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1.  平成25年3月期第2四半期の業績（平成24年4月1日～平成24年9月30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 ％

25年3月期第2四半期 998 △18.4 △102 ― △145 ― △151 ―
24年3月期第2四半期 1,224 5.4 △157 ― △207 ― △216 ―

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

25年3月期第2四半期 △0.15 ―
24年3月期第2四半期 △0.21 ―

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

25年3月期第2四半期 2,726 1,825 66.9 1.81
24年3月期 3,169 2,139 67.5 2.12
（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  1,825百万円 24年3月期  2,139百万円

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

24年3月期 ― ― ― 0.00 0.00
25年3月期 ― ―
25年3月期（予想） ― 0.00 0.00

3. 平成25年 3月期の業績予想（平成24年 4月 1日～平成25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 2,100 0.0 △250 ― △270 ― △210 ― △0.20



(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） 

※  注記事項

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  有
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  有
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期2Q 1,020,698,682 株 24年3月期 1,020,698,682 株
② 期末自己株式数 25年3月期2Q 14,740,758 株 24年3月期 14,739,548 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 1,005,958,818 株 24年3月期2Q 1,005,962,834 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のレビュー手続きは終了しております。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 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等につい 
 ては、四半期決算短信（添付資料）３ページ「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 



  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報 …………………………………………………… ２ 

（１）経営成績に関する定性的情報 ……………………………………………………… ２ 

（２）財政状態に関する定性的情報 ……………………………………………………… ２ 

（３）業績予想に関する定性的情報 ……………………………………………………… ３ 

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項 ……………………………………………… ３ 

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ………………………………… ３ 

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 ………………………… ３ 

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要 ………………………………………… ３ 

４．四半期財務諸表 ………………………………………………………………………… ４ 

（１）四半期貸借対照表 …………………………………………………………………… ４ 

（２）四半期損益計算書 …………………………………………………………………… ７ 

（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 ………………………………………………… ８ 

（４）継続企業の前提に関する注記 ……………………………………………………… ９ 

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ……………………………… ９ 

（６）重要な後発事象 ……………………………………………………………………… ９ 

  

○添付資料の目次

㈱エス・サイエンス（5721）　平成25年３月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕（非連結）

1



 当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、復興需要により一部の産業に復調の兆しが見ら 

れるものの、欧州や特に中国の景気に減速感があり、また円高が継続していることもあっていま 

だに先行き不透明な状況にあります。  

 このような環境の下、当第２四半期累計期間の売上高につきましては、ニッケル事業では、前  

年同期に比べ販売価格が低下したことにより売上高は３億76百万円（前年同期比26.9％減）とな 

りました。  

 不動産事業では、１物件の販売用不動産の売却・引き渡しが完了し、売上高は１億79百万円（ 

前年同期比5.1％減）となりました。  

 教育事業では、新規生徒の確保と既存校の退会防止に努めましたが、生徒数の減少により前年 

同期を下回り、売上高は４億42百万円（前年同期比14.7％減）となりました。  

 この結果、当第２四半期累計期間の業績は、売上高９億98百万円（前年同期売上高12億24百万 

円）、営業損失１億２百万円（前年同期営業損失１億57百万円）、経常損失１億45百万円（前年 

同期経常損失２億７百万円）、四半期純損失１億51百万円(前年同期四半期純損失２億16百万円) 

となりました。  

  

① 資産、負債及び純資産の状況 

  当第２四半期会計期間末の資産につきましては、流動資産は前事業年度末に比べ２億53百万 

 円減少し、18億61百万円となりました。これは主に現金及び預金並びに販売用不動産の減少に  

 よるものであります。  

  固定資産は前事業年度に比べ１億89百万円減少し、８億64百万円となりました。これは主に  

 投資有価証券が減少したためであります。  

  負債につきましては、流動負債は前事業年度末に比べ81百万円減少し、２億57百万円となり 

 ました。これは主に買掛金が減少したことによるものであります。  

  固定負債は、前事業年度末に比べ46百万円減少し、６億43百万円となりました。これは主に 

 長期借入金を１年以内返済予定の長期借入金に振り替えたことによるものであります。  

     純資産につきましては、前事業年度末に比べ３億14百万円減少し、18億25百万円となりまし 

    た。これは、四半期純損失及びその他有価証券評価差額金を計上したことによるものでありま 

    す。 

     

② キャッシュ・フロー状況 

     当第２四半期累計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という）は、前事業年 

    度末に比べ72百万円減少し３億64百万円となりました。 

  

    （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

      当第２四半期累計期間における営業活動により使用した資金は、33百万円（前年同四半期 

     １億43百万円の減少）となりました。 

      その主な内訳は、税引前四半期純損失（累計期間）１億46百万円及び仕入債務の減少58百 

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する定性的情報

（２）財政状態に関する定性的情報
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     万円等によるものであります。 

  

    （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

      当第２四半期累計期間における投資活動により増加した資金は、12百万円（前年同四半期 

     38百万円の増加）となりました。 

      その主な内訳は、投資有価証券の売却によるものであります。  

  

    （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

      当第２四半期累計期間における財務活動により使用した資金は、51百万円（前年同四半期 

     50百万円の減少）となりました。 

      その主な内訳は、短期借入金の返済によるものであります。 

  

 業績予想につきましては、平成25年３月期 第２四半期の業績状況を踏まえ、平成25年３月期 

通期業績予想について変更を行なっております。詳細につきましては、本日、平成24年11月14日 

公表の「第２四半期累計期間 業績予想と実績との差異ならびに通期業績予想の修正に関するお 

知らせ」をご参照ください。 

  

 該当事項はありません。 

  

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

    法人税法の改正に伴い、第１四半期会計期間より、平成24年４月１日以降に取得した有形固定  

   資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。 

    これによる当第２四半期累計期間の営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益に与える影響 

   は軽微であります。 

  

該当事項はありません。 

  

  

  

  

（３）業績予想に関する定性的情報

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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４．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

(単位：千円)

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 452,021 379,498

受取手形 83,688 91,199

売掛金 150,336 148,651

営業未収入金 20,923 15,729

有価証券 373,525 319,224

販売用不動産 878,368 773,667

商品 9,784 11,753

製品 64,821 40,797

仕掛品 3,445 3,491

原材料 2,389 1,183

前払費用 24,442 20,349

未収入金 49,208 49,821

預け金 2,175 2,104

その他 4,365 7,897

貸倒引当金 △4,334 △3,981

流動資産合計 2,115,161 1,861,387

固定資産   

有形固定資産   

建物 699,667 699,667

減価償却累計額 △357,443 △367,548

建物（純額） 342,224 332,118

構築物 29,778 29,778

減価償却累計額 △27,248 △27,337

構築物（純額） 2,529 2,441

機械及び装置 188,502 188,502

減価償却累計額 △188,034 △188,132

機械及び装置（純額） 467 369

車両運搬具 16,490 16,490

減価償却累計額 △13,209 △13,894

車両運搬具（純額） 3,280 2,595

工具、器具及び備品 166,356 166,310

減価償却累計額 △155,434 △156,547

工具、器具及び備品（純額） 10,922 9,762

リース資産 10,005 10,005

減価償却累計額 △2,678 △3,607

リース資産（純額） 7,327 6,398

有形固定資産合計 366,751 353,686
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期会計期間 
(平成24年９月30日) 

無形固定資産   

借地権 14,678 14,678

ソフトウエア 976 590

電話加入権 12,852 12,852

ソフトウエア仮勘定 － 1,154

無形固定資産合計 28,506 29,274

投資その他の資産   

投資有価証券 470,020 298,234

関係会社株式 20,000 20,000

出資金 1,400 1,400

敷金及び保証金 135,788 130,104

長期貸付金 2,400 2,400

会員権 22,314 22,314

長期前払費用 6,765 6,176

長期未収入金 24,812 24,799

破産更生債権等 32,319 32,319

その他 12,825 14,000

貸倒引当金 △69,911 △69,916

投資その他の資産合計 658,736 481,834

固定資産合計 1,053,995 864,795

資産合計 3,169,156 2,726,182

負債の部   

流動負債   

買掛金 77,801 20,469

1年内返済予定の長期借入金 50,000 50,000

リース債務 1,949 974

未払金 45,577 43,374

未払費用 33,853 27,979

未払法人税等 28,491 21,843

未払消費税等 73,671 78,052

前受金 14,642 1,002

前受収益 1,360 1,620

預り金 10,261 11,424

賞与引当金 1,886 1,209

流動負債合計 339,495 257,950

固定負債   

長期借入金 596,000 546,000

リース債務 5,704 5,704

退職給付引当金 9,306 10,251

役員退職慰労引当金 39,360 41,250
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期会計期間 
(平成24年９月30日) 

受入敷金保証金 11,251 11,251

資産除去債務 28,417 28,651

固定負債合計 690,039 643,108

負債合計 1,029,534 901,059

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,000,000 5,000,000

資本剰余金   

その他資本剰余金 1,560,321 1,560,321

資本剰余金合計 1,560,321 1,560,321

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 △4,238,103 △4,389,615

利益剰余金合計 △4,238,103 △4,389,615

自己株式 △331,747 △331,748

株主資本合計 1,990,469 1,838,957

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 149,151 △13,834

評価・換算差額等合計 149,151 △13,834

純資産合計 2,139,621 1,825,123

負債純資産合計 3,169,156 2,726,182
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（２）四半期損益計算書 
 第２四半期累計期間 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 1,224,201 998,837

売上原価 1,122,146 865,985

売上総利益 102,055 132,851

販売費及び一般管理費 259,305 235,580

営業損失（△） △157,250 △102,729

営業外収益   

受取利息及び配当金 6,602 5,278

受取賃貸料 5,918 5,918

貸倒引当金戻入額 755 －

賞与引当金戻入額 1,147 －

役員退職慰労引当金戻入額 2,811 －

その他 8,529 1,909

営業外収益合計 25,763 13,106

営業外費用   

有価証券評価損 75,375 54,300

売上割引 392 135

その他 694 918

営業外費用合計 76,463 55,354

経常損失（△） △207,949 △144,977

特別損失   

事業撤退損 3,051 790

貸倒引当金繰入額 － 287

投資有価証券売却損 － 800

その他 － 0

特別損失合計 3,051 1,877

税引前四半期純損失（△） △211,001 △146,855

法人税、住民税及び事業税 5,425 4,656

法人税等合計 5,425 4,656

四半期純損失（△） △216,426 △151,511
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純損失（△） △211,001 △146,855

減価償却費 17,573 14,993

原状回復費 13,700 －

投資有価証券売却損益（△は益） － 800

受取利息及び受取配当金 △6,602 △5,278

賞与引当金の増減額（△は減少） △1,147 △677

退職給付引当金の増減額（△は減少） 849 944

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △2,491 1,890

貸倒引当金の増減額（△は減少） － △348

事業構造改善引当金の増減額（△は減少） △19,059 －

売上債権の増減額（△は増加） 57,723 △631

仕入債務の増減額（△は減少） △42,406 △58,005

たな卸資産の増減額（△は増加） 133,314 126,594

売買目的有価証券の純増（△）減 75,375 54,300

前払費用の増減額（△は増加） 9,501 4,092

未収入金の増減額（△は増加） 2,183 △613

未払金の増減額（△は減少） △8,203 △2,203

未払費用の増減額（△は減少） △3,746 △5,873

預り金の増減額（△は減少） 3,146 －

前受金の増減額（△は減少） △23,833 △13,639

預り敷金及び保証金の返還による支出 △5,384 －

未払消費税等の増減額（△は減少） △125,820 4,380

その他 △1,557 △1,121

小計 △137,884 △27,249

利息及び配当金の受取額 6,132 4,893

法人税等の支払額 △11,739 △11,173

営業活動によるキャッシュ・フロー △143,490 △33,530

投資活動によるキャッシュ・フロー   

投資有価証券の売却による収入 － 8,000

有形固定資産の取得による支出 △10,331 △280

長期貸付金の回収による収入 800 －

敷金及び保証金の回収による収入 50,036 5,491

その他 △1,695 △1,174

投資活動によるキャッシュ・フロー 38,808 12,036

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の返済による支出 △50,000 △50,000

リース債務の返済による支出 △596 △974

その他 △49 △54

財務活動によるキャッシュ・フロー △50,646 △51,029

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △155,328 △72,523

現金及び現金同等物の期首残高 565,979 437,021

現金及び現金同等物の四半期末残高 410,651 364,498
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 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

    該当事項はありません。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（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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