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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9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2四半期 5,937 ― 2,325 ― 2,129 ― 1,173 ―
20年3月期第2四半期 5,860 8.5 2,238 0.7 2,051 △1.6 1,194 30.2

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2四半期 25.59 ―
20年3月期第2四半期 26.04 ―

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2四半期 77,554 36,260 46.8 791.06
20年3月期 78,183 35,840 45.8 781.75

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  36,260百万円 20年3月期  35,840百万円

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 ― 5.00 ― 6.00 11.00
21年3月期 ― 5.50 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 6.50 12.00

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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 12,000 0.7 4,400 △4.1 4,000 △3.0 2,000 △16.3 43.63

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  有  

（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。  

(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．その他をご覧ください。  

(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 
   ・上記に記載した予想数値は、平成２０年５月１３日発表の連結業績予想を変更しておりません。 
    実際の実績等は、業績の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 
   ・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。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第2四半期  45,898,798株 20年3月期  45,898,798株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  60,753株 20年3月期  52,128株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第2四半期  45,844,037株 20年3月期第2四半期  45,863,466株
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昨年夏以降の米国サブプライムローン問題に端を発した世界的な金融資本市場の混乱と経済の減速傾向
の中で、我が国経済も景況感が大幅に悪化しており、不動産賃貸事業におきましても、都市部のビル空室
率が昨年末を底に上昇に転じるなど先行きは厳しいと見込まれます。 
 そうした中、当社グループの第２四半期末の空室率は既存ビルへのテナント誘致営業活動に注力の結果
2.3%と、前期末の3.1%から改善致しました。また、将来の営業地盤の拡大を図るための御成門ビルの新築
工事、ウインズ事業の主要施設であるウインズ梅田Ｂ館の建て替え工事はいずれも計画どおりに進捗して
おります。 
  
 当第２四半期累計期間の業績は、既存ビルへのテナント入居により不動産賃貸収入が増加し、売上高は
5,937百万円となりました。これに伴い、営業利益は2,325百万円となりました。営業外損益では支払利息
が増加しましたが、経常利益は2,129百万円となりました。当四半期純利益は1,173百万円となりました。
 
 事業の種類別セグメントの業績(営業利益は決算調整前)は、次のとおりであります。 
 ①土地建物賃貸事業 
   既存ビルの稼働率向上による増収がありましたので、売上高は5,512百万円となりました。営業 
  利益は2,376百万円となりました。 
 ②ビル管理事業 
  ウインズ梅田Ｂ館の建て替え工事着工で管理業務収入が減少しましたので、売上高は295百万円 
  となりました。営業利益は92百万円となりました。 
 ③その他の事業 
  売上高は130百万円となり、営業利益は28百万円となりました。 
  
  

  

当第２四半期末における総資産は77,554百万円となり、前連結会計年度末に比べ629百万円減少しまし
た。主な要因は、投資有価証券が当第２四半期末の時価評価替えに伴い856百万円減少したことによるも
のであります。 
 一方、負債は41,293百万円となり、前連結会計年度末比1,049百万円減少しました。借入金の返済が進
み有利子負債が1,135百万円減少したことが主な要因であります。 
 純資産は、その他有価証券評価差額金が473百万円減少しましたが、利益剰余金が894百万円増加したこ
とにより36,260百万円となり、420百万円の増加となりました。 
  
またキャッシュ・フローにつきましては、第２四半期末における現金及び現金同等物の残高は1,049百

万円となり、前連結会計年度末から507百万円減少しました。第２四半期累計期間の各キャッシュ・フロ
ーの状況は、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) 
 営業活動から得られた資金は2,910百万円となりました。法人税等調整前四半期純利益が1,969百 

   万円、減価償却費が889百万円となったことが主な要因であります。 
(投資活動によるキャッシュ・フロー) 
 投資活動では、主として固定資産の取得で1,890百万円の資金を使用した結果、キャッシュ・フ 

  ローは2,031百万円減少いたしました。 
(財務活動によるキャッシュ・フロー) 
 財務活動では、長期借入金の返済、配当金の支払等で1,368百万円の資金を使用し、キャッシュ・ 

  フローは1,386百万円減少いたしました。 
  

  

  

景況悪化に伴う当社業績への影響は見通し難い状況ではありますが、他の要因による業績の変動も現時
点では想定されないことから、平成20年５月13日発表の連結業績予想に変更はありません。 
 今後、何らかの変化ある場合には適切に開示して参ります。 
  

【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

2. 連結財政状態に関する定性的情報

3. 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 
 なお、平成20年４月１日付で連結子会社京阪神建築サービス株式会社は、連結子会社京阪神ビルサー
ビス株式会社を吸収合併致しましたが、これによる連結決算への影響はありません。 
  

  

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異
等の発生状況に著しい変化がないと認められますので、前連結会計年度決算において使用した将来の業
績予測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。 
  

  

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。 

  

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)

(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

(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
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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２四半期連結会計期間末 
(平成20年９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 1,049,087 1,556,512 

受取手形及び売掛金 168,571 176,016 

その他 371,380 353,619 

流動資産合計 1,589,039 2,086,148 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物 57,244,136 57,272,957 

減価償却累計額 △23,730,218 △22,894,940 

建物及び構築物（純額） 33,513,918 34,378,016 

土地 27,910,463 27,920,436 

建設仮勘定 1,443,185 5,239 

その他 553,567 553,267 

減価償却累計額 △368,756 △351,817 

その他（純額） 184,810 201,450 

有形固定資産合計 63,052,377 62,505,143 

無形固定資産 17,265 19,665 

投資その他の資産 

投資有価証券 8,221,159 9,077,485 

その他 4,674,319 4,495,051 

投資その他の資産合計 12,895,479 13,572,536 

固定資産合計 75,965,123 76,097,345 

資産合計 77,554,162 78,183,493 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 9,993 8,679 

短期借入金 9,605,396 9,654,396 

未払法人税等 834,344 217,834 

引当金 20,360 18,320 

その他 1,189,390 1,522,314 

流動負債合計 11,659,484 11,421,544 

固定負債 

社債 2,000,000 2,000,000 

長期借入金 20,301,774 21,346,222 

引当金 185,429 156,417 

その他 7,146,663 7,418,900 

固定負債合計 29,633,866 30,921,540 

負債合計 41,293,350 42,343,085 

純資産の部 

株主資本 

資本金 7,688,158 7,688,158 

資本剰余金 7,529,920 7,530,440 

利益剰余金 23,445,174 22,550,834 

自己株式 △37,171 △33,570 

株主資本合計 38,626,081 37,735,862 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 1,675,977 2,149,545 

土地再評価差額金 △4,041,246 △4,044,999 

評価・換算差額等合計 △2,365,269 △1,895,454 

純資産合計 36,260,811 35,840,408 

負債純資産合計 77,554,162 78,183,493 
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(2) 【四半期連結損益計算書】

【第２四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日)

売上高 5,937,836

売上原価 3,252,580

売上総利益 2,685,256

販売費及び一般管理費 359,574

営業利益 2,325,682

営業外収益

受取利息 2,909

受取配当金 75,003

その他 17,270

営業外収益合計 95,183

営業外費用

支払利息 289,881

その他 1,095

営業外費用合計 290,977

経常利益 2,129,887

特別利益

受取補償金 6,800

受取違約金 1,259

その他 265

特別利益合計 8,325

特別損失

投資有価証券売却損 2,648

固定資産除却損 8,359

投資有価証券評価損 155,180

その他 2,208

特別損失合計 168,396

税金等調整前四半期純利益 1,969,816

法人税、住民税及び事業税 812,376

法人税等調整額 △15,732

法人税等合計 796,643

四半期純利益 1,173,172
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年９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 1,969,816 

減価償却費 889,000 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 28,532 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 479 

賞与引当金の増減額（△は減少） 2,040 

受取利息及び受取配当金 △77,912 

支払利息 289,881 

投資有価証券売却損益（△は益） 2,382 

投資有価証券評価損益（△は益） 155,180 

有形固定資産除却損 8,359 

受取補償金 △6,800 

受取違約金 △1,259 

不動産取得税及び登録免許税 2,208 

営業債権の増減額（△は増加） △103,941 

営業債務の増減額（△は減少） △103,266 

未収消費税等の増減額（△は増加） 68,859 

未払消費税等の増減額（△は減少） 175,146 

小計 3,298,706 

利息及び配当金の受取額 77,899 

利息の支払額 △294,665 

法人税等の支払額 △171,283 

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,910,656 

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 △1,886,164 

無形固定資産の取得による支出 △4,725 

投資有価証券の売却による収入 1,448 

投資有価証券の取得による支出 △99,926 

長期未払金支払による支出 △42,270 

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,031,637 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

長期借入れによる収入 2,500,000 

長期借入金の返済による支出 △3,593,448 

建築協力金の返済による支出 △13,806 

自己株式の売却による収入 1,148 

自己株式の取得による支出 △5,269 

配当金の支払額 △275,070 

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,386,445 

現金及び現金同等物に係る換算差額 － 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △507,425 

現金及び現金同等物の期首残高 1,556,512 

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,049,087 
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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)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。 

  

  当第２四半期連結会計期間(自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日) 
該当事項はありません。 

  

〔事業の種類別セグメント情報〕 

  当第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日) 
（単位：千円） 

 
  
（注）1.事業区分は売上集計区分によっております。  

   2.事業の主な内容  

    (1)土地建物賃貸事業 … 土地建物の賃貸  

    (2)ビル管理事業 … 建物・機械設備の維持管理、清掃等  

    (3)その他の事業 … 建築請負、不動産仲介  

  

〔所在地別セグメント情報〕 

  当第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日) 

本邦以外の国又は地域に連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

〔海外売上高〕 

  当第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日) 

該当事項はありません。 

  

  当第２四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日) 

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) セグメント情報

土地建物
賃貸事業

ビル管理
事業

その他の
事業

計
消去 

又は全社
連結

売上高

 (1)外部顧客に対する売上高 5,512,776 295,024 130,035 5,937,836 － 5,937,836

 (2)セグメント間の内部売上高 
     又は振替高

480 278,974 － 279,454 (279,454) －

計 5,513,256 573,999 130,035 6,217,291 (279,454) 5,937,836

営業利益 2,376,602 92,169 28,013 2,496,786 (171,103) 2,325,682

(6) 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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「参考」

 前年同中間期に係る財務諸表等

前中間連結損益計算書

前中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日 
  至 平成19年９月30日)

区分 金額(千円)
百分比
(％)

Ⅰ 営業収益 5,860,350 100.0

Ⅱ 営業原価 3,261,738 55.7

   営業総利益 2,598,612 44.3

Ⅲ 販売費及び一般管理費 360,301 6.1

   営業利益 2,238,311 38.2

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 4,283

 ２ 受取配当金 69,992

 ３ その他 7,619 81,895 1.4

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 267,063

 ２ その他 1,320 268,384 4.6

   経常利益 2,051,821 35.0

Ⅵ 特別利益

 １ 固定資産売却益 33,766

 ２ 投資有価証券売却益 ―

 ３ 国庫補助金収入 ―

 ４ 違約金 ―

 ５ 補償金 15,700 49,466 0.9

Ⅶ 特別損失

 １ 前期損益修正損 ―

 ２ 投資有価証券売却損 1,408

 ３ 固定資産除却損 26,816

 ４ 固定資産圧縮損 ―

 ５ 減損損失 ―

 ６ 投資有価証券等評価損 4,845

 ７ 不動産取得税等 7,969 41,038 0.7

   税金等調整前中間(当期)純利益 2,060,248 35.2

   法人税、住民税及び事業税 671,398

   法人税等調整額 194,767 866,166 14.8

   中間(当期)純利益 1,194,082 20.4
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前中間連結キャッシュ・フロー計算書

前中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日 
  至 平成19年９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

 １ 税金等調整前中間(当期)純利益 2,060,248

 ２ 減価償却費 935,284

 ３ 前期損益修正損 ―

 ４ 減損損失 ―

 ５ 退職給付引当金の増加・減少（△）額 △ 30,591

 ６ 賞与引当金の増加額 1,292

 ７ 受取利息及び受取配当金 △ 74,275

 ８ 支払利息 267,063

 ９ 有形固定資産売却益 △ 33,766

 10 投資有価証券売却益 ―

 11 投資有価証券売却損 1,408

 12 投資有価証券等評価損 4,845

 13 有形固定資産除却損 26,816

 14 補償金 △ 15,700

 15 国庫補助金収入 ―

 16 有形固定資産圧縮損 ―

 17 不動産取得税等 7,969

 18 営業債権の増加(△)・減少額 68,454

 19 営業債務の増加・減少(△)額 642,044

 20 未収消費税等の増加・減少（△）額 14,590

 21 未払消費税等の増加・減少（△）額 253

 22 役員賞与の支払額 ―

    小計 3,875,938

 23 利息及び配当金の受取額 74,262

 24 利息の支払額 △ 259,751

 25 法人税等の支払額 △ 1,823,620

   営業活動によるキャッシュ・フロー 1,866,828

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

 １ 有形固定資産の売却による収入 137,344

 ２ 国庫補助金による収入 ―

 ３ 有形固定資産の取得による支出 △ 2,114,799

 ４ 投資有価証券の売却による収入 6,279

 ５ 投資有価証券の取得による支出 △ 69,662

 ６ 長期未払金の支払による支出 △ 42,270

 ７ その他 15,700

   投資活動によるキャッシュ・フロー △ 2,067,407

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

 １ 短期借入金の純増加額 1,500,000

 ２ 長期借入れによる収入 2,500,000

 ３ 長期借入金の返済による支出 △ 3,268,750

 ４ 建築協力金の返済による支出 △ 14,886

 ５ 自己株式の売却による収入 3,017

 ６ 自己株式の取得による支出 △ 13,613

 ７ 配当金の支払額 △ 229,558

   財務活動によるキャッシュ・フロー 476,209

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 ―

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 275,630

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 1,835,275

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高 2,110,905
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  前中間連結会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 
（単位：千円） 

 

（注）1.事業区分は売上集計区分によっております。  

   2.事業の主な内容  

    (1)土地建物賃貸事業 … 土地建物の賃貸  

    (2)ビル管理事業 … 建物・機械設備の維持管理、清掃等  

    (3)その他の事業 … 建築請負、不動産仲介  

      3.営業費用のうち、消去又は会社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は174,981千円であり、その主なもの 

    は、財務諸表提出会社本社の管理部門に係る費用であります。 

  

セグメント情報

土地建物
賃貸事業

ビル管理
事業

その他の
事業

計
消去 

又は全社
連結

売上高

 (1)外部顧客に対する売上高 5,362,253 303,719 194,378 5,860,350 － 5,860,350

 (2)セグメント間の内部売上高 
     又は振替高

954 241,265 － 242,219 (242,219) －

計 5,363,207 544,984 194,378 6,102,570 (242,219) 5,860,350

営業費用 3,061,786 464,518 172,573 3,698,878 (76,838) 3,622,039

営業利益 2,301,421 80,466 21,804 2,403,692 (165,381) 2,238,311
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