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1.  平成24年3月期第3四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

24年3月期第3四半期 733 115.5 △276 ― △313 ― △324 ―
23年3月期第3四半期 340 ― △295 ― △217 ― △378 ―

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 △373百万円 （―％） 23年3月期第3四半期 △312百万円 （―％）

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

24年3月期第3四半期 △33.37 ―
23年3月期第3四半期 △41.33 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第3四半期 2,389 △159 △6.7
23年3月期 3,734 213 5.7
（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  △159百万円 23年3月期  213百万円

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

3.  平成24年3月期の連結業績予想（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 842 103.6 △325 ― △290 ― △80 ― △8.23



(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）  ：  有  

(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については添付資料Ｐ2「経営成績に関する分析」をご覧ください。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 1社 （社名） RHトラベラー株式会社

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 9,714,000 株 23年3月期 9,714,000 株
② 期末自己株式数 24年3月期3Q 1,040 株 23年3月期 549,480 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 9,712,888 株 23年3月期3Q 9,165,547 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第3四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の影響による経済活動停滞から一部持ち直し傾向

はあるものの、欧州金融危機や歴史的な円高・株安の進行などの影響により国内景気の先行きに対する不透明感は払

拭できない状況が続いております。 

このような経営環境のもと、当第3四半期連結累計期間の経営成績につきましては、前年同期に比べ販売用不動産

の売却により、売上高は増加し733百万円（115.5％増）となりましたが、営業損失は276百万円（前年同四半期連結

累計期間 営業損失295百万円）、持分法による投資損失107百万円を営業外費用に計上し経常損失は313百万円（前

年同四半期連結累計期間 経常損失217百万円）、四半期純損失は324百万円（前年同四半期連結累計期間 四半期純

損失378百万円）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投融資事業 

企業金融事業に係る営業貸付金残高は、期中59百万円減少し1,161百万円となり、消費者金融事業に係る営業貸付

金残高は、期中232百万円減少し315百万円となりました。 

この結果、当第3四半期連結累計期間の売上高は56百万円（前年同四半期連結累計期間 売上高148百万円）、営

業損失は39百万円（前年同四半期連結累計期間 営業損失296百万円）となりました。 

②不動産事業 

不動産サブリース事業売上が139百万円、不動産販売収入が537百万円となりました。 

この結果、当第3四半期連結累計期間の売上高は677百万円（前年同四半期連結累計期間 売上高190百万円）、営

業損失は9百万円（前年同四半期連結累計期間 営業利益49百万円）となりました。 

③地域活性化事業 

当社グループは北海道元気計画事業の収益強化及び、北海道元気計画事業に係るプロジェクト案件の収益強化に

向けた体制を強化しております。 

この結果、当第3四半期連結累計期間の売上高はございませんが、営業損失は0百万円（前年同四半期連結累計期

間 売上高1百万円、営業損失49百万円）となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

流動資産は、前連結会計年度末に比べて20.5％減少し、2,012百万円となりました。これは、販売用不動産が327

百万円減少し、現金及び預金が98百万円増加したことなどによります。 

固定資産は、前連結会計年度末に比べて69.5％減少し、360百万円となりました。これは、投資有価証券が307百

万円減少し、関係会社株式が494百万円減少したことなどによります。 

この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて36.0％減少し、2,389百万円となりました。 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて91.9％減少し、49百万円となりました。これは、短期借入金が391百万円

減少したことなどによります。 

固定負債は、前連結会計年度末に比べて14.0％減少し、2,499百万円となりました。これは、利息返還損失引当金

が289百万円減少したことなどによります。 

この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて27.6％減少し、2,549百万円となりました。 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて190.5％減少し、△159百万円となりました。これは、利益剰余金が324

百万円減少したことなどによります。   

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成24年3月期の業績予想につきましては、平成23年11月9日に公表いたしました業績予想に変更はございませ

ん。     

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（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 

  ①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

  当第3四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がない 

と認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

  ②固定資産の減価償却費の算定方法 

  固定資産の年度中の取得、売却又は除去等の見積りを考慮した予算に基づく年間償却予定額を期間按 

分する方法によっております。なお、定率法を採用している資産については、事業年度に係る減価償却 

費の額を期間按分して算定する方法によっております。  

      

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表 

 該当事項はありません。  

  

 当第３四半期連結会計期間（自 平成23年10月１日 至 平成23年12月31日） 

 当社グループは、当第3四半期連結会計期間においても、前連結会計年度に引き続き、重要な営業損失276百万

円、経常損失313百万円及び四半期純損失324百万円を計上しております。 

 これにより、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在しております。 

 四半期連結財務諸表提出会社である、当社は当該状況を解消すべく、「戸建分譲販売」「不動産仲介業」「不動

産協業」「プレミアム不動産販売」の四つの柱として不動産事業の多角化をすすめて、収益力のアップを図ってお

ります。また、過去、主力事業でありました消費者金融事業の縮小により、消費者金融事業に係る一般管理費の圧

縮と恒常的な費用の削減、手数料及び保守料に渡り見直しを実践いたします。 

 しかし、これらの対応策を実行している途上であり、現時点では、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認

められます。 

 なお、四半期連結財務諸表は、継続企業を前提に作成されており、継続企業の前提に関する重要な不確実性の影

響を四半期連結財務諸表には反映しておりません。 

   

２．サマリー情報（その他）に関する事項

  当第3四半期連結会計期間より、当第2四半期連結会計年度にRHトラベラー㈱の全株式を売却したため、持分法の

適用範囲から除外しています。 

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23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 67,175 165,835

営業貸付金 1,768,723 1,476,815

営業投資有価証券 67,748 67,748

販売用不動産 698,433 371,168

未収入金 509,631 501,756

前払費用 9,037 －

未収収益 25,411 －

その他 64,125 41,131

貸倒引当金 △677,731 △611,610

流動資産合計 2,532,554 2,012,844

固定資産   

有形固定資産   

建設仮勘定 16,898 －

その他 10,871 20,142

有形固定資産合計 27,769 20,142

無形固定資産   

その他 14,305 5,259

無形固定資産合計 14,305 5,259

投資その他の資産   

投資有価証券 508,446 200,762

関係会社株式 502,563 8,000

破産更生債権等 4,131 －

差入保証金 126,883 124,533

その他 1,933 3,978

貸倒引当金 △4,131 △2,274

投資その他の資産合計 1,139,827 335,000

固定資産合計 1,181,902 360,402

繰延資産   

開業費 19,869 16,143

繰延資産合計 19,869 16,143

資産合計 3,734,326 2,389,390
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

短期借入金 396,634 4,641

1年内返済予定の長期借入金 10,000 －

未払金 65,164 －

未払費用 122,229 －

未払法人税等 4,809 2,643

前受金 10,664 －

その他 4,530 42,682

流動負債合計 614,032 49,967

固定負債   

社債 893,180 836,940

利息返還損失引当金 1,310,476 1,021,202

退職給付引当金 17,014 6,251

長期預り敷金 113,780 108,140

出資預り金 500,000 500,000

繰延税金負債 71,874 26,573

固定負債合計 2,906,326 2,499,107

負債合計 3,520,358 2,549,074

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,867,860 1,867,860

資本剰余金 1,408,930 1,408,930

利益剰余金 △3,156,057 △3,480,154

自己株式 － △33

株主資本合計 120,733 △203,397

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 92,834 43,892

為替換算調整勘定 399 △179

その他の包括利益累計額合計 93,234 43,713

純資産合計 213,967 △159,684

負債純資産合計 3,734,326 2,389,390
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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22年４月１日 

 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年12月31日) 

売上高 340,364 733,338

売上原価 191,365 695,700

売上総利益 148,998 37,637

販売費及び一般管理費 444,746 314,012

営業損失（△） △295,748 △276,375

営業外収益   

有価証券利息 14,033 －

受取配当金 2,299 46

持分法による投資利益 111,070 －

投資事業組合運用益 － 69,416

貸倒引当金戻入額 － 23,394

その他 9,017 11,637

営業外収益合計 136,419 104,495

営業外費用   

持分法による投資損失 － 107,449

支払利息 45,173 29,505

開業費償却 3,725 3,725

その他 9,014 616

営業外費用合計 57,913 141,297

経常損失（△） △217,242 △313,177

特別利益   

固定資産売却益 588 －

投資有価証券売却益 12,619 －

債務免除益 － 175,389

特別利益合計 13,207 175,389

特別損失   

投資有価証券評価損 170,000 －

固定資産除却損 － 4,493

販売用不動産評価損 － 12,448

関係会社株式売却損 － 168,034

特別損失合計 170,000 184,975

税金等調整前四半期純損失（△） △374,035 △322,763

法人税、住民税及び事業税 1,438 1,333

法人税等調整額 3,336 －

法人税等合計 4,774 1,333

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △378,810 △324,096

四半期純損失（△） △378,810 △324,096
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（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22年４月１日 

 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △378,810 △324,096

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 73,533 △62,229

為替換算調整勘定 1,821 △579

持分法適用会社に対する持分相当額 △9,188 13,287

その他の包括利益合計 66,166 △49,520

四半期包括利益 △312,643 △373,617

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △312,643 △373,617
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 当第３四半期連結会計期間（自 平成23年10月１日 至 平成23年12月31日） 

 当社グループは、当第3四半期連結会計期間においても、前連結会計年度に引き続き、重要な営業損失276,375千

円、経常損失313,177千円及び四半期純損失324,096千円を計上しております。 

 これにより、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在しております。 

 四半期連結財務諸表提出会社である、当社は当該状況を解消すべく、「戸建分譲販売」「不動産仲介業」「不動

産協業」「プレミアム不動産販売」の四つの柱として不動産事業の多角化をすすめて、収益力のアップを図ってお

ります。また、過去、主力事業でありました消費者金融事業の縮小により、消費者金融事業に係る一般管理費の圧

縮と恒常的な費用の削減、手数料及び保守料に渡り見直しを実践いたします。 

 しかし、これらの対応策を実行している途上であり、現時点では、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認

められます。 

 なお、四半期連結財務諸表は、継続企業を前提に作成されており、継続企業の前提に関する重要な不確実性の影

響を四半期連結財務諸表には反映しておりません。 

   

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22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 

（注）１．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。 

  

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23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 

（注）１．セグメント利益の調整額には、各報告セグメントに配分していない全社費用が△227,239千円が含まれてお

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）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

  （単位：千円）

  

報告セグメント 
調整額
（注） 

合計 
投融資事業 不動産事業

地域活性化
事業 

計 

売上高             

外部顧客への売上高  148,060  190,901  1,401  340,364  －  340,364

セグメント間の内部売上高又は振替

高 
 －  －  －  －  －  －

計  148,060  190,901  1,401  340,364  －  340,364

セグメント利益又は損失（△）  △296,195  49,926  △49,478  △295,748  －  △295,748

  （単位：千円）

  

報告セグメント 
調整額
（注） 

合計 
投融資事業 不動産事業

地域活性化
事業 

計 

売上高             

外部顧客への売上高  56,152  677,186  －  733,338  －  733,338

セグメント間の内部売上高又は振替

高 
 －  －  －  －  －  －

計  56,152  677,186  －  733,338  －  733,338

セグメント利益又は損失（△）  △39,441  △9,689  △4  △49,135  △227,239  △276,375
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該当事項はありません。 

該当事項はありません。    

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）重要な後発事象
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