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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 1,939 80.6 △404 ― △479 ― △326 ―

21年3月期第1四半期 1,074 ― △257 ― △171 ― △241 ―

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 △5.49 ―

21年3月期第1四半期 △4.05 ―

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 20,326 4,011 19.6 67.06
21年3月期 18,256 4,332 23.6 72.51

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  3,989百万円 21年3月期  4,313百万円

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  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

5,280 175.4 250 ― 100 ― 50 ― 0.84

通期 8,450 △30.1 455 ― 350 ― 200 ― 3.36



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）詳細につきましては、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）詳細につきましては、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 

 本資料に掲載されている業績予想は、発表日現在において入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実
際の業績等は、業況の変化等により、上記予想と異なる場合があります。業績予想の前提となる仮定等については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。 

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 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 59,496,186株 21年3月期  59,496,186株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  12,551株 21年3月期  12,353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 59,483,822株 21年3月期第1四半期 59,486,451株



（当四半期連結会計期間の経営成績） 

 当社グループは、資産保有型で不動産販売の依存度が高い現行のビジネスモデルから、ホテルマネジメントを柱と

するフィービジネスへの転換を目指しております。 

当第１四半期連結会計期間の売上高は1,939百万円（前年同四半期比80.6％増）となりました。主な要因は、不動

産販売売上1,586百万円、ホテル事業売上228百万円などです。なお、５月に子会社化いたしました、㈱カンデオ・ホ

スピタリティ・マネジメントならびに㈱溜池管財の損益の連結は、第２四半期連結会計期間以降とするため、売上に

は含まれておりません。 

営業損失は404百万円となりました。主な要因は、賃料収入を配当原資とするSPCが対象物件の評価損を計上した

ことにより、損失配当の200百万円を計上したことと、第２四半期連結会計期間に売却が決定した２物件の評価損に

相当する151百万円を原価に計上したことです。 

経常損失は479百万円となりました。営業外収益は、連結子会社である㈱フィーノホテルズの負ののれんの償却な

ど6百万円となりました。営業外費用は支払利息などの81百万円となりました。 

当第１四半期純損失は326百万円となりました。特別利益は、連結子会社である㈱カンデオ・ホスピタリティ・マ

ネジメントの取得に伴う負ののれんの一括償却を142百万円計上いたしました。また、前期損益修正益33百万円を計

上いたしました。特別損失は生活関連事業等の部門閉鎖に伴う減損損失など20百万円計上いたしました。 

（セグメント別成績） 

（１）不動産事業 

 不動産事業につきましては、長引く不況や金融機関等の新規不動産融資に対する慎重姿勢の影響などにより、売買

件数及び市場価格は依然として低調であり、結果として、評価損を計上することとなりました。その結果売上高は

1,701百万円、営業損失は203百万円となりました。 

（２）ホテル事業 

ホテル事業につきましては、ビジネス需要の減少、新型インフルエンザや消費マインドの冷え込みによる観光需

要の減少など、業界全体が厳しい状況にある中で、当社グループのホテルは目標とする稼働率の確保に成功いたしま

した。ただ、激化する価格競争の影響は避けられず、売上は目標を下回りました。売上高は228百万円、営業損失は

74百万円となりました。なお、当第１四半期連結会計期間から事業の種類別セグメントを変更しております。 

（１）資産、負債及び純資産等の状況 

 当第１四半期連結会計期末の当社グループの総資産は20,326百万円となりました。これは、前連結会計年度末より

2,070百万円の増加です。主な要因は、販売用不動産の売却等による商品1,566百万円の減少と子会社取得による有形

固定資産3,560百万円の増加によるものです。 

負債合計は16,315百万円となりました。これは、前連結会計年度末より2,391百万円の増加です。主な要因は、短期

借入金3,499百万円の増加と長期借入金の1,403百万円の減少による差額です。 

 純資産合計は4,011百万円となりました。これは、前連結会計年度末より321百万円の減少です。主な要因は、繰越

利益剰余金の減少によるものです。 

（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当社グループの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、307百万円

増加し、490百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第１四半期連結会計期間における営業活動による資金は、1,487百万円（前年同四半期は2,122百万円のマイナ

ス）のプラスとなりました。その主な要因は、販売用不動産の売却によるたな卸資産の減少による2,180百万円の増

加、販売用不動産評価益532百万円の減少などによるものです。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第１四半期連結会計期間における投資活動による資金は、228百万円（前年同四半期は315百万円のマイナス）の

プラスとなりました。その主な要因は、連結範囲の変更に伴う子会社取得による240百万円の増加などによるもので

す。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第１四半期連結会計期間における財務活動による資金は、1,403百万円（前年同四半期は11百万円のマイナス）

のマイナスとなりました。その主な要因は、長期借入金による支出1,403百万円によるものです。 

  

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



  

平成21年５月15日に公表致しました業績予想に変更はありません。 

  

  

  該当事項はありません。 

  

 ①簡便な会計処理 

   固定資産の減価償却費の算定方法 

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方

法によっております。 

 ②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

   該当事項はありません。 

  

 ①企業結合に関する会計基準の適用  

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成20年12月26日）、「連結財務諸表に関する

会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）、「『研究開発費等に係る会計基準』の一部改

正」（企業会計基準第23号 平成20年12月26日）、「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７

号 平成20年12月26日）、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年12月26日公表

分）及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号

平成20年12月26日）が平成21年４月１日以後開始する連結会計年度において最初に実施される企業結合及

び事業分離等から適用することが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られ

の会計基準等を適用しております。 

 ②表示方法の変更 

  （四半期連結貸借対照表関係） 

前第１四半期連結会計期間において、有形固定資産に含めて表示しておりました「建物及び構築物」

は、資産総額の100分の10を超えたため、当第１四半期連結会計期間より区分掲記することとしました。な

お、前第１四半期連結会計期間の有形固定資産に含まれる「建物及び構築物」は389,807千円であります。

  （四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前第１四半期連結会計期間において、営業活動によるキャッシュ・フローの「未払金の増減額」として

区分掲記しておりましたが、重要性が減少したため、当第１四半期連結会計期間より「その他」に含めて

おります。なお、当第１四半期連結会計期間の「未払金の増減額」は15,461千円の増加であります。 

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



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 593,859 270,352

受取手形及び売掛金 114,184 88,666

有価証券 278 278

商品 10,030,207 11,596,033

仕掛品 3,008,169 3,092,839

原材料及び貯蔵品 13,644 78

その他 2,133,485 2,294,584

貸倒引当金 △793,450 △789,153

流動資産合計 15,100,376 16,553,677

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 3,217,489 366,853

その他 1,309,802 600,837

有形固定資産合計 4,527,290 967,690

無形固定資産   

のれん 281,346 313,903

その他 24,437 25,698

無形固定資産合計 305,783 339,600

投資その他の資産   

投資有価証券 46,202 47,263

その他 360,609 361,618

貸倒引当金 △13,803 △13,864

投資その他の資産合計 393,007 395,017

固定資産合計 5,226,081 1,702,308

資産合計 20,326,457 18,255,985

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 130,187 67,737

短期借入金 3,999,000 500,000

1年内返済予定の長期借入金 3,774,801 4,523,245

引当金 20,119 13,035

その他 1,284,969 1,132,770

流動負債合計 9,209,075 6,236,787

固定負債   

長期借入金 6,160,789 6,815,400

引当金 97,678 104,040

その他 847,568 767,545

固定負債合計 7,106,036 7,686,985

負債合計 16,315,111 13,923,772



（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 5,487,759 5,487,759

資本剰余金 3,829,147 3,829,147

利益剰余金 △5,422,018 △5,098,265

自己株式 △2,877 △2,870

株主資本合計 3,892,011 4,215,772

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 13 －

土地再評価差額金 97,125 97,125

評価・換算差額等合計 97,138 97,125

新株予約権 4,930 4,930

少数株主持分 17,268 14,387

純資産合計 4,011,346 4,332,213

負債純資産合計 20,326,457 18,255,985



（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 1,073,604 1,938,674

売上原価 731,068 1,864,624

売上総利益 342,536 74,050

販売費及び一般管理費   

給料 106,919 69,040

のれん償却額 36,785 28,461

貸倒引当金繰入額 － 4,289

役員賞与引当金繰入額 6,000 －

賞与引当金繰入額 12,877 －

退職給付引当金繰入額 － 263

役員退職慰労引当金繰入額 11,156 615

その他 425,877 375,141

販売費及び一般管理費合計 599,614 477,809

営業損失（△） △257,077 △403,759

営業外収益   

受取利息 2,608 505

受取配当金 1,223 2

負ののれん償却額 282 3,171

違約金収入 400,000 －

その他 11,373 2,399

営業外収益合計 415,485 6,077

営業外費用   

支払利息 93,880 80,035

違約金損失 189,690 －

その他 45,372 1,188

営業外費用合計 328,941 81,223

経常損失（△） △170,533 △478,904

特別利益   

前期損益修正益 － 33,000

固定資産売却益 474 －

投資有価証券売却益 － 122

負ののれん発生益 － 142,049

その他 226 －

特別利益合計 700 175,171

特別損失   

固定資産除却損 － 4,299

販売用不動産評価損 95,606 －

減損損失 － 15,462

その他 13,097 －

特別損失合計 108,703 19,762

税金等調整前四半期純損失（△） △278,536 △323,495

法人税、住民税及び事業税 35,471 924

法人税等調整額 △76,609 △898

法人税等合計 △41,138 26

少数株主利益 3,390 2,881

四半期純損失（△） △240,789 △326,401



（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損失（△） △278,536 △323,495

減価償却費 9,540 21,387

違約金損失 189,690 －

減損損失 － 15,462

のれん償却額 36,785 29,011

負ののれん償却額 △282 △3,171

負ののれん発生益 － △142,049

違約金収入 △400,000 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） － 4,237

賞与引当金の増減額（△は減少） 10,257 △416

退職給付引当金の増減額（△は減少） － △6,977

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 6,000 615

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 11,156 －

受取利息及び受取配当金 △3,830 △505

支払利息 93,880 80,035

投資有価証券売却損益（△は益） － △122

販売用不動産評価損益（△は益） 95,606 △532,367

有形固定資産売却損益（△は益） △474 －

売上債権の増減額（△は増加） 14,363 12,589

たな卸資産の増減額（△は増加） △218,480 2,179,525

販売用不動産信託受益権の増減額（△は増加） △63,595 －

営業投資有価証券の増減額（△は増加） △21,149 180,703

営業貸付金の増減額（△は増加） △600,000 △2,000

仕入債務の増減額（△は減少） △661,342 11,847

未払金の増減額（△は減少） △121,716 －

その他 308,634 52,765

小計 △1,593,494 1,577,074

利息及び配当金の受取額 3,830 505

利息の支払額 △122,601 △93,322

法人税等の支払額 △409,645 2,622

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,121,911 1,486,878

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 － △43,116

定期預金の払戻による収入 － 27,008

有形固定資産の取得による支出 △305,877 －

有形固定資産の売却による収入 3,000 －

無形固定資産の取得による支出 △7,158 －

投資有価証券の売却による収入 － 804

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
収入

－ 240,299

差入保証金の差入による支出 △4,721 △2,629

その他 91 5,135

投資活動によるキャッシュ・フロー △314,664 227,501



（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   

短期借入れによる収入 630,000 －

短期借入金の返済による支出 △4,181,900 －

長期借入れによる収入 3,778,400 －

長期借入金の返済による支出 △127,693 △1,403,054

配当金の支払額 △109,477 －

その他 △152 △278

財務活動によるキャッシュ・フロー △10,821 △1,403,332

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,447,396 311,047

現金及び現金同等物の期首残高 4,012,587 182,344

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

3,003 △3,648

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,568,194 489,743



 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） 

不動産関連事業の売上高及び営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益の金額の合計額に

占める割合がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

 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） 

 従来、事業の種類別セグメント情報は、不動産事業の売上高及び営業利益の金額が全セグメントの売上高の合

計及び営業利益の金額の合計額に占める割合がいずれも90％超であるため記載を省略しておりましたが、当第１

四半期連結累計期間より、当社グループにホテル事業の売上高が全セグメントの売上高の合計の10％以上になっ

たことに伴い、事業の種類別セグメントを不動産事業、ホテル事業、その他の事業に区分して開示しておりま

す。 

  

 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所在する連結子会社及び重要な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所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、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） 

  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。 

  

   

 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 
事業 

（千円） 

ホテル
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 
1,701,256 227,617 9,802 1,938,674 － 1,938,674 

(2）

 

セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

6,478 49,641 － 56,119 (56,119) － 

  計 1,707,734 277,258 9,802 1,994,793 (56,119) 1,938,674 

 

営業利益又は

営業損失

（△） 

△202,571 △73,941 628 △275,884 (127,875) △403,759 

〔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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