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1.  平成26年3月期第1四半期の業績（平成25年4月1日～平成25年6月30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 ％

26年3月期第1四半期 345 △12.6 △102 ― △4 ― △7 ―
25年3月期第1四半期 396 △43.1 △113 ― △145 ― △148 ―

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

26年3月期第1四半期 △0.00 ―
25年3月期第1四半期 △0.14 ―

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

26年3月期第1四半期 2,760 1,862 67.4 1.85
25年3月期 2,942 1,856 63.0 1.84
（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  1,862百万円 25年3月期  1,856百万円

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

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

3. 平成26年 3月期の業績予想（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）

（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

第2四半期(累計) 750 △24.8 △130 ― △50 ― △55 ― △0.05
通期 1,800 0.2 △55 ― 25 ― 15 ― 0.01



(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） 

※  注記事項

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） 26年3月期1Q 102,698,682 株 25年3月期 1,020,698,682 株
② 期末自己株式数 26年3月期1Q 14,743,198 株 25年3月期 14,742,698 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 1,005,955,734 株 25年3月期1Q 1,005,959,009 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は終了しております。 

※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、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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 当第１四半期累計期間におけるわが国経済は、経済政策による円安の効果等により、輸出企業  

の収益は改善傾向にありますが、輸入物価の上昇により生活必需品の物価上昇など、個人消費な 

らびに景気が本格的に回復していくかどうかは未だ先行き不透明な状況にあります。  

 このような状況の中で、当第１四半期累計期間の売上高につきまして、ニッケル事業では、  

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１億69百万円（前年同期比10.4％減）  

となりました。  

 不動産事業では、前年同期と同様、売上高が賃貸料収入等による５百万円（前年同期比15.9％ 

減）のみとなりました。  

 教育事業では、新規生徒の確保と退会防止に努めましたが、生徒数の減少により売上高は１億 

   70百万円（前年同期比14.6％減）となりました。  

    これらにより、当第１四半期累計期間の業績は、売上高３億45百万円（前年同期売上高３億 

   96百万円）、営業損失１億２百万円（前年同期営業損失１億13百万円）となり、有価証券売却益 

   等97百万円を営業外収益に計上したことにより、経常損失４百万円（前年同期経常損失１億45百 

   万円）、四半期純損失７百万円（前年同期四半期純損失１億48百万円）となりました。 

  

 資産、負債及び純資産の状況 

  当第１四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２億３百万円減少し 

 18億19百万円となりました。これは主に有価証券の減少等によるものであります。  

   固定資産は、前事業年度末に比べ21百万円増加し、９億41百万円となりました。これは主に 

 投資有価証券を時価評価したこと等による増加であります。  

  負債につきましては、流動負債は前事業年度末に比べ88百万円減少し、３億48百万円となり  

 ました。これは主に未払消費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99百万円減少し、５億50百万円となりました。これは主に  

 長期借入金を１年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６百万円増加し、18億62百万円となりました。  

    これは四半期純損失の計上及びその他有価証券評価差額金の増加によるものであります。  

  

 業績予想につきましては、平成25年５月14日に公表しました第２四半期累計期間及び通期の 

業績予想に変更はありませんが、今後業績予想の数字に影響を及ぼす事態が生じた場合は、す  

みやかに開示を行ないます。  

  

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

（２）財政状態に関する説明

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明
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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。  

  

２．サマリー情報(注記事項)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
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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25年３月31日)

当第１四半期会計期間
(平成25年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 326,983 290,441

受取手形 109,896 101,416

売掛金 157,071 122,585

営業未収入金 14,592 7,516

有価証券 264,715 109,065

販売用不動産 776,067 776,067

商品 65,628 66,003

製品 74,292 125,359

仕掛品 2,650 1,960

原材料 9,911 1,012

前渡金 － 14,442

前払費用 20,852 15,318

未収入金 82,004 49,460

預け金 115,767 136,071

その他 7,168 6,693

貸倒引当金 △4,676 △3,929

流動資産合計 2,022,925 1,819,485

固定資産

有形固定資産

建物 683,458 686,189

減価償却累計額 △369,371 △373,198

建物（純額） 314,086 312,991

構築物 29,778 29,778

減価償却累計額 △27,420 △27,459

構築物（純額） 2,358 2,318

機械及び装置 188,502 188,502

減価償却累計額 △188,228 △188,246

機械及び装置（純額） 274 255

車両運搬具 16,490 19,567

減価償却累計額 △14,577 △15,033

車両運搬具（純額） 1,912 4,534

工具、器具及び備品 157,872 163,795

減価償却累計額 △150,120 △151,364

工具、器具及び備品（純額） 7,751 12,430

リース資産 13,827 21,555

減価償却累計額 △5,809 △6,722

リース資産（純額） 8,017 14,832

建設仮勘定 4,981 4,700
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(単位：千円)

前事業年度
(平成25年３月31日)

当第１四半期会計期間
(平成25年６月30日)

有形固定資産合計 339,383 352,063

無形固定資産

借地権 14,678 14,678

ソフトウエア 2,342 2,100

電話加入権 12,852 12,852

ソフトウエア仮勘定 1,154 1,154

無形固定資産合計 31,027 30,785

投資その他の資産

投資有価証券 378,092 391,505

関係会社株式 20,000 20,000

出資金 1,400 1,400

敷金及び保証金 116,473 112,095

長期貸付金 2,400 2,400

会員権 22,314 22,314

長期前払費用 6,406 6,141

長期未収入金 24,669 24,830

破産更生債権等 32,319 32,319

その他 15,175 15,763

貸倒引当金 △70,088 △70,258

投資その他の資産合計 549,163 558,511

固定資産合計 919,573 941,360

資産合計 2,942,499 2,760,845

負債の部

流動負債

買掛金 65,446 16,012

1年内返済予定の長期借入金 50,000 100,000

リース債務 3,555 5,506

未払金 43,397 60,728

未払費用 25,861 22,881

未払法人税等 30,068 10,808

未払消費税等 69,178 202

前受金 15,809 358

前受収益 1,075 1,075

預り金 130,708 128,249

賞与引当金 1,679 2,290

流動負債合計 436,779 348,113

固定負債

長期借入金 546,000 446,000

リース債務 8,837 13,841

退職給付引当金 11,195 5,953
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(単位：千円)

前事業年度
(平成25年３月31日)

当第１四半期会計期間
(平成25年６月30日)

役員退職慰労引当金 43,140 44,178

受入敷金保証金 11,251 11,251

繰延税金負債 64 116

資産除去債務 28,888 29,007

固定負債合計 649,377 550,348

負債合計 1,086,157 898,461

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 △4,438,188 △4,445,504

利益剰余金合計 △4,438,188 △4,445,504

自己株式 △331,750 △331,753

株主資本合計 1,790,383 1,783,063

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 65,959 79,319

評価・換算差額等合計 65,959 79,319

純資産合計 1,856,342 1,862,383

負債純資産合計 2,942,499 2,760,845
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（２）四半期損益計算書

第１四半期累計期間
(単位：千円)

前第１四半期累計期間
(自 平成24年４月１日
 至 平成24年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自 平成25年４月１日
 至 平成25年６月30日)

売上高 396,048 345,831

売上原価 384,685 322,198

売上総利益 11,362 23,633

販売費及び一般管理費 125,303 126,291

営業損失（△） △113,940 △102,657

営業外収益

受取利息及び配当金 2,014 1,644

受取賃貸料 5,918 5,918

有価証券評価益 － 1,410

有価証券売却益 － 87,985

貸倒引当金戻入額 185 432

その他 897 584

営業外収益合計 9,016 97,975

営業外費用

売上割引 66 39

有価証券評価損 39,873 －

その他 871 30

営業外費用合計 40,810 70

経常損失（△） △145,734 △4,752

特別損失

事業撤退損 416 441

特別損失合計 416 441

税引前四半期純損失（△） △146,151 △5,194

法人税、住民税及び事業税 2,120 2,122

法人税等合計 2,120 2,122

四半期純損失（△） △148,271 △7,316
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 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

Ⅰ 前第１四半期累計期間（自 平成24年４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  

                                       （単位：千円） 

 
  

    ２.報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期損益計算書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：千円)   

 
  （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。 

  

    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 

      該当事項はありません。 

  

  

Ⅱ 当第１四半期累計期間（自 平成25年４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  

                                       （単位：千円） 

 
  

（３）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）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（セグメント情報等）

報告セグメント

ニッケル事業 不動産事業 教育事業 環境事業 合計

売上高

  外部顧客への売上高 189,676 6,816 199,555 ― 396,048

          計 189,676 6,816 199,555 ― 396,048

セグメント損失(△) △9,858 △8,712 △15,298 △93 △33,963

利 益 金 額

報告セグメント計
全社費用(注)

△33,963
△79,977

四半期損益計算書の営業損失(△) △113,940

報告セグメント

ニッケル事業 不動産事業 教育事業 環境事業 合計

売上高

  外部顧客への売上高 169,779 5,728 170,324 ― 345,831

          計 169,779 5,728 170,324 ― 345,831

セグメント損失(△) △3,267 △2,182 △16,174 △332 △21,956
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    ２.報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期損益計算書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：千円)   

 
  （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。 

  

    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 

      該当事項はありません。 

  

利 益 金 額

報告セグメント計
全社費用(注)

△21,956
△80,701

四半期損益計算書の営業損失(△) △102,657

㈱エス・サイエンス (5721) 平成26年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（非連結）
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