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特別損失の発生および通期業績予想の修正に関するお知らせ 

 

 この度、当社において下記のとおり特別損失が発生いたしますので、その概要をお知らせするとと

もに、平成 21 年４月期（平成 20 年５月１日～平成 21 年４月 30 日）の業績予想の修正をいたしまし

たのでお知らせいたします。 

 

                        記 

 

1． 特別損失の発生およびその内容 

(1) 投資有価証券評価損 

   ｢投資有価証券｣に区分される保有投資有価証券のうち、時価が著しく下落し、その回復が困難 

であると認められたものについて、平成 21 年４月期第４四半期会計期間（平成 21 年２月１日

～平成 21 年４月 30 日）において減損処理による投資有価証券評価損 23 百万円を特別損失と

して計上いたします（尚、平成 21 年 4 月期第２四半期会計期間（平成 20 年８月１日～平成 20

年 10 月 31 日）に 38 百万円計上しており、合計で 62 百万円の計上となります）。 

   

   平成 21 年４月期の有価証券評価損の総額 
 連結 個別 
(A)平成 21 年４月期の有価証券評価損の総額 62 百万円 62 百万円 
(B)平成 20 年４月期の純資産額       (A／B×100) 2,746 百万円 

(2.3％) 
2,695 百万円 

(2.3％) 
(C)平成 20 年４月期の経常利益額      (A／C×100) 758 百万円 

(8.2％) 
724 百万円 

(8.6％) 
(D)平成 20 年４月期の当期純利益額     (A／D×100) 403 百万円 

(15.4％) 
377 百万円 
  (16.5％) 

 
 
 
 
 
 



 
(2) 匿名組合出資金評価損 

特別目的会社全 5 社への不動産事業に係る匿名組合出資金において、時価が著しく下落し、そ

の回復が困難であると認められたものについて、平成 21 年４月期第４四半期会計期間（平成

21 年２月１日～平成 21 年４月 30 日）において減損処理による匿名組合出資金評価損 719 百万

円を特別損失として計上いたします（尚、平成 21 年 4 月期第２四半期会計期間（平成 20 年８

月１日～平成 20 年 10 月 31 日）に 74 百万円計上しており、合計で 794 百万円の計上となりま

す）。 

 

2． 平成 21 年４月期（連結･個別）業績予想の修正 

(1)平成 21 年４月期通期連結業績予想数値の修正(平成 20 年５月１日～平成 21 年４月 30 日) 

                        （百万円未満切捨て） 

 

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 

前回発表予想  (Ａ) 
百万円

18,500

百万円

514

百万円

450

百万円 

103 

円 銭

162.79

今回修正予想  (Ｂ) 19,238 609 548 △352 －

増  減  額(Ｂ－Ａ) 738 95 98 △455 －

増  減  率  (％) 4.0％ 18.5％ 21.9％ － －

（ご参考）前期実績 

（平成 20 年 4 月期） 23,205 726 758

 

403 635.44

 

  (2)平成 21 年４月期通期個別業績予想数値の修正(平成 20 年５月１日～平成 21 年４月 30 日) 

（百万円未満切捨て） 

 

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 

前回発表予想  (Ａ) 
百万円

16,690

百万円

334

百万円

330

百万円 

49 

円 銭

78.23

今回修正予想  (Ｂ) 17,309 382 377 △454 －

増  減  額(Ｂ－Ａ) 619 48 47 △503 －

増  減  率  (％) 3.7％ 14.5％ 14.4％ － －

（ご参考）前期実績 

（平成 20 年 4 月期） 21,660 677 724

 

377 594.00

 

 

 

 

 



 

(3)業績予想修正の理由 

    

［連結］ 

売上高及び営業・経常利益に関しては、平成 20 年 11 月 28 日に発表しました平成 21 年４月期

（平成 20 年５月１日～平成 21 年４月 30 日）の業績予想時とほぼ予想通りの売上高及び利益額

を確保いたしました。 

当期純利益に関しては、販売用不動産のうち、時価が著しく下落し、その回復が困難であると

認められたものについて、平成 21 年４月期第２四半期会計期間（平成 20 年８月１日～平成 20
年 10 月 31 日）に減損処理による販売用不動産評価損 125 百万円を特別損失として計上しており

ます（平成 20 年 11 月 27 日に発表）。 

また上記 1.特別損失の発生およびその内容でお知らせいたしましたとおり、所有する株式の価

格の下落による投資有価証券の評価損ならびに、匿名組合出資金の減損処理による特別損失の発

生により、当期純利益が当初の予想を下回りました。 
 

 

［個別］ 

売上高及び営業・経常利益に関しては、平成 20 年 11 月 28 日に発表しました平成 21 年４月期

（平成 20 年５月１日～平成 21 年４月 30 日）の業績予想時とほぼ予想通りの売上高及び利益額

を確保いたしました。 

当期純利益に関しては、販売用不動産のうち、時価が著しく下落し、その回復が困難であると

認められたものについて、平成 21 年４月期第２四半期会計期間（平成 20 年８月１日～平成 20
年 10 月 31 日）に減損処理による販売用不動産評価損 125 百万円を特別損失として計上しており

ます（平成 20 年 11 月 27 日に発表）。 

また上記 1.特別損失の発生およびその内容でお知らせいたしましたとおり、所有する株式の価

格の下落による投資有価証券の評価損ならびに、匿名組合出資金の減損処理による特別損失の発

生により、当期純利益が当初の予想を下回りました。 

 

以上 
 

※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を前提としております。実際の業

績は、今後さまざまな要因によって異なる結果となる可能性があります。 


