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平成20年３月期中間期 前年同期の実績値（連結・単独）との差異 

に関するお知らせ 
 

平成20年３月期中間期（平成19年４月１日～平成19年9月30日）の実績（連結・単独）は、前年同期

の実績値に対して、下記のとおりの差異となります。 

 

Ⅰ. 前年同期の実績値との差異 

① 連結                                 （単位：百万円） 

 売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 中間純利益 

平成 19 年３月期 

中間実績値（Ａ） 
2,876 172 110 86

平成 20 年３月期 

中間実績値（Ｂ） 
2,866 △2,526 △2,846 △2,931

増減額（Ｂ－Ａ） △10 △2,699 △2,956 △3,017

増 減 率 △0.4％ ― ― ―

② 単独                                 （単位：百万円） 

 売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 中間純利益 

平成 19 年３月期 

中間実績値（Ａ） 
2,383 △145     △187 △210

平成 20 年３月期 

中間実績値（Ｂ） 
2,295 △2,522  △2,859 △2,938

増減額（Ｂ－Ａ） △87 △2,377 △2,671 △2,727

増 減 率  △3.7％ ― ― ―
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Ⅱ. 差異の内容 

①連結について 

（1）当中間連結会計期間の売上高は、28 億 66 百万円（前年同期比 0.4％減）となりました。 

具体的な事象と致しましては、 

・当社における不動産の投資回収が結実し、大口販売用不動産の売却収入があったものの有価証

券投資の売上減をカバーするには至らなかったこと 

・当社のリース事業が軌道にのり、リース売上高が順調に推移したこと 

・連結子会社において、投資関連コンサルティングの受託が、売上高に貢献したこと 

などであります。 

（2）当中間連結会計期間の営業損益は、25 億 26 百万円の損失（前年同期は１億 72 百万円の利益）と

なりました。これは、所有株式の株価の著しい下落の影響を受けて回復する見込みがないと判断

せざるをえず、売上原価として営業投資有価証券評価損24億１百万円を計上したためであります。

また、当中間連結経常損益は、28 億 46 百万円の損失（前年同期は 1 億 10 百万円の利益）となり

ました。これは、転換社債型新株予約権付社債の発行に伴い営業外費用として社債発行費３億 24

百万円を一括計上したためであります。当社は平成 19 年５月に、高い成長性が見込まれるマカオ

のリゾート地区開発事業推進のため、当該社債を発行し投資資金を調達いたしましたが、社債発

行費はこれに付随して発生した財務費用であります。 

   この結果、当中間純損益は、29 億 31 百万円の損失（前年同期は 86 百万円の利益）を計上する

こととなりましたが、上記のとおり一過性の要因によるものでありますので、下半期決算に向け

て、保有株式の売却をはじめとして利益の確保に邁進する所存であります。 

 

②単独について 

(1) 当中間会計期間の売上高は、22 億 95 百万円（前年同期比 3.7％減）となりました。これは、販

売用不動産の売却収入とリース事業による売上高が増加したものの、有価証券投資の売上減をカ

バーするには至らなかったことであります。 

(2) 当中間会計期間の経常損失及び中間純損失も、上記の連結決算の差異内容(2)によるものが主な

要因です。 

 

Ⅲ．ご参考：前期の実績（平成 18 年 4月 1日～平成 19 年 3月 31 日） 

①連結                                                                      （単位：百万円） 

通期 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

（平成18年4月1日～

平成 19 年 3月 31 日） 
4,649 △2,965 △3,035 △3,010 

②単独                                                                       （単位：百万円） 

通期 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

（平成18年4月1日～

平成 19 年 3月 31 日） 
3,410 △3,136 △3,170 △3,131 

 

以   上 
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07 – September 30, 2007) of the current fiscal year ending March 2008 and the same period in the 
previous fiscal year are as follows. 

  
 
D

① Consolidated                                  （un
 Net Sales Operating Income Recurring Income Net Income 

1st half (September 2006)（Ａ） 2,876 172 110 86

1st half (September 2007)（Ｂ） 2,866 △2,526 △2,846 △2,931

Change（Ｂ－Ａ） △10 △2,699 △2,956 △3,017

Percentage of change △0.4％ ― ― ―

 

 Non-consolidated                                            （unit：million yen） 

 

②

 Net Sales Operating Income Recurring Income Net Income 

st half (September 2006)（Ａ） 3  0 2,38 △145 △187 △211

1st half (September 2007)（Ｂ） 2,295 △2,522 △2,859  △2,938 

Change（Ｂ－Ａ） △87 △2,377 △2,671  △2,727 

Perce ge of change △3.7nta ％ ― ―  ―  
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I. Differences in Operating Performance 

Basis 
net sales decreased 0.4%, to ¥2,866 million.  

 on 

 

 

m

2. Operating 
 ¥2,295 million, down 3.7%. This improvement 

(2) During the period, the 

 

Year  
2006  -  March 31, 2007) 

I

1. Operating Performance on a Consolidated 
(1) During the first half of the fiscal year, consolidated 

Specific events included the following.  
• investments in real estate, resulting in substantial income The Company earned returns on its 

disposal of available-for-sale real estate, but these returns failed to compensate for the decline in 
sales of investment securities. 

• The company’s leasing business remained on a growth trajectory, with segment sales performance 
expanding steadily. 

• Our consolidated subsidiary received a steady influx of investment consulting business, which 
contributed to net sales. 

(2) During the first half, the company posted a consolidated operating loss of ¥2,526 million, compared 
with operating income of ¥172 million during the first half of the preceding fiscal year. It was market
prices of shares held by the company fell significantly. After judging there to be little likelihood of the 
share price recovering, the Company posted a ¥2,401 million revaluation loss on Operating investment
in securities. Also the company posted a consolidated recurring loss of ¥2,846 million, compared with 
recurring income of ¥110 million during the first half of the preceding fiscal year. It was because of 
non-operating expenses rose as we posted one-time bond issuance expenses of ¥324 million, in line 
with the issuance of convertible bonds. These bonds were issued in May 2007 to raise funds to enable 
the company to take part in a Macau resort development project that we expect to have high potential 
for growth, and financial expenses accompanied this fund raising exercise. 

As a result, the Company posted a net loss of ¥2,931 million, compared with net income of ¥86 
illion in the first half of the preceding fiscal year. However, this loss was the result of temporary 

factors, as are described above. We are taking vigorous measures to ensure profits in the second half, 
such as through as the first step of the sales of securities. 

 
Performance on a Non-Consolidated Basis 

(1) Non-consolidated net sales during the first half came to
stemmed from higher income on disposal of available-for-sale real estate and stronger leasing business 
performance. However, this increase failed to compensate for the decline in sales of investment 
securities.  

company also posted recurring and net losses, mainly for the same reasons as 
those described in item (2) describing consolidated performance. 

ference:  Operating Performance in the Preceding Fiscal III. Re
(April 1, 

1. Consolidated                                                          （unit: million yen） 
curring Income Net Income Full Year Net Sales Operating Income Re

April 1, 2006, to  
Mar  ch 31, 2007 4,649 △2,965 △3,035 △3,010 

2. Non-Consolidate
Full Year 

d                               （unit en）                        : million y
Net Sales Operating Income Recurring Income Net Income 

April 1, 2006, to  
Mar  ch 31, 2007 3,410 △3,136 △3,170 △3,131 
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