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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6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 ％

22年3月期第1四半期 3,180 2.4 1,108 △14.0 1,027 △16.6 363 △50.7
21年3月期第1四半期 3,107 ― 1,289 ― 1,232 ― 736 ―

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

22年3月期第1四半期 8.08 ―
21年3月期第1四半期 16.07 ―

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

22年3月期第1四半期 77,873 35,890 46.1 797.92
21年3月期 77,513 35,194 45.4 782.38

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  35,890百万円 21年3月期  35,194百万円

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

21年3月期 ― 5.50 ― 6.50 12.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
6.00 ― 6.00 12.00

3.  平成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）

（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

第2四半期 
連結累計期間

5,900 △0.6 2,050 △11.9 1,800 △15.5 950 △19.0 21.12

通期 11,800 △10.7 4,100 △10.0 3,600 △12.5 2,000 31.4 44.46
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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 
・上記に記載した予想数値は、平成21年5月14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。 

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） 22年3月期第1四半期 45,898,798株 21年3月期  45,898,798株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  918,457株 21年3月期  915,297株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 44,982,803株 21年3月期第1四半期 45,846,825株
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当第１四半期連結累計期間における我が国経済は、世界的な景気低迷に伴う企業収益の悪化や個人消費
の落ち込みにより、景気後退が続いておりましたが、ようやく底打ちをしたとの観測も見受けられるよう
になりました。しかしながら、不動産賃貸事業の景気変動に対する遅行性から、都市部のビル空室率が一
段と上昇するなど、当業界の経営環境は極めて厳しくなっております。 
 そうした中、当社グループの当第１四半期末の空室率は5.32％となり、前期末の3.71％から悪化いたし
ました。今後はオフィスビル等のテナント誘致活動に一層注力しますとともに、ウインズ事業の主要施設
であるウインズ梅田Ｂ館の建て替え工事を計画どおりに竣工させ、業績の維持に努めてまいります。 
  
 当第１四半期連結累計期間の業績は、既存ビルにおいて一部テナントの退去があり、賃貸収入は減少し
ましたものの、建築請負に係る工事売上高が増加しましたので、売上高は3,180百万円となり、前年同四
半期と比べ73百万円（2.4％）の増収となりました。しかしながら利益率の低い工事売上の割合が増えま
したので、営業利益は1,108百万円と前年同四半期と比べ180百万円（14.0％）の減益、経常利益は1,027
百万円と前年同四半期と比べ204百万円（16.6％）の減益となりました。また、特別損失に投資有価証券
評価損を計上しましたので、四半期純利益は363百万円となり、前年同四半期に比べ373百万円（50.7％）
の減益となりました。 
  
 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 
   旧ウインズ梅田Ｂ館休館に加え、一部テナントの退去がありましたので、売上高は2,578百万円 
  となり、前年同四半期と比べ256百万円（9.0％）の減収となりました。営業利益は1,040百万円 
  となり、前年同四半期と比べ243百万円（19.0％）の減益となりました。 
 ②ビル管理事業 
  データセンタービルへのテナント入居工事に係る設計監理業務の受託により、売上高は161百万 
  円となり、前年同四半期と比べ４百万円（3.1％）の増収となりました。営業利益は57百万円と 
  前年同四半期と比べ８百万円（16.6％）の増益となりました。 
 ③その他の事業 
  データセンタービルへのテナント入居に伴う建築請負の工事売上高が増加したため、売上高は 
  440百万円となり、前年同四半期と比べ324百万円（280.3％）の増収となりました。営業利益は 
  96百万円となり、前年同四半期と比べ66百万円（223.8％）の増益となりました。 
  

当第１四半期連結会計期間末における総資産は77,873百万円となり、前連結会計年度末に比べ360百万
円（0.5％）増加しました。主な要因は投資有価証券が時価評価替えに伴い629百万円増加したことであり
ます。 
 負債合計は41,983百万円となり、前連結会計年度末比336百万円（0.8％）減少しました。借入金の返済
が進み、有利子負債が353百万円減少したことが主な要因であります。 
 純資産合計は35,890百万円となり、前連結会計年度末比696百万円（2.0％）増加しました。利益剰余金
は71百万円の増加にとどまりましたが、その他有価証券評価差額金が626百万円増加したことが主因であ
ります。 
  
キャッシュ・フローにつきましては、当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高

は1,285百万円となり、前連結会計年度末から340百万円減少しました。当四半期連結会計期間の各キャッ
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658百万円となり、前年同四半期比817百万円減少しました。税金等調整
前四半期純利益の減少612百万円及び、法人税等の支払増加327百万円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) 

投資活動で使用した資金は363百万円となり、前年同四半期比250百万円増加しました。有形固定資産
の取得のため、前年同四半期比308百万円増の416百万円の資金を支出したことが主な要因であります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

財務活動で使用した資金は636百万円となり、前年同四半期比145百万円減少しました。有利子負債の
純減額が、前年同四半期比162百万円減少したことが主な要因であります。 

  

【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
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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、現在のところ平成21年５月14日発
表の連結業績予想に変更はありません。 
 今後、何らかの変化がありました場合には適切に開示して参ります。 
  

  

該当事項はありません。 
  

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や一時差異の発生状
況等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。 
  

  

完成工事及び完成工事原価の計上基準の変更 

請負工事に係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適用しておりましたが、「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）を当第１四半期連結会計期間より適用
し、当第１四半期連結会計期間に着手した工事契約から、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（工事の進捗率の見積りは原価比例法）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、この変更による四半期連結財務諸表に与える影響額はありません。 

  

有価証券の減損処理に基づく評価損の戻入れの変更 

従来、四半期連結会計期間末に計上した有価証券の減損処理に基づく評価損の戻入れについては、四
半期切放し法を採用しておりましたが、当第１四半期連結会計期間から四半期洗替え法に変更致しまし
た。これは、昨今の経済環境の著しい悪化に起因する期中での株式市場の短期的株価変動の影響を排除
し、財政状態及び経営成績をより適正に表示するためであります。 
 なお、この変更による四半期連結財務諸表に与える影響額はありません。 

  

3. 連結業績予想に関する定性的情報

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１四半期連結会計期間末
(平成21年６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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,285,041 1,625,566

受取手形及び売掛金 170,337 171,204

その他 358,157 230,303

流動資産合計 1,813,536 2,027,074

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 55,032,488 53,562,812

減価償却累計額 △22,274,896 △21,953,375

建物及び構築物（純額） 32,757,592 31,609,436

土地 31,660,463 31,660,463

建設仮勘定 870,355 1,775,655

その他 565,902 552,292

減価償却累計額 △387,946 △378,883

その他（純額） 177,955 173,409

有形固定資産合計 65,466,366 65,218,963

無形固定資産 36,087 29,629

投資その他の資産   

投資有価証券 6,970,785 6,341,716

その他 3,587,182 3,896,247

投資その他の資産合計 10,557,967 10,237,964

固定資産合計 76,060,422 75,486,558

資産合計 77,873,958 77,513,632

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 353,610 25,987

短期借入金 10,138,936 9,603,936

未払法人税等 350,590 513,089

引当金 － 18,072

その他 1,752,653 1,845,910

流動負債合計 12,595,790 12,006,995

固定負債   

社債 2,300,000 2,300,000

長期借入金 20,276,947 21,165,606

引当金 183,015 193,588

その他 6,627,667 6,653,433

固定負債合計 29,387,629 30,312,628

負債合計 41,983,420 42,319,623
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６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21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 7,688,158 7,688,158

資本剰余金 7,529,366 7,529,397

利益剰余金 23,612,792 23,541,588

自己株式 △365,001 △363,837

株主資本合計 38,465,315 38,395,307

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,466,470 839,947

土地再評価差額金 △4,041,246 △4,041,246

評価・換算差額等合計 △2,574,776 △3,201,298

純資産合計 35,890,538 35,194,008

負債純資産合計 77,873,958 77,513,632
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第１四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
  至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
  至 平成21年６月30日) 

売上高 3,107,183 3,180,712

売上原価 1,656,199 1,896,896

売上総利益 1,450,984 1,283,815

販売費及び一般管理費 161,322 175,080

営業利益 1,289,661 1,108,735

営業外収益   

受取利息 2,179 300

受取配当金 75,003 56,792

その他 10,422 10,095

営業外収益合計 87,604 67,188

営業外費用   

支払利息 144,442 147,709

その他 633 950

営業外費用合計 145,075 148,660

経常利益 1,232,190 1,027,263

特別利益   

受取違約金 1,259 1,545

その他 265 －

特別利益合計 1,525 1,545

特別損失   

投資有価証券売却損 2,648 17,595

固定資産除却損 844 11,754

投資有価証券評価損 － 331,059

不動産取得税及び登録免許税 － 50,767

特別損失合計 3,492 411,176

税金等調整前四半期純利益 1,230,222 617,631

法人税、住民税及び事業税 473,939 346,400

法人税等調整額 19,412 △92,365

法人税等合計 493,352 254,034

四半期純利益 736,870 363,597
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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）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
  至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
  至 平成21年６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 1,230,222 617,631

減価償却費 449,844 460,850

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） － △12,625

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,744 2,051

賞与引当金の増減額（△は減少） △18,320 △18,072

受取利息及び受取配当金 △77,182 △57,093

支払利息 144,442 147,709

投資有価証券売却損益（△は益） 2,382 17,595

投資有価証券評価損益（△は益） － 331,059

有形固定資産除却損 844 11,754

受取違約金 △1,259 △1,545

不動産取得税及び登録免許税 － 50,767

営業債権の増減額（△は増加） △211,170 △139,577

営業債務の増減額（△は減少） 10,452 148,770

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） 100,596 △323,682

小計 1,701,458 1,235,594

利息及び配当金の受取額 77,175 57,086

利息の支払額 △131,091 △135,703

法人税等の支払額 △171,138 △498,181

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,476,403 658,796

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 △108,247 △416,469

無形固定資産の取得による支出 △4,725 △23,761

投資有価証券の売却による収入 649 77,034

投資活動によるキャッシュ・フロー △112,323 △363,196

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） － 800,000

長期借入れによる収入 1,100,000 500,000

長期借入金の返済による支出 △1,616,149 △1,653,659

建築協力金の返済による支出 △6,903 △6,903

自己株式の売却による収入 315 170

自己株式の取得による支出 △1,496 △1,367

配当金の支払額 △257,277 △274,367

財務活動によるキャッシュ・フロー △781,510 △636,125

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） 582,569 △340,525

現金及び現金同等物の期首残高 1,556,512 1,625,566

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,139,082 1,285,041
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当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日) 

該当事項はありません。 

  

前第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日) 
  

 
(注）１ 事業の区分は、売上集計区分によっております。 

    ２ 各事業の主な内容 

      (1)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 

  

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日) 

  

 
(注）１ 事業の区分は、売上集計区分によっております。 

    ２ 各事業の主な内容 

      (1)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 その他の事業のうち、建築請負事業の売上高が売上高計の10％を超えておりますが、テナント入居に伴い 

      一時的に増収となっておりますので、区分掲記はしておりません。 

  

前第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６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。 

  

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６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。 

  

(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】

土地建物 
賃貸事業 
(千円)

ビル管理
事業 
(千円)

その他の
事業 
(千円)

計
(千円)

消去又は 
全社 
(千円)

連結
(千円)

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

2,834,371 156,934 115,877 3,107,183 ― 3,107,183

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

240 139,487 ─ 139,727 (139,727) ―

計 2,834,611 296,422 115,877 3,246,910 (139,727) 3,107,183

営業利益 1,283,550 49,526 29,924 1,363,001 (73,339) 1,289,661

土地建物 
賃貸事業 
(千円)

ビル管理
事業 
(千円)

その他の
事業 
(千円)

計
(千円)

消去又は 
全社 
(千円)

連結
(千円)

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

2,578,333 161,739 440,640 3,180,712 ― 3,180,712

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

240 143,364 ─ 143,604 (143,604) ―

計 2,578,573 305,103 440,640 3,324,317 (143,604) 3,180,712

営業利益 1,040,310 57,729 96,892 1,194,932 (86,197) 1,108,735

【所在地別セグメント情報】
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前第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日) 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日) 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

 当第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日) 

  該当事項はありません。 

【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
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