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1.  21年3月期の連結業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 31,664 △14.1 2,420 △53.9 1,136 △71.7 1,296 △44.6
20年3月期 36,854 33.7 5,250 10.4 4,010 7.1 2,338 28.2

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年3月期 20.15 20.15 2.6 0.6 7.6
20年3月期 36.36 36.24 4.7 2.6 14.2

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  ―百万円 20年3月期  ―百万円

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 184,357 50,873 27.6 790.54
20年3月期 166,019 50,442 30.4 783.74

（参考） 自己資本   21年3月期  50,873百万円 20年3月期  50,438百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

21年3月期 △1,639 △18,726 19,015 5,081
20年3月期 △3,672 △23,269 24,787 6,322

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（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 百万円 ％ ％

20年3月期 ― 6.00 ― 6.00 12.00 772 33.0 1.6
21年3月期 ― 6.00 ― 6.00 12.00 772 59.6 1.5
22年3月期 

（予想）
― 5.00 ― 5.00 10.00 64.3

3.  22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22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

15,650 5.3 1,650 △32.0 750 △60.2 400 △79.4 6.22

通期 31,800 0.4 3,650 50.8 1,750 54.0 1,000 △22.8 15.54

－ 1 －



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) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

 (注) 詳細は、19ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

(注) 1株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、36ページ「1株当たり情報」をご覧ください。 

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 68,323,613株 20年3月期 68,323,613株
② 期末自己株式数 21年3月期  3,970,591株 20年3月期  3,967,556株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年3月期の個別業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 22,972 △7.2 2,101 △58.2 932 △75.8 1,219 △45.8
20年3月期 24,745 18.7 5,030 7.4 3,854 3.8 2,247 8.0

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

21年3月期 18.94 18.94
20年3月期 34.94 34.83

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 177,649 49,893 28.1 775.31
20年3月期 159,287 49,536 31.1 769.72

（参考） 自己資本 21年3月期  49,893百万円 20年3月期  49,536百万円

2.  22年3月期の個別業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、本資料の発表日現在の将来に関する前提・見通し・計画に基づく予測が含まれておりま
す。実際の業績は、今後様々な要因によって異なる結果となる可能性があります。なお、業績予想に関する定性的情報は、３ページ「１ 経営成績 (1)経営
成績に関する分析」をご覧ください。 

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 
累計期間

11,780 13.5 1,570 △29.7 700 △60.0 400 △78.9 6.22

通期 23,950 4.3 3,450 64.2 1,600 71.7 900 △26.2 13.99

－ 2 －



① 当期の概況 

当期におけるわが国経済は、米国に端を発した国際的な金融市場の混乱が実体経済を直撃したこと

により急速に減速し、企業収益に深刻な影響を与えました。企業収益の減少に伴う設備投資の大幅な

減少や在庫調整による減産、雇用調整は当面の間続くものと見られ、世界経済の先行きが不透明であ

ることから、景気の更なる下振れリスクに今後も充分留意する必要があります。 

 当不動産業界におきましても、オフィスビル賃貸市場では、前期まで比較的堅調であったオフィス

需要も企業収益の悪化に伴い、全般的に企業が経費削減を進めた結果、オフィス縮小による空室率の

上昇が続いています。当面の間は需給緩和の状態が続くものと想定され、予断を許さない市場環境と

なっています。また、不動産投資市場においても世界的な金融市場の信用収縮により、資金繰りの悪

化から破綻する不動産会社が続くなど、厳しい事業環境となりました。需給の逼迫から物件価格が高

騰する状況が一変し、不動産価格の下落傾向が続き、厳しい状況が続くものと想定されます。さらに

マンション分譲市場においては、景況感の悪化に伴う家計の先行き不透明感や販売価格の割高感とい

った要因から消費者の購入意欲が冷え込み、販売が低迷するとともに長期化を余儀なくされました。

しかしながら、販売価格の調整が進み、ローン減税の拡大による消費者心理の変化などにより市場は

緩やかながらも徐々に回復に向かうものと想定されます。 

 このような事業環境の中で、当社グループは事業を取り巻く環境の変化に対応しつつ、安定的な収

益の確保に努めてまいりました。今後も引き続き、健全な財務体質の維持を 優先しながら、収益の

拡大に積極的に取り組んでまいります。 
  

当期の連結業績は、ビル賃貸事業で大規模再開発のブリーゼタワーが昨年８月に営業を開始したこ

とにより大幅な増収となったものの、資産開発事業及び住宅分譲事業が大幅な減収となったことによ

り、売上高は前期比51億90百万円減、14.1％減収の316億64百万円となりました。利益面では、資産

開発事業で減収による減益と住宅分譲事業では営業損失となり、さらにたな卸資産の評価損を計上し

たこと等により、営業利益は前期比28億30百万円減、53.9％減益の24億20百万円、経常利益は営業外

費用で有利子負債の増加に伴う支払利息の増加等で、前期比28億74百万円減、71.7％減益の11億36百

万円となりました。当期純利益では税務上の損金算入案件があり税金費用が大幅な減少となったこと

もあり、前期比10億42百万円減、44.6％減益の12億96百万円となりました。 

  

② セグメント別の概況 

各セグメント別の業績は以下のとおりとなっております。 

(単位：百万円) 

 
  

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析

事業の種類別 
セグメントの名称

前期 当期

売上高 営業損益 売上高 営業損益

ビル賃貸事業 11,760 3,425 15,149 4,385

資産開発事業 9,330 2,502 2,542 700

住宅分譲事業 8,798 9 5,306 △2,134

飲食事業 1,954 80 2,333 34

建築内装事業 3,282 63 3,944 116

ビルマネジメント事業 4,140 77 4,418 141

その他の事業 330 14 948 31

消去又は全社 △2,742 △923 △2,980 △854

合計 36,854 5,250 31,664 2,420

－ 3 －

㈱サンケイビル (8809)　平成21年３月期　決算短信



(ビル賃貸事業) 

大阪・西梅田における旧大阪サンケイビル再開発事業のブリーゼタワーが昨年８月のオフィス部分

に続き、10月より商業施設部分「ブリーゼブリーゼ」及び貸会議室部分「ブリーゼプラザ」がそれぞ

れ営業を開始したことが売上増に大きく寄与いたしました。また、既存ビルについては、改定や新規

テナントの入居による賃料水準の上昇により主力の東京サンケイビル、日比谷サンケイビル、渋谷Ｒ

サンケイビル等で増収となり、売上高は前期比33億89百万円増、28.8%増収の151億49百万円となりま

した。営業利益では、ブリーゼタワーの売上計上と既存ビルの増収による利益増があったものの、ブ

リーゼタワー開業に伴う一時的な費用計上もあり、前期比９億60百万円増、28.0%増益の43億85百万円

となりました。 

  

(資産開発事業) 

収益用不動産１物件の売却収入他を計上しましたが、前期に計上した収益用不動産２物件の売却及

び匿名組合出資損益分配による売上計上分の減収により、売上高は前期比67億88百万円減、72.8%減収

の25億42百万円で、営業利益は18億２百万円減、72.0%減益の７億円となりました。 

  

(住宅分譲事業) 

新たに「ルフォン御殿山」（東京都品川区）、「ルフォン吉祥寺」（東京都武蔵野市）の２物件が

竣工し、「ルフォン中野上鷺宮」（東京都中野区）と「ルフォン学芸大学」（東京都世田谷区）の併

せて78戸、53億６百万円の販売売上を計上しました。しかしながら、市況の悪化を受け販売が低迷し

たこと、前期には大型の「キャピタルマークタワー」（東京都港区）の販売収入計上があったことか

ら、前期に比べ販売戸数87戸減、34億92百万円の販売収入減、39.7%減収となりました。営業損益は販

売低迷、コストの増加に加え、販売中の物件を中心にたな卸資産の評価損13億45百万円を計上した結

果、前期比21億43百万円減益の21億34百万円の損失計上となりました。 

  

(飲食事業) 

サンケイ会館が昨年３月及び４月に東京地区で出店した２店とブリーゼブリーゼの開業に合わせ10

月に開店した１店、及び新設子会社ブリーゼレストランズによる１店の計４店舗の新規売上計上によ

り、売上高は前期比３億79百万円増、19.4%増収の23億33百万円となりましたが、営業利益は一部既存

店舗の落ち込みに加え、新規店舗の収益化に時間を要し、46百万円減、56.5%減益の34百万円となりま

した。 

  

(建築内装事業) 

ブリーゼタワーの貸室内装関連工事の売上計上が寄与し、売上高は前期比６億62百万円増、20.2%増

収の39億44百万円で、営業利益は前期比53百万円増、84.2%増益の１億16百万円となりました。 

  

(ビルマネジメント事業) 

大型の設備改修工事受注に加え、ブリーゼタワーの営業開始に伴う保守管理業務収入計上が寄与

し、売上高は前期比２億78百万円増、6.7%増収の44億18百万円で、営業利益も64百万円増、81.0%増益

の１億41百万円となりました。 

  

－ 4 －
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(その他の事業) 

従来の人材派遣及び業務受託等のビジネスサポート事業に加え、昨年４月新設の子会社ブリーゼア

ーツによるサンケイホールブリーゼの運営事業で、11月のサンケイホールブリーゼの開場に伴う運営

業務収入他を計上し、売上高は前期比６億18百万円増収の９億48百万円となり、営業利益は17百万円

増の31百万円となりました。 

  

③ 次期の見通し 

平成22年３月期の通期業績につきましては、売上高は資産開発事業の減収及び建築内装事業等の前

期の反動減による減収となるものの、ビル賃貸事業でブリーゼタワーの通期稼働及び新規に営業開始

する２物件の売上計上及び住宅分譲事業における新規１物件の売上計上等により増収となる見込みで

す。利益面においても、ビル賃貸事業における増益と住宅分譲事業の増益で、営業利益は増益が見込

まれ、経常利益も支払利息の増加はあるものの増益となります。当期純利益は税金費用が前期の大幅

な減少案件がなくなり増加することから減益となる見通しです。 

  

 
  

 
  

連 結 (単位：百万円)

次期予想 当期
増減

金額 率

売上高 31,800 31,664 136 0.4%

営業利益 3,650 2,420 1,230 50.8%

経常利益 1,750 1,136 614 54.0%

当期純利益 1,000 1,296 △296 △22.8%

個 別 (単位：百万円)

次期予想 当期
増減

金額 率

売上高 23,950 22,972 978 4.3%

営業利益 3,450 2,101 1,349 64.2%

経常利益 1,600 932 668 71.7%

当期純利益 900 1,219 △319 △26.2%

－ 5 －
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① 財政状態 

当期末における資産合計は、1,843億57百万円（前期末は1,660億19百万円）となり183億38百万円

増加しました。当期末に従来たな卸資産として保有・開発していました３物件について、ビル賃貸資

産として保有することとしたため、固定資産に計上区分を変更しています。その結果、販売用不動

産、仕掛販売用不動産及び開発不動産が固定資産に振替えたことによる減少分81億35百万円と増加額

28億80百万円との差し引きにより52億55百万円減少しています。その他未収還付法人税等及び未収消

費税等の計上により、流動資産は41億54百万円減少し、流動資産からの振替えとブリーゼタワー建設

費等により固定資産が224億43百万円増加しています。 

 販売用不動産、仕掛販売用不動産及び開発不動産につきましては、今後も適正な水準に抑えるべく

在庫の圧縮に努めるとともに、適正に評価していきます。 

 負債合計は、1,334億84百万円（前期末は1,155億77百万円）となり179億７百万円増加しました。

これは主に、長期借入金から短期借入金への振替え等により流動負債が109億29百万円増加したこと

及び大規模開発資金として長期借入金、及びブリーゼタワーの預り敷金等により固定負債が69億77百

万円増加したことによるものです。有利子負債残高につきましては、従来にも増して過大とならない

よう財務的均衡に充分留意していきます。 

 純資産合計は、508億73百万円（前期末は504億42百万円）となり４億31百万円増加しております。

これは、当期純利益の計上と配当金の支払の差し引き等によるものです。 

  

(参考) 特別目的会社(ＳＰＣ)連結による変動額 

当期におきましては、特別目的会社(ＳＰＣ)１社を連結子会社としており、当期末の資産合計及び

負債・純資産合計にはそれぞれ43億76百万円含まれております。 

 なお、負債には、１年以内返済長期借入金31億円及び１年以内償還社債５億円が含まれております

が、これはノンリコースローン及び特定社債による資金調達であります。 

 ＳＰＣを除く自己資本比率は28.3％と、当期末において当社が財務的均衡の基準値としている自己

資本比率30％を若干割り込んでいますが、これは主としてブリーゼタワーの竣工等により借入金残高

がピークに達している中で、分譲マンションの販売がずれ込み、資金回収に遅れが生じているためで

あります。ブリーゼタワー投資回収とマンション販売の進捗により、解消されていく見込みでありま

す。 

 ＳＰＣを非連結とした場合の連結財政状態は以下の通りとなります。 

(単位：百万円) 

 
  

(2) 財政状態に関する分析

資産合計 負債合計 純資産 自己資本比率

連結 184,357 133,484 50,873 27.6%

ＳＰＣ除く 179,981 129,056 50,925 28.3%
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② キャッシュ・フローの状況 

当期末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前期末に比べ、12億41百万円減

少し50億81百万円となりました。 

  

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

当期における営業活動によるキャッシュ・フローは、16億39百万円の資金の減少（前期比＋20億33

百万円）となりました。これは、税金等調整前当期純利益10億68百万円に減価償却費30億81百万円を

加えた資金の増加に対し、マンション分譲用地取得及び建設費等のたな卸資産の取得による支出41億

12百万円と法人税等の支払25億92百万円の資金の減少等があったことによるものです。 

  

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

当期における投資活動によるキャッシュ・フローは、187億26百万円の資金の減少（前期比＋45億43

百万円）となりました。これは、ブリーゼタワー建設費など有形固定資産の取得による支出156億97百

万円と匿名組合出資等、長期営業目的有価証券の取得による支出20億95百万円によるものです。 

  

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

当期における財務活動によるキャッシュ・フローは、190億15百万円の資金の増加（前年同期比△57

億73百万円）となりました。これは、借入金の借入れと返済の差額による収入197億95百万円と配当金

の支払い７億71百万円との差し引き等によるものです。 

  

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  

 
※各指標の基準は下記の通りです。いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 

1.自己資本比率：自己資本／総資産 

2.時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

株式時価総額：期末株価終値×発行済株式数(自己株式控除後) 

3.債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

4.インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

有利子負債：連結貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払っている全ての負債を対象 

営業キャッシュ・フロー：連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フロー 

利払い：連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額 

  

※債務償還年数及びインタレスト・カバレッジ・レシオにつきましては、平成19年３月期を除き営業キャッシュ・フ

ローがマイナスのため、記載を省略しております。 

  

平成17年３月期 平成18年３月期 平成19年３月期 平成20年３月期 平成21年３月期

自己資本比率(％) 46.9 37.8 35.8 30.4 27.6

時価ベースの自己資本比率(％) 40.9 54.6 53.2 25.0 15.0

債務償還年数(年) ― ― 8.1 ― ―

インタレスト・カバレッジ・ 
レシオ(倍)

― ― 8.2 ― ―
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利益配分につきましては、「堅実な経営基盤の確保に努め、株主への長期的かつ安定的な利益還元に

加え、業績等に応じた還元を行うこと」を基本方針とし、配当水準の維持向上に努めております。当期

の期末配当につきましては、業績が第３四半期に見直した予想を上回ったため、１株当たり６円とし、

年間の１株当たり配当金は12円を予定しております。 

 また、次期におきましては、引き続き厳しい事業環境の中で当期純利益が減益になるものと想定して

いることから、第２四半期末配当金及び期末配当金はそれぞれ５円とし、年間配当金は１株当たり10円

を予定しております。当期に比べて１株当たり年間配当金は２円減となり、配当性向は64.3%となりま

す。 

  

当社グループの経営成績、株価及び財政状態等に及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものが

あります。なお、将来に関する事項は、当期末現在において判断したものであります。 

  

① 経済情勢の変動について 

当社グループの中核事業であるビル賃貸事業・資産開発事業・住宅分譲事業は、景気変動の影響を

受けやすく、国内経済情勢と連動した不動産市況の動向によっては、空室の発生・賃料水準の下落及

び販売価格の下落により当社グループの業績が影響を受ける可能性があります。 

  

② 法制・税制の変更について 

当社グループ各社は事業を営むにあたり、各種関連法制の規制を受けるとともに、各種関連税制の

規定に従っております。将来、関連する法制及び税制の変更により当社グループの業務遂行や業績に

影響を及ぼす可能性があります。 

  

③ 金利水準の変動について 

当期末における当社グループの連結有利子負債残高は、短期借入金357億37百万円、長期借入金423

億９百万円、社債205億の併せて985億46百万円となっております。その大部分は固定金利であります

が、中核事業であるビル賃貸事業・資産開発事業・住宅分譲事業において、将来の資金調達に際し

て、現行の金利水準が変動した場合には当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があ

ります。 

  

④ 災害について 

地震等の自然災害及び火災・事故等の人災により当社グループの中核事業であるビル賃貸事業にお

いて保有・開発している資産が著しく毀損した場合は、当社グループの業績及び財政状態に影響を及

ぼす可能性があります。 

  

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

(4) 事業等のリスク
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当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社、子会社12社、関連会社１社で構成され、ビル賃

貸事業、資産開発事業、住宅分譲事業、飲食事業、建築内装事業、ビルマネジメント事業、その他の事

業として劇場型ホールの運営及び給与業務の受託等のビジネスサポート事業等を主な内容としておりま

す。 

なお、関連当事者としては株式会社産業経済新聞社、その他の関係会社としては株式会社フジ・メデ

ィア・ホールディングスがあります。 

当社グループの事業に関わる位置付けは次の通りであります。 

  

2. 企業集団の状況

(1) 企業集団の概況

＜ビル賃貸事業＞ ・株式会社サンケイビル
東京都内及び大阪・広島において、オフィスを主とする当社の単独又
は共同所有ビルを直接賃貸し、他のビル所有者からビルを賃借し、こ
れを転貸するほか、東京サンケイビル及びブリーゼタワーで貸会議
室・貸ホールを運営しております。

＜資産開発事業＞ ・株式会社サンケイビル
収益用不動産の開発、取得及びファンドの運用や資産活用コンサルテ
ィング事業等を行っております。

・株式会社サンケイビル投資顧問
金融商品取引法に基づいた不動産投資顧問業を行っております。

・特定目的会社オー・エム・シー・エフ開発
特定目的会社方式による不動産の取得、保有及び不動産開発等を行っ
ております。

＜住宅分譲事業＞ ・株式会社サンケイビル
マンション等住宅関連の開発及び分譲事業を行っております。

＜飲食事業＞ ・株式会社サンケイ会館
東京サンケイビル、ブリーゼタワー及び一般のビルにおいて店舗を持
ち、飲食事業を行っております。

・株式会社ブリーゼレストランズ
ブリーゼタワー内の商業施設においてレストランの経営を行っており
ます。

＜建築内装事業＞ ・株式会社サンケイビルテクノ
当社所有ビルの建物設備工事を行い、その他一般に対し建築工事全般
及び展示、装飾等イベントの設営、舞台装置の製作を行っておりま
す。

＜ビルマネジメント事業＞ ・株式会社サンケイビルマネジメント
当社所有ビル並びにその他一般のビルに対して、プロパティマネジメ
ント事業や、ビルマネジメント事業に係わるマネジメント業務や営業
業務を行っております。

・株式会社サンケイビルメンテ
当社所有ビル並びにその他一般のビルに対して、建物機械設備の維持
管理、警備、清掃及び修繕工事を行っております。

・株式会社サンケイビルメンテナンスサービス
当社所有ビル並びにその他一般のビルに対して、清掃、メンテナンス
業等を行っております。

＜その他の事業＞ ・株式会社ヒューメディアジャパン
人材派遣及び給与業務の受託等、ビジネスサポート事業を行っており
ます。

・株式会社ブリーゼアーツ
ブリーゼタワー内の劇場型ホールを主な会場として実施する興行の企
画制作業務及び運営業務等を行っております。
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(注)１ 上記事業区分と事業の種類別セグメント情報における事業区分とは、同一であります。但し、資産開発事 

 業に区分している特定目的会社オー・エム・シー・エフ開発については、平成21年３月31日付で販売用不 

 動産を固定資産に振替えたことにより、次年度からビル賃貸事業に区分致します。 

２ 平成20年４月１日付で、当社出資による株式会社サンケイビル投資顧問を設立致しました。当新設会社

は、金融商品取引法に基づいた投資顧問業を行い、投資家に対する責任体制とコンプライアンス体制を強

化するとともに、不動産ファンド事業の拡大・発展を図ってまいります。 

３ 平成20年４月１日付で、当社出資による株式会社ブリーゼアーツを設立致しました。当新設会社は、「ブ

リーゼタワー」内に設ける劇場型ホール「サンケイホールブリーゼ」を主な会場として実施する興行の企

画制作業務を行うとともに運営業務等を行ってまいります。 

４ 平成20年４月１日付で、当社出資による株式会社ブリーゼレストランズを設立致しました。当新設会社

は、上記「ブリーゼタワー」内に設ける商業施設内でレストランの経営に携わってまいります。 

５ その他の関係会社であった株式会社フジテレビジョンは、平成20年10月１日付で放送法に定める認定放送

持株会社に移行するとともに、社名を株式会社フジ・メディア・ホールディングスに変更致しました。 

  

  

 

(注)１ (株)サンケイ会館、(株)サンケイビルテクノ、(株)サンケイビルマネジメント、(株)サンケイビルメンテ、

(株)サンケイビルメンテナンスサービス、(株)ヒューメディアジャパン、(株)サンケイビル投資顧問、(株)

ブリーゼアーツ、(株)ブリーゼレストランズ、特定目的会社オー・エム・シー・エフ開発10社は連結子会

社、古川ユースウェアサービス(株)、(有)サンケイビルエステート２社は非連結子会社であります。 

２ 関連会社は、持分法非適用であります。 

  

(2) 事業系統図
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当社グループはビル賃貸事業、資産開発事業、住宅分譲事業、飲食事業、建築内装事業、ビルマネジ

メント事業、その他の事業によって構成されております。将来にわたって企業グループとしての成長を

持続するため、開発型経営を推進し、グループ各事業とも積極的な事業拡大を図ることを目指しており

ますが、リスクを慎重に見極めながら事業展開を行ってまいります。安定的な収益基盤の維持・確保を

図り企業価値を高めることで、株主・投資家への還元と社会への継続的な貢献を果たしていくことを経

営の基本方針としております。 
  

今後のわが国経済は、世界的な財政出動による経済対策が功を奏し輸出が徐々に持ち直すとともに、

緩やかながら次第に回復基調をたどるという観測があるものの、なお不確実性が高く景気の先行きに対

する不透明感はぬぐえないものと予想されます。 

 このような予断を許さない事業環境にあって、当社グループは次代に向かっての収益の維持・拡大を

図るべく全力で取り組んでまいります。 

 収益の柱となるビル賃貸事業では、市場では空室率が上昇する中にあって昨年営業を開始したブリー

ゼタワーも現時点で満室稼働となっており、今後主力の東京サンケイビルとともに安定的な収益の確保

に寄与いたします。ブリーゼタワーの建設にあたり、 も大切にしたものが、省エネルギーで環境負荷

が少なく、自然にもそこで働く人、集う人にも優しいジェントルビルの思想であり、当社の「環境との

共生」という開発理念を具現化するべく事業を推進しました。さらに開発しておりました賃貸オフィス

ビル２物件も屋上や壁面の緑化を取り入れ、環境に対する全面的な配慮を打ち出したビルとし、現在テ

ナントリーシングに全力で取り組んでいます。 

 資産開発事業でも、不動産投資市場の先行きを見極めながら、環境配慮型の特色のある収益用不動産

の開発・取得に慎重に取り組んでまいります。 

 住宅分譲事業では、市場動向はなお先行きが不透明ですが、モデルルームへの来場者は増える傾向に

あり、あらゆる面から消費者の購入意欲に合致する物件の提供を目指します。新規販売物件として本年

12月に「ルフォン富士見台」(東京都練馬区)が引き渡し開始の予定となっていますが、既に取得済の他

の開発案件も含め、消費者のニーズに的確に応えることで 適な商品企画を立案していきます。 

 飲食・建築内装・マネジメント・その他の各事業においては、外部顧客の獲得に向けて売上の拡大を

目指すとともに、コスト管理を徹底して行いあらゆる無駄を省くことで収益の確保と向上に努めます。

財務政策としては、財務的均衡の維持を 優先課題として、たな卸資産の適正な在庫管理と有利子負

債の削減を進めてまいります。 

以上のように、事業環境の変化を慎重に見極めながら、「環境との共生」と併せてブリーゼタワーの

大型商業施設「ブリーゼブリーゼ」と劇場型多目的ホール「サンケイホールブリーゼ」や当社の分譲マ

ンション「ルフォン」に住まう人々に都市生活者としての大いなる豊かさを提供するという当社のコミ

ュニケーションメッセージである「都市生活者ブランドへ」に込めた、常に都市生活者の視点に立った

創造力を発揮した特色のある開発事業に継続して取り組み、安定的な収益の維持、拡大を図ることによ

ってグループの企業価値を高めるよう努めていきます。 

 目標とする経営指標としては従来、ブリーゼタワーが通期で稼働する平成21年度を 終年度とするグ

ループ中長期経営計画の数値として、連結売上高500億円、営業利益70億円、経常利益50億円を設定し

ていましたが、厳しい事業環境の中にあって、遺憾ながら未達となることが想定されます。今後策定さ

れる中長期経営計画において新たな経営指標の目標値を設定いたします。 

  

3. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

(2) 中長期的な会社の経営戦略及び対処すべき課題、目標とする経営指標
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4. 連結財務諸表

(1) 連結貸借対照表 

(単位：百万円) 

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 ※2, ※7 6,353 ※2, ※7 5,112 

受取手形及び売掛金 1,680 1,571 

たな卸資産 ※2, ※7, ※8 25,394 ※2, ※7, ※8 － 

販売用不動産 ※2, ※7, ※8 － ※2, ※7, ※8 7,740 

仕掛販売用不動産 ※2, ※7, ※8 － ※2, ※7, ※8 2,545 

開発不動産 ※2, ※7, ※8 － ※2, ※7, ※8 9,692 

その他のたな卸資産 ※2, ※7, ※8, ※9 － ※2, ※7, ※8, ※9 37 

繰延税金資産 512 1,010 

未収還付法人税等 － 1,050 

その他 ※2, ※7 785 ※2, ※7 1,813 

貸倒引当金 △3 △5 

流動資産合計 34,721 30,567 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物（純額） ※8 36,855 ※8 63,337 

機械装置及び運搬具（純額） ※8 313 ※8 826 

土地 ※4, ※8 53,667 ※4, ※8 61,418 

リース資産（純額） － 33 

建設仮勘定 25,902 10,693 

その他（純額） ※8 379 ※8 690 

有形固定資産合計 ※1 117,117 ※1 136,999 

無形固定資産 193 189 

投資その他の資産 

投資有価証券 ※3, ※5, ※6 863 ※3, ※5, ※6 597 

営業投資有価証券 7,907 9,704 

長期貸付金 2,695 3,495 

繰延税金資産 540 574 

その他 ※2, ※8 2,130 ※2, ※8 2,372 

貸倒引当金 △151 △194 

投資その他の資産合計 13,986 16,550 

固定資産合計 131,297 153,740 

繰延資産 － 49 

資産合計 166,019 184,357 
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(単位：百万円) 

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 2,519 1,404 

短期借入金 20,205 35,737 

リース債務 － 7 

未払法人税等 1,466 95 

未払消費税等 83 － 

賞与引当金 364 323 

役員賞与引当金 71 69 

その他 6,376 4,379 

流動負債合計 31,087 42,017 

固定負債 

社債 ※2, ※7 20,500 ※2, ※7 20,000 

長期借入金 ※2, ※7 38,046 ※2, ※7 42,309 

再評価に係る繰延税金負債 ※4 16,710 ※4 16,710 

退職給付引当金 668 696 

役員退職慰労引当金 406 － 

長期未払金 － 387 

リース債務 － 26 

長期預り敷金 8,157 11,334 

その他 0 0 

固定負債合計 84,489 91,466 

負債合計 115,577 133,484 

純資産の部 

株主資本 

資本金 14,120 14,120 

資本剰余金 12,974 12,974 

利益剰余金 17,096 15,388 

自己株式 △1,424 △1,426 

株主資本合計 42,766 41,056 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 129 41 

土地再評価差額金 ※4 7,542 ※4 9,774 

評価・換算差額等合計 7,672 9,816 

少数株主持分 3 0 

純資産合計 50,442 50,873 

負債純資産合計 166,019 184,357 
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(2) 連結損益計算書 

(単位：百万円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

売上高 36,854 31,664 

売上原価 ※5 28,098 ※5 25,767 

売上総利益 8,756 5,896 

販売費及び一般管理費 ※1 3,506 ※1 3,475 

営業利益 5,250 2,420 

営業外収益 

受取利息 48 107 

受取配当金 15 13 

保険返戻金 25 － 

その他 25 31 

営業外収益合計 113 152 

営業外費用 

支払利息 914 1,306 

建替関連費用 115 38 

その他 323 93 

営業外費用合計 1,353 1,437 

経常利益 4,010 1,136 

特別利益 

投資有価証券売却益 158 － 

固定資産売却益 ※4 15 ※4 10 

特別利益合計 174 10 

特別損失 

固定資産除却損 ※2 44 ※2 15 

早期割増退職金 6 － 

建替関連損失 ※3 11 ※3 62 

特別損失合計 63 78 

税金等調整前当期純利益 4,121 1,068 

法人税、住民税及び事業税 1,917 84 

過年度法人税等 － 160 

法人税等調整額 △135 △472 

法人税等合計 1,782 △228 

少数株主利益 0 － 

当期純利益 2,338 1,296 
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(3) 連結株主資本等変動計算書 

(単位：百万円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

株主資本 

資本金 

前期末残高 14,120 14,120 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 14,120 14,120 

資本剰余金 

前期末残高 12,950 12,974 

当期変動額 

自己株式の処分 23 0 

当期変動額合計 23 0 

当期末残高 12,974 12,974 

利益剰余金 

前期末残高 15,528 17,096 

当期変動額 

剰余金の配当 △771 △772 

当期純利益 2,338 1,296 

土地再評価差額金の取崩 － △2,232 

当期変動額合計 1,567 △1,708 

当期末残高 17,096 15,388 

自己株式 

前期末残高 △1,461 △1,424 

当期変動額 

自己株式の処分 41 0 

自己株式の取得 △4 △2 

当期変動額合計 37 △1 

当期末残高 △1,424 △1,426 

株主資本合計 

前期末残高 41,138 42,766 

当期変動額 

剰余金の配当 △771 △772 

当期純利益 2,338 1,296 

自己株式の処分 64 0 

自己株式の取得 △4 △2 

土地再評価差額金の取崩 － △2,232 

当期変動額合計 1,627 △1,709 

当期末残高 42,766 41,056 
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(単位：百万円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 

前期末残高 295 129 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△165 △88 

当期変動額合計 △165 △88 

当期末残高 129 41 

土地再評価差額金 

前期末残高 7,542 7,542 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

－ 2,232 

当期変動額合計 － 2,232 

当期末残高 7,542 9,774 

評価・換算差額等合計 

前期末残高 7,837 7,672 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△165 2,144 

当期変動額合計 △165 2,144 

当期末残高 7,672 9,816 

少数株主持分 

前期末残高 3 3 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 0 △3 

当期変動額合計 0 △3 

当期末残高 3 0 

純資産合計 

前期末残高 48,979 50,442 

当期変動額 

剰余金の配当 △771 △772 

当期純利益 2,338 1,296 

自己株式の処分 64 0 

自己株式の取得 △4 △2 

土地再評価差額金の取崩 － △2,232 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △165 2,141 

当期変動額合計 1,462 431 

当期末残高 50,442 50,873 
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(4) 連結キャッシュ・フロー計算書 

(単位：百万円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー 

税金等調整前当期純利益 4,121 1,068 

減価償却費 2,302 3,081 

たな卸資産評価損 504 1,345 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △5 △2 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △19 45 

受取利息及び受取配当金 △63 △121 

支払利息 914 1,306 

売上債権の増減額（△は増加） △1,324 538 

たな卸資産の増減額（△は増加） △12,897 △4,112 

仕入債務の増減額（△は減少） 1,813 △1,590 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 31 28 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △226 △406 

長期未払金の増減額（△は減少） － 387 

賞与引当金の増減額（△は減少） 48 △40 

営業投資有価証券の増減額（△は増加） 619 － 

固定資産除売却損益（△は益） 29 5 

投資有価証券売却損益（△は益） △158 － 

投資有価証券評価損益（△は益） 46 8 

会員権評価損 32 － 

特別退職金 6 － 

前払費用の増減額（△は増加） 147 324 

預り金の増減額（△は減少） 871 △826 

前渡金の増減額（△は増加） 478 － 

差入保証金の増減額（△は増加） △59 △149 

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） 1,680 2,496 

未払又は未収消費税等の増減額 △179 △2,687 

その他 8 1,376 

小計 △1,280 2,074 

利息及び配当金の受取額 70 121 

利息の支払額 △950 △1,242 

特別退職金の支払額 △6 － 

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △1,505 △2,592 

営業活動によるキャッシュ・フロー △3,672 △1,639 
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(単位：百万円) 

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

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 △30 △30 

定期預金の払戻による収入 30 30 

営業投資有価証券の取得による支出 △3,847 △2,095 

営業投資有価証券の出資払戻による収入 436 25 

投資有価証券の取得による支出 △110 － 

投資有価証券の売却及び償還による収入 203 － 

有形固定資産の取得による支出 △19,194 △15,697 

有形固定資産の売却による収入 239 20 

貸付けによる支出 △1,094 △844 

貸付金の回収による収入 64 45 

その他 31 △180 

投資活動によるキャッシュ・フロー △23,269 △18,726 

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 57,950 － 

短期借入金の返済による支出 △41,800 － 

短期借入金の純増減額（△は減少） － △1,150 

リース債務の返済による支出 － △3 

長期借入れによる収入 7,100 25,000 

長期借入金の返済による支出 △8,199 △4,055 

社債の発行による収入 10,447 － 

自己株式の取得による支出 △4 △2 

自己株式の売却による収入 64 0 

配当金の支払額 △770 △771 

その他 0 △3 

財務活動によるキャッシュ・フロー 24,787 19,015 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,154 △1,350 

現金及び現金同等物の期首残高 8,426 6,322 

新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高 50 110 

現金及び現金同等物の期末残高 ※1 6,322 ※1 5,081 
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該当事項はありません。 

  

  

(5) 継続企業の前提に関する注記

(6) 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

１ 連結の範囲に関する事項

 1) 連結子会社の数：８社

  連結子会社名：

  ・㈱サンケイ会館

  ・㈱サンケイビルテクノ

  ・㈱サンケイビルマネジメント

  ・㈱サンケイビルメンテ

  ・㈱サンケイビルメンテナンスサービス

  ・㈱ヒューメディアジャパン

  ・㈲オー・エム・シー・ビー開発

  ・特定目的会社オー・エム・シー・エフ開発

 なお、特定目的会社オー・エム・シー・エフ開

発については、当連結会計年度において新たに出

資したことにより、連結子会社に含めることとし

ております。

 また、平成19年４月１日付で、㈱サンケイビル

クリーンサービスは社名を㈱サンケイビルメンテ

ナンスサービスに変更しました。平成19年４月２

日付で、当社出資による㈱サンケイビルマネジメ

ントを設立致しました。

１ 連結の範囲に関する事項

 1) 連結子会社の数：10社

  連結子会社名：

  ・㈱サンケイ会館

  ・㈱サンケイビルテクノ

  ・㈱サンケイビルマネジメント

  ・㈱サンケイビルメンテ

  ・㈱サンケイビルメンテナンスサービス

  ・㈱ヒューメディアジャパン

  ・㈱サンケイビル投資顧問

  ・㈱ブリーゼアーツ

  ・㈱ブリーゼレストランズ

  ・特定目的会社オー・エム・シー・エフ開発

 なお、㈱サンケイビル投資顧問、㈱ブリーゼア

ーツ及び㈱ブリーゼレストランズについては、当

連結会計年度において新たに出資したことによ

り、連結の範囲に含めております。 

 また、㈲オー・エム・シー・ビー開発は、当連

結会計年度において匿名組合事業の終了により、

連結の範囲から除外しております。

 2) 非連結子会社名：

  ・古川ユースウェアサービス㈱

  ・㈲サンケイビルエステート

  連結の範囲から除いた理由

   当該子会社は、連結総資産、売上高、当期純損

益及び利益剰余金等に、いずれも重要な影響を及

ぼしていないためであります。

 2) 主要な非連結子会社名：

  同左

  

  連結の範囲から除いた理由

  同左

(追加情報)

 開示対象特別目的会社の概要、開示対象特別目的

会社を利用した取引の概要及び開示対象特別目的会

社との取引金額等については、「開示対象特別目的

会社関係」として記載しております。

 なお、当連結会計年度より、「一定の特別目的会

社に係る開示に関する適用指針」（企業会計基準適

用指針第15号 平成19年３月29日）を適用しており

ます。

3) 開示対象特別目的会社

  ①開示対象特別目的会社の概要及び開示対象特別目

的会社を利用した取引の概要

   当社は、投資資金の効率性を高めるため、特別

目的会社を利用し収益用不動産の取得及び開発へ

の投資（匿名組合出資）を実施しております。当

該特別目的会社による開発は、当初の計画に従

い、当社からの匿名組合出資のほか、金融機関か

らのノンリコースローンによる資金調達により行

われております。 

 平成21年３月末において出資をしている開示対

象の特別目的会社は１社であり、直近の決算日に

おける資産総額は85億35百万円、負債総額は53億

99百万円です。なお、当該の特別目的会社につい

ては、当社は議決権のある出資等は有しておら

ず、役員や従業員の派遣もありません。
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前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

 

 

  ②開示対象特別目的会社との取引金額等

主な取引の金額 
又は当連結会計年度 
末残高（百万円）

匿名組合出資金 (注1) 3,094

マネジメント業務 ―

主な損益

項目 金額(百万円)

売上高 (注1) 112

売上高 (注2) 25

  (注1)匿名組合出資金は、当連結会計年度末における出
資額を記載しております。また、当社は当該出資
に対する利益配当を売上高として計上しておりま
す。

  (注2)当社及び㈱サンケイビルマネジメントは、特別目
的会社からマネジメント業務等を受託しており、
売上高を計上しております。

２ 持分法の適用に関する事項

 1) 持分法を適用しない主要な非連結子会社及び関連

会社の名称

   ・古川ユースウェアサービス㈱

   ・㈱スタジオプロット

   ・㈲サンケイビルエステート

 2) 持分法を適用しない理由

   当該持分法非適用会社は、それぞれ連結純損益

及び利益剰余金等に及ぼす影響が軽微であり、か

つ全体としても重要性がないため、持分法の適用

から除外しております。

２ 持分法の適用に関する事項

 1) 持分法を適用しない主要な非連結子会社及び関連

会社の名称

   同左

 2) 持分法を適用しない理由

  同左

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項

   連結子会社のうち、㈲オー・エム・シー・ビー

開発及び特定目的会社オー・エム・シー・エフ開

発の決算日は、２月29日であります。連結財務諸

表の作成にあたっては、同日現在の財務諸表を使

用し、連結決算日との間に生じた重要な取引につ

いては、連結上必要な調整を行っております。

３ 連結子会社の事業年度等に関する事項

   連結子会社のうち、特定目的会社オー・エム・

シー・エフ開発の決算日は、２月28日でありま

す。連結財務諸表の作成にあたっては、同日現在

の財務諸表を使用し、連結決算日との間に生じた

重要な取引については、連結上必要な調整を行っ

ております。

４ 会計処理基準に関する事項

 1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

  ①有価証券

   満期保有目的の債券……償却原価法(定額法)

   その他有価証券

    時価のあるもの……決算期末日の市場価格等に

基づく時価法(評価差額

は、全部純資産直入法によ

り処理し、売却原価は、移

動平均法により算定)

４ 会計処理基準に関する事項

 1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

  ①有価証券

   満期保有目的の債券……同左

   その他有価証券

    時価のあるもの……同左
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前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

    時価のないもの……移動平均法による原価法

              なお、投資事業有限責任

組合及びそれに類する組合

への出資(金融商品取引法

第２条第２項により有価証

券とみなされるもの)につ

いては、組合契約に規定さ

れる決算報告日に応じて入

手可能な 近の決算書を基

礎とし、配当が債権として

確定しているものは売掛金

として、再投資が予定され

ているものについては持分

相当額を純額で出資額に取

り込む方法によっていま

す。

    時価のないもの……同左

              

  ②たな卸資産……個別法及び一部先入先出法による

原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基

づく簿価切下げの方法により算定）により評

価しております。

  ②たな卸資産……同左

 2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法  2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

①有形固定資産……定率法を採用しています。ただ

し、平成10年４月1日以降取得した建物(建物

附属設備を除く)及び提出会社においては東京

サンケイビルの有形固定資産(器具及び備品を

除く)については、定額法を採用しています。

なお、主な耐用年数は、以下のとおりであり

ます。

   建物及び構築物……………50年、38年、15年

   機械装置及び運搬具………17年、15年

   その他(器具及び備品)……15年、６年

①有形固定資産（リース資産を除く）……定率法を

採用しています。ただし、平成10年４月1日以

降取得した建物(建物附属設備を除く)及び提

出会社においては東京サンケイビル並びにブ

リーゼタワーの有形固定資産(器具及び備品を

除く)については、定額法を採用しています。

なお、主な耐用年数は、以下のとおりであり

ます。

   建物及び構築物……………50年、38年、15年

   機械装置及び運搬具………17年、10年

   その他(器具及び備品)……15年、６年

(会計方針の変更)

 法人税法の改正（(所得税法等の一部を改正する法

律  平成19年３月30日 法律第６号)及び(法人税法

施行令の一部を改正する政令 平成19年３月30日

政令第83号)）に伴い、当連結会計年度から、平成19

年４月１日以降に取得したものについては、改正後

の法人税法に基づく方法に変更しております。これ

による損益に与える影響額は軽微であります。

(追加情報)

 当連結会計年度から、平成19年３月31日以前に取

得したものについては、償却可能限度額まで償却が

終了した翌連結会計年度から５年間で均等償却する

方法によっております。これによる損益に与える影

響は軽微であります。

(追加情報)

有形固定資産の耐用年数の変更

 機械装置については、従来、耐用年数を15～17

年としておりましたが、当連結会計年度より10～

17年に変更しました。 

 この変更は、平成20年度の税制改正を契機に耐

用年数を見直ししたことによるものです。 

 これに伴う、当連結会計年度の営業利益、経常

利益及び税金等調整前当期純利益に与える影響は

軽微であります。

②無形固定資産……定額法を採用しています。ただ

し、ソフトウェア(自社利用)については、社

内における利用可能期間(５年)に基づく定額

法によっています。

②無形固定資産（リース資産を除く）……定額法を

採用しています。ただし、ソフトウェア(自社

利用)については、社内における利用可能期間

(５年)に基づく定額法によっています。
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前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

③リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース

取引に係るリース資産）……リース期間を耐

用年数とし、残存価額をゼロとして算定する

方法によっております。なお、所有権移転外

ファイナンス・リース取引のうち、リース取

引開始日が平成20年３月31日以前のリース取

引については、通常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によっております。

 3) 重要な繰延資産の処理方法

     社債発行費……支出時に全額費用処理してい

ます。

 3) 重要な繰延資産の処理方法

     ― 

 

     開業費……５年にわたり均等償却していま

す。

 4) 重要な引当金の計上基準  4) 重要な引当金の計上基準

①貸倒引当金……債権の貸倒れによる損失に備える
ため、一般債権については、貸倒実績率によ
る計算額を、貸倒懸念債権等特定の債権につ
いては、個別に回収可能性を検討し、回収不
能見込額を計上しています。

①貸倒引当金……同左

②賞与引当金……従業員の賞与支給に備えるため、
賞与支給見込額の当連結会計年度負担額を計
上しています。

②賞与引当金……同左

③役員賞与引当金……役員に対して支給する賞与の
支出に充てるため、支給見込額の当連結会計
年度負担額を計上しております。

③役員賞与引当金……同左

④退職給付引当金……従業員の退職給付に備えるた
め、当連結会計年度末退職給付債務を計上し
ています。

   なお、退職給付債務の金額は、簡便法（当連
結会計年度末自己都合要支給額）によってい
ます。

④退職給付引当金……同左

⑤役員退職引当金……役員の退職金の支給に充てる
ため、内規に基づく連結会計年度末現在の要
支給額を計上しています。

⑤役員退職慰労引当金……平成20年６月に役員退職
慰労金制度を廃止し、退職慰労金を打ち切り
支給することになりました。なお、打ち切り
支給による未払分については、「長期未払
金」として表示しております。

 5) 重要なリース取引の処理方法
   リース物件の所有権が借主に移転すると認められ

るもの以外のファイナンス・リース取引について
は、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理
によっています。

 5) 重要なリース取引の処理方法 
   ―

 6) 重要なヘッジ会計の方法
  ①ヘッジ会計の方法……金利スワップについて

は、特例処理の要件を満たす場合は、特例処
理を採用しております。

  ②ヘッジ手段とヘッジ対象
      ヘッジ手段……金利スワップ
      ヘッジ対象……借入金

  ③ヘッジ方針……市場金利の変動リスクを回避
する目的で金利スワップ取引を行っておりま
す。

  ④ヘッジ有効性評価の方法……金利スワップの
特例処理の要件を満たしているため有効性の
判定を省略しております。

 6) 重要なヘッジ会計の方法
  ①ヘッジ会計の方法……同左 

  
 

  ②ヘッジ手段とヘッジ対象
      ヘッジ手段……同左
      ヘッジ対象……同左

  ③ヘッジ方針……同左 
  
 

  ④ヘッジ有効性評価の方法……同左
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前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

 7) その他連結財務諸表作成のための基本となる重要
な事項
  ①消費税及び地方消費税の会計処理
   税抜方式によっています。なお、控除対象外

消費税及び地方消費税は、当連結会計年度の費
用として処理しております。

 7) その他連結財務諸表作成のための基本となる重要
な事項
  ①消費税及び地方消費税の会計処理
  同左

  ②支払利息の原価算入……当社は、ブリーゼタワ
ー建設が長期かつ巨額な設備投資であるため、
建設期間中の借入金利息を当該資産の取得原価
に算入しており、当連結会計年度の算入金額は
177百万円となっております。また、一部の連
結子会社は、不動産開発事業に要した資金に対
する支払利息を、開発の着手から完了まで当該
資産の取得原価に算入しており、当連結会計年
度の算入金額は11百万円となっております。

  ②支払利息の原価算入……当社は、ブリーゼタ
ワー建設が長期かつ巨額な設備投資であるた
め、建設期間中の借入金利息を当該資産の取
得原価に算入しており、当連結会計年度の算
入金額は116百万円となっております。また、
一部の連結子会社は、不動産開発事業に要し
た資金に対する支払利息を、開発の着手から
完了まで当該資産の取得原価に算入してお
り、当連結会計年度の算入金額は60百万円と
なっております

５ 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

   連結子会社の資産及び負債の評価方法は、全面

時価評価法によっています。

５ 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

  同左

６ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

   手元現金、要求払預金及び容易に換金可能であ

り、かつ価値変動について僅少なリスクしか負わ

ない、取得日から３ヶ月以内に満期・償還期限の

到来する、短期投資からなっています。

６ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

  同左
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(7) 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

（棚卸資産の評価に関する会計基準）

 「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）が

平成20年３月31日以前に開始する連結会計年度にかか

る連結財務諸表から適用できることになったことに伴

い、受入準備が整った当連結会計年度末から同会計基

準を適用しております。 

 これにより、たな卸資産評価損504百万円を売上原価

に計上し、営業利益、経常利益、税金等調整前当期純

利益が同額減少しております。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。 

 また、当中間連結会計期間は従来の方法によってお

りますが、当連結会計年度と同一の方法によった場合

でも、当中間連結会計期間においてはたな卸資産評価

損は発生しておりません。

―

― （リース取引に関する会計基準等）

 所有権移転外ファイナンス・リース取引について

は、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理に

よっておりましたが、当連結会計年度より、「リース

取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号(平成5年

6月17日(企業審議会第一部会)、平成19年3月30日改

正))及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」

(企業会計基準適用指針第16号(平成6年1月18日(日本公

認会計士協会 会計制度委員会)、平成19年3月30日改

正))を適用しております。 

 なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のう

ち、リース取引開始日が平成20年３月31日以前のリー

ス取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準

じた会計処理によっております。 

 これに伴う、当連結会計年度の営業利益、経常利益

及び税引前当期純利益に与える影響はありません。

― （工事契約に関する会計基準）

 「工事契約に関する会計基準」(企業会計基準第15号

平成19年12月27日)及び「工事契約に関する会計基準の

適用指針」(企業会計基準適用指針第18号 平成19年12

月27日)が平成21年４月１日より前に開始する連結会計

年度から適用できることになったことに伴い、当連結

会計年度からこれらの会計基準を適用し、当連結会計

年度末までの進捗部分について成果の確実性が認めら

れる工事については工事進行基準を、その他の工事に

ついては工事完成基準を適用しております。なお、適

用に伴う影響はありません。
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(表示方法の変更)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

（連結損益計算書）

  前連結会計年度において、営業外収益の「その他」

に含めて表示しておりました「保険返戻金」（前連結

会計年度０百万円）については、営業外収益の総額の

100分の10超となったため、当連結会計年度より区分掲

記しております。

―

― （連結貸借対照表）

  前連結会計年度において、「たな卸資産」として掲

記されたものは、当連結会計年度から「販売用不動

産」、「仕掛販売用不動産」、「開発不動産」、「そ

の他のたな卸資産」に区分掲記しております。なお、

前連結会計年度の「たな卸資産」に含まれる「販売用

不動産」、「仕掛販売用不動産」、「開発不動産」、

「その他のたな卸資産」は、それぞれ6,216百万円、

1,037百万円、17,978百万円、162百万円となっており

ます。

― （連結キャッシュ・フロー計算書）

  前連結会計年度において、総額表示しておりました

財務活動によるキャッシュ・フローの「短期借入によ

る収入」及び「短期借入金の返済による支出」は、当

連結会計年度より、「短期借入金の純増減額(△は減

少)」として表示しております。なお、当連結会計年度

の「短期借入金の純増減額(△は減少)」に含まれてい

る「短期借入による収入」及び「短期借入金の返済に

よる支出」はそれぞれ214,800百万円、215,950百万円

であります。

(追加情報)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

（開示対象特別目的会社関係）

 開示対象特別目的会社の概要、開示対象特別目的会

社を利用した取引の概要及び開示対象特別目的会社と

の取引金額等については、「開示対象特別目的会社関

係」として記載しております。 

 なお、当連結会計年度より、「一定の特別目的会社

に係る開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指

針第15号 平成19年３月29日）を適用しております。

―
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(8) 連結財務諸表に関する注記事項

(連結貸借対照表関係)

前連結会計年度 
(平成20年３月31日)

当連結会計年度 
(平成21年３月31日)

 
※１ 減価償却累計額 18,480百万円

 
※１ 減価償却累計額 22,214百万円

 

 

※２ 担保に供している資産及び担保を付している債務

  1) 担保に供している資産

現金及び預金 360百万円

たな卸資産 5,096百万円

その他の流動資産 10百万円

投資その他の資産 33百万円

計 5,500百万円

  2) 担保を付している債務

社債 500百万円

長期借入金 3,100百万円

  ※上記は全て特定目的会社オー・エム・シー・エフ

開発に係るものであります。

 

 

※２ 担保に供している資産及び担保を付している債務

  1) 担保に供している資産

現金及び預金 99百万円

その他の流動資産 2百万円

建物及び構築物 1,093百万円

土地 5,084百万円

投資その他の資産 6百万円

計 6,286百万円

  2) 担保を付している債務

社債 500百万円

長期借入金 3,100百万円

  ※上記は全て特定目的会社オー・エム・シー・エフ

開発に係るものであります。

※３ 非連結子会社及び関連会社に対するものは、次の

とおりであります。

    投資有価証券(株式) 7百万円
 

※３ 同左

※４ 土地の再評価 ※４ 同左

    土地の再評価に関する法律(平成10年３月31日

公布法律第34号および平成13年３月31日公布法律

第19号による一部改正)に基づき、事業用の土地

の再評価を行い、評価差額のうち、当該評価差額

に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負

債」として負債の部に計上し、これを控除した金

額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計

上しています。

    再評価の方法  土地の再評価に関する法律施

行令(平成10年３月31日公布

政令第119号)第２条第３号に

定める固定資産税評価額によ

る方法で算出しています。

 
    再評価を実施した年月日 平成14年３月31日

 
※５ 差入有価証券14百万円が含まれております。 ※５ 同左

※６ 投資有価証券の中には、平成20年４月１日設立の

新設子会社それぞれに対する株式申込金㈱サンケ

イビル投資顧問30百万円、㈱ブリーゼアーツ50百

万円、㈱ブリーゼレストランズ30百万円が含まれ

ております。

※６ ―

－ 26 －

㈱サンケイビル (8809)　平成21年３月期　決算短信



  

 
  

前連結会計年度 
(平成20年３月31日)

当連結会計年度 
(平成21年３月31日)

 

 

※７ 長期借入金及び社債のうち、以下のものは特定目

的会社オー・エム・シー・エフ開発における債務

支払の引当の対象を一定の責任財産に限定する責

任限定特約付借入金（ノンリコースローン及び特

定社債）であります。

長期借入金 3,100百万円

社債 500百万円

   債務支払の引当の対象となる責任財産は、以下の

資産であります。

現金及び預金 360百万円

たな卸資産 5,096百万円

その他の流動資産 10百万円

投資その他の資産 33百万円

計 5,500百万円

  ※上記借入金及び資産は、担保付資産及び債務の注

記額と同じであります。

 

 

※７ 長期借入金及び社債のうち、以下のものは特定目

的会社オー・エム・シー・エフ開発における債務

支払の引当の対象を一定の責任財産に限定する責

任限定特約付借入金（ノンリコースローン及び特

定社債）であります。

長期借入金 3,100百万円

社債 500百万円

   債務支払の引当の対象となる責任財産は、以下の

資産であります。

現金及び預金 99百万円

その他の流動資産 2百万円

建物及び構築物 1,093百万円

土地 5,084百万円

投資その他の資産 6百万円

計 6,286百万円

  ※上記借入金、社債及び資産は、担保付資産及び債

務の注記額と同じであります。

※８ 資産の保有目的の変更

    当連結会計年度において、従来固定資産として

計上されていた「建物及び構築物」772百万円、

「機械装置及び運搬具」７百万円、「その他」10

百万円、「土地」1,300百万円を、保有目的の変

更により当連結会計年度末に「たな卸資産」に振

替えております。

※８ 資産の保有目的の変更

    当連結会計年度において、従来販売用不動産と

して計上されていた不動産を、保有目的の変更に

より当連結会計年度末に「固定資産」に振替えて

おります。なお、内訳は、「建物及び構築物」

2,086百万円、「機械装置及び運搬具」６百万

円、「土地」7,752百万円、「その他」24百万円

となっております。

※９ ― ※９ その他のたな卸資産の内訳

商品 0百万円

材料 19百万円

貯蔵品 12百万円

未成工事支出金 5百万円
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(連結損益計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

※１ 販売費及び一般管理費の内主要なものは、次のと

おりであります。

販売用広告費 528百万円

販売委託料 253百万円

モデルルーム費用 243百万円

その他の販売費 99百万円

役員報酬 331百万円

役員賞与引当金繰入額 71百万円

給料手当及び福利費 594百万円

退職給付費用 52百万円

役員退職引当金繰入額 135百万円

賞与引当金繰入額 125百万円

※１ 販売費及び一般管理費の内主要なものは、次のと

おりであります。

販売用広告費 470百万円

販売委託料 122百万円

モデルルーム費用 291百万円

その他の販売費 131百万円

役員報酬 368百万円

役員賞与引当金繰入額 69百万円

給料手当及び福利費 566百万円

退職給付費用 52百万円

役員退職引当金繰入額 53百万円

賞与引当金繰入額 90百万円

※２ 改修等に伴う除却損

建物及び構築物 41百万円

その他(器具及び備品) 3百万円

※２ 改修等に伴う除却損

建物及び構築物 15百万円

その他(器具及び備品) 0百万円

※３ 建替関連損失は、旧大阪サンケイビル建替に関連

して発生したものであります。

※３ 同左

※４ 固定資産売却益

建物及び構築物 15百万円

※４ 固定資産売却益

土地 10百万円

※５ 通常の販売目的で保有するたな卸資産の収益性の

低下による簿価切下額

売上原価 504百万円

※５ 通常の販売目的で保有するたな卸資産の収益性の

低下による簿価切下額

売上原価 1,345百万円
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(変動事由の概要)  

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加       3,569株 

減少数の主な内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の買増し請求による減少       562株 

 ストック・オプション行使による減少   114,000株 

  

 
(注) １ 目的となる株式の数は、権利行使可能数を記載しております。 

２ 目的となる株式の数の変動事由の概要 

平成14年及び平成16年の新株予約権の減少は、権利行使によるものであります。 

なお、上表の新株予約権は、すべて権利行使可能なものであります。 
  

 
  

 
  

(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日)

１ 発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 68,323,613 ― ― 68,323,613

２ 自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 4,078,549 3,569 114,562 3,967,556

３ 新株予約権等に関する事項

会社名 内訳
目的となる
株式の種類

目的となる株式の数(千株) 当連結会計
年度末残高
(百万円)

前連結
会計年度末

増加 減少
当連結 

会計年度末

提出会社
平成14年新株予約権 普通株式 90 ― 33 57 ―

平成16年新株予約権 普通株式 472 ― 81 391 ―

連結子会社 ― ― ― ― ― ― ―

合計 562 ― 114 448 ―

４ 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり配当額
(円)

基準日 効力発生日

平成19年６月28日 
定時株主総会

普通株式 385 6.00 平成19年３月31日 平成19年６月29日

平成19年11月９日 
取締役会

普通株式 386 6.00 平成19年９月30日 平成19年12月４日

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成20年６月27日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 386 6.00 平成20年３月31日 平成20年６月30日
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(変動事由の概要)  

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加       4,354株 

減少数の主な内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の買増し請求による減少     1,319株 

  

  

 
(注) １ 目的となる株式の数は、権利行使可能数を記載しております。 

２ 目的となる株式の数の変動事由の概要 

平成14年及び平成16年の新株予約権の減少は、権利行使によるものであります。 

なお、上表の新株予約権は、すべて権利行使可能なものであります。 
  

 
  

 
  

当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日)

１ 発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 68,323,613 ― ― 68,323,613

２ 自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式(株) 3,967,556 4,354 1,319 3,970,591

３ 新株予約権等に関する事項

会社名 内訳
目的となる
株式の種類

目的となる株式の数(千株) 当連結会計
年度末残高
(百万円)

前連結
会計年度末

増加 減少
当連結 

会計年度末

提出会社
平成14年新株予約権 普通株式 57 ― ― 57 ―

平成16年新株予約権 普通株式 391 ― ― 391 ―

連結子会社 ― ― ― ― ― ― ―

合計 448 ― ― 448 ―

４ 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり配当額
(円)

基準日 効力発生日

平成20年６月27日 
定時株主総会

普通株式 386 6.00 平成20年３月31日 平成20年６月30日

平成20年11月９日 
取締役会

普通株式 386 6.00 平成20年９月30日 平成20年12月４日

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成21年６月26日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 386 6.00 平成21年３月31日 平成21年６月29日
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(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係

(平成20年３月31日)

現金及び預金 6,353百万円

預入期間が３ヶ月を超える
定期預金

△30百万円

現金及び現金同等物 6,322百万円

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係

(平成21年３月31日)

現金及び預金 5,112百万円

預入期間が３ヶ月を超える
定期預金

△30百万円

現金及び現金同等物 5,081百万円
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前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

  

 

(注) １ 事業区分は、売上集計区分によっています。 

２ 各事業の主な内容 

(1) ビル賃貸事業……………………賃貸ビル・賃貸マンション・貸会議室・貸ホールの経営等 

(2) 資産開発事業……………………収益用不動産の開発・取得及びファンドの運用等 

(3) 住宅分譲事業……………………マンション等住宅関連の開発及び分譲 

(4) 飲食事業…………………………レストランの経営 

(5) 建築内装事業……………………建築工事全般並びに展示、装飾等の製作、イベント、学会等の運営 

(6) ビルマネジメント事業…………プロパティマネジメント業務、建物機械設備の維持管理、警備・清掃等 

            業務 

３ 当連結会計年度における資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は58億82百万円であり、

その主なものは当社の余資運用資金(現金及び預金)、長期投資資金(投資有価証券)、繰延税金資産及び一般

管理部門にかかる資産等であります。 

４ 「１ 経営成績 (1)経営成績に関する分析」に記載の通り、前連結会計年度においては、「ビル事業」・

「住宅分譲事業」・「飲食事業」・「建築内装事業」・「ビル管理事業」・「その他の事業」の６つのセグ

メントにより事業区分しておりましたが、「ビル事業」に含めていた「資産開発事業」のウエイトが増加し

たことや、「ビル事業」からプロパティマネジメント業務を「ビル管理事業」に移管したこと等により、当

社グループの経営状況をより適正に表示するために、当連結会計年度より「ビル賃貸事業」・「資産開発事

業」・「住宅分譲事業」・「飲食事業」・「建築内装事業」・「ビルマネジメント事業」・「その他の事

業」の７つのセグメントに変更いたしました。 

５ 当連結会計年度より、営業費用の各セグメントへの配賦方法を一部変更しております。従来、営業費用はす

べて各セグメントに配賦しておりましたが、事業区分方法の変更に伴い、合理的基準でセグメントに配賦で

きない費用については、消去又は全社の項目に含めて表示しております。当連結会計年度の営業費用のう

ち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は７億45百万円であり、その主なものは当社の一

般管理部門に係る費用であります。 

６ 棚卸資産の評価に関する会計基準 

「会計方針の変更」に記載の通り、当連結会計年度より「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）を適用しております。この変更に伴い、従来の方法によ

った場合に比べて、住宅分譲事業の資産が５億４百万円減少しております。 

  

(セグメント情報)

１ 事業の種類別セグメント情報

ビル賃貸 
事業

資産開発 
事業

住宅 
分譲事業

飲食事業
建築

内装事業
ビルマネジ
メント事業

その他
の事業

計
消去 

又は全社
連結

Ⅰ 売上高及び 
  営業損益

  売上高

 (1)外部顧客に 
   対する売上高

11,517 9,330 8,798 1,626 2,796 2,743 41 36,854 ― 36,854

 (2)セグメント間の 
   内部売上高 
   又は振替高

242 ― ― 328 485 1,396 288 2,742 (2,742) ―

計 11,760 9,330 8,798 1,954 3,282 4,140 330 39,597 (2,742) 36,854

 営業費用 8,334 6,828 8,789 1,874 3,219 4,062 316 33,423 (1,819) 31,604

 営業利益 3,425 2,502 9 80 63 77 14 6,173 (923) 5,250

Ⅱ 資産、減価償却 
  費及び資本的支出

  資産 120,463 20,201 17,336 892 1,656 1,749 136 162,437 3,581 166,019

  減価償却費 2,251 43 1 28 3 9 1 2,340 (38) 2,302

  資本的支出 16,677 ― ― 99 0 8 0 16,787 (50) 16,736
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当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

(単位：百万円） 

 
(注) １ 事業区分は、売上集計区分によっています。 

２ 各事業の主な内容 

 (1) ビル賃貸事業……………………賃貸ビル・賃貸マンション・貸会議室・貸ホールの経営等 

 (2) 資産開発事業……………………収益用不動産の開発・取得及びファンドの運用等 

 (3) 住宅分譲事業……………………マンション等住宅関連の開発及び分譲 

 (4) 飲食事業…………………………レストランの経営 

 (5) 建築内装事業……………………建築工事全般並びに展示、装飾等の製作、イベント・学会等の運営 

 (6) ビルマネジメント事業…………プロパティマネジメント業務・建物機械設備の維持管理・警備・清掃業務

の受託等 

 (7) その他の事業……………………興行の企画制作・貸ホールの運営、人材派遣、給与業務の受託等 

３ 当連結会計年度における資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は100億50百万円であ

り、その主なものは当社の余資運用資金(現金及び預金)、長期投資資金(投資有価証券)、繰延税金資産及び

一般管理部門にかかる資産等であります。 

４ 当連結会計年度において、販売用不動産98億69百万円を保有目的の変更により有形固定資産に振替えてお

り、この結果ビル賃貸事業の資産が同額増加し、資産開発事業の資産が同額減少しておりますが、この振替

えによるビル賃貸事業の資産の増加額は資本的支出に含めていません。 

  

前連結会計年度及び当連結会計年度については、在外連結子会社及び在外支店がありませんので、

所在地別セグメント情報の記載をしていません。 

  

前連結会計年度及び当連結会計年度については、海外売上高がありませんので、海外売上高の記載

をしていません。 

  

ビル賃貸 
事業

資産開発 
事業

住宅 
分譲事業

飲食事業
建築

内装事業
ビルマネジ
メント事業

その他
の事業

計
消去 

又は全社
連結

Ⅰ 売上高及び 
  営業損益

  売上高

 (1)外部顧客に 
   対する売上高

14,873 2,542 5,306 2,006 3,619 2,842 474 31,664 ― 31,664

 (2)セグメント間の 
   内部売上高 
   又は振替高

276 ― ― 327 325 1,576 474 2,980 (2,980) ―

計 15,149 2,542 5,306 2,333 3,944 4,418 948 34,645 (2,980) 31,664

 営業費用 10,763 1,842 7,440 2,299 3,827 4,277 917 31,369 (2,126) 29,243

営業利益又は 
営業損失(△)

4,385 700 △2,134 34 116 141 31 3,275 (854) 2,420

Ⅱ 資産、減価償却 
  費及び資本的支出

  資産 145,178 6,662 20,519 1,232 975 1,934 434 176,937 7,420 184,357

  減価償却費 3,048 ― 1 58 3 9 1 3,123 (42) 3,081

  資本的支出 15,376 ― ― 265 2 2 1 15,647 (42) 15,605

２ 所在地別セグメント情報

３ 海外売上高
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(税効果会計関係)

前連結会計年度 
(平成20年３月31日)

当連結会計年度 
(平成21年３月31日)

 

 

 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

繰延税金資産
 たな卸資産評価損 205百万円
 税務上の繰越欠損金 114百万円
 役員退職引当金 166百万円
 減価償却費 42百万円
 退職給付引当金 266百万円
 賞与引当金 149百万円
 貸倒引当金 99百万円
 未払事業税 119百万円
 固定資産未実現利益 98百万円
 投資有価証券等評価損 73百万円
 固定資産減損損失 20百万円
 その他 44百万円
繰延税金資産小計 1,399百万円
 評価性引当額 △258百万円
繰延税金資産合計 1,141百万円

繰延税金負債
 その他有価証券評価差額金 △88百万円

繰延税金負債合計 △88百万円

繰延税金資産(又は負債(△))の純額 1,052百万円

上記以外に土地再評価に係る繰延税金資産及び負債が

あり、その内容は以下の通りであります。

再評価に係る繰延税金資産 6,842百万円
評価性引当額 △6,842百万円

再評価に係る繰延税金資産合計 ―百万円
再評価に係る繰延税金負債 △16,710百万円
再評価に係る繰延税金資産 
（又は負債(△)）の純額

△16,710百万円

 

 

 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

繰延税金資産
販売用不動産評価損 621百万円
税務上の繰越欠損金 396百万円
減価償却費 178百万円
退職給付引当金 279百万円
長期未払金 157百万円
賞与引当金 132百万円
貸倒引当金 79百万円
未払事業税 3百万円
固定資産未実現利益 103百万円
投資有価証券等評価損 64百万円
その他 61百万円

繰延税金資産小計 2,080百万円
評価性引当額 △417百万円

繰延税金資産合計 1,662百万円

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △28百万円
未収事業税否認 △48百万円

繰延税金負債合計 △77百万円

繰延税金資産(又は負債(△))の純額 1,585百万円

上記以外に土地再評価に係る繰延税金資産及び負債が

あり、その内容は以下の通りであります。

再評価に係る繰延税金資産 6,842百万円
評価性引当額 △6,842百万円

再評価に係る繰延税金資産合計 ―百万円
再評価に係る繰延税金負債 △16,710百万円
再評価に係る繰延税金資産
（又は負債(△)）の純額

△16,710百万円

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 40.69%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目 1.24%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △0.09%
住民税均等割等 0.29%
評価性引当額の増加 0.48%
未実現利益に係る税効果未認識分等 0.04%
その他 0.60%
小計 2.56%

税効果会計適用後の法人税等の負担率 43.25%

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 40.69%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目 2.65%
受取配当金等永久に益金に算入されない
項目

△2.15%

役員賞与引当金等永久に損金に算入され
ない項目

2.69%

評価性引当額の増加 14.67%
住民税均等割 1.17%
過年度法人税等 15.20%
更正による一時差異の修正 △11.86%
土地再評価差額金取崩し △85.00%
その他 0.61%
小計 △62.02%

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △21.33%
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前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

当社は、投資資金の効率性を高めるため、特別目的会社を利用し収益用不動産の取得及び開発への

投資（匿名組合出資）を実施しております。当該特別目的会社による開発は、当初の計画に従い、

当社からの匿名組合出資のほか、金融機関からのノンリコースローンによる資金調達により行われ

ております。 

 平成20年３月末において出資をしている開示対象の特別目的会社は１社であり、直近の決算日に

おける資産総額は85億80百万円、負債総額は54億23百万円です。なお、当該の特別目的会社につい

ては、当社は議決権のある出資等は有しておらず、役員や従業員の派遣もありません。 

 当連結会計年度における特別目的会社との取引金額等は、次のとおりです。 
  

 
(注1) 匿名組合出資金は、当連結会計年度末における出資額を記載しております。また、当社は当該出資に対

する利益配当を売上高として計上しております。 

(注2) 当社及び㈱サンケイビルマネジメントは、特別目的会社からマネジメント業務等を受託しており、売上

高を計上しております。 

  

当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

開示対象特別目的会社の概要、開示対象特別目的会社を利用した取引の概要及び開示対象特別目的

会社との取引金額等については、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載して

おります。 

  

(開示対象特別目的会社)

(単位：百万円)

主な取引の金額又は 

当連結会計年度末残高

主な損益

項目 金額

匿名組合出資金 (注1) 3,098 売上高 (注1) 76

マネジメント業務 ― 売上高 (注2) 15
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(注) １株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであり

ます。 

  

 
  

  

該当事項はありません。 

  

「リース取引関係」「関連当事者情報」「有価証券関係」「デリバティブ取引関係」「退職給付関

係」「ストック・オプション等関係」に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性

が大きくないと考えられるため、開示を省略しております。 

  

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

１株当たり純資産額 783円74銭

１株当たり当期純利益 36円36銭

潜在株式調整後1株当たり当期純利益 36円24銭

１株当たり純資産額 790円54銭

１株当たり当期純利益 20円15銭

潜在株式調整後1株当たり当期純利益 20円15銭

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

１株当たり当期純利益

 当期純利益(百万円) 2,338 1,296

 普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

 普通株式に係る当期純利益(百万円) 2,338 1,296

 期中平均株式数(千株) 64,319 64,354

潜在株式調整後1株当たり当期純利益

当期純利益調整額(百万円) ― ―

普通株式増加数(千株) 212 17

(うち新株予約権(千株)) (212) (17)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後１株当たり当期純利益の算定に含め

なかった潜在株式の概要

― ―

(重要な後発事象)

(開示の省略)
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5. 個別財務諸表

(1) 貸借対照表 

(単位：百万円) 

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 2,277 3,192 

売掛金 1,302 635 

販売用不動産 ※4 6,216 ※4 7,740 

仕掛販売用不動産 1,037 2,545 

開発不動産 12,881 9,692 

貯蔵品 3 6 

前払費用 585 100 

繰延税金資産 422 916 

関係会社短期貸付金 201 462 

その他 90 2,737 

流動資産合計 25,018 28,028 

固定資産 

有形固定資産 

建物 ※4 54,017 ※4 82,699 

減価償却累計額 ※4 △17,456 ※4 △20,843 

建物（純額） 36,561 61,855 

構築物 ※4 539 ※4 555 

減価償却累計額 ※4 △221 ※4 △255 

構築物（純額） 317 300 

機械装置及び運搬具 ※4 655 ※4 1,261 

減価償却累計額 ※4 △335 ※4 △429 

機械装置及び運搬具（純額） 319 831 

工具、器具及び備品 ※4 1,080 ※4 1,589 

減価償却累計額 ※4 △730 ※4 △937 

工具、器具及び備品（純額） 350 652 

土地 ※1, ※4 53,670 ※1, ※4 56,333 

リース資産 － 28 

建設仮勘定 25,863 10,693 

有形固定資産合計 117,082 130,695 

無形固定資産 

借地権 127 127 

ソフトウエア 33 36 

その他 13 11 

無形固定資産合計 174 176 

投資その他の資産 

投資有価証券 ※2 745 ※2 589 

営業投資有価証券 7,907 9,704 

その他の関係会社有価証券 2,967 1,910 

関係会社株式 ※3 575 ※3 575 

出資金 0 0 

長期貸付金 2,055 2,900 

関係会社長期貸付金 934 1,016 

長期前払費用 211 200 

繰延税金資産 246 335 

差入保証金 912 1,061 

会員権 329 295 

その他 271 330 

貸倒引当金 △143 △169 

投資その他の資産合計 17,012 18,749 

固定資産合計 134,269 149,620 

資産合計 159,287 177,649 
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(単位：百万円) 

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部 

流動負債 

買掛金 1,216 400 

短期借入金 16,530 15,485 

1年内返済予定の長期借入金 4,055 17,637 

リース債務 － 6 

未払金 2,632 592 

未払費用 428 454 

未払法人税等 1,386 31 

未払消費税等 50 － 

前受金 802 1,061 

預り金 895 378 

賞与引当金 216 190 

役員賞与引当金 41 42 

1年内返還予定の預り敷金 1,005 324 

流動負債合計 29,262 36,605 

固定負債 

社債 20,000 20,000 

長期借入金 34,946 42,309 

リース債務 － 22 

再評価に係る繰延税金負債 ※1 16,710 ※1 16,710 

退職給付引当金 347 390 

役員退職慰労引当金 269 － 

長期未払金 － 303 

長期預り敷金 8,215 11,415 

その他 0 0 

固定負債合計 80,489 91,151 

負債合計 109,751 127,756 

純資産の部 

株主資本 

資本金 14,120 14,120 

資本剰余金 

資本準備金 12,899 12,899 

その他資本剰余金 74 74 

資本剰余金合計 12,974 12,974 

利益剰余金 

利益準備金 920 920 

その他利益剰余金 

別途積立金 12,913 12,913 

繰越利益剰余金 2,359 573 

利益剰余金合計 16,193 14,408 

自己株式 △1,424 △1,426 

株主資本合計 41,864 40,076 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 129 41 

土地再評価差額金 ※1 7,542 ※1 9,774 

評価・換算差額等合計 7,672 9,816 

純資産合計 49,536 49,893 

負債純資産合計 159,287 177,649 
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(2) 損益計算書 

(単位：百万円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

売上高 24,745 22,972 

売上原価 ※5 16,737 ※5 17,944 

売上総利益 8,007 5,027 

販売費及び一般管理費 

販売用広告費 528 470 

販売委託料 253 122 

モデルルーム費用 258 334 

その他の販売費 101 139 

広告宣伝費 63 81 

交際費 22 12 

役員報酬 166 192 

役員賞与引当金繰入額 41 42 

給料 334 347 

役員退職慰労引当金繰入額 88 34 

賞与引当金繰入額 86 55 

退職給付費用 36 34 

法定福利費 87 82 

賃借料 202 224 

減価償却費 56 62 

その他 647 689 

販売費及び一般管理費合計 2,977 2,926 

営業利益 5,030 2,101 

営業外収益 

受取利息 52 116 

受取配当金 ※1 42 ※1 60 

保険返戻金 25 0 

その他 26 59 

営業外収益合計 146 236 

営業外費用 

支払利息 720 998 

社債利息 196 313 

固定資産除却損 22 18 

建替関連費用 115 38 

その他 269 37 

営業外費用合計 1,323 1,405 

経常利益 3,854 932 

特別利益 

固定資産売却益 ※4 15 ※4 10 

投資有価証券売却益 158 － 

特別利益合計 174 10 

特別損失 

固定資産除却損 ※2 44 ※2 15 

建替関連損失 ※3 11 ※3 62 

特別損失合計 56 77 

税引前当期純利益 3,972 865 

法人税、住民税及び事業税 1,840 8 

過年度法人税等 － 160 

法人税等調整額 △115 △522 

法人税等合計 1,724 △353 

当期純利益 2,247 1,219 
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(3) 株主資本等変動計算書 

(単位：百万円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

株主資本 

資本金 

前期末残高 14,120 14,120 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 14,120 14,120 

資本剰余金 

資本準備金 

前期末残高 12,899 12,899 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 12,899 12,899 

その他資本剰余金 

前期末残高 51 74 

当期変動額 

自己株式の処分 23 0 

当期変動額合計 23 0 

当期末残高 74 74 

資本剰余金合計 

前期末残高 12,950 12,974 

当期変動額 

自己株式の処分 23 0 

当期変動額合計 23 0 

当期末残高 12,974 12,974 

利益剰余金 

利益準備金 

前期末残高 920 920 

当期変動額 

当期変動額合計 － － 

当期末残高 920 920 

その他利益剰余金 

別途積立金 

前期末残高 11,513 12,913 

当期変動額 

別途積立金の積立 1,400 － 

当期変動額合計 1,400 － 

当期末残高 12,913 12,913 

繰越利益剰余金 

前期末残高 2,283 2,359 

当期変動額 

剰余金の配当 △771 △772 

別途積立金の積立 △1,400 － 

当期純利益 2,247 1,219 

土地再評価差額金の取崩 － △2,232 

当期変動額合計 75 △1,785 

当期末残高 2,359 573 
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(単位：百万円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

利益剰余金合計 

前期末残高 14,718 16,193 

当期変動額 

剰余金の配当 △771 △772 

別途積立金の積立 － － 

当期純利益 2,247 1,219 

土地再評価差額金の取崩 － △2,232 

当期変動額合計 1,475 △1,785 

当期末残高 16,193 14,408 

自己株式 

前期末残高 △1,461 △1,424 

当期変動額 

自己株式の処分 41 0 

自己株式の取得 △4 △2 

当期変動額合計 37 △1 

当期末残高 △1,424 △1,426 

株主資本合計 

前期末残高 40,327 41,864 

当期変動額 

剰余金の配当 △771 △772 

当期純利益 2,247 1,219 

自己株式の処分 64 0 

自己株式の取得 △4 △2 

土地再評価差額金の取崩 － △2,232 

当期変動額合計 1,536 △1,787 

当期末残高 41,864 40,076 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 

前期末残高 295 129 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △165 △88 

当期変動額合計 △165 △88 

当期末残高 129 41 

土地再評価差額金 

前期末残高 7,542 7,542 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － 2,232 

当期変動額合計 － 2,232 

当期末残高 7,542 9,774 

評価・換算差額等合計 

前期末残高 7,837 7,672 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △165 2,144 

当期変動額合計 △165 2,144 

当期末残高 7,672 9,816 
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(単位：百万円) 

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

純資産合計 

前期末残高 48,165 49,536 

当期変動額 

剰余金の配当 △771 △772 

当期純利益 2,247 1,219 

自己株式の処分 64 0 

自己株式の取得 △4 △2 

土地再評価差額金の取崩 － △2,232 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △165 2,144 

当期変動額合計 1,370 357 

当期末残高 49,536 49,893 
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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) 重要な会計方針

前事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

１ 有価証券の評価基準及び評価方法

  満期保有目的の債券

    …償却原価法(定額法)

  子会社株式及び関連会社株式

    …移動平均法による原価法

  その他有価証券

時価のあるもの…決算期末日の市場価格等に基づ

く時価法(評価差額は、全部純

資産直入法により処理し、売却

原価は、移動平均法により算

定)

１ 有価証券の評価基準及び評価方法

  満期保有目的の債券

    …同左

  子会社株式及び関連会社株式

    …同左

  その他有価証券

時価のあるもの…同左

時価のないもの…移動平均法による原価法 

 なお、投資事業有限責任組合

及びそれに類する組合への出資

(金融商品取引法第２条第２項

により有価証券とみなされるも

の)については、組合契約に規

定される決算報告日に応じて入

手可能な 近の決算書を基礎と

し、配当が債権として確定して

いるものは売掛金として、再投

資が予定されているものについ

ては持分相当額を純額で出資額

に取り込む方法によっていま

す。

時価のないもの…同左

２ たな卸資産の評価基準及び評価方法 ２ たな卸資産の評価基準及び評価方法

1) 販売用不動産

個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の

低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

1) 販売用不動産

同左

2) 仕掛販売用不動産

個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の

低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

2) 仕掛販売用不動産

同左

3) 開発不動産

個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の

低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

3) 開発不動産

同左

4) 貯蔵品

先入先出法による原価法（貸借対照表価額は収益

性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

4) 貯蔵品

同左
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前事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

３ 固定資産の減価償却の方法

 1) 有形固定資産…定率法

    ただし、平成10年４月1日以降に取得した建物

(建物附属設備を除く)及び東京サンケイビルの

有形固定資産(器具及び備品を除く)について

は、定額法を採用しています。なお、主な耐用

年数は、以下のとおりであります。

     建物…………………………50年、38年、15年

     構築物………………………15年

     機械装置……………………17年、15年

     器具及び備品………………15年、６年

３ 固定資産の減価償却の方法

 1) 有形固定資産（リース資産を除く）…定率法

    ただし、平成10年４月1日以降に取得した建物

(建物附属設備を除く)及び東京サンケイビル並

びにブリーゼタワーの有形固定資産(器具及び

備品を除く)については、定額法を採用してい

ます。なお、主な耐用年数は、以下のとおりで

あります。

     建物…………………………50年、38年、15年

     構築物………………………15年

     機械装置及び運搬具………17年、10年

     工具、器具及び備品………15年、６年

(会計方針の変更)

 法人税法の改正（(所得税法等の一部を改正す

る法律 平成19年３月30日 法律第６号)及び(法

人税法施行令の一部を改正する政令 平成19年３

月30日 政令第83号)）に伴い、当事業年度か

ら、平成19年４月１日以降に取得したものについ

ては、改正後の法人税法に基づく方法に変更して

おります。これによる損益に与える影響額は軽微

であります。

(会計方針の変更)

―

(追加情報)

 当事業年度から、平成19年３月31日以前に取得

したものについては、償却可能限度額まで償却が

終了した翌事業年度から５年間で均等償却する方

法によっております。これによる損益に与える影

響額は軽微であります。

(追加情報)

有形固定資産の耐用年数の変更

 機械装置については、従来、耐用年数を15～17

年としておりましたが、当事業年度より10～17年

に変更しました。 

 この変更は、平成20年度の税制改正を契機に耐

用年数を見直ししたことによるものです。 

 これに伴う、当事業年度の営業利益、経常利益

及び税引前当期純利益に与える影響は軽微であり

ます。

 2) 無形固定資産…定額法

    なお、ソフトウェア(自社利用)については、社

内における利用可能期間(５年)に基づく定額法

を採用しています。

 2) 無形固定資産（リース資産を除く）…定額法

    なお、ソフトウェア(自社利用)については、社

内における利用可能期間(５年)に基づく定額法

を採用しています。

 3) リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース

取引に係るリース資産）…リース期間を耐用年

数とし、残存価額をゼロとして算定する方法に

よっております。なお、所有権移転外ファイナ

ンス・リース取引のうち、リース取引開始日が

平成20年３月31日以前のリース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計

処理によっております。

４ 繰延資産の処理方法

社債発行費……支出時に全額費用処理しています。

４ ―
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前事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

５ 引当金の計上基準

 1) 貸倒引当金

   債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権

については、貸倒実績率による計算額を、貸倒懸念

債権等特定の債権については、個別に回収可能性を

検討し、回収不能見込額を計上しています。

５ 引当金の計上基準

 1) 貸倒引当金

   同左

 2) 賞与引当金

   従業員の賞与支給に備えるため、賞与支給見込額

の当期負担額を計上しています。

 2) 賞与引当金

   同左

 3) 役員賞与引当金

   役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、

支給見込額の当事業年度負担額を計上しておりま

す。

 3) 役員賞与引当金

   同左

 4) 退職給付引当金

 従業員の退職給付に備えるため、当期末退職給付

債務を計上しています。

なお、退職給付債務の金額は、簡便法（当期末自己

都合要支給額）によっています。

 4) 退職給付引当金

   同左

 5) 役員退職引当金

   役員の退職金の支給に充てるため、内規に基づく

期末現在の要支給額を計上しています。

 5) 役員退職慰労引当金

   平成20年６月に役員退職慰労金制度を廃止し、退

職慰労金を打ち切り支給することになりました。な

お、打ち切り支給による未払分については、「長期

未払金」として表示しております。

６ リース取引の処理方法

  リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

います。

６ ―

７ その他財務諸表作成のための重要な事項

 1) 消費税及び地方消費税の会計処理

  税抜方式によっています。なお、控除対象外消

費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として

処理しております。

７ その他財務諸表作成のための重要な事項

 1) 消費税及び地方消費税の会計処理

 同左

2) 支払利息の原価算入…ブリーゼタワー建設は、長

期かつ巨額な設備投資であ

るため、建設期間中の借入

金利息は、当該資産の取得

原価に算入しており、当事

業年度の算入金額は177百

万円となっております。

2) 支払利息の原価算入…ブリーゼタワー建設は、長

期かつ巨額な設備投資であ

るため、建設期間中の借入

金利息は、当該資産の取得

原価に算入しており、当事

業年度の算入金額は116百

万円となっております。
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(6) 重要な会計方針の変更

前事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

（棚卸資産の評価に関する会計基準）

 「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）が

平成20年３月31日以前に開始する事業年度にかかる財

務諸表から適用できることになったことに伴い、受入

準備が整った当事業年度末から同会計基準を適用して

おります。 

 これにより、たな卸資産評価損504百万円を売上原価

に計上し、営業利益、経常利益、税引前当期純利益が

同額減少しております。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。 

 また、当中間会計期間は従来の方法によっておりま

すが、当事業年度と同一の方法によった場合でも、当

中間会計期間においてはたな卸資産評価損は発生して

おりません。

―

― （リース取引に関する会計基準等）

 所有権移転外ファイナンス・リース取引について

は、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理に

よっておりましたが、当事業年度より、「リース取引

に関する会計基準」(企業会計基準第13号(平成5年6月

17日(企業審議会第一部会)、平成19年3月30日改正))及

び「リース取引に関する会計基準の適用指針」(企業会

計基準適用指針第16号(平成6年1月18日(日本公認会計

士協会 会計制度委員会)、平成19年3月30日改正))を

適用しております。 

 なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のう

ち、リース取引開始日が平成20年３月31日以前のリー

ス取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準

じた会計処理によっております。 

 これに伴う、当事業年度の営業利益、経常利益及び

税引前当期純利益に与える影響はありません。

(表示方法の変更)

前事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

（損益計算書）

  前事業年度において、営業外収益の「その他」に含

めて表示しておりました「保険返戻金」(前事業年度０

百万円)については、営業外収益の総額の100分の10超

となったため、当事業年度より区分掲記しておりま

す。

―
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(7) 個別財務諸表に関する注記事項

(貸借対照表関係)

前事業年度
(平成20年３月31日)

当事業年度
(平成21年３月31日)

※１ 土地の再評価 ※１ 同左

    土地の再評価に関する法律(平成10年３月31日

公布法律第34号および平成13年３月31日公布法律

第19号による一部改正)に基づき、事業用の土地

の再評価を行い、評価差額のうち、当該評価差額

に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負

債」として負債の部に計上し、これを控除した金

額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計

上しています。

    再評価の方法  土地の再評価に関する法律施

行令(平成10年３月31日公布

政令第119号)第２条第３号に

定める固定資産税評価額によ

る方法で算出しています。

    再評価を実施した年月日 平成14年３月31日

※２ 差入有価証券14百万円が含まれております。 ※２ 同左

※３ 関係会社株式の中には、平成20年４月１日設立の

新設子会社それぞれに対する株式申込金㈱サンケ

イビル投資顧問30百万円、㈱ブリーゼアーツ50百

万円、㈱ブリーゼレストランズ30百万円が含まれ

ております。

※３ ―

※４ 資産の保有目的の変更

    当事業年度において、従来固定資産として計上

されていた「建物」770百万円、「構築物」２百

万円、「機械装置」７百万円、「器具及び備品」

10百万円、「土地」1,300百万円を、保有目的の

変更により当事業年度末に「販売用不動産」に振

替えております。

※４ 資産の保有目的の変更

    当事業年度において、従来販売用不動産として

計上されていた不動産を、保有目的の変更により

当事業年度末に「固定資産」に振替えておりま

す。なお、内訳は、「建物」660百万円、「構築

物」９百万円、「機械装置及び運搬具」６百万

円、「工具、器具及び備品」24百万円、「土地」

2,667百万円となっております。

(損益計算書関係)

前事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

※１ 関係会社に係わる注記

    受取配当金には、関係会社からのものが27百万

円含まれています。

※１ 関係会社に係わる注記

    受取配当金には、関係会社からのものが47百万

円含まれています。

※２ 改修等に伴う除却損

建物 41百万円

機械装置 0百万円

器具及び備品 2百万円
 

※２ 改修等に伴う除却損

建物 15百万円

工具、器具及び備品 0百万円

※３ 建替関連損失は、旧大阪サンケイビル建替に関連

して発生したものであります。

※３ 同左

 

※４ 固定資産売却益

建物 15百万円
 

※４ 固定資産売却益

土地 10百万円

※５ 通常の販売目的で保有するたな卸資産の収益性の

低下による簿価切下額

売上原価 504百万円

※５ 通常の販売目的で保有するたな卸資産の収益性の

低下による簿価切下額

売上原価 1,345百万円
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(変動事由の概要)  

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加        3,569株 

減少数の主な内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の買増請求による減少          562株 

 ストック・オプション行使による減少   114,000株 

  

  

   

(変動事由の概要)  

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の買取りによる増加        4,354株 

減少数の主な内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の買増請求による減少        1,319株 

  

  

該当事項はありません。 

  

「リース取引関係」「有価証券関係」「税効果会計関係」「１株当たり情報」に関する注記事項に

ついては、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため、開示を省略しておりま

す。 

  

代表取締役の異動およびその他の役員の異動につきましては、同日発表の「代表取締役の異動およ

び役員の異動に関するお知らせ」をご参照ください。 

  

(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日)

１ 自己株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 4,078,549 3,569 114,562 3,967,556

当事業年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日)

１ 自己株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 3,967,556 4,354 1,319 3,970,591

(重要な後発事象)

(開示の省略)

6. その他

(役員の異動)
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