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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 27,926 ― 6,650 ― 4,577 ― 554 ―

20年3月期第3四半期 20,587 35.4 7,258 28.0 5,886 29.1 2,999 11.8

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3四半期 3.73 3.28
20年3月期第3四半期 20.52 18.24

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3四半期 302,213 70,257 22.3 451.95
20年3月期 298,728 70,456 22.6 460.24

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  67,276百万円 20年3月期  67,428百万円

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  

平成20年3月期第２四半期末配当金 創立60周年記念配当 2円00銭  

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 ― 7.00 ― 5.00 12.00
21年3月期 ― 6.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 6.00 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 48,500 54.5 9,100 △1.1 6,000 △16.4 2,200 △41.1 14.80

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４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４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 
・上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は様々な要因によって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。  

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 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第3四半期  149,503,980株 20年3月期  147,084,095株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  646,738株 20年3月期  578,396株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第3四半期  148,368,543株 20年3月期第3四半期  146,115,660株
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（参考）平成21年３月期第３四半期（３か月）の連結業績　（平成20年10月１日～平成20年12月31日）

（百万円未満切捨て）

　連結経営成績（３か月） （％表示は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３四半期 13,802 - 2,941 - 2,226 - 250 -

20年３月期第３四半期 - - - - - - - -

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３四半期 1.68 1.48

20年３月期第３四半期 - -
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当第３四半期連結累計期間において、米国のサブプライムローン問題に端を発した金融危機が、実体経済にも波

及して世界経済が失速し、その影響がわが国の企業や家計にも表れてまいりました。このため、国内企業における生

産と輸出の減少、設備投資の抑制、さらには雇用情勢の悪化等、極めて厳しい局面となりました。 

不動産業界におきましても、信用収縮や資金繰りの悪化等による事業者の破綻、オフィスビルにおける空室率の

上昇、マンションをはじめとした住宅市場における大幅な販売戸数の減少や未成約在庫の増加等、事業環境は厳しさ

を増してまいりました。 

 こうした中、当第３四半期連結累計期間の当社グループの営業収益は、ビル事業部門におきましては、前期に竣工

いたしました「名古屋証券取引所ビル」等の通期稼働、ならびに昨年５月に取得いたしました「新大通ビルディン

グ」（札幌市中央区）の賃貸料等が寄与し、141億1百万円の計上となりました。 

 住宅事業部門におきましては、「ウェリス駒込レジデンス」（東京都豊島区）などのマンションを販売し、その収

益は24億12百万円となりました。これに賃貸住宅事業収益等を含めた本部門収益は、33億78百万円の計上となりまし

た。 

 資産開発事業部門におきましては、不動産の開発及びマネジメント業務における収益が、89億52百万円の計上とな

りました。 

 その他の事業部門におきましては、不動産仲介事業での収益は3億円となりました。また、請負工事建物管理事業

の収益は8億27百万円、介護付有料老人ホーム事業の収益は2億84百万円となり、その他収益を加えました本部門の収

益は14億94百万円の計上となりました。 

 これらの結果、営業収益全体では279億26百万円、売上原価は棚卸資産の簿価切下げ額を含め182億83百万円、販売

費及び一般管理費は29億93百万円の計上となりました。この結果、営業利益は66億50百万円、経常利益は45億77百万

円となり、投資有価証券評価損などが発生したことから、四半期純利益は5億54百万円の計上となりました。 

  

 当第３四半期末の総資産は前連結会計年度末に比べて34億84百万円増加し、3,022億13百万円となりました。主な

要因は、有形固定資産が新大通ビルディングの取得等で47億19百万円増加しております。 

 負債は長期借入金の調達などで、前連結会計年度末に比べて36億82百万円増加しております。 

 純資産は新株予約権付社債の転換11億17百万円、四半期純利益5億54百万円で増加した一方、配当の支払により16

億25百万円減少し、前連結会計年度末に比べて1億98百万円減少しております。 

〈連結キャッシュ・フローの状況〉 

当第３四半期末における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比

べて22億3百万円増加し、78億74百万円となりました。 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益12億37百万円、減価償却費41億64百万円があっ

た一方、営業出資の増加26億33百万円などがあり、70億47百万円の資金の増加となりました。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出などで、94億27百万円の資金の減少となり

ました。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入などで、45億83百万円の資金の増加となりまし

た。 

  

 平成20年10月31日公表の予想を変更しておりません。   

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。 

   

（簡便な会計処理） 

棚卸資産の評価方法 

 棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、簿価切

下げを行う方法によっております。  

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理） 

税金費用の計算  

 当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合

理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。 

 なお、法人税等調整額は「法人税等」に含めて表示しております。  

  

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 

 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。 

   （追加情報) 

①法人税法の改正に伴い、機械装置の耐用年数については、当第１四半期連結会計期間より改正後の耐用年数を

適用しております。これにより従来の方法に比べて、当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税

金等調整前四半期純利益は、それぞれ74百万円減少しております。なお、セグメント情報に与える影響は、当

該箇所に記載しております。 

②当社及び連結子会社は、平成20年６月開催の株主総会決議において、役員退職慰労金制度の廃止及び同退職慰

労金の退任時における打切り支給につき承認を受けております。これに伴い、役員退職慰労引当金の残高を全

額取り崩し、打切り支給額の未払い分454百万円については固定負債の「その他」に含めて表示しておりま

す。なお、前連結会計年度末における固定負債の「引当金」に含まれている役員退職慰労引当金の残高は431

百万円であります。 
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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３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 4,986 3,184

営業未収入金 442 1,462

有価証券 2,950 2,568

販売用不動産 30,173 31,653

仕掛販売用不動産 30,884 29,963

その他のたな卸資産 2 3

営業出資 9,813 7,179

その他 791 2,667

貸倒引当金 △14 △55

流動資産合計 80,030 78,628

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 80,885 81,164

土地 124,632 119,883

その他（純額） 1,404 1,155

有形固定資産合計 206,922 202,202

無形固定資産   

のれん 40 48

その他 5,748 5,739

無形固定資産合計 5,788 5,787

投資その他の資産   

その他 9,449 11,975

貸倒引当金 △92 △0

投資その他の資産合計 9,357 11,975

固定資産合計 222,068 219,964

繰延資産 115 135

資産合計 302,213 298,728
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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   

支払手形及び営業未払金 859 3,492

1年内償還予定の社債 20,000 －

1年内償還予定の新株予約権付社債 － 1,170

短期借入金 25,070 24,850

1年内返済予定の長期借入金 16,140 6,910

未払法人税等 475 84

引当金 163 295

その他 3,501 2,793

流動負債合計 66,208 39,595

固定負債   

社債 40,000 60,000

転換社債型新株予約権付社債 20,000 20,000

長期借入金 75,802 78,850

引当金 605 876

負ののれん 1 3

その他 29,336 28,947

固定負債合計 165,746 188,677

負債合計 231,955 228,272

純資産の部   

株主資本   

資本金 15,797 15,238

資本剰余金 14,025 13,466

利益剰余金 29,764 30,897

自己株式 △364 △340

株主資本合計 59,223 59,262

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,029 △859

土地再評価差額金 9,082 9,025

評価・換算差額等合計 8,053 8,165

少数株主持分 2,980 3,027

純資産合計 70,257 70,456

負債純資産合計 302,213 298,728
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

営業収益 27,926

売上原価 18,283

売上総利益 9,643

販売費及び一般管理費 2,993

営業利益 6,650

営業外収益  

受取利息 12

受取配当金 197

還付加算金 57

その他 20

営業外収益合計 288

営業外費用  

支払利息 2,225

その他 135

営業外費用合計 2,360

経常利益 4,577

特別利益  

貸倒引当金戻入額 3

固定資産売却益 11

特別利益合計 14

特別損失  

固定資産除却損 43

投資有価証券評価損 2,875

その他 436

特別損失合計 3,355

税金等調整前四半期純利益 1,237

法人税等 585

少数株主利益 97

四半期純利益 554
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（第３四半期連結会計期間） 

（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

営業収益 13,802

売上原価 9,866

売上総利益 3,936

販売費及び一般管理費 995

営業利益 2,941

営業外収益  

受取利息 2

受取配当金 55

その他 4

営業外収益合計 62

営業外費用  

支払利息 743

その他 34

営業外費用合計 777

経常利益 2,226

特別利益  

貸倒引当金戻入額 1

固定資産売却益 5

特別利益合計 7

特別損失  

固定資産除却損 36

投資有価証券評価損 1,475

その他 192

特別損失合計 1,703

税金等調整前四半期純利益 529

法人税等 251

少数株主利益 27

四半期純利益 250
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31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 1,237

減価償却費 4,164

投資有価証券評価損益（△は益） 2,875

固定資産除却損 43

貸倒引当金の増減額（△は減少） 50

賞与引当金の増減額（△は減少） △115

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △17

退職給付引当金の増減額（△は減少） 159

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 23

受取利息及び受取配当金 △209

支払利息 2,225

社債発行費償却 20

固定資産売却損益（△は益） △11

売上債権の増減額（△は増加） 1,020

たな卸資産の増減額（△は増加） 442

営業出資の増減額（△は増加) △2,633

前払費用の増減額（△は増加） △107

未収入金の増減額（△は増加） 525

仕入債務の増減額（△は減少） △2,514

前受金の増減額（△は減少） △203

未払消費税等の増減額（△は減少） 490

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） △128

その他 65

小計 7,404

利息及び配当金の受取額 209

利息の支払額 △1,846

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 1,279

営業活動によるキャッシュ・フロー 7,047
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（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の増減額（△は増加） △0

有価証券の売却及び償還による収入 19

投資有価証券の取得による支出 △529

投資有価証券の売却及び償還による収入 9

有形固定資産の取得による支出 △8,786

有形固定資産の売却による収入 87

無形固定資産の取得による支出 △19

長期前払費用の取得による支出 △208

差入保証金の差入による支出 △28

差入保証金の回収による収入 22

保険積立金の解約による収入 3

その他 2

投資活動によるキャッシュ・フロー △9,427

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） 220

長期借入れによる収入 12,000

長期借入金の返済による支出 △5,817

新株予約権付社債の償還による支出 △52

自己株式の取得による支出 △29

配当金の支払額 △1,625

少数株主への配当金の支払額 △72

少数株主への出資金の返還による支出 △43

その他 3

財務活動によるキャッシュ・フロー 4,583

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） 2,203

現金及び現金同等物の期首残高 5,670

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,874
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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。 

  

 該当事項はありません。 

  

当第３四半期連結会計期間（自平成20年10月１日 至平成20年12月31日） 

  

当第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日） 

（注）１ 事業区分は売上集計区分によっております。 

２ 各事業の主な内容 

(1）ビル事業……………建物、設備及び土地の賃貸、管理、運営 

(2）住宅事業……………居住用不動産の開発、販売及び賃貸 

(3）資産開発事業………収益用不動産の開発、資産運用及びマネジメント 

(4）その他の事業………不動産の仲介、建物設備の保守管理・改修請負工事、保険代理店事業、介護

付有料老人ホーム事業 

３ 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

４ 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の名称を「ビル賃貸事業」から「ビル事

業」に、「資産開発・証券化事業」から「資産開発事業」にそれぞれ変更しております。 

５ 追加情報 

「定性的情報・財務諸表等」４．その他（３)に記載のとおり、機械装置の耐用年数については、

法人税法の改正に伴い当第１四半期連結会計期間より、改正後の耐用年数を適用しております。こ

れにより従来の方法に比べて当第３四半期連結累計期間における営業利益は、ビル事業が73百万円

減少しております。なお、これ以外の各部門への影響は軽微であります。 

（４）継続企業の前提に関する注記 

（５）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

ビル事業 
(百万円) 

住宅事業
(百万円) 

資産開発
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) 

営業収益               

(1)外部顧客に対する営業

収益 
 4,720  930  7,667  484  13,802 －  13,802

(2)セグメント間の内部営

業収益又は振替高 
 6  0  40  438  485  (485)  － 

計  4,726  930  7,707  923  14,288  (485)  13,802

営業利益（又は営業損失）  2,167  △1,166  2,267  △65  3,203  (261)  2,941

ビル事業 
(百万円) 

住宅事業
(百万円) 

資産開発
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) 

営業収益               

(1)外部顧客に対する営業

収益 
 14,101  3,378  8,952  1,494  27,926 －  27,926

(2)セグメント間の内部営

業収益又は振替高 
 21  0  120  826  969  (969) － 

計  14,122  3,378  9,073  2,320  28,895  (969)  27,926

営業利益（又は営業損失）  6,447  △1,850  3,040  △153  7,483  (833)  6,650
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当第３四半期連結会計期間（自平成20年10月１日 至平成20年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自平

成20年４月１日 至平成20年12月31日) 

本国以外の国または地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

  

当第３四半期連結会計期間（自平成20年10月１日 至平成20年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自平

成20年４月１日 至平成20年12月31日) 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

  

〔所在地別セグメント情報〕 

〔海外売上高〕 

（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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「参考資料」  

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～12月31日） 

科目 

前年同四半期
（平成20年３月期 
第３四半期） 

金額（百万円）

Ⅰ 営業収益  20,587

Ⅱ 売上原価  10,735

売上総利益  9,851

Ⅲ 販売費及び一般管理費  2,593

営業利益  7,258

Ⅳ 営業外収益  271

Ⅴ 営業外費用  1,644

経常利益  5,886

Ⅵ 特別利益  2

Ⅶ 特別損失  674

税金等調整前四半期純利益  5,214

法人税、住民税及び事業税  2,180

法人税等調整額 △62

少数株主利益  97

四半期純利益  2,999
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前第３四半期連結累計期間（平成19年4月1日～12月31日） 

  

  

（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

  
前年同四半期

（平成20年３月期 
第３四半期） 

区分 金額（百万円）

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   5,214
 減価償却費  3,740
 支払利息   1,617
 売上債権の増減額(△は増加) △5
 たな卸資産の増減額(△は増加) △15,846
 不動産信託受益権の増減額(△は増加) △808
 営業出資の増減額(△は増加） △4,806
 前払費用の増減額(△は増加) △293
 前受金の増減額（△は減少）  615
 保証金・敷金の増減額（△は減少）  567
 その他 △444

小計 △10,450
 利息および配当金の受取額  144
 利息の支払額 △1,324
 法人税等の支払額 △3,569
営業活動によるキャッシュ・フロー △15,200

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

 定期預金の純増減額(△は増加) △95
 投資有価証券の取得による支出 △3,297
 出資金の返還による収入  1,172
 有形固定資産の取得による支出 △40,271
 その他 △1,021
投資活動によるキャッシュ・フロー △43,513

Ⅲ 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）  30
 長期借入れによる収入  40,500
 長期借入金の返済による支出 △9,395
 社債の発行による収入  20,000
 社債の償還による支出 △10,000
 新株予約権付社債の発行による収入  20,000
 自己株式の取得による支出 △34
 配当金の支払額 △1,696
 少数株主への配当金の支払額 △129
 少数株主への出資金の返還による支出 △173
 その他 △153
財務活動によるキャッシュ・フロー  58,946

    

Ⅳ 現金および現金同等物に係る換算差額 - 
Ⅴ 現金および現金同等物の増減額（△は減少）  232
Ⅵ 現金および現金同等物の期首残高  4,118
Ⅶ 新規連結子会社の現金および現金同等物の期首残高  336
Ⅷ 現金および現金同等物の期末残高  4,687
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前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～12月31日） 

  

（３）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

ビル賃貸
事業 

(百万円) 

住宅事業
(百万円) 

資産開発・
証券化事業
(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) 

営業収益               

(1)外部顧客に対する営業

収益 
 13,175  1,866  3,774  1,771  20,587 －  20,587

(2)セグメント間の内部営

業収益又は振替高 
 22  －  192  728  943  (943) － 

計  13,198  1,866  3,967  2,499  21,531  (943)  20,587

営業費用  7,311  1,778  1,862  2,415  13,367  (38)  13,328

営業利益  5,886  87  2,104  84  8,163  (904)  7,258
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