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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20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 ％

21年3月期第1四半期 1,477 ― 328 ― 323 ― 194 ―

20年3月期第1四半期 1,403 ― 121 ― 95 ― 56 ―

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

21年3月期第1四半期 26,451.95 ―

20年3月期第1四半期 7,680.24 7,680.05

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

21年3月期第1四半期 9,022 3,379 18.1 222,304.47
20年3月期 9,289 3,217 15.5 195,811.56

（参考） 自己資本  21年3月期第1四半期  1,633百万円 20年3月期  1,439百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 2,000.00 ― 2,300.00 4,300.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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2四半期連結累計期間 1,903 ― 487 ― 471 ― 239 ― 32,517.00
通期 4,793 57.2 546 160.5 533 246.9 263 258.5 35,782.31

4.  その他 
(1) 期中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) 簡便な会計処理及び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) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 4．その他をご覧下さい。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
本資料に掲載されている業績予想および業績の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およ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。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期 7,350株 20年3月期 7,350株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期 0株 20年3月期 0株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期 7,350株 20年3月期第1四半期 7,350株
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・定性的情報・財務諸表等

1. 連結経営成績に関する定性的情報
当第１四半期における我が国の経済は、サブプライムローン（信用力の低い個人向け住宅融資）問題による

米国経済の減速および原油価格高騰等により、企業収益および個人消費に陰りが見られる等、景気は厳しい状
況となっております。
当社グループの主な事業領域である金融・不動産市況につきましても、サブプライムローン問題による国内

株式市場の混乱、金融商品取引法によるファンドビジネスの規制強化、不動産関連企業に対する金融機関の選
別、不動産・建設関連企業の相次ぐ倒産等、予断を許さない状況にあります。
このような市場環境の下、当社グループの当第１四半期につきましては、当社保有の販売用不動産の売却を

順調に進めることができました。また、運用資産の積み上げによるフィービジネスが順調に伸張したこと、当
期に予定しておりました不動産私募ファンドのクローズに伴うＳＰＣからの成功報酬等が、当初計画より前倒
しとなり、しかも大幅に増額されることとなりました。
これらの結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は1,477百万円（前年同期比105.2％）、営業利益は328百

万円（前年同期比271.4％）、経常利益は323百万円（前年同期比337.8％）、当期純利益は194百万円（前年同期
比344.4％）となりました。

事業の種類別セグメント別の概況は、次のとおりであります。なお、当第１四半期連結会計期間より、事業
の種類別セグメントを変更しております。
　
(投資事業)

投資事業につきましては、当社保有の販売用不動産の一部を売却したこと等の結果により、投資事業の
売上高は1,079百万円、営業利益は17百万円となりました。

(アセットマネージメント事業)
アセットマネージメント事業につきましては、当社組成のファンドからの管理フィーおよびＳＰＣから

の成功報酬等による収入の結果により、アセットマネージメント事業の売上高は402百万円、営業利益は
114百万円となりました。

(その他の事業)
その他の事業につきましては、仲介手数料等による収入の結果により、その他の事業の売上高は265百万

円、営業利益は265百万円となりました。

2. 連結財政状態に関する定性的情報
(1) 資産、負債および純資産の状況

当第１四半期連結会計期間末における総資産につきましては、前連結会計年度末に比べ、266百万円減
少し、9,022百万円となりました。この主な要因は、販売用不動産の売却等により、現金及び預金が697
百万円増加した一方、販売用不動産が899百万円減少したこと等によるものであります。
負債につきましては、前連結会計年度末に比べ、429百万円減少し、5,642百万円となりました。その

主な要因は、未払法人税等が133百万円増加した一方、短期借入金が561百万円減少したこと等によるも
のであります。
純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ、162百万円増加し、3,379百万円となりました。そ

の主な要因は、利益剰余金が194百万円増加したこと等によるものであります。

(2) キャッシュ・フローの状況に関する分析
当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ、697百

万円増加し、852百万円となりました。この主な増減は、次のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第１四半期連結累計期間の営業活動により得られた資金は、1,306百万円となりました。この主な

要因は、税金等調整前四半期純利益が322百万円および販売用不動産の売却等による収入が897百万円
となったこと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１四半期連結累計期間の投資活動により得られた資金は、10百万円となりました。この主な要

因は、有形固定資産の取得による支出が２百万円となった一方、投資有価証券の払戻による収入が14
百万円となったこと等によるものであります。
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　 (財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第１四半期連結累計期間の財務活動により支出した資金は、620百万円となりました。この主な要

因は、短期借入金の返済による支出が561百万円および長期借入金（１年内返済予定の長期借入金を含
む）の返済による支出が20百万円となったこと等によるものであります。

3. 連結業績予想に関する定性的情報
当第１四半期連結累計期間の業績は、平成21年３月期の連結業績予想に比して、当社保有の販売用不動産

の売却、不動産私募ファンドのクローズに伴うＳＰＣからの成功報酬等が当初計画より前倒しで推移してお
ります。
今後は、当社グループは、「新生プラン」でも謳っておりますが、従来組成して参りました安定収益型のファ

ンドのみならず、特定の投資家からの受注による受注生産型のファンドの組成も努めて参ります。また、当社
子会社「燦アセットマネージメント株式会社」が、投資運用業を行う上で必要な投資運用業および総合不動産
投資顧問業の免許を取得以来、投資運用業務（アセット・マネージメント業務）の外部受託を進めております。
以上により、平成21年３月期の連結通期業績予想に変更はなく、１ページ「3. 平成21年３月期の連結業績

予想（平成20年４月１日～平成21年３月31日）」のとおりであります。

4. その他
(1) 期中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)

該当事項はありません。

(2) 簡便な会計処理及び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) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
　１．「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成19年３月14日 企業会計基準第12号)及び「四半

期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 平成19年３月14日 企業会計基準適用指針第14

号)を当第１四半期連結会計期間から適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務

諸表を作成しております。

　２．「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９号)を当第１四

半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)に

変更しております。

　３．当第１四半期連結会計期間よりセグメント情報の事業区分を変更しております。詳細については８ページ「(5) セ

グメント情報」に記載しております。
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5. 【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１四半期連結会計期間末

(平成20年６月30日)

前連結会計年度末に係る

要約連結貸借対照表

(平成20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 852,929 155,361

売掛金 31,400 41,356

販売用不動産 4,053,736 4,953,147

商品 3,499 2,029

貯蔵品 1,988 1,088

営業貸付金 289,731 281,621

その他 89,299 123,053

流動資産合計 5,322,586 5,557,658

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,666,239 1,684,544

その他（純額） 368,444 368,686

有形固定資産合計 2,034,684 2,053,230

無形固定資産

のれん 225 300

その他 217 222

無形固定資産合計 442 522

投資その他の資産

投資有価証券 1,580,239 1,594,464

その他 84,269 83,305

投資その他の資産合計 1,664,509 1,677,770

固定資産合計 3,699,636 3,731,522

資産合計 9,022,222 9,289,181

負債の部

流動負債

買掛金 30,466 29,097

短期借入金 3,596,744 4,158,324

1年内返済予定の長期借入金 685,692 694,292

未払法人税等 134,661 1,471

賞与引当金 2,943 1,736

その他 145,606 105,521

流動負債合計 4,596,115 4,990,442

固定負債

長期借入金 274,227 286,320

負ののれん 699,968 722,894

その他 72,050 72,050

固定負債合計 1,046,245 1,081,264

負債合計 5,642,360 6,071,707
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（単位：千円） 

当第１四半期連結会計期間末

(平成20年６月30日)

前連結会計年度末に係る

要約連結貸借対照表

(平成20年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 563,750 563,750

資本剰余金 428,750 428,750

利益剰余金 642,597 448,175

株主資本合計 1,635,097 1,440,675

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △1,159 △1,460

評価・換算差額等合計 △1,159 △1,460

少数株主持分 1,745,923 1,778,259

純資産合計 3,379,861 3,217,474

負債純資産合計 9,022,222 9,289,181
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(2) 【四半期連結損益計算書】

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間

(自 平成20年４月１日

  至 平成20年６月30日)

売上高 1,477,038

売上原価 958,451

売上総利益 518,587

販売費及び一般管理費 190,103

営業利益 328,483

営業外収益

受取利息 295

受取配当金 72

負ののれん償却額 22,925

その他 450

営業外収益合計 23,744

営業外費用

支払利息 25,513

支払手数料 3,055

その他 1

営業外費用合計 28,571

経常利益 323,656

特別損失

過年度損益修正損 759

特別損失合計 759

税金等調整前四半期純利益 322,897

法人税、住民税及び事業税 135,064

法人税等調整額 △12,114

法人税等合計 122,950

少数株主利益 5,525

四半期純利益 194,421
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(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間

(自 平成20年４月１日

  至 平成20年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 322,897

減価償却費 21,084

のれん償却額 75

長期前払費用償却額 206

負ののれん償却額 △22,925

賞与引当金の増減額（△は減少） 1,207

受取利息及び受取配当金 △367

支払利息 25,513

売上債権の増減額（△は増加） 9,955

たな卸資産の増減額（△は増加） 897,041

未収消費税等の増減額（△は増加） 40,115

営業貸付金の増減額（△は増加） △8,109

仕入債務の増減額（△は減少） 1,368

未払消費税等の増減額（△は減少） 50,209

その他 △2,388

小計 1,335,883

利息及び配当金の受取額 59

利息の支払額 △25,222

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △3,720

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,306,999

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △2,653

投資有価証券の払戻による収入 14,800

その他 △1,444

投資活動によるキャッシュ・フロー 10,702

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △561,579

長期借入金の返済による支出 △20,693

少数株主への払戻による支出 △13,656

少数株主への配当金の支払額 △24,205

財務活動によるキャッシュ・フロー △620,133

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 697,568

現金及び現金同等物の期首残高 155,361

現金及び現金同等物の四半期末残高 852,929
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)および「四半期財務諸表

に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財務

諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

(4) 継続企業の前提に関する注記

　 当第１四半期連結会計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日）

　該当事項はありません。

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日）

投資事業
(千円)

アセット
マネージメント

事業
(千円)

その他の事業
(千円)

計
(千円)

消去または
全社
(千円)

連結
(千円)

　売上高

(1) 外部顧客に
　 対する売上高

1,079,762 396,650 626 1,477,038 ― 1,477,038

(2) セグメント間の
　 内部売上高
　 または振替高

― 6,032 265,180 271,213 (271,213) ―

計 1,079,762 402,683 265,806 1,748,252 (271,213) 1,477,038

　営業利益 17,352 114,102 265,806 397,261 (68,778) 328,483

(注) １ 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２ 各事業の主な内容

　(1) 投資事業……自己投資業務、投資スキームの企画・設計・構築

　(2) アセットマネージメント事業……ストラクチャーアレンジメント受託業務、

　 アセットマネージメント受託業務

　(3) その他の事業……フィナンシャルアドバイザー業務、コンバージョン等の資産価値向上業務、

　 仲介業務、その他コンサルティング業務

３ 事業区分の変更

　 事業区分につきましては、従来、「ファンド事業」「投資事業」「ソリューション事業」で区分しておりました

が、当第１四半期連結会計期間より、「投資事業」「アセットマネージメント事業」「その他の事業」の事業区分

に変更しております。

　当社グループは、金融商品取引法の施行に伴い、投資運用業を収益の軸とする収益構造への転換を図るため、

燦アセットマネージメント株式会社を設立し、事業区分についても「投資」と「運用」を明確化いたしました。

　 なお、従来の事業区分によった場合の事業の種類別セグメントは下記のとおりであります。

ファンド事業
(千円)

投資事業
(千円)

ソリュー
ション事業
(千円)

計
(千円)

消去または
全社
(千円)

連結
(千円)

　売上高

(1) 外部顧客に
　 対する売上高

15,634 1,460,777 626 1,477,038 ― 1,477,038

(2) セグメント間の
　 内部売上高
　 または振替高

― ― 265,180 265,180 (265,180) ―

計 15,634 1,460,777 265,806 1,742,219 (265,180) 1,477,038

　営業利益 13,726 117,727 265,806 397,261 (68,778) 328,483
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(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　 当第１四半期連結会計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日）

　該当事項はありません。
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「参考資料」

（要約）前四半期連結損益計算書

科 目

前第１四半期連結累計期間

(自 平成19年４月１日

　至 平成19年６月30日)

金額(千円)

 Ⅰ 売上高 1,403,578

 Ⅱ 売上原価 1,150,786

 売上総利益 252,792

 Ⅲ 販売費及び一般管理費 131,740

営業利益 121,051

 Ⅳ 営業外収益 1,189

  １ 受取利息 42

  ２ 受取配当金 68

  ３ 保険金収入 362

  ４ その他 716

 Ⅴ 営業外費用 26,439

  １ 支払利息 17,534

  ２ 支払手数料 8,870

  ３ その他 33

経常利益 95,802

  税金等調整前四半期純利益 95,802

  法人税、住民税及び事業税 34,526

  法人税等調整額 5,327

  少数株主損失 501

  四半期純利益 56,449
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（要約）前四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前第１四半期連結累計期間

(自 平成19年４月１日

　至 平成19年６月30日)

区分 金額(千円)

 Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

  税金等調整前四半期純利益 95,802

  減価償却費 4,019

  のれん償却額 75

  長期前払費用償却 131

  受取利息及び受取配当金 △110

  受取保険金 △362

  支払利息 17,534

  支払手数料 8,870

  売上債権の増減額（増加：△） 1,207

  販売用不動産の増減額（増加：△） △398,422

  商品の増減額（増加：△） 30

  貯蔵品の増減額（増加：△） △1,211

  前渡金の増減額（増加：△） 39,691

  未収入金の増減額（増加：△） 3,323

  未収消費税等の増減額（増加：△） 85,455

  前払費用の増減額（増加：△） △291

  営業貸付金の増減額（増加：△） △8,109

  未収営業貸付金利息の増減額（増加：△） △2,991

  仕入債務の増減額（減少：△） 829

  未払金の増減額（減少：△） 18,383

  未払費用の増減額（減少：△） 2,247

  預り金の増減額（減少：△） 2,015

  前受収益の増減額（減少：△） △2,827

  預り保証金の増減額（減少：△） 174

  未払消費税等の増減額（減少：△） 1,702

  その他 △2,308

  小計 △135,141

  利息及び配当金の受取額 79

  利息の支払額 △23,963

  支払手数料の支払額 △6,560

  災害による保険金収入 362

  法人税等の支払額 △97,756

  営業活動によるキャッシュ・フロー △262,979

 Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

  有形固定資産の取得による支出 △8,428

  投資有価証券の取得による支出 △659,076

  投資活動によるキャッシュ・フロー △667,504

 Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

  短期借入金の増減額 959,076

  長期借入金の返済による支出 △587,702

  少数株主からの払込による収入 600,000

  財務活動によるキャッシュ・フロー 971,374

 Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額 40,890

 Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 764,233

 Ⅵ 現金及び現金同等物の四半期末残高 805,123
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セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年６月30日）

ファンド事業
(千円)

投資事業
(千円)

ソリュー
ション事業
(千円)

計
(千円)

消去または
全社
(千円)

連結
(千円)

　売上高

(1) 外部顧客に
　 対する売上高

26,796 1,376,632 150 1,403,578 ― 1,403,578

(2) セグメント間の
　 内部売上高
　 または振替高

― ― ― ― ― ―

計 26,796 1,376,632 150 1,403,578 ― 1,403,578

　 営業利益 13,703 168,180 100 181,984 (60,932) 121,051

(注) １ 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２ 各事業の主な内容

　(1) ファンド事業……投資ファンド・ＳＰＣ等の組成業務・管理業務、投融資顧問業務

　(2) 投資事業……投資スキームの企画・設計・構築・管理業務、自己投資業務

　(3) ソリューション事業……フィナンシャルアドバイザー業務、コンバージョン等の資産価値向上業務

決算短信 2008年07月29日 19時47分 95933xe02_in 11ページ （Tess 1.10 20080626_01）

‐12‐


	uji.pdf
	四半期決算短信（サマリー以外）080729



