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1.  平成26年3月期第1四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年6月30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1四半期 660 △12.6 0 ― 17 ― 12 ―
25年3月期第1四半期 755 ― △107 ― △118 ― △102 ―

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 24百万円 （―％） 25年3月期第1四半期 △93百万円 （―％）

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1四半期 0.56 ―
25年3月期第1四半期 △4.60 ―

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 6,106 2,879 46.7 128.56
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1四半期 2,854百万円 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 ―
26年3月期（予想） 0.00 ― 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、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) 1,498 △19.4 11 ― 12 ― 1 ― 0.07
通期 2,915 △22.5 62 ― 48 ― 25 55.8 1.14



(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
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 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1Q 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1Q 22,201,955 株 25年3月期1Q 22,202,186 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、当四半期連結累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。

(1）業績の状況

当第１四半期連結累計期間（以下「当第１四半期」）の我が国経済は、円安や金融市場の活況を背景として、緩

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

国内外の金融市場の動向などから依然として不確実性が存在しております。

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、リーマ

ン・ショック後の大きな落ち込みからようやく立ち直りをみせております。

このような経済状況のもとで、当第１四半期の当社グループは、所有不動産の売却活動、新規投資案件のソーシ

ング、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１四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660百

万円（前年同期比12.6％減）となりました。

一方、利益水準については、企業投資及び不動産投資における売却益、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０百万円（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（前年同期は四半期純損失 百万円）となり、前年同期から大幅

に改善し、黒字を確保いたしました。

また、当社は、前連結会計年度に株式を取得し関係会社としたアドメテック株式会社（愛媛県）について、平成

25年４月24日付で同社の第三者割当増資 百万円を引受けました。これにより、当第１四半期末現在の当社の持株

比率は ％となり、同社を新たに持分法適用の範囲に含めることといたしました。当第１四半期においては、持

分法投資損失３百万円が発生しております。

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１四半期は、経常的な不動産賃貸収入があったほか、販売用不動産及び営業投資有価証券の売却益や固定費

削減の効果があり、売上高119百万円（前年同期比106.8％増）、セグメント利益35百万円（前年同期はセグメント

損失 百万円）となり黒字に転じました。

岡山県津山市の太陽光発電所は、株式会社旭テクノプラントを事業主体として、本年10月頃稼働開始予定であ

り、当社は稼働開始時に５百万円前後の案件組成手数料を得る予定です。

群馬県利根郡みなかみ町の太陽光発電所は、当社100％出資の合同会社マーチャント・ソーラー２号を事業主体

として、当第１四半期において１メガワット規模の太陽光発電所の着工を開始いたしました。建設資金300百万円

前後の半額程度を銀行借入により調達し、順調に工事が進めば平成26年１月頃稼働開始する予定です。売電による

営業利益は、次期以降、年間ベースで10～16百万円程度を見込んでおります。

なお、提出日現在において、当社グループによる、上記２箇所以外の太陽光発電所建設の予定はありません。

（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１四半期は、前期に行った店舗撤退の影響により売上高482百万円（前年同期比27.5％減）と減収になりま

したが、「加古川プラザホテル」の業績が堅調に推移したことなどから、セグメント利益10百万円（前年同期はセ

グメント損失 百万円）を確保いたしました。

（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１四半期は、納品１件のほか保守による収入があり、売上高58百万円（前年同期比78.4％増）、セグメント

損失３百万円（前年同期はセグメント損失 百万円）となりました。

また、当第１四半期における受注の状況は順調であり、第２四半期から第３四半期にかけて大口の納品を見込ん

でおります。

１．当四半期決算に関する定性的情報

107 17

118 12 102

45

22.9

16

20

18

マーチャント・バンカーズ㈱　(3121) 平成26年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕（連結）

2



（２）財政状態に関する説明

（資 産）

当第１四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４百万円増加してお

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１四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 百万円増加してお

ります。短期借入金の増加 百万円、長期借入金（１年内返済予定のものを含む）の増加 百万円、未払費用の減

少 百万円、その他流動負債の減少 百万円が主な変動要因であります。

（純資産）

当第１四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 百万円減少して

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11百万円が主な変動

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

平成25年５月14日付当社「平成25年3月期 決算短信」において公表した連結業績予想から変更ありません。

（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。
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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１四半期連結会計期間
(平成25年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,006,081 1,888,687

受取手形及び売掛金 172,556 124,982

営業投資有価証券 405,475 383,356

販売用不動産 281,668 273,947

商品及び製品 3,692 3,515

仕掛品 13,897 46,536

原材料及び貯蔵品 19,716 21,494

その他 73,373 92,203

貸倒引当金 △590 △254

流動資産合計 2,975,870 2,834,468

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,030,360 1,128,293

土地 1,378,735 1,406,858

その他（純額） 131,299 128,916

減損損失累計額 △214,552 △214,551

有形固定資産合計 2,325,842 2,449,516

無形固定資産

のれん 393,173 380,380

その他 1,471 1,407

無形固定資産合計 394,645 381,788

投資その他の資産

投資有価証券 78,778 114,978

敷金及び保証金 160,566 160,416

その他 169,235 168,587

貸倒引当金 △2,933 △2,813

投資その他の資産合計 405,647 441,169

固定資産合計 3,126,135 3,272,473

資産合計 6,102,005 6,106,942
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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１四半期連結会計期間
(平成25年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 110,167 97,178

短期借入金 1,310,893 1,386,218

1年内返済予定の長期借入金 80,492 90,288

未払費用 128,423 99,971

賞与引当金 5,094 4,755

その他 186,565 118,625

流動負債合計 1,821,636 1,797,036

固定負債

社債 600,000 600,000

長期借入金 554,512 606,093

長期預り敷金保証金 123,280 123,071

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 57,538

固定負債合計 1,381,019 1,430,402

負債合計 3,202,655 3,227,438

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 234,303 202,304

自己株式 △83,280 △83,280

株主資本合計 2,937,605 2,905,606

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 △51,110

為替換算調整勘定 △325 △183

その他の包括利益累計額合計 △63,389 △51,293

新株予約権 25,133 25,191

純資産合計 2,899,350 2,879,504

負債純資産合計 6,102,005 6,106,942
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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１四半期連結累計期間）

（単位：千円）

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

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

売上高 755,862 660,451

売上原価 258,828 266,180

売上総利益 497,034 394,270

販売費及び一般管理費 604,111 393,479

営業利益又は営業損失（△） △107,077 791

営業外収益

受取利息 561 9,237

業務受託料 1,000 －

為替差益 － 21,888

その他 1,681 497

営業外収益合計 3,242 31,622

営業外費用

支払利息 3,562 7,104

社債利息 3,627 3,627

持分法による投資損失 － 3,927

その他 7,145 －

営業外費用合計 14,336 14,660

経常利益又は経常損失（△） △118,170 17,753

特別利益

新株予約権戻入益 755 139

受取補償金 15,029 －

関係会社株式売却益 － 3,254

その他 3,796 158

特別利益合計 19,581 3,552

特別損失

関係会社株式評価損 － 1,590

その他 656 887

特別損失合計 656 2,478

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△99,245 18,826

法人税、住民税及び事業税 6,844 5,510

法人税等調整額 △3,955 911

法人税等合計 2,889 6,422

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△102,134 12,404

四半期純利益又は四半期純損失（△） △102,134 12,404
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（四半期連結包括利益計算書）
（第１四半期連結累計期間）

（単位：千円）

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

当第１四半期連結累計期間
(自 平成25年４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利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△102,134 12,404

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 8,562 11,953

為替換算調整勘定 － 141

その他の包括利益合計 8,562 12,095

四半期包括利益 △93,572 24,499

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △93,572 24,499
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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１四半期連結累計期間（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）

（注）１．セグメント損失(△)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１四半期連結累計期間（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）

（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 57,637 665,407 32,817 755,862 － 755,862

セグメント間の内部

売上高または振替高
－ － － － － －

計 57,637 665,407 32,817 755,862 － 755,862

セグメント損失（△） △16,055 △20,728 △18,168 △54,952 △52,124 △107,077

△52,124

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 119,172 482,745 58,534 660,451 － 660,451

セグメント間の内部

売上高または振替高
－ － － － － －

計 119,172 482,745 58,534 660,451 － 660,451

セグメント利益又は損

失（△）
35,729 10,543 △3,100 43,172 △42,381 791

△42,381
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