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1. 平成26年3月期第3四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年12月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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 ％

26年3月期第3四半期 2,356 △15.3 19 ― 42 ― 44 22.6
25年3月期第3四半期 2,781 2.1 △25 ― △32 ― 36 ―

（注）包括利益 26年3月期第3四半期 81百万円 （32.2％） 25年3月期第3四半期 61百万円 （―％）

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

26年3月期第3四半期 2.02 ―
25年3月期第3四半期 1.65 ―

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3四半期 5,561 2,933 52.3 131.12
25年3月期 6,102 2,899 47.1 129.46
（参考）自己資本 26年3月期第3四半期 2,911百万円 25年3月期 2,874百万円

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 ― 2.00 2.00
26年3月期 ― 0.00 ―
26年3月期（予想） 1.00 1.00

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、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 ： 有  

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 3,920 4.2 31 ― 44 ― 28 75.0 1.30



(1) 当四半期連結累計期間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) 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 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※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報告書の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
法に基づく四半期報告書のレビュー手続きを実施しています。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
上記の予想は本資料の発表日現在において、入手可能な情報及び将来の業績に与える不確実な要因に係る本資料発表日現在における仮定を前提としており
ます。実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。 

※ 注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無
②①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3Q 22,615,056 株 25年3月期 22,615,056 株
② 期末自己株式数 26年3月期3Q 413,101 株 25年3月期 413,101 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期3Q 22,201,955 株 25年3月期3Q 22,202,127 株
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（１）経営成績に関する説明 

文中の将来に関する事項は、提出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。 

  

(1）業績の状況 

当第３四半期連結累計期間（以下「当第３四半期」）の我が国経済は、円安や金融市況の回復を背景として、緩

やかな回復基調にありました。先行きについても、景気回復の動きが確かなものとなることが期待されておりま

す。 

当社の主要な事業領域についてみると、国内外の金融・不動産市場及び国内のホテル・レジャー市場は、デフレ

から脱却し堅調に推移しております。 

このような経済状況のもと、当第３四半期の当社グループは、営業投資資産の売却活動、ホテル等の事業所の採

算向上、並びに食品製造機械の生産・受注活動などに注力してまいりました。 

当第３四半期の当社グループの収入は、前連結会計年度における店舗撤退の影響から減収となり、売上高

百万円（前年同期比 ％減）となりました。 

一方、利益水準については、太陽光発電設備の売却益、不採算店舗撤退の効果、並びに円安による為替差益の発

生等により、営業利益 百万円（前年同期は営業損失 百万円）、経常利益 百万円（前年同期は経常損失 百万

円）、四半期純利益 百万円（前年同期比 ％増）となり、黒字を確保いたしました。 

また、当社は、第１四半期より株式会社アドメテックを新たに持分法適用関連会社とし、第２四半期より合同会

社マーチャント・ソーラー２号を連結の範囲としております。 

報告セグメントごとの業績は、次の通りであります。 

  

（マーチャント・バンキング事業） 

当社グループは、当事業部門におきまして、主に日本及び中国の企業及び不動産向けの投資事業並びに太陽光発

電関連事業を営んでおります。 

当第３四半期間においては、群馬県利根郡みなかみ町に建設中の太陽光発電所及び稼働中のテストプラントを売

却し、 百万円の収入、 百万円の売却益を計上いたしました。このほか、経常的な不動産賃貸収入や所有不動

産の売却などから、売上高 百万円（前年同期比 ％増）、セグメント利益99百万円（前年同期比 ％増）

となりました。 

  

（オペレーション事業） 

当社グループは、当社及び連結子会社である株式会社ホテルシステム二十一において、宿泊施設の運営、ボウリ

ング場の運営、給食業務の受託などを行っております。 

当第３四半期は、前期に行った店舗撤退の影響により売上高 百万円（前年同期比 ％減）と減収にな

り、セグメント利益 百万円（前年同期比 ％減）となりました。 

なお、当第３四半期末日後の平成26年１月11日付で、インターネットカフェ店舗「スペースクリエイト自遊空間

大塚店」（東京都）を事業譲り受けにより取得し、新たに営業を開始しております。 

  

（マニュファクチュアリング事業） 

当社グループは、連結子会社である旭工業株式会社において、食品製造機械の製造、販売を行っております。 

当第３四半期は、11月に受注額 百万円の大口受注の検収が完了したことにより、売上高 百万円（前年同期

比 ％増）、セグメント利益 百万円（前年同期はセグメント損失 百万円）となりました。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

2,356

15.3

19 25 42 32

44 22.6

211 33

636 14.0 19.8

1,446 28.7

19 64.3

154 272

40.7 12 33
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（２）財政状態に関する説明 

（資 産） 

当第３四半期連結会計期間末における資産残高は 百万円で、前連結会計年度末に比べ 百万円減少してお

ります。現金及び預金の減少 百万円、有形固定資産の増加 百万円が主な変動要因であります。 

（負 債） 

当第３四半期連結会計期間末における負債残高は 百万円で、前連結会計年度末に比べ 百万円減少してお

ります。短期借入金の減少 百万円が主な変動要因であります。 

（純資産） 

当第３四半期連結会計期間末における純資産残高は 百万円で、前連結会計年度末に比べ 百万円増加して

おります。四半期純利益 百万円、剰余金の配当 百万円、その他有価証券評価差額金の増加 百万円が主な変動

要因であります。この結果、自己資本比率は ％（前連結会計年度末は ％）となりました。 

  

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

通期の連結業績予想につきましては、当第３四半期連結累計期間の業績の状況並びに今後の見通しから、当初予

想（平成25年５月14日公表）を修正しております。詳細につきましては、本日付別途公表の当社「業績予想の修正

に関するお知らせ」をご参照ください。 

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

該当事項はありません。 

  

（２）四半期連結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。 

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

該当事項はありません。 

  

  

   

5,561 540

514 109

2,627 574

526

2,933 34

44 44 36

52.3 47.1

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,006,081 1,491,731

受取手形及び売掛金 172,556 125,801

営業投資有価証券 405,475 405,103

販売用不動産 281,668 153,502

商品及び製品 3,692 3,829

仕掛品 13,897 70,281

原材料及び貯蔵品 19,716 27,117

その他 73,373 64,554

貸倒引当金 △590 △615

流動資産合計 2,975,870 2,341,308

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,030,360 1,115,247

土地 1,378,735 1,406,858

その他（純額） 131,299 108,621

減損損失累計額 △214,552 △195,602

有形固定資産合計 2,325,842 2,435,124

無形固定資産   

のれん 393,173 354,794

その他 1,471 1,279

無形固定資産合計 394,645 356,074

投資その他の資産   

投資有価証券 78,778 107,993

敷金及び保証金 160,566 155,445

その他 169,235 167,488

貸倒引当金 △2,933 △1,920

投資その他の資産合計 405,647 429,007

固定資産合計 3,126,135 3,220,205

資産合計 6,102,005 5,561,513
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 110,167 98,023

短期借入金 1,310,893 784,154

1年内償還予定の社債 － 600,000

1年内返済予定の長期借入金 80,492 60,288

未払費用 128,423 111,628

賞与引当金 5,094 2,750

その他 186,565 164,977

流動負債合計 1,821,636 1,821,821

固定負債   

社債 600,000 －

長期借入金 554,512 584,682

長期預り敷金保証金 123,280 120,182

退職給付引当金 33,100 33,100

役員退職慰労引当金 10,600 10,600

その他 59,527 57,433

固定負債合計 1,381,019 805,998

負債合計 3,202,655 2,627,820

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,765,732 2,765,732

資本剰余金 20,849 20,849

利益剰余金 234,303 234,791

自己株式 △83,280 △83,280

株主資本合計 2,937,605 2,938,093

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △63,064 △26,936

為替換算調整勘定 △325 27

その他の包括利益累計額合計 △63,389 △26,909

新株予約権 25,133 22,509

純資産合計 2,899,350 2,933,693

負債純資産合計 6,102,005 5,561,513
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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３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 

 至 平成25年12月31日) 

売上高 2,781,997 2,356,125

売上原価 1,153,920 1,180,363

売上総利益 1,628,077 1,175,762

販売費及び一般管理費 1,654,061 1,156,168

営業利益又は営業損失（△） △25,984 19,594

営業外収益   

受取利息 1,893 22,545

為替差益 7,078 41,710

その他 5,109 4,149

営業外収益合計 14,081 68,404

営業外費用   

支払利息 9,852 20,715

社債利息 10,900 10,900

持分法による投資損失 － 13,913

その他 212 －

営業外費用合計 20,965 45,529

経常利益又は経常損失（△） △32,868 42,469

特別利益   

事業譲渡益 101,302 －

新株予約権戻入益 6,605 2,908

関係会社株式売却益 － 3,254

関係会社清算益 － 12,203

保険差益 － 5,171

その他 18,826 158

特別利益合計 126,733 23,695

特別損失   

事業整理損 8,693 －

事業譲渡損 29,714 －

関係会社株式評価損 － 1,590

その他 1,057 455

特別損失合計 39,465 2,045

税金等調整前四半期純利益 54,399 64,119

法人税、住民税及び事業税 19,433 18,126

法人税等調整額 △1,658 1,100

法人税等合計 17,775 19,227

少数株主損益調整前四半期純利益 36,624 44,891

四半期純利益 36,624 44,891

マーチャント・バンカーズ㈱　(3121) 平成26年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

6



（四半期連結包括利益計算書） 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 36,624 44,891

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 24,911 36,127

為替換算調整勘定 － 352

その他の包括利益合計 24,911 36,480

四半期包括利益 61,536 81,371

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 61,536 81,371
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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３四半期連結累計期間（自平成24年４月１日 至平成24年12月31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）

（注）１．セグメント利益又は損失(△)の調整額 千円は、各報告セグメントに配分していない全社

費用であり、主に一般管理費によりなっております。 

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３四半期連結累計期間（自平成25年４月１日 至平成25年12月31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）

（注）１．セグメント利益の調整額 千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であり、

主に一般管理費によりなっております。 

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

２．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。   

  

（３）四半期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）

（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  

合計 

（千円） 

調整額 

（注）１． 

四半期連結

損益計算書

計上額 

（注）２． 

マーチャン

ト・バンキン

グ事業 

オペレーショ

ン事業 

マニュファクチ

ュアリング事業

売上高           

外部顧客への売上高  558,686  2,029,336  193,975  2,781,997  －  2,781,997

セグメント間の内部

売上高または振替高 
 －  －  －  －  －  －

計  558,686  2,029,336  193,975  2,781,997  －  2,781,997

セグメント利益又は損

失（△） 
 82,841  54,527  △33,955  103,412  △129,397  △25,984

△129,397

  

報告セグメント  

合計 

（千円） 

調整額 

（注）１． 

四半期連結

損益計算書

計上額 

（注）２． 

マーチャン
ト・バンキン

グ事業 

オペレーショ

ン事業 

マニュファク

チュアリング

事業 

売上高           

外部顧客への売上高  636,994  1,446,196  272,934  2,356,125  －  2,356,125

セグメント間の内部

売上高または振替高 
 －  －  －  －  －  －

計  636,994  1,446,196  272,934  2,356,125  －  2,356,125

セグメント利益  99,261  19,486  12,767  131,515  △111,921  19,594

△111,921
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