期連結累計期間において1,801千円であります。 

 「スポーツ事業」セグメントにおいて、店舗資産の減損損失を計上しております。なお、当

該減損損失計上額は、当第２四半期連結累計期間において11,532千円であります。 

(単位：千円)

住宅
事業

スポーツ
事業

不動産
事業

Ｗｅｂ
事業  

合計 調整額
（注１）

四半期連結
損益計算書
計上額
（注２）

売上高

  外部顧客への売上高 147,926 81,010 161,678 19,835 410,451 ― 410,451

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

― ― ― 400 400 △400 ―

計 147,926 81,010 161,678 20,235 410,851 △400 410,451

セグメント利益又は損失(△) 10,522 3,238 △1,544 △3,194 9,022 △59,334 △50,312
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当社は、平成25年３月22日付で、有限会社ＱＣインベスターズ、北日本地産株式会社および堀江雄

一氏から第三者割当増資の払込みを受けました。この結果、第１四半期連結会計期間において資本金

が45,108千円、資本準備金が45,108千円増加し、第２四半期連結会計期間末において資本金が

271,697千円、資本剰余金が235,592千円となっております。 

  

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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