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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 10,024 ― 3,256 ― 3,148 ― 2,545 ―

20年3月期第2四半期 10,232 17.5 3,251 31.7 2,999 30.3 1,487 11.2

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 18.72 ―

20年3月期第2四半期 10.94 ―

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 123,994 66,716 53.4 487.35
20年3月期 118,343 64,664 54.2 472.03

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  66,267百万円 20年3月期  64,190百万円

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 ― 3.50 ― 3.50 7.00
21年3月期 ― 4.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 4.00 8.00

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 20,900 △2.0 6,500 △3.8 6,000 △3.3 4,000 51.6 29.41

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、平成21年３月期の連結業績予想は現時点で入手可能な情報に基づき当社グループが判断したものであり、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。 
 なお、業績予想に関する事項は、２ページ【定性的情報・財務諸表等】３.連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 
 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  136,879,352株 20年3月期  136,879,352株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  904,148株 20年3月期  892,561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  135,982,013株 20年3月期第2四半期  136,075,694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２四半期連結累計期間(平成20年４月１日～平成20年９月30日)における当社グループの主力事

業である不動産賃貸業界におきましては、景気の減速、企業業績の悪化懸念で、空室率の若干の上昇

等、市況に変化の兆しが現れてきましたが、当社におきましては前期に引き続き、概ね順調に推移し

ました。しかし、商業ビルにおきましては、物価上昇に伴う購買意欲の減退等により消費者心理が悪

化し、さらに、商業施設間の競争の激化もあり厳しい事業環境下が続いております。 

このような状況下、第２四半期連結累計期間における売上高は10,024百万円(前年同期比2.0%減)と

なり、経常利益は3,148百万円(同5.0%増)、四半期純利益は2,545百万円(同71.1%増)となりました。四

半期純利益が大幅に増加した要因は、第２四半期にTOC大崎ビルの敷地の一部において、東京都からの

区分地上権設定による補償金1,225百万円を特別利益として計上したことによるものであります。 

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

不動産事業におきましては、各ビルの特性、付加価値性を活かした営業活動を行い、賃料水準の見

直しを図ってまいりました。その結果、売上高は7,472百万円(同 3.5%増)となり、営業利益は3,335百

万円(同 5.4%増)となりました。なお、第２四半期会計期間末においての入居率は96.5%(前期末比0.4%

減)となりました。 

リネンサプライ及びランドリー事業では、需要の低迷及び燃料費の高騰により、売上高は909百万円

(前年同期比5.5%減)、営業損失4百万円(前年同期は営業利益19百万円)となりました。 

その他の事業では、前年同期に収益に寄与したビル管理関連サービス事業における「TOC有明」関連

等の売上をカバーすることができず、さらに、製薬事業、商品販売事業においても予想以上に市場環

境が厳しく減収となりました。また、新規事業である電子商取引事業の開業関連費用の計上もあり、

当事業での売上高は1,642百万円(前年同期比19.9%減)、営業損失は80百万円(前年同期は営業利益60百

万円)となりました。 

なお、前年同期比（前年同四半期の金額）につきましては参考として記載しております。 
 
２．連結財政状態に関する定性的情報 

当第２四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ5,650百万円増加し

123,994百万円になりました。 

純資産につきましては、四半期純利益2,545百万円の計上及び株主配当金の支出等により66,716百万

円となりました。自己資本比率は前連結会計年度末の54.2%から53.4%となりました。 
 

(キャッシュ・フローの概要) 

第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は、前中間連

結会計期間末に比べ2,213百万円増加し8,754百万円となりました。 

営業活動により得られた資金は6,610百万円(前年同期比 55.7%増)となりました。 

主な内訳は、増加要因として税金等調整前四半期純利益4,324百万円、減価償却費1,039百万円及び

長期営業貸付金の減少2,750百万円、減少要因は法人税等の支払額1,112百万円等であります。 

投資活動により支出した資金は7,361百万円(同 131.2%増)となりました。 

主な要因は、有形固定資産の取得による支出6,378百万円、投資有価証券の取得による支出941百万

円であります。 

財務活動により得られた資金は3,185百万円(前年同期に比べ2,958百万円の増加)となりました。 

主な内訳は、増加要因として長期借入れによる収入3,000百万円及び短期借入金の増加(純額)1,378

百万円であり、減少要因は長期借入金の返済による支出714百万円及び配当金の支払額473百万円であ

ります。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

当社グループにおける業績予想につきましては、主力事業である不動産事業は、大きな変動はなく

予定通り推移するものと予想しておりますが、消費関連事業では、景況感の悪化等により先行き不透

明感もあり、このような環境に対応するため、商業・オフィス・ＡＭ・ＰＭ等の各事業部門の競争力
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強化による収益性向上を推進すための組織再編等の活用も研究検討してまいります。現時点におきま

しては、平成20年８月12日発表の予想数値の変更はありません。 

 

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） 

該当事項はありません。 

(2) 簡便な会計処理及び四半期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) 四半期財務諸表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」等の適用 

 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。 

② 「棚卸資産の評価に関する会計基準」の適用 

通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として移動平均法による原価法に

よっておりましたが、当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業

会計基準第９号 平成18年７月５日)が適用されたことに伴い、主として移動平均法による原価法

(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価の切下げの方法)により算定しております。

これによる損益に与える影響は軽微であります。 
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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：百万円) 

 
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 8,811  6,577

  受取手形及び営業未収入金 738  1,088

  たな卸資産 ※1 383  385

  繰延税金資産 271  201

  その他 264  2,974

  貸倒引当金 △17  △16

  流動資産合計 10,452  11,211

 固定資産  

  有形固定資産  

   建物及び構築物（純額） 35,752  36,500

   土地 41,115  41,115

   建設仮勘定 8,433  2,355

   その他（純額） 397  411

   有形固定資産合計 85,699  80,383

  無形固定資産  

   借地権 6,966  6,966

   その他 378  294

   無形固定資産合計 7,344  7,261

  投資その他の資産  

   投資有価証券 14,182  13,242

   繰延税金資産 3,664  3,694

   その他 2,650  2,550

   投資その他の資産合計 20,498  19,487

  固定資産合計 113,542  107,131

 資産合計 123,994  118,343
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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) 

負債の部 

 流動負債  

  買掛金 118  242

  未払金 647  1,060

  短期借入金 19,384  18,005

  1年以内に返済予定の長期借入金 1,928  1,928

  未払法人税等 1,885  1,153

  賞与引当金 94  87

  その他 2,074  2,243

  流動負債合計 26,132  24,720

 固定負債  

  長期借入金 20,375  18,089

  長期預り保証金 10,321  10,353

  退職給付引当金 164  165

  役員退職慰労引当金 204  219

  繰延税金負債 －  14

  その他 78  115

  固定負債合計 31,145  28,957

 負債合計 57,277  53,678

純資産の部  

 株主資本  

  資本金 11,768  11,768

  資本剰余金 10,083  10,083

  利益剰余金 45,155  43,086

  自己株式 △399  △393

  株主資本合計 66,608  64,545

 評価・換算差額等  

  その他有価証券評価差額金 △341  △354

評価・換算差額等合計 △341  △354

 少数株主持分 449  474

 純資産合計 66,716  64,664

負債純資産合計 123,994  118,343

 

 

 

5



株式会社テーオーシー （8841）平成21年３月期 第2四半期決算短信 

 

(2) 四半期連結損益計算書 

第２四半期連結累計期間 

(単位:百万円) 

  
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  10,024

売上原価  5,480

売上総利益  4,543

販売費及び一般管理費  ※1 1,287

営業利益  3,256

営業外収益  

 受取利息  8

 受取配当金  142

 金利スワップ評価益  37

 持分法による投資利益  18

 その他  27

 営業外収益合計  233

営業外費用  

 支払利息  331

 その他  9

 営業外費用合計  341

経常利益  3,148

特別利益  

 受取補償金  1,225

特別利益合計  1,225

特別損失  

 たな卸資産除却損  7

固定資産除却損  2

投資有価証券評価損  12

 関係会社清算損  20

 その他  6

 特別損失合計  49

税金等調整前四半期純利益  4,324

法人税、住民税及び事業税  1,868

法人税等調整額  △63

法人税等合計  1,804

少数株主損失（△）  △25

四半期純利益  2,545
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(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

(単位:百万円) 

  
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 4,324

 減価償却費 1,039

 受取補償金 △1,225

 投資有価証券評価損益（△は益） 12

 関係会社清算損益（△は益） 20

 貸倒引当金の増減額（△は減少） 1

 賞与引当金の増減額（△は減少） 7

 退職給付引当金の増減額（△は減少） △0

 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △14

 受取利息及び受取配当金 △150

 支払利息 331

 持分法による投資利益（△は益） △18

 固定資産除売却損益（△は益） 2

 売上債権の増減額（△は増加） 350

 たな卸資産の増減額（△は増加） 1

 長期営業貸付金の増減額（△は増加） 2,750

 仕入債務の増減額（△は減少） △123

 預り保証金の増減額（△は減少） 98

 未払消費税等の増減額（△は減少） △361

 その他 △371

 小計 6,674

 利息及び配当金の受取額 157

 利息の支払額 △334

 補償金の受取額 

 法人税等の支払額 

1,225

△1,112

 営業活動によるキャッシュ・フロー 6,610

投資活動によるキャッシュ・フロー 

 定期預金の預入による支出 △25

 定期預金の払戻による収入 225

 有形固定資産の取得による支出 △6,378

 無形固定資産の取得による支出 △123

 投資有価証券の取得による支出 △941

 保険積立金の積立による支出 △122

 その他 3

 投資活動によるキャッシュ・フロー △7,361

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） 1,378

 長期借入れによる収入 3,000

 長期借入金の返済による支出 △714

 自己株式の取得による支出 △5

 配当金の支払額 

 その他 

△473

0

 財務活動によるキャッシュ・フロー 3,185

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,434

現金及び現金同等物の期首残高 6,320

現金及び現金同等物の四半期末残高 8,754
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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。 

 

(4) 継続企業の前提に関する注記 

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） 

 

 
不動産事業 

(百万円) 

リネンサプラ
イ及びランド
リー事業 

(百万円) 

その他の事
業 

(百万円)

計 

(百万円)

消去又は 
全社 

(百万円) 

連結 

(百万円) 

売上高   

(1)外部顧客に対する売上高 7,472  909 1,642 10,024 －  10,024 

(2)セグメント間の内部売上
高又は振替高 

366  24 71 463 （463） － 

計 7,839  933 1,714 10,487 （463） 10,024 

営業利益又は営業損失(△) 3,335  △4 △80 3,251 5  3,256 

 

【所在地別セグメント情報】 

当第２四半期連結累計期間については、在外連結子会社及び在外支店がありませんので、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については、海外売上高がありませんので、該当事項はありません。 

 

(6) 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。 
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６.その他の情報 

注記事項 

(四半期連結貸借対照表関係) 

当第２四半期連結会計期間末 

（平成20年９月30日） 

※1.たな卸資産に属する資産の科目及び金額は
次のとおりであります。 

商品及び製品     111百万円 

仕掛品         37百万円 

原材料及び貯蔵品   234百万円 

 

(四半期連結損益計算書関係) 

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） 

※1.販売費及び一般管理費の主要な費目及び金
額は次のとおりであります。 

宣伝広告費      211百万円 

給与手当・福利費   418百万円 

賞与引当金繰入額    49百万円 

退職給付費用      8百万円 

役員退職慰労引当金 

繰入額         9百万円 

 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

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） 

現金及び現金同等物の期末残高と四半期連結
貸借対照表に掲記されている科目の金額との
関係 

現金及び預金勘定  8,811百万円 

計         8,811百万円 

預入期間が３ヶ月を 

超える定期預金   △ 57百万円 

現金及び現金同等物 8,754百万円 
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「参考資料」 

前四半期に係る財務諸表等 

（1）(要約)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） 

  (単位：百万円）

科  目 

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）

Ⅰ 売上高  10,232

Ⅱ 売上原価 5,856

  売上総利益 4,376

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,125

  営業利益 3,251

Ⅳ 営業外収益 138

Ⅴ 営業外費用 390

  経常利益 2,999

Ⅵ 特別利益 11

Ⅶ 特別損失 548

  税金等調整前中間純利益 2,462

  法人税､住民税及び事業税 991

  法人税等調整額 △21

  少数株主利益 4

  中間純利益 1,487
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（２）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） 

  (単位：百万円）

 科目 

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） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー  

  税金等調整前中間純利益 2,462

  減価償却費 1,028

  貸倒引当金の増加額  4

  賞与引当金の増加額  3

  退職給付引当金の減少額 △ 22

  役員退職慰労引当金の増加額 9

  受取利息及び受取配当金 △ 59

  支払利息 264

  持分法による投資利益 △ 17

  固定資産除売却損益 1

  売上債権の減少額 66

  たな卸資産の増加額 △ 52

  仕入債務の減少額 △ 797

  預り保証金の増加額 500

  未払消費税等の増加額 213

  役員賞与の支払額 △ 17

 消費税等の還付額 1,307

  その他 329

     小  計 5,225

  利息及び配当金の受取額 70

  利息の支払額 △ 266

  法人税等の支払額 △ 783

   営業活動によるキャッシュ・フロー 4,245

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー 

 定期預金の預入による支出 △25

 定期預金の払戻による収入 25

  有形固定資産の取得による支出 △ 1,941

  無形固定資産の取得による支出 △ 51

  投資有価証券の取得による支出 △ 1,217

  長期保険満期による収入 145

  長期保険積立による支出 △ 119

   投資活動によるキャッシュ・フロー △ 3,184

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

  短期借入れによる収入 3,630

  短期借入金の返済による支出 △ 2,226

  長期借入金の返済による支出 △ 714

  自己株式の処分による収入 0

  自己株式の取得による支出 △ 177

 少数株主からの払込みによる収入 120

  配当金の支払額 △ 406

   財務活動によるキャッシュ・フロー 226

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額 1,287

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 5,254

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末残高 6,541
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（３）セグメント情報 

事業の種類別セグメント情報 

 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：百万円)

 
項  目 不動産事業 

リネンサプラ

イ及びランド

リー事業 

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  7,218   962  2,051 10,232   － 10,232 

  

(2)セグメント間の内

部売上高又は振替

高 

   368    25     76    470  (470)     － 

          計  7,586   987  2,128 10,703  (470) 10,232 

   営業費用  4,421   968  2,067  7,457  (476)  6,981 

   営業利益  3,165    19     60  3,245    5  3,251 

(注)１.各事業区分は事業の性質及び売上集計区分によっております。 

２.各事業区分に属する主要な事業内容 

セグメント名 主 要 事 業 

不動産事業 貸室・展示場・駐車場等の賃貸 

リネンサプライ及びランドリー事

業 
リネンサプライ、ランドリー 

その他の事業 衣料・雑貨等商品販売、飲食業、医薬品等製造販売、ビル管

理関連サービス、内装請負工事、環境保全及び省エネルギー

事業、スポーツクラブ経営、温浴施設経営、情報処理関連事

業、電子商取引事業 

 

〔所在地別セグメント情報〕 

在外連結子会社及び在外支店がありませんので該当事項はありません。 

 

〔海外売上高〕 

海外売上高がありませんので該当事項はありません。 
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