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1.  平成24年5月期第1四半期の業績（平成23年6月1日～平成23年8月31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 ％

24年5月期第1四半期 714 183.5 92 ― 90 ― 90 ―
23年5月期第1四半期 252 232.6 △10 ― △14 ― △21 ―

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5月期第1四半期 1,650.18 1,598.74
23年5月期第1四半期 △387.27 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年5月期第1四半期 1,542 1,399 90.6
23年5月期 1,895 1,332 70.2
（参考） 自己資本   24年5月期第1四半期  1,396百万円 23年5月期  1,330百万円

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5月期 ― 0.00 ― 450.00 450.00
24年5月期 ―
24年5月期（予想） 0.00 ― 450.00 450.00

3.  平成24年5月期の業績予想（平成23年6月1日～平成24年5月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)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) 809 46.0 61 6.5 59 9.4 59 26.0 1,078.82
通期 1,365 12.6 89 0.0 87 3.3 86 △34.5 1,573.97



(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） 

4.  その他

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5月期1Q 58,079 株 23年5月期 58,079 株
② 期末自己株式数 24年5月期1Q 3,098 株 23年5月期 3,098 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年5月期1Q 54,981 株 23年5月期1Q 54,877 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
四半期財務諸表に対する四半期レビュー手続きが実施中です。 

※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、本資料の発表時現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料発表時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大きく異なる結果となる可能性があります。 
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（１）経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期累計期間（平成23年６月１日～平成23年８月31日）におけるわが国の経済は、３月の東日本大震災後

の正常化への懸命な努力により持ち直しの傾向が見られたものの、福島第一原子力発電所事故の影響による電力供給

の制約、欧州の財政危機問題や米国の景気停滞懸念を背景とする急激な円高や株価の変動などにより、景気が下押し

されるリスクが高まってきており、先行き不透明感は、より一層強いものとなっております。 

 このような環境の下、当社は引き続き徹底したコスト管理のもと高額美術品を中心とした優良作品のオークション

への出品及び富裕層を中心とした美術品コレクターのオークションへの参加促進に努めてまいりました。 

その結果、当第１四半期累計期間は、取扱高1,314,812千円（前第１四半期比22.9％増）、売上高714,675千円（同

183.5％増、内商品売上高575,598千円（前第１四半期比542.4%増））と前年同期比で伸張することができました。当

第１四半期は、主力の近代美術オークションで取扱高が減少となりましたが、近代陶芸オークション及びその他オー

クション（Bags/Jewellery&Watchesオークションを１回開催、前第１四半期はJewellery&Watchesオークションを１

回開催）で前第１四半期を上回る実績となり、また特別オークション（長谷川利行コレクション）の開催及びプライ

ベートセールの増加により、業績を伸張することができました。なお、取扱高の増加に対し、売上高が大幅に増加と

なっているのは、プライベートセール及びその他事業での商品売上高の増加によるものであります。 

利益面におきましては、経常利益90,568千円（前第１四半期は14,057千円の損失）、四半期純利益90,728千円（前

第１四半期は21,252千円の損失）と前第１四半期の経常損失から利益計上へ大きく伸張することができました。 

  

（２）財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

 当第１四半期会計期間末における流動資産は1,482,957千円となり、前事業年度末に比べ351,639千円減少いたし

ました。これは主に現金及び預金の増加339,608千円と売掛金の減少51,752千円、商品の減少390,940千円及び前渡

金の減少151,204千円によるものであります。固定資産は59,151千円となり、前事業年度末に比べ1,945千円減少い

たしました。これは主に減価償却による有形固定資産の減少によるものであります。 

この結果、総資産は、1,542,109千円となり、前事業年度末に比べ353,584千円減少いたしました。  

（負債） 

 当第１四半期会計期間末における流動負債は115,842千円となり、前事業年度末に比べ421,916千円減少いたしま

した。これは主に短期借入金の減少440,000千円によるものであります。固定負債は26,800千円となり、前事業年度

末に比べ1,650千円増加いたしました。これは退職給付引当金の増加によるものであります。 

 この結果、負債合計は、142,642千円となり、前事業年度末に比べ420,266千円減少いたしました。 

（純資産）  

 当第１四半期会計期間末における純資産合計は1,399,466千円となり、前事業年度末に比べ66,681千円増加いたし

ました。これは主に四半期純利益による増加90,728千円及び剰余金の配当による減少24,741千円によるものであり

ます。 

 この結果、自己資本比率は90.6%（前事業年度末は70.2%）となりました。 

  

  

（３）業績予想に関する定性的情報 

現時点で平成23年７月11日に発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）追加情報 

会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用 

当第１四半期会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬

の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関す

る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。 

  

  

  

  

２．サマリー情報（その他）に関する事項
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３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年５月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成23年８月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 458,872 798,481

売掛金 51,752 －

オークション未収入金 15,120 2,686

商品 687,348 296,408

前渡金 472,869 321,665

その他 148,739 63,727

貸倒引当金 △108 △12

流動資産合計 1,834,596 1,482,957

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 15,232 13,053

車両運搬具（純額） 1,139 934

工具、器具及び備品（純額） 2,648 2,412

有形固定資産合計 19,020 16,399

投資その他の資産   

その他 73,284 73,840

貸倒引当金 △31,207 △31,088

投資その他の資産合計 42,076 42,752

固定資産合計 61,097 59,151

資産合計 1,895,693 1,542,109

負債の部   

流動負債   

買掛金 559 439

オークション未払金 3,174 7,536

短期借入金 440,000 －

未払法人税等 3,939 1,560

賞与引当金 17,179 8,824

役員賞与引当金 18,292 10,338

その他 54,613 87,144

流動負債合計 537,758 115,842

固定負債   

退職給付引当金 25,150 26,800

固定負債合計 25,150 26,800

負債合計 562,908 142,642
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年５月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成23年８月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 781,317 781,317

資本剰余金 386,067 386,067

利益剰余金 250,909 316,896

自己株式 △87,856 △87,856

株主資本合計 1,330,438 1,396,425

新株予約権 2,346 3,041

純資産合計 1,332,785 1,399,466

負債純資産合計 1,895,693 1,542,109
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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22年６月１日 
 至 平成22年８月31日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成23年６月１日 

 至 平成23年８月31日) 

売上高 252,059 714,675

売上原価 126,466 433,894

売上総利益 125,592 280,781

販売費及び一般管理費 136,339 187,938

営業利益又は営業損失（△） △10,746 92,843

営業外収益   

受取利息 301 79

受取保険金 － 1,474

受取保管料 1,011 －

その他 389 329

営業外収益合計 1,701 1,884

営業外費用   

支払利息 1,104 871

為替差損 3,908 3,192

その他 － 95

営業外費用合計 5,012 4,159

経常利益又は経常損失（△） △14,057 90,568

特別利益   

貸倒引当金戻入額 692 －

未払配当金戻入益 561 500

特別利益合計 1,253 500

特別損失   

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 8,225 －

特別損失合計 8,225 －

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △21,029 91,068

法人税、住民税及び事業税 222 340

法人税等合計 222 340

四半期純利益又は四半期純損失（△） △21,252 90,728
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該当事項はありません。  

  

  

該当事項はありません。  

  

  

（１）生産、受注及び販売の状況 

(1）生産実績 

 当社は、主に美術品を対象としたオークション運営事業を行っており、生産実績の記載はしておりません。 

(2）受注実績 

 当社は、受注生産を行っておりませんので、受注実績の記載はしておりません。 

(3）販売実績 

 （注）１．その他オークションの開催については、募集の状況により随時開催しております。当第１四半期累計期間

（平成23年６月１日～平成23年８月31日）は、Bags/Jewellery＆Watchesオークション１回、長谷川利行コ

レクション１回を開催しております。 

 ２．本表の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 ３．当社の事業構造として、オークションが第２四半期及び第４四半期に多く開催される傾向があるため、四半

期会計期間別の業績には季節的変動があります。 

  

  

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

４．補足情報

  
当第１四半期累計期間

（自 平成23年６月１日 
至 平成23年８月31日） 

  取扱高 
（千円） 

前年同
四半期比 
（％） 

売上高
（千円） 

前年同
四半期比 
（％） 

オークション
開催数（回）

オークション
出品数（点） 

オークショ
ン落札数
（点） 

落札率
（％） 

近代美術オークション  420,200 △33.6 74,640 △36.6 1  162 153 94.4

近代陶芸オークション  55,105 10.3 14,076 19.3 1  164 139 84.8

近代美術PartⅡオークション  61,185 2.5 14,527 △13.7 1  315 308 97.8

その他オークション（注）1  113,625 361.2 22,280 316.7 2  508 412 81.1

オークション事業合計  650,115 △15.3 125,524 △17.2 5  1,149 1,012 88.1

プライベートセール  440,641 455.4 415,556 450.0                     

その他  224,055 0.4 173,594 599.3                     

その他事業合計  664,697 119.7 589,151 486.9                     

合計  1,314,812 22.9 714,675 183.5                     
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