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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）

(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 3,260 ― △3,635 ― △3,774 ― △2,154 ―

20年3月期第1四半期 1,341 △32.7 △171 ― △192 ― 0 △99.9

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 △26.23 ―

20年3月期第1四半期 0.00 0.00

(2) 連結財政状態
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 24,991 9,332 34.7 105.45

20年3月期 29,075 14,709 37.4 132.31

（参考） 自己資本  21年3月期第1四半期  8,662百万円 20年3月期  11,562百万円

2.  配当の状況
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 ― 1.50 ― 0.50 2.00

21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― ― ―

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無

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）

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 6,400 ― △3,100 ― △3,400 ― △1,500 ― △18.26

通期 10,000 97.9 △3,400 ― △3,800 ― △2,200 ― △26.78

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無

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）  有

新規 ― 社 （社名 ） 除外 1 社 （社名
エーアイ・バリュー・パートナーズ投資事業有限
責任組合

）

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

(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）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

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

(4) 発行済株式数（普通株式）

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 82,291,567株 20年3月期 82,291,567株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期 141,836株 20年3月期 140,303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 82,150,431株 20年3月期第1四半期 82,160,465株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
1.上記の予想は本資料の発表日現在において、入手可能な情報及び将来の業績に与える不確実な要因に係る本資料発表日現在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予想数値と異なる結果となる可能性があります。
2.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）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。



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１四半期連結会計期間（以下、当第１四半期）におけるわが国経済は、個人消費及び設備投資が横ばいで推移
し、企業収益が減少傾向に転じるなど、従来の緩やかな景気回復基調から一転足踏み状態となっております。先行き
につきましても、サブプライム住宅ローン問題を背景とするアメリカの景気後退懸念や株式・為替市場の変動、原油
価格の動向等から、景気後退リスクが高まっております。 
 当社グループの主要な事業領域である国際金融・資本市場、国内不動産市場をみると、株式市況の低迷や不動産取
引の停滞、並びにこれらを背景とした信用収縮の影響等により、依然として厳しい市場環境が続いております。 
 このような経済状況のもとで、当第１四半期の売上高は、マーチャント・バンキング事業において投資案件の回収
が順調に進んだことなどから、3,260百万円（前年同期比143.0％増）となりました。 
 一方で、株式・不動産市況の低迷等のあおりを受けた投資先の経営破たんによる連結子会社の投資損失3,090百万
円を大きな要因として、営業損失3,635百万円（前年同期は営業損失171百万円）、経常損失3,774百万円（前年同期
は経常損失192百万円）となりました。 
 また、上記の経常損失に加えて、繰延税金資産の取崩し等による法人税等調整額1,012百万円を計上した一方で、
上記投資損失3,090百万円のうち少数株主（当社以外の出資者）に属する損失2,535百万円が控除されること等によ
り、四半期純損失2,154百万円（前年同期は四半期純利益0百万円）となりました。 

  
 事業の種類別セグメントの概況・業績は以下のとおりであります。なお、当第１四半期より、繊維事業撤退により
金額が僅少になったことから「その他事業」の区分を廃止しております。 

  
（マーチャント・バンキング事業） 
 当事業部門におきましては、海外企業や販売用不動産の投資回収が順調に進展し、売上高2,364百万円となりま
した。しかしながら、上記の3,090百万円の損失のほか、投資有価証券の評価損などにより、営業損失3,421百万円
となりました。 
（ホスピタリティ＆ウェルネス事業） 
 当事業部門におきましては、ガソリン高の影響によるレジャー需要の落ち込みの影響や公営施設の運営受託の開
始に伴う一時的な支出などにより、売上高970百万円、営業損失39百万円と減収減益になりました。  

  
  

２．連結財政状態に関する定性的情報 
 当第１四半期末の総資産は、投資回収の進捗による営業投資有価証券の減少5,281百万円、及び売却等によるたな
卸資産の減少409百万円等により前期末比4,084百万円減の24,991百万円となりました。負債は、金融機関借入の返済
が進む一方で、長期借入金の増加などにより、前期末比1,292百万円増の15,658百万円となりました。純資産は、四
半期純損失2,154百万円などにより前期末比5,376百万円減の9,332百万円となり、自己資本比率は34.7％となりまし
た。  

  

３．連結業績予想に関する定性的情報 
 当連結会計年度の連結業績予想につきましては、平成20年7月30日付当社「連結業績予想の修正及び配当予想の修
正に関するお知らせ」において公表した連結業績予想から変更ありません。  

  

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） 
 当第１四半期連結会計期間より、特定子会社であったエーアイ・バリュー・パートナーズ投資事業有限責任組
合は、解散により連結財務諸表に重要な影響を及ぼさなくなったため、連結の範囲から除外しております。  

  
（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  
  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）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。  



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 2,186,381 1,758,812

受取手形及び売掛金 632,781 160,123

営業投資有価証券 8,470,717 13,643,865

営業貸付金 2,690,970 3,506,030

たな卸資産 1,538,311 1,947,952

繰延税金資産 743,112 2,160,693

その他 1,441,867 1,221,806

流動資産合計 17,704,143 24,399,283

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,347,495 1,334,024

信託建物 1,817,865

機械装置及び運搬具（純額） 59,275 83,726

土地 1,870,615 1,868,193

信託土地 773,000

その他（純額） 290,766 288,931

有形固定資産合計 6,159,018 3,574,876

無形固定資産

その他 10,889 11,790

無形固定資産合計 10,889 11,790

投資その他の資産

投資有価証券 721,320 721,672

長期貸付金 158,445

その他 395,951 209,376

投資その他の資産合計 1,117,272 1,089,494

固定資産合計 7,287,180 4,676,161

資産合計 24,991,323 29,075,445

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 147,105 113,983

短期借入金 5,830,000 5,906,000

1年内返済予定の長期借入金 607,900 668,300

未払法人税等 11,957 192,938

賞与引当金 33,276 17,972

関係会社整理損失引当金 44,644

その他 755,098 397,203

流動負債合計 7,385,336 7,341,041



（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)

固定負債

社債 600,000 600,000

新株予約権付社債 4,025,000 4,025,000

長期借入金 2,919,900 1,766,625

繰延税金負債 610,956 517,496

負ののれん 796 958

その他 116,372 114,751

固定負債合計 8,273,025 7,024,831

負債合計 15,658,362 14,365,873

純資産の部

株主資本

資本金 3,719,288 3,719,288

資本剰余金 2,916,173 2,916,208

利益剰余金 2,787,339 4,949,690

自己株式 △22,930 △22,845

株主資本合計 9,399,870 11,562,341

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △736,986 △661,845

繰延ヘッジ損益 △20,031

為替換算調整勘定 △464 △11,383

評価・換算差額等合計 △737,451 △693,260

新株予約権 43,256 89,353

少数株主持分 627,286 3,751,137

純資産合計 9,332,961 14,709,572

負債純資産合計 24,991,323 29,075,445



（２）四半期連結損益計算書
（第１四半期連結累計期間）

（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 3,260,155

売上原価 5,984,551

売上総損失（△） △2,724,396

販売費及び一般管理費 911,509

営業損失（△） △3,635,905

営業外収益

受取利息 2,893

受取配当金 3,642

その他 17,252

営業外収益合計 23,788

営業外費用

支払利息 52,801

社債利息 2,872

持分法による投資損失 37,484

その他 69,698

営業外費用合計 162,856

経常損失（△） △3,774,973

特別利益

新株予約権戻入益 52,164

特別利益合計 52,164

特別損失

前期損益修正損 3,512

固定資産除却損 2,025

その他 820

特別損失合計 6,359

税金等調整前四半期純損失（△） △3,729,168

法人税、住民税及び事業税 5,358

法人税等調整額 1,012,202

法人税等合計 1,017,560

少数株主損失（△） △2,591,819

四半期純損失（△） △2,154,909



（３）継続企業の前提に関する注記 
 該当事項はありません。 

  
（４）セグメント情報 
ａ．事業の種類別セグメント情報 

 （注）１．事業区分の方法 
事業は、当社グループの企業理念及び事業内容を考慮して区分しております。 

２．事業区分の変更 
当第１四半期連結会計期間より、繊維事業の撤退に伴い金額が僅少になったことから「その他事業」の区分
を廃止いたしました。 

３．各区分に属する主要な業務内容、サービスの内容 

  
  

  

マーチャン
ト・バンキン
グ事業 
（千円） 

ホスピタリテ
ィ＆ウェルネ
ス事業 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高 2,289,694 970,460 3,260,155 － 3,260,155 

(2）セグメント間の内部売上高
または振替高 

75,151 － 75,151 (75,151)  － 

計 2,364,846 970,460 3,335,307 (75,151)  3,260,155 

営業損失(△) △3,421,144 △39,625 △3,460,769 (175,135)  △3,635,905 

事業区分 主要製品 

マーチャント・バンキ
ング事業 

投資業務（不動産、企業株式、企業向け貸付等）、投資ファンド運営業務、 
不動産賃貸業務、その他業務 

ホスピタリティ＆ウェ
ルネス事業 

ホテル及びボウリング場等のアミューズメント施設の経営、公営施設の運 
営受託 

ｂ．所在地別セグメント情報 
 本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占
める割合がいずれも90％超であるため、所在地別セグメントの記載を省略しております。   

  
ｃ．海外売上高 

 （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 
２．各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 
      アジア   中国、香港、台湾 
３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  
  

  アジア 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 796,793 796,793 

Ⅱ 連結売上高（百万円） － 3,260,155 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 24.4 24.4 

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 
 該当事項はありません。 

  



「参考資料」 
前四半期に係る財務諸表等 
（要約）四半期連結損益計算書 

科目 

前年同四半期 
（平成20年３月期 
第１四半期） 

金額（千円） 

Ⅰ 売上高 1,341,521 

Ⅱ 売上原価 659,056 

売上総利益 682,465 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 853,909 

営業利益 △171,444 

Ⅳ 営業外収益 44,145 

Ⅴ 営業外費用 65,659 

経常利益 △192,959 

Ⅵ 特別利益 － 

Ⅶ 特別損失 2,368 

税金等調整前四半期純利益 △195,328 

法人税、住民税及び事業税 12,274 

法人税等調整額 △39,648 

少数株主損失     168,164 

四半期純利益 209 
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