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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）

営業収益 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 9,797 153.3 △773 ― △1,847 ― △2,211 ―

21年3月期第1四半期 3,867 255.4 787 49.8 460 13.3 91 △54.0

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 △15,146.88 ―

21年3月期第1四半期 639.17 623.19

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 74,155 27,394 31.5 159,777.14
21年3月期 82,477 29,496 31.0 175,140.64

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  23,345百万円 21年3月期  25,554百万円

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 ― 0.00 ― 0.00 0.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

0.00 ― 0.00 0.00

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  有  
 

営業収益 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

10,861 103.9 △580 ― △2,058 ― △2,441 ― △16,720.66

通期 13,473 48.1 △970 ― △2,967 ― △3,284 ― △22,495.15

- 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) 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） 

（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４.その他をご覧下さい。 

(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 

１ .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、当社が現在入手している情報及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。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等につい
ては、４ページ【定性的情報・財務諸表等】３.連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 
２ .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」に伴い四半期連結財務諸表を作成しております。 
３ .21年３月期第1四半期は、平成20年３月21日～６月20日になります。 

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） 22年3月期第1四半期 146,111株 21年3月期  145,199株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  ―株 21年3月期  ―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 145,987株 21年3月期第1四半期 143,662株
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 当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、米国でのサブプライムローン問題に端を発した世界的な金融

危機を背景に、企業収益の落ち込みや失業率の増加等景気後退が進み、引き続き厳しい経営環境が続きました。 

当社グループの事業領域である物流不動産及び不動産金融業界においても、金融市場の混乱が収まらない中で、

新たな投資資金の流入は減少を続け、また金融機関による不動産融資の厳格化が進み、厳しい資金調達環境が続い

ております。このため、不動産市場における流動性が回復する兆しは見えておらず、困難な事業環境が続いており

ます。 

当第１四半期連結会計期間においては、当社グループにおける有利子負債、特にリコースローン等を完済し、そ

の残高をゼロとし、最優先の経営課題と位置づけておりましたバランスシートリスクの低減に成功いたしました。 

しかしながら、当事業年度より会計方針を変更し、たな卸資産の評価方法を低価法に変更したことに伴い、現在

のマーケットの実勢を踏まえて、保有する全ての販売用不動産及び仕掛販売用不動産（２物件）の再評価を行った

結果、第1四半期連結会計期間において約697百万円の評価損を営業費用として計上することといたしました。 

同様の考え方から、当社グループが運用するファンドに対して、当社が保有する匿名組合出資持分の一部につき

ましても、第１四半期連結会計期間において約665百万円の引当を営業外損失として計上することといたしました。

なお、同じく第１四半期連結会計期間においては、匿名組合投資利益約167百万円が計上されております。 

加えて、強固な財務基盤を構築するには、更なる費用の削減が必要との認識の下、本年７月、グループ子会社を

含めた従業員全員（募集時：84名）を対象とした希望退職者の募集を実施し、その結果48名の従業員が応募いたし

ました。これに伴い、退職予定者にかかる人件費（給与及び法定福利費）の一定の削減は見込めるものの、特別退

職金約350百万円を特別損失に計上することとなりました。 

以上の結果、当第１四半期連結会計期間の業績は、営業収益9,797百万円、営業損失773百万円、経常損失1,847百

万円、当第１四半期純損失2,211百万円となりました。  

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

不動産仲介関連事業におきましては、営業収益は92百万円、営業利益0.9百万円となりました。  

  

アセットマネジメント事業においては、市場環境の変化に対応し、前期から引き続き新規の物件取得を抑制し、

既存ファンドの運用とバランスシートの効率化を目的とした自己投資物件の売却に注力しました。その結果、ファ

ンド関連のフィー収入が減少する一方で、連結対象となっているコアファンドが保有する物流不動産の賃料収入

や、保有不動産の売却収入を計上いたしました。 

この結果、営業収益は9,704百万円、営業損失493百万円となりました。  

平成21年６月30日現在、本事業における運用資産の残高は1,225億円となっております。   

その他事業におきましては、営業収益は１百万円、営業損失６百万円を計上しております。   

   

（１）資産、負債及び純資産の状況 

 当第１四半期末の総資産は、前連結会計年度末に比べて8,322百万円減少し、74,155百万円となりました。 

 これは主に、物件の売却等を進めたこと及び「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平

成18年７月５日）の適用に伴う評価損の計上により棚卸資産が7,598百万円減少したことによるものであります。

 負債合計は、長期借入金の返済や社債の償還により、前連結会計年度末に比べて6,220百万円減少し、46,760百

万円となりました。 

 純資産は、利益剰余金の減少等により、前連結会計年度末に比べて2,101百万円減少し、27,394百万円となりま

した。  

（２）キャッシュ・フローの状況 

 当第１四半期連結会計期間における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1,440百万円増加し、7,193百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況と要因は以下のとおりでありま

す。 

① 営業活動によるキャッシュ・フロー 

 営業活動の結果得られた資金は、7,267百万円となりました。 

 これは主に、たな卸資産の売却等による増加が7,587百万円、利息の支払いが48百万円及び法人税等の支払いが

24百万円あったこと等によるものであります。 

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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② 投資活動によるキャッシュ・フロー 

 投資活動の結果得られた資金は、946百万円となりました。 

 これは主に、定期預金の払戻による収入が1,000百万円あったこと等によるものであります。  

③ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

財務活動の結果使用した資金は、6,774百万円となりました。 

 これは主に、社債の償還1,703百万円、長期借入金5,022百万円の返済を行ったことによるものであります。 

 平成22年３月期の連結業績予想につきましては、平成21年８月７日に発表いたしましたとおり、第２四半期連結

累計期間及び通期の業績予想を修正しております。    

該当事項はありません。    

該当事項はありません。  

① 四半期財務諸表に関する会計基準の適用    

 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。 

 なお、当第１四半期連結会計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）及び当第１四半期連結累計

期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）は改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成してお

ります。 

② 重要な資産の評価に関する会計基準の適用 

(イ)販売用不動産、仕掛販売用不動産 

 当第１四半期連結会計期間より、「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月

５日公表分）が適用されたことに伴い、棚卸資産の評価基準を主として個別法による原価法から主として個別法

による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）に変更しております。 

 これにより、営業損失は697百万円増加し、経常損失、税金等調整前四半期純損失は1,363百万円増加しており

ます。 

(ロ)貯蔵品 

 当第１四半期連結会計期間より、「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月

５日公表分）が適用されたことに伴い、棚卸資産の評価基準を主として最終仕入原価法による原価法から主とし

て最終仕入原価法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）に変更し

ております。 この変更に伴う損益への影響はありません。 

③ リース取引に関する会計基準の適用 

 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、「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（企業会計審議会第

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））が平成20年４

月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用できることになったことに伴い、当第１四

半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっており

ます。 

 また、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の減価償却の方法については、リース期間を

耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。これによる損益に与える影響はありません。 

 なお、リース取引開始日がリース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引につい

ては、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しております。  

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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  当社グル－プは、前連結会計年度において５億円の営業損失及び106億円の当期純損失を計上しており、当第１

四半期連結会計期間においても７億円の営業損失及び22億円の四半期純損失を計上しております。当第１四半期連

結会計期間において重要な四半期純損失が計上されており、通期で２期連続の営業赤字となる見込みであることか

ら、継続企業の前提に関する例示項目に該当しております。このため当社グループは、当該状況を解消すべく以下

の施策を実施しております。 

① ビジネスモデルの転換 

 当社グループはビジネスモデルを転換し、当社グル－プがファンドにアセットマネジメントとして一部出資する

ものを除き自己勘定での投資をやめ、当社グル－プの本来業務であるファンド関連業務、フィービジネスへの特化

をすすめております。 

② 経費削減 

 ビジネスモデルの転換に合わせて経費削減も鋭意進めており、その一環として希望退職の募集をおこない50人前

後の募集予定に対し締切日の本年7月24日までに48名の募集がありました。ビジネスモデルの転換による収益の改

善と経費削減施策により、今後現状の不動産市況が続いたとしても利益を出せる体質に転換してまいります。 

③ 資産売却による貸借対照表の改善 

 上記のビジネスモデルの転換を受けて、キャッシュ・フローの改善のため現在自己勘定で投資を行っているたな

卸資産に含まれる販売用不動産及び仕掛販売用不動産の売却を進めました。３月末時点での保有資産の６物件のう

ち４物件については、当第１四半期連結会計期間において売却を完了いたしました。この結果、当社グル－プの借

入金については、長期のノンリコースローンを除き、外部からの借入金を完済し、資金繰りに対する懸念を払拭す

ることができました。 

  

 よって上記施策により、継続企業の前提に関する重要な不確実性は払拭されていると判断しております。なお、

親会社との65億円のロ－ンコミットメント契約も本年９月末日まで続いており、補完的ではありますが、当該契約

も継続企業の前提に関する重要な不確実性の払拭に資するものと判断しております。 

  

（４）継続企業の前提に関する重要事象等
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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 7,193,325 6,753,004

営業未収入金 150,596 176,599

販売用不動産 1,899,500 4,405,522

仕掛販売用不動産 1,864,537 6,951,787

貯蔵品 2,445 7,416

繰延税金資産 10,759 129

その他 821,316 856,592

流動資産合計 11,942,480 19,151,052

固定資産   

有形固定資産   

建物 93,855 99,183

減価償却累計額 △28,882 △29,602

建物（純額） 64,972 69,580

車両運搬具 9,587 9,587

減価償却累計額 △6,523 △6,229

車両運搬具（純額） 3,064 3,358

工具、器具及び備品 117,290 120,188

減価償却累計額 △80,546 △77,472

工具、器具及び備品（純額） 36,743 42,715

有形固定資産合計 104,781 115,654

無形固定資産   

ソフトウエア 6,705 8,875

その他 946 975

無形固定資産合計 7,651 9,851

投資その他の資産   

投資有価証券 356,846 860,927

破産更生債権等 3,181,792 3,181,792

投資不動産 60,742,865 61,169,913

繰延税金資産 362,584 374,470

その他 533,542 620,938

貸倒引当金 △3,181,792 △3,181,792

投資その他の資産合計 61,995,839 63,026,249

固定資産合計 62,108,272 63,151,755

繰延資産   

社債発行費 104,334 174,669

繰延資産合計 104,334 174,669

資産合計 74,155,086 82,477,477
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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   

営業未払金 220 87

1年内返済予定の長期借入金 977,100 5,977,300

1年内償還予定の社債 444,000 614,000

その他 1,562,482 969,468

流動負債合計 2,983,802 7,560,855

固定負債   

社債 13,632,000 15,162,000

長期借入金 28,978,200 29,000,600

長期預り敷金保証金 1,166,746 1,257,907

固定負債合計 43,776,946 45,420,507

負債合計 46,760,749 52,981,363

純資産の部   

株主資本   

資本金 16,981,738 16,980,900

資本剰余金 16,961,738 16,960,900

利益剰余金 △10,598,278 △8,387,030

株主資本合計 23,345,198 25,554,771

新株予約権 277,889 148,396

少数株主持分 3,771,249 3,792,946

純資産合計 27,394,337 29,496,113

負債純資産合計 74,155,086 82,477,477
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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）

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) 

営業収益 9,797,906

営業原価 10,160,540

営業総利益 △362,634

販売費及び一般管理費 410,680

営業損失（△） △773,315

営業外収益  

受取利息 155

匿名組合投資利益 166,063

その他 15,284

営業外収益合計 181,503

営業外費用  

支払利息 263,199

匿名組合投資損失 665,677

その他 326,696

営業外費用合計 1,255,573

経常損失（△） △1,847,385

特別損失  

固定資産除却損 7,734

固定資産売却損 386

特別退職金 350,093

特別損失合計 358,214

税金等調整前四半期純損失（△） △2,205,599

法人税、住民税及び事業税 26,088

法人税等調整額 1,256

法人税等合計 27,345

少数株主損失（△） △21,697

四半期純損失（△） △2,211,247
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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）

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損失（△） △2,205,599

減価償却費 447,685

受取利息及び受取配当金 △155

匿名組合投資損益（△は益） 499,613

支払利息 263,199

固定資産除売却損益（△は益） 8,120

売上債権の増減額（△は増加） △12,592

たな卸資産の増減額（△は増加） 7,587,407

その他 752,251

小計 7,339,931

利息及び配当金の受取額 155

利息の支払額 △48,028

法人税等の支払額 △24,062

営業活動によるキャッシュ・フロー 7,267,995

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の払戻による収入 1,000,000

有形固定資産の取得による支出 △5,126

敷金及び保証金の差入による支出 △2,043

敷金及び保証金の回収による収入 93,527

預り敷金及び保証金の返還による支出 △108,409

預り敷金及び保証金の受入による収入 17,248

匿名組合出資金の払戻による収入 3,600

その他 △52,191

投資活動によるキャッシュ・フロー 946,603

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入金の返済による支出 △5,022,600

社債の償還による支出 △1,703,526

その他 △48,152

財務活動によるキャッシュ・フロー △6,774,278

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,440,320

現金及び現金同等物の期首残高 5,753,004

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,193,325
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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. 各事業の主な業務内容 

      (1) 不動産仲介関連事業・・・・・不動産仲介業務及びコンサルティング業務 

      (2) アセットマネジメント事業・・不動産ファンドの組成、管理事業及び自己資金（勘定）による不動産投

資・開発事業 

      (3) その他事業・・・・・・・・・物流不動産マーケットのレポーティング事業及び物流に関連する調査・

コンサルティング事業等  

  

   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所在する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） 

海外営業収益がないため該当事項はありません。   

 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〕

  
不動産仲介
関連事業 
（千円） 

アセットマネ
ジメント事業
（千円） 

その他事業
（千円） 

計（千円）
消去又は全社
（千円） 

連結
（千円） 

営業収益                                    

(1)外部顧客に対する営業収益  92,428  9,704,166  1,311  9,797,906  －  9,797,906

(2)セグメント間の内部営業収

益又は振替高 
 －  －  9,000  9,000  (9,000) － 

計  92,428  9,704,166  10,311  9,806,906  (9,000)  9,797,906

営業利益（△営業損失） 948 △493,733  △6,552  △499,337  (273,977)  △773,315

〔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
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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１四半期連結累計期間（平成20年３月21日～６月20日） 

  

科目 

前年同四半期
（平成21年３月期 
第１四半期） 

金額（千円）

Ⅰ 営業収益  3,867,942

Ⅱ 営業原価  2,605,734

営業総利益  1,262,207

Ⅲ 販売費及び一般管理費  474,369

営業利益  787,838

Ⅳ 営業外収益  10,799

Ⅴ 営業外費用  338,490

経常利益  460,147

税金等調整前四半期純利益  460,147

税金費用  368,322

四半期純利益  91,824
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前第１四半期連結累計期間（平成20年３月21日～６月20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21年３月期 
第１四半期） 

区分 金額（千円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシ
ュ・フロー      

税金等調整前第１四半期純
利益  460,147

減価償却費  446,912

賞与引当金の増減額  74,748

役員賞与引当金の増加額  26,410

受取利息及び受取配当金 △366

匿名組合出資持分損益  5,873

支払利息  273,592

融資手数料  31,075

持分法投資損益  13,103

その他損益  33,038

売上債権の増減額  87,266

たな卸資産の増減額  808,012

未払消費税等の増減額 △151,048

営業未払金の増減額 △315

未払金の増減額 △249,961

未払費用の増減額  357,381

預り金の増減額  486,338

その他の増減額 △326,717

小計  2,375,491

利息及び配当金の受取額  4,886

利息の支払額 △250,400

法人税等の支払額 △1,308,990

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー  820,988
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前年同四半期

（平成21年３月期 
第１四半期） 

区分 金額（千円）

Ⅱ 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 

△1,166

無形固定資産の取得による
支出 

△3,800

敷金保証金の差入による支
出 

△8,497

預り敷金保証金の預りによ
る収入  91,162

出資分配金・優先出資配当
金の収入  148,338

短期貸付金の純増減額  500,000

匿名組合出資の払戻による
収入  615,847

投資用不動産の取得による
支出 

△8,801,829

その他増減額  22,021

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△7,437,923

Ⅲ 財務活動によるキャッシ
ュ・フロー      

長期借入による収入  6,600,000

社債の発行による収入  3,300,000

短期借入金の純増減額 △8,300,000

配当金の支払による支出 △58,335

その他増減額 △30,741

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー  1,510,922

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加
額（又は減少額） 

△5,106,012

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首
残高  12,323,276

Ⅵ 現金及び現金同等物の四半
期末残高  7,217,263
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