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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 240 △83.7 △21 ― △35 ― △28 ―

21年3月期第1四半期 1,477 ― 328 ― 323 ― 194 ―

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 △1,799.38 ―

21年3月期第1四半期 26,451.95 ―

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 9,068 3,747 24.0 110,646.53
21年3月期 8,751 3,236 18.6 110,739.50

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  2,179百万円 21年3月期  1,627百万円

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  

（注）平成20年10月１日付にて普通株式１株につき２株の割合をもって株式を分割致しました。平成21年３月期の期末配当は、当該株式分割を考慮 
しております。 

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 ― 3,600.00 ― 1,800.00 5,400.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

1,800.00 ― 1,800.00 3,600.00

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  
（注）金融・不動産市況の低迷に鑑み、当社組成ファンド・SPCの組成時期、他社組成ファンド・SPCの運用開始時期、および自社保有の販売用不動産 
   の販売時期等により、収益実現には一定の期間を勘案する必要があります。その収益実現の時期が、期間損益に少なからず影響を及ぼすた 
   め、第２四半期連結累計期間の業績予想につきましては、平成22年３月期については開示を控えさせて頂きます。 

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

― ― ― ― ― ― ― ― ―

通期 2,000 △21.7 520 △14.0 600 5.2 300 39.7 20,408.16
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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  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） 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

（注）平成20年10月１日付にて普通株式１株につき２株の割合をもって株式を分割致しました。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

本資料に掲載されている業績予想および業績の見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報および合理的であると判断する一定の前
提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

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 19,700株 21年3月期  14,700株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  0株 21年3月期  0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 15,579株 21年3月期第1四半期  7,350株
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当第１四半期連結会計期間における我が国の経済は、金融当局等の発表では最悪期は脱したとの見方

があるものの、世界的な金融・経済危機の終息に向けては、まだまだ予断を許さない状況にあります。

企業の業況につきましても、テンポは緩やかになってはきたものの、株式市場の低迷や円高の進行、個

人消費や設備投資の低迷等により、製造業を中心に業績が低迷しております。 

当社グループの主な事業領域である金融・不動産市況につきましても、世界的な金融・経済危機によ

り、株式市場の下落、不動産関連企業の相次ぐ倒産等により、市況の低迷は今後しばらく続くものと考

えております。 

このような市場環境の下、当社グループは、収益性の観点から、将来的な収益機会を確実に捕捉する

ため、事業上のシナジーを発揮する相手先との業務提携および資本提携、また、安定性の観点から自己

資本の一層の充実を図るため財務体質の強化等、当第１四半期連結会計期間につきましては、これらの

準備期間と位置づけ、活動して参りました。 

この結果、平成21年６月12日付で、株式会社ＩＳホールディングス（以下、「ＩＳホールディング

ス」といいます。）との間で資本・業務提携契約を締結致しました。 

これにより、同社との金融関連分野における協業が可能となり、また平成21年６月15日付で同社を引

受先とする第三者割当増資（以下、「第三者割当増資」といいます。）を実施したことにより、605百

万円を調達し、当社グループまたは他社が組成・管理する不動産関連等のファンドへの匿名組合出資形

態等の共同出資および新規投資案件への出資が可能となったと共に、自己資本の一層の充実を図ること

ができました。 

これらの結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は240百万円（前年同期比83.7％減）、営業損失

は21百万円、経常損失は35百万円、四半期純損失は28百万円となりました。  

  

事業の種類別セグメント別の概況は、次のとおりであります。 

  

（投資事業） 

投資事業につきましては、自社保有の販売用不動産による賃料収入およびゴルフ場の売上等の結果に

より、投資事業の売上高は217百万円、営業利益は92百万円となりました。 

  

(アセットマネージメント事業) 

アセットマネージメント事業につきましては、、当社グループ組成のファンドからの管理フィー、

アセットマネージメント業務の受託による報酬等の結果により、アセットマネージメント事業の売上

高は22百万円、当社グループの本社増床および燦アセットマネージメント株式会社の東京支社開設等

の結果により、営業損失は53百万円となりました。 

  

(その他の事業) 

その他の事業につきましては、コンサルティング報酬等による収入の結果により、その他の事業の

売上高は０百万円、営業利益は０百万円となりました。 

  

・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
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(1) 資産、負債および純資産の状況 

当第１四半期連結会計期間末における総資産につきましては、前連結会計年度末に比べ、317百万

円増加し、9,068百万円となりました。この主な要因は、第三者割当増資、子会社設立に係る出資お

よび借入金の返済等により、現金及び預金が差し引き318百万円増加したこと等によるものでありま

す。    

負債につきましては、前連結会計年度末に比べ、194百万円減少し、5,320百万円となりました。そ

の主な要因は、短期借入金（１年内返済予定の長期借入金を含む。）および長期借入金が25百万円、

未払法人税等が108百万円ならびに負ののれんが22百万円それぞれ減少したこと等によるものであり

ます。 

純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ、511百万円増加し、3,747百万円となりました。

その主な要因は、第三者割当増資により資本金および資本剰余金がそれぞれ302百万円増加した一

方、剰余金の配当等により利益剰余金が54百万円および少数株主持分が40百万円減少したこと等によ

るものであります。 

  

(2) キャッシュ・フローの状況に関する分析 

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、前連結会計年度末に比べ、

318百万円増加し、536百万円となりました。この主な増減は、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) 

当第１四半期連結累計期間の営業活動により支出した資金は、159百万円となりました。この主

な要因は、法人税等の支払額が108百万円および未払消費税等の減少額が39百万円となったこと等

によるものであります。 

  

  (投資活動によるキャッシュ・フロー) 

当第１四半期連結累計期間の投資活動により支出した資金は、27百万円となりました。この主な

要因は、投資有価証券の取得による支出が50百万円となった一方、投資有価証券の売却による収入

が10百万円および投資有価証券の払戻による収入が18百万円となったこと等によるものでありま

す。 

       

  (財務活動によるキャッシュ・フロー) 

当第１四半期連結累計期間の財務活動により得られた資金は、504百万円となりました。この主

な要因は、株式の発行による収入が602百万円となった一方、配当金の支払額が21百万円、少数株

主への払戻による支出が16百万円および少数株主への配当金の支払額が33百万円となったこと等に

よるものであります。 

  

当第１四半期連結累計期間の業績の状況等を勘案した結果、平成21年５月15日に開示致しました平成22年

３月期の連結通期業績予想に変更はございません。詳細は、１ページ「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）」をご参照下さい。 

  

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。 

  

該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

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)

(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 536,817 218,532

売掛金 47,038 69,372

販売用不動産 4,358,235 4,365,921

商品 3,211 2,817

貯蔵品 2,291 527

その他 71,317 51,189

流動資産合計 5,018,911 4,708,361

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,605,146 1,621,503

その他（純額） 370,809 372,240

有形固定資産合計 1,975,955 1,993,743

無形固定資産   

その他 141,208 141,212

無形固定資産合計 141,208 141,212

投資その他の資産   

投資有価証券 1,550,471 1,525,846

固定化営業債権 240,743 240,743

その他 141,275 141,396

投資その他の資産合計 1,932,490 1,907,987

固定資産合計 4,049,654 4,042,943

資産合計 9,068,566 8,751,304
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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) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 9,022 14,363

短期借入金 1,971,000 1,959,000

1年内返済予定の長期借入金 685,938 694,344

未払法人税等 2,093 110,888

賞与引当金 4,292 3,654

その他 150,212 182,011

流動負債合計 2,822,560 2,964,262

固定負債   

長期借入金 1,825,682 1,854,945

負ののれん 608,265 631,191

その他 64,156 64,509

固定負債合計 2,498,103 2,550,645

負債合計 5,320,663 5,514,908

純資産の部   

株主資本   

資本金 866,250 563,750

資本剰余金 731,250 428,750

利益剰余金 581,992 636,484

株主資本合計 2,179,492 1,628,984

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 244 △1,114

評価・換算差額等合計 244 △1,114

少数株主持分 1,568,165 1,608,525

純資産合計 3,747,902 3,236,396

負債純資産合計 9,068,566 8,751,304
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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 1,477,038 240,754

売上原価 958,451 43,843

売上総利益 518,587 196,911

販売費及び一般管理費 190,103 218,108

営業利益又は営業損失（△） 328,483 △21,197

営業外収益   

受取利息 295 259

受取配当金 72 48

負ののれん償却額 22,925 22,925

その他 450 481

営業外収益合計 23,744 23,715

営業外費用   

支払利息 25,513 25,097

支払手数料 3,055 6,360

その他 1 6,928

営業外費用合計 28,571 38,386

経常利益又は経常損失（△） 323,656 △35,868

特別利益   

その他 － 73

特別利益合計 － 73

特別損失   

過年度損益修正損 759 4,306

特別損失合計 759 4,306

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

322,897 △40,101

法人税、住民税及び事業税 135,064 1,469

法人税等調整額 △12,114 △23,262

法人税等合計 122,950 △21,793

少数株主利益 5,525 9,724

四半期純利益又は四半期純損失（△） 194,421 △28,032
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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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

322,897 △40,101

減価償却費 21,084 21,689

のれん償却額 75 －

長期前払費用償却額 206 230

負ののれん償却額 △22,925 △22,925

貸倒引当金の増減額（△は減少） － 103

賞与引当金の増減額（△は減少） 1,207 638

受取利息及び受取配当金 △367 △308

支払利息 25,513 25,097

支払手数料 － 6,360

株式交付費 － 2,770

売上債権の増減額（△は増加） 9,955 21,930

たな卸資産の増減額（△は増加） 897,041 5,527

未収消費税等の増減額（△は増加） 40,115 108

営業貸付金の増減額（△は増加） △8,109 －

破産更生債権等の増減額（△は増加） － 300

仕入債務の増減額（△は減少） 1,368 △5,340

未払消費税等の増減額（△は減少） 50,209 △39,199

その他 △2,388 7,525

小計 1,335,883 △15,594

利息及び配当金の受取額 59 63

利息の支払額 △25,222 △25,339

支払手数料の支払額 － △10,373

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △3,720 △108,155

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,306,999 △159,398

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 △2,653 △4,190

投資有価証券の売却による収入 － 10,300

投資有価証券の払戻による収入 14,800 18,200

投資有価証券の取得による支出 － △50,046

その他 △1,444 △1,393

投資活動によるキャッシュ・フロー 10,702 △27,129
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(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) 

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） △561,579 12,000

長期借入金の返済による支出 △20,693 △37,669

リース債務の返済による支出 － △333

株式の発行による収入 － 602,230

配当金の支払額 － △21,331

少数株主への払戻による支出 △13,656 △16,800

少数株主への配当金の支払額 △24,205 △33,284

財務活動によるキャッシュ・フロー △620,133 504,812

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 697,568 318,284

現金及び現金同等物の期首残高 155,361 218,532

現金及び現金同等物の四半期末残高 852,929 536,817
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 当第１四半期連結会計期間（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。 

  

  

【事業の種類別セグメント情報】 

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 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業の主な内容 

 (1) 投資事業……自己投資業務、投資スキームの企画・設計・構築 

 (2) アセットマネージメント事業……ストラクチャーアレンジメント受託業務、 

                                アセットマネージメント受託業務 

 (3) その他の事業……フィナンシャルアドバイザー業務、コンバージョン等の資産価値向上業務、 

                  仲介業務、その他コンサルティング業務 

  

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 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業の主な内容 

 (1) 投資事業……自己投資業務、投資スキームの企画・設計・構築 

 (2) アセットマネージメント事業……ストラクチャーアレンジメント受託業務、 

                                アセットマネージメント受託業務 

 (3) その他の事業……フィナンシャルアドバイザー業務、コンバージョン等の資産価値向上業務、 

                  仲介業務、その他コンサルティング業務 

  

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

投資事業 
(千円)

アセット
マネージメント

事業 
(千円)

その他の事業
(千円)

計
(千円)

消去または 
全社 
(千円)

連結
(千円)

 売上高

(1) 外部顧客に 
  対する売上高

1,079,762 396,650 626 1,477,038 ― 1,477,038

(2) セグメント間の 
  内部売上高 
  又は振替高

― 6,032 265,180 271,213 (271,213) ―

計 1,079,762 402,683 265,806 1,748,252 (271,213) 1,477,038

 営業利益 17,352 114,102 265,806 397,261 (68,778) 328,483

投資事業 
(千円)

アセット
マネージメント

事業 
(千円)

その他の事業
(千円)

計
(千円)

消去または 
全社 
(千円)

連結
(千円)

 売上高

(1) 外部顧客に 
  対する売上高

217,947 22,657 150 240,754 ― 240,754

(2) セグメント間の 
  内部売上高 
  又は振替高

― 6,753 ― 6,753 (6,753) ―

計 217,947 29,410 150 247,508 (6,753) 240,754

 営業利益又は 
 営業損失(△)

92,321 △ 53,366 150 39,104 (60,301) △ 21,197
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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） 

当社は、平成21年６月15日付で、株式会社ＩＳホールディングスから第三者割当増資の払込みを受け

ました。この結果、当第１四半期連結累計期間において資本金が302,500千円、資本準備金が302,500千

円増加し、当第１四半期連結累計期間末において資本金が866,250千円、資本剰余金が731,250千円とな

っております。 

  

(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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