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1. 平成26年5月期第3四半期の連結業績（平成25年6月1日～平成26年2月28日） 

（注）１．平成26年５月期第１四半期より四半期連結財務諸表を作成しているため、平成25年５月期第３四半期の数値及び対前年同四半期増減率について 
     は、記載しておりません。 
   ２．当社は平成25年12月１日を効力発生日として、普通株式１株につき100株の割合で株式分割を行っております。当連結会計年度の期首に当該株式 
     分割が行われたと仮定して、「１株当たり四半期純利益」及び「潜在株式調整後１株当たり四半期純利益」を算定しております。 

(2) 連結財政状態 

（注）１．平成26年５月期第１四半期より四半期連結財務諸表を作成しているため、平成25年５月期の数値については、記載しておりません。 
   ２．当社は、平成25年12月１日を効力発生日として、普通株式１株につき100株の割合で株式分割を行っております。当連結会計年度の期首に当該株式 
     分割が行われたと仮定して、「１株当たり純資産」を算定しております。  

(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5月期第3四半期 843 ― 13 ― 3 ― 5 ―
25年5月期第3四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

（注）包括利益 26年5月期第3四半期 0百万円 （―％） 25年5月期第3四半期 ―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5月期第3四半期 1.14 1.08
25年5月期第3四半期 ― ―

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5月期第3四半期 2,549 1,517 58.7 271.33
25年5月期 ― ― ― ―
（参考）自己資本 26年5月期第3四半期 1,497百万円 25年5月期 ―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 
（注）当社は平成25年12月１日を効力発生日として、普通株式１株につき100株の割合で株式分割を行っており、平成26年５月期（予想）の期末の１株当たり 
   配当金については、株式分割後の金額を記載しております。 

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5月期 ― 0.00 ― 200.00 200.00
26年5月期 ― 0.00 ―
26年5月期（予想） 6.00 6.00

3. 平成26年 5月期の連結業績予想（平成25年 6月 1日～平成26年 5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 
（注）１．平成26年５月期第１四半期より四半期連結財務諸表を作成しているため、対前期増減率については、記載しておりません。 
   ２．当社は平成25年12月１日を効力発生日として、普通株式１株につき100株の割合で株式分割を行っており、平成26年５月期の連結業績予想の通期 
     の１株当たり当期純利益の金額は、株式分割後の金額を記載しております。 

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 1,569 ― 171 ― 158 ― 122 ― 23.18



(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） 

（注）当社は、平成25年12月１日を効力発生日として、普通株式１株につき100株の割合で株式分割を行っております。前事業年度の期首に当該株式分割
   が行われたと仮定して、発行済株式数（普通株式）を算定しております。 

※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
四半期連結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 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
本資料に記載されている業績見通しなどの将来に関する記述は、当社が現在入手可能な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、添付資
料P．２「経営成績に関する説明」をご覧ください。 

※ 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5月期3Q 6,377,900 株 25年5月期 5,906,900 株
② 期末自己株式数 26年5月期3Q 859,800 株 25年5月期 859,800 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年5月期3Q 5,251,297 株 25年5月期3Q 5,250,500 株
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 当社は第１四半期連結累計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、四半期連結財務諸表につきましては

前年同四半期等との比較分析は行っておりませんが、オークション関連事業につきましては前年同四半期との比較を

行っております。 

  

（１）経営成績に関する説明 

 当第３四半期連結累計期間（平成25年６月１日～平成26年２月28日）におけるわが国の経済は、政府の経済政策

と金融緩和策の効果から円安・株高が進行し、全体的には、緩やかな回復基調で推移しました。企業収益は徐々に

改善の方向に向かいはじめ、雇用状況も順調に量的拡大をみせはじめてはいるものの、他方、消費税率引き上げや

物価上昇に伴う実質所得の低下による将来的な影響への不安等による消費低迷への懸念や、今後の政策次第では、

現在上向きつつある景気の動向が懸念される状況にあります。また、海外では新興国経済の成長鈍化や欧州経済低

迷の長期化などが懸念され、引き続き不透明な状況が続いております。 

 このような環境のもと、当社グループは、当社の主たる事業であるオークション関連事業において高額美術品を

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

進に努めるとともに、再生可能エネルギー関連事業及び医療機関向け支援事業においては、安定的な収益の早期確

保に向けた体制の構築に努めました。 

   

①オークション関連事業  

 当第３四半期連結累計期間は、主力の近代美術オークションにおいて前年同期間比で出品点数、取扱高ともに大

きく増加し、また特別オークションとして開催した「富本憲吉記念館 辻本勇コレクション」及び「日本刀オーク

ション」が当初予想を大きく上回る結果となり、取扱高2,755,768千円（前年同期間比52.3％増）、売上高778,784

千円（前年同期間比31.3％増、内商品売上高279,638千円（前年同期間比3.1％増））となりました。 

 種別の業績は次のとおりです。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

  第25期第３四半期連結累計期間 

  
自 平成25年６月１日 

至 平成26年２月28日  

種 別 
取扱高 前年比 売上高 前年比 オークション オークション オークション 落札率 

（千円） （％） （千円） （％） 開催数 出品数 落札数 （％） 

近代美術オークション  1,455,400 94.9 333,738 112.5  4  467  385  82.4

近代陶芸オークション  157,770 △30.3 36,037 △24.2  3  610  562  92.1

近代美術PartⅡオークション  198,615 22.4 54,205 18.4  4  1,468  1,360  92.6

その他オークション  709,399 97.8 155,564 88.4  12  2,165  1,671  77.2

オークション事業合計  2,521,184 68.7 579,547 74.1  23  4,710  3,978  84.5

プライベートセール  122,534 △46.6 116,699 △46.5  

その他  112,050 29.8 82,538 95.3  

オークション関連 

その他事業合計 
 234,584 △25.7 199,237 △23.5  

オークション関連事業合計  2,755,768 52.3 778,784 31.3  
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 近代美術オークション部門の取扱高は1,455,400千円（前年同期間比94.9％増）、売上高は333,738千円（前年同

期間比112.5％増、内商品売上高89,293千円（前年同期間比463.8％増））となりました。出品点数、落札単価とも

に前年同期間比で大きく増加し、取扱高、売上高が増加しました。 

 近代陶芸オークション部門の取扱高は157,770千円（前年同期間比30.3％減）、売上高は36,037千円（前年同期

間比24.2％減、内商品売上高390千円（前年同期間比63.2％減））となりました。落札率は92.1％と高い水準を維

持しましたが、第２四半期連結会計期間に開催した「富本憲吉記念館 辻本勇コレクション」は、後述のその他オ

ークション部門に含めてありますので、前年同期間との比較では、取扱高、売上高が減少しております。仮に同オ

ークションを近代陶芸オークション部門に含めた場合、取扱高は312,445千円（前年同期間比37.9％増）、売上高

は73,464千円（前年同期間比54.5％増、内商品売上高390千円（前年同期間比63.2％減））となります。 

 近代美術ＰａｒｔⅡオークション部門の取扱高は198,615千円（前年同期間比22.4％増）、売上高は54,205千円

（前年同期間比18.4％増、内商品売上高6,628千円（前年同期間比19.0％減））となりました。92.6％という高い

落札率を維持しつつ、出品点数、落札単価ともに前年同期間比で増加し、取扱高、売上高が増加しました。 

 その他オークション部門の取扱高は709,399千円（前年同期間比97.8％増）、売上高は155,564千円（前年同期間

比88.4％増、内商品売上高1,661千円（前年同期間比75.8％減））となりました。当期間は、

Bags/Jewellery&Watchesオークション３回、ワインオークション２回、西洋美術オークション1回を開催した他、

特別オークションとして「富本憲吉記念館 辻本勇コレクション」、「日本刀オークション」、「斎藤真一コレク

ション」、「織田広喜コレクション」を各1回、「草間彌生コレクション」を２回開催し、取扱高、売上高が増加

しました。なお、当社は、Jオークション株式会社を平成25年10月22日付で設立し、当社の

Bags/Jewellery&Watchesオークションで取り扱っていた宝飾品類は、当該子会社が開催するオークションで取り扱

うこととし、第２四半期連結会計期間より連結の範囲に含めておりますが、平成25年12月14日開催オークションま

では当社による開催であり、当第３四半期連結累計期間までにJオークション株式会社で開催したオークションは

ありません。 

 プライベートセールにおきましては取扱高は122,534千円（前年同期間比46.6％減）、売上高は116,699千円（前

年同期間比46.5％減、内商品売上高116,699千円（前年同期間比46.5％減））となりました。当期間も積極的な取

り扱いに努めましたが、前年実績と同クラスの高額品の取り扱いがなく、前年同期間との比較では取扱高、売上高

が減少となりました。  

②再生可能エネルギー関連事業 

 再生可能エネルギー関連事業におきましては、当第３四半期連結会計期間に50キロワット級の小型ソーラー発電

施設２基が完工し、販売いたしました。50キロワット級の小型ソーラー発電施設につきましては、現在９基が施工

中であり、引き続き分譲販売のための用地確保にも努めました。また、宮崎県西都市のメガソーラー発電施設（穂

北太陽光発電所、発電規模993.6kw）を取得し、平成25年11月より株式会社九州電力に対する売電を開始しており

ます。 

③その他事業 

 医療機関向け支援事業におきましては、昨年６月より診療報酬債権ファクタリング事業を開始し、医療機関向け

ファクタリングのための具体的折衝を随時行っておりますが、当社の第７回新株予約権に係る資金調達の遅れと、

当社からの一時貸付を再生可能エネルギー関連事業に対して優先的に行っていることにより、投資機会を見送る状

況にあります。 

  

 以上により、当第３四半期連結累計期間は、売上高843,641千円、経常利益3,080千円、四半期純利益5,973千円

となりました。 
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（２）財政状態に関する説明 

①財政状態の分析 

（資産） 

 当第３四半期連結会計期間末における資産合計は、2,549,181千円となりました。その主な内訳は現金及び預金

932,406千円、商品461,436千円、仕掛販売用不動産138,954千円、前渡金232,038千円、有形固定資産307,679千

円、投資その他の資産297,701千円であります。 

（負債） 

 当第３四半期連結会計期間末における負債合計は、1,031,768千円になりました。その主な内訳はオークション

未払金38,649千円、短期借入金584,000千円、長期借入金256,500千円、退職給付引当金30,450千円であります。 

（純資産） 

 当第３四半期連結会計期間末における純資産合計は1,517,413千円になりました。その主な内訳は資本金903,750

千円、資本剰余金508,500千円、利益剰余金309,449千円、自己株式222,826千円であります。 

   

   

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

  平成26年５月期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及び現状の事業状況、

事業環境を勘案した結果、概ね平成26年１月10日に公表いたしました業績予想の範囲内で推移しており、現時点

において同予想値に変更はありません。 

なお、実際の業績につきましては、今後様々な要因によって予想値と異なる可能性があります。  

   

   

（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。 

 なお、特定子会社の異動には該当しておりませんが、当第３四半期連結累計期間において、連結の範囲又は持分

法適用の範囲の変更を行っております。  

（連結の範囲又は持分法適用範囲の変更） 

１．連結の範囲の重要な変更 

当社は、第１四半期連結会計期間より、非連結子会社であったエーペック株式会社及びシンワメディコ株式会

社（旧シンワメディカル株式会社であり、平成26年１月15日付で商号変更しております。）の重要性が増したた

め、連結の範囲に含めております。 

また、宝飾品類を取り扱う子会社として、Jオークション株式会社を平成25年10月22日付で設立し、第２四半

期連結会計期間より連結の範囲に含めております。 

２．持分法適用の範囲の重要な変更  

当社は、持分法非適用の関連会社でありましたASIAN ART AUCTION ALLIANCE COMPANY LIMITEDについて、第１

四半期連結会計期間より連結財務諸表の作成に伴い、持分法適用の範囲に含めております。また、第２四半期連

結会計期間において、ASIAN ART AUCTION ALLIANCE COMPANY LIMITEDに対する緊密な者又は同意している者によ

る議決権所有割合が増加したため、子会社に該当することになりましたが、支配が一時的であると認められるた

め、連結の範囲には含めておりません。  

   

   

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）

当第３四半期連結会計期間 
(平成26年２月28日) 

資産の部  

流動資産  

現金及び預金 932,406

売掛金 3,885

オークション未収入金 18,097

商品 461,436

販売用不動産 30,001

仕掛販売用不動産 138,954

前渡金 232,038

その他 127,010

貸倒引当金 △30

流動資産合計 1,943,800

固定資産  

有形固定資産  

建物及び構築物（純額） 7,920

機械装置及び運搬具（純額） 290,350

車両運搬具（純額） 1,150

工具、器具及び備品（純額） 6,257

建設仮勘定 2,000

有形固定資産合計 307,679

投資その他の資産  

その他 311,522

貸倒引当金 △13,820

投資その他の資産合計 297,701

固定資産合計 605,381

資産合計 2,549,181

負債の部  

流動負債  

買掛金 1,464

オークション未払金 38,649

短期借入金 584,000

1年内返済予定の長期借入金 28,500

未払法人税等 5,555

賞与引当金 6,795

役員賞与引当金 12,484

その他 47,410

流動負債合計 724,858

固定負債  

長期借入金 256,500

退職給付引当金 30,450

資産除去債務 7,359

その他 12,600

固定負債合計 306,909

負債合計 1,031,768
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間 
(平成26年２月28日) 

純資産の部  

株主資本  

資本金 903,750

資本剰余金 508,500

利益剰余金 309,449

自己株式 △222,826

株主資本合計 1,498,873

その他の包括利益累計額  

為替換算調整勘定 △1,638

その他の包括利益累計額合計 △1,638

新株予約権 13,742

少数株主持分 6,436

純資産合計 1,517,413

負債純資産合計 2,549,181
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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）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年６月１日 
 至 平成26年２月28日) 

売上高 843,641

売上原価 342,276

売上総利益 501,365

販売費及び一般管理費 487,799

営業利益 13,565

営業外収益  

受取利息 165

受取査定報酬 671

為替差益 1,932

受取保険金 1,800

その他 911

営業外収益合計 5,481

営業外費用  

支払利息 5,594

持分法による投資損失 1,124

新株予約権発行費用 8,554

その他 693

営業外費用合計 15,966

経常利益 3,080

特別利益  

新株予約権戻入益 1,777

特別利益合計 1,777

特別損失  

固定資産除却損 1,450

事務所移転費用 2,318

特別損失合計 3,769

税金等調整前四半期純利益 1,089

法人税、住民税及び事業税 5,540

法人税等調整額 △6,273

法人税等合計 △733

少数株主損益調整前四半期純利益 1,822

少数株主損失（△） △4,150

四半期純利益 5,973
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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）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年６月１日 
 至 平成26年２月28日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,822

その他の包括利益  

為替換算調整勘定 △1,638

その他の包括利益合計 △1,638

四半期包括利益 183

（内訳）  

親会社株主に係る四半期包括利益 4,334

少数株主に係る四半期包括利益 △4,150
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該当事項はありません。   

   

   

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）
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