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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） 

（注）平成21年３月期第３四半期より金融商品取引法に基づく四半期連結財務諸表を作成しておりますので、平成21年３月期第１四半期につきましては記
載しておりません。 

(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 3,098 ― 1,123 ― 616 ― 317 ―
21年3月期第1四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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 36.52 ―
21年3月期第1四半期 ― ―

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 137,877 13,708 9.9 1,307.41
21年3月期 128,293 10,004 7.8 1,179.14

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  13,708百万円 21年3月期  10,004百万円

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 ― 40.00 40.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
30.00 ― 20.00 50.00

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

6,549 8.9 2,464 21.8 1,573 4.5 933 6.8 96.45

通期 13,201 6.2 5,097 11.1 3,297 3.9 1,955 5.5 191.87
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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） 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

（注）平成21年３月期第３四半期より金融商品取引法に基づく四半期連結財務諸表を作成しておりますので、平成21年３月期第１四半期につきまして
は記載しておりません。 

※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予想等の将来に関する記述は、発表日現在において入手可能な情報に基づいた分析・判断によるものであり、実際の業
績につきましては、経営環境の変化等により大きく異なる結果となる可能性があります。業績予想に関する事項は、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．平成22年３月期の連結業績予想の１株当たり当期純利益は、公募2,000,000株及び第三者割当増資222,000株を含めた第２四半期末及び期末の発行
済株式数を用いた期中平均株式数により算出しております。 

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 10,485,000株 21年3月期  8,485,000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  8,682,802株 21年3月期第1四半期  ―株
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当第１四半期累計期間(平成21年４月１日～平成21年６月30日、以下「当第１四半期」という。)の我が
国経済は、世界的な金融危機に端を発した景気低迷が継続しており、在庫調整の進展や鉱工業生産の底打
ち感等がみられるものの、設備投資の縮小や雇用情勢の悪化等、依然厳しい状況にあります。また、新型
インフルエンザ問題も顕現化し、経済への影響も出ております。 
オフィスビルマーケットにおきましては、空室率の上昇及び賃料水準の低下が継続しております。これ

は、新築大型ビル等の近年の行き過ぎた賃料上昇の調整が引き続き進んでいるものと考えられ、マーケッ
トは正常化の過程にあるものと認識しております。 
不動産価格につきましては、近年のミニバブル的な価格が調整され、正常な賃料水準に基づく収益価格

へ回帰しているものと考えております。丸の内での大型物件の売買成約や中小型物件の動きもみられ始め
ております。 
ホテルにつきましては、景気低迷により国内出張需要が減少していることに加え、新型インフルエンザ

感染拡大による出張自粛や修学旅行の中止等の影響もあり、客室稼働率及び単価が大幅に下落しておりま
す。 
以上のような事業環境の中、オフィスビル事業、ホテル事業を中核とする当社グループは、持株会社を

中心とした透明性が高く、効率的経営が可能な事業体制の下、お客様をはじめ各ステークホルダーの視点
に立ち事業を推進し、収益力の強化、安定した経営基盤の構築に注力してまいりました。 
当社グループは、不動産価格の正常化を優良収益物件への投資チャンスと捉え、平成21年４月にホテル

ユニゾ大阪淀屋橋(不動産信託受益権)を取得いたしました。なお、同ホテルは、常和ホテルマネジメント
㈱が運営するホテルユニゾチェーン６番目のホテルとして、同年４月24日に開業いたしました。 
当第１四半期の連結業績につきましては、売上高3,098百万円となり、営業利益は1,123百万円、経常利

益は616百万円を計上し、四半期純利益は317百万円となりました。 
なお、平成21年３月期第３四半期連結累計(会計)期間より金融商品取引法に基づく四半期連結財務諸表

を作成しているため、前年同四半期業績及び比較増減につきましては、記載しておりません。 
  

 
  

事業の種類別セグメントごとの業績は、次のとおりです。 
  

 
  

当第１四半期は、前連結会計年度に実施した優良収益物件への投資が寄与し、売上高2,231百万円、
営業利益1,264百万円となり、順調に推移いたしました。 

  

当第１四半期は、景気低迷による国内出張需要の減少に加え、新型インフルエンザの影響により、売
上高は611百万円となり、平成21年４月に開業したホテルユニゾ大阪淀屋橋の開業費用の計上や同ホテ
ル(不動産信託受益権)を取得したことによる減価償却費の増加により、営業損失14百万円となりまし
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

［当第１四半期の連結業績］                   （単位：百万円）

区分 平成22年３月期
第１四半期

(参考)前連結会計年度    
平成21年３月期

 売  上  高 3,098 12,424

 営 業 利 益 1,123 4,586

 経 常 利 益 616 3,173

 四半期(当期)純利益 317 1,852

［当第１四半期の連結セグメント業績］ （単位：百万円）

事業の種類別   
   セグメントの名称

平成22年３月期第１四半期 (参考)前連結会計年度     
平成21年３月期

売上高 営業損益 売上高 営業利益

オフィスビル事業 2,231 1,264 8,982 4,438

ホテル事業 611 △14 2,491 582

ゴルフ事業 219 50 793 98

住宅事業 35 12 166 10

その他事業 83 12 278 6

消去又は全社 △83 △201 △287 △549

合計 3,098 1,123 12,424 4,586

①オフィスビル事業

②ホテル事業 
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当第１四半期は、景気低迷に加え、雨天による影響があったものの、売上高219百万円、営業利益50
百万円となり、順調に推移いたしました。 

  

当第１四半期は、社宅等の賃料収入及び管理受託収入により、売上高35百万円、営業利益12百万円と
なり、順調に推移いたしました。 
  

当第１四半期は、常和ファクター㈱の貸付金利息収入等により、売上高83百万円、営業利益12百万円
となり、順調に推移いたしました。 

  

当第１四半期末の資産合計は、137,877百万円となり、前期末比9,584百万円の増加となりました。これ
は、ホテルユニゾ大阪淀屋橋取得等により有形固定資産が前期末比4,987百万円増加、当社株式上場時の
公募増資により現金及び預金が前期末比3,639百万円増加、投資有価証券の期末時価補正等により投資そ
の他の資産が前期末比1,063百万円増加したこと等によるものです。 
当第１四半期末の負債合計は、124,169百万円となり、前期末比5,880百万円の増加となりました。これ

は、当第１四半期末の借入金残高がホテルユニゾ大阪淀屋橋取得資金の借入れ等により、前期末比5,602
百万円増加したこと等によるものです。 
当第１四半期末の純資産合計は、13,708百万円となり、前期末比3,703百万円の増加となりました。こ

れは、当社株式上場時の公募増資により資本金及び資本剰余金が合計3,209百万円増加、その他有価証券
評価差額金が増加したこと等によるものです。 

  

当第１四半期の業績は概ね計画どおり進捗しており、通期の連結業績見通しは、平成21年６月23日に公
表しました連結業績予想に変更はなく、売上高13,201百万円(前期12,424百万円、前期比6.2％増)、営業
利益5,097百万円(前期4,586百万円、前期比11.1％増)、経常利益3,297百万円(前期3,173百万円、前期比
3.9％増)、当期純利益1,955百万円(前期1,852百万円、前期比5.5％増)を計画しております。 

  
  

該当事項はありません。 
  

①簡便な会計処理 
一般債権の貸倒見積高の算定方法について、当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結

会計年度末に算定したものと著しい変化が無いと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等
を使用して貸倒見積高を算定しております。 

  

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。 

  

該当事項はありません。 
  

  

③ゴルフ事業

④住宅事業 

⑤その他事業

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

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 6,251,517 2,611,907

受取手形及び売掛金 2,785,763 2,702,667

商品及び製品 2,342 2,302

販売用不動産 2,419,197 2,416,361

原材料及び貯蔵品 8,294 5,528

繰延税金資産 225,132 282,631

その他 474,431 613,008

貸倒引当金 △39 △3,345

流動資産合計 12,166,640 8,631,060

固定資産   

有形固定資産   

信託建物及び信託構築物（純額） 30,388,239 27,635,451

土地 5,118,265 5,118,265

コース勘定 1,489,299 1,489,299

信託土地 70,314,313 68,542,175

その他（純額） 1,390,499 928,091

有形固定資産合計 108,700,616 103,713,282

無形固定資産 4,086,080 4,088,280

投資その他の資産   

投資有価証券 11,636,894 10,894,567

繰延税金資産 155,270 82,597

その他 1,163,819 915,507

貸倒引当金 △31,600 △31,600

投資その他の資産合計 12,924,384 11,861,073

固定資産合計 125,711,081 119,662,636

資産合計 137,877,721 128,293,697

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,335 1,659

短期借入金 24,000,000 17,900,000

1年内返済予定の長期借入金 19,394,100 24,721,100

未払法人税等 123,383 799,856

賞与引当金 25,998 53,588

その他 2,968,687 2,430,551

流動負債合計 46,514,505 45,906,756

固定負債   

長期借入金 67,477,125 62,647,400

受入敷金保証金 8,649,884 8,648,185

繰延税金負債 340,510 －

退職給付引当金 701,155 695,757

役員退職慰労引当金 173,262 173,481

その他 313,071 217,124

固定負債合計 77,655,009 72,381,948

負債合計 124,169,514 118,288,704
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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 3,172,700 1,567,940

資本剰余金 3,088,106 1,483,346

利益剰余金 7,093,583 7,115,924

株主資本合計 13,354,389 10,167,210

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 464,247 △21,444

繰延ヘッジ損益 △110,430 △140,774

評価・換算差額等合計 353,817 △162,218

純資産合計 13,708,206 10,004,992

負債純資産合計 137,877,721 128,293,697
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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) 

売上高 3,098,841

売上原価 1,505,607

売上総利益 1,593,234

販売費及び一般管理費  

販売手数料 2,392

広告宣伝費 21,110

役員報酬 114,631

給料及び手当 119,786

賞与引当金繰入額 10,321

退職給付費用 10,083

役員退職慰労引当金繰入額 14,034

その他 177,104

販売費及び一般管理費合計 469,464

営業利益 1,123,769

営業外収益  

受取利息 256

受取配当金 82,125

その他 10,551

営業外収益合計 92,933

営業外費用  

支払利息 541,320

その他 59,318

営業外費用合計 600,639

経常利益 616,064

特別利益  

貸倒引当金戻入額 3,306

特別利益合計 3,306

特別損失  

固定資産除却損 36

特別損失合計 36

税金等調整前四半期純利益 619,334

法人税、住民税及び事業税 245,311

法人税等調整額 56,964

法人税等合計 302,276

四半期純利益 317,058
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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利益 619,334

減価償却費 426,325

賞与引当金の増減額（△は減少） △27,590

退職給付引当金の増減額（△は減少） 5,398

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △218

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,306

受取利息及び受取配当金 △82,381

支払利息 541,320

有形固定資産除却損 36

株式交付費 12,293

売上債権の増減額（△は増加） △101,055

たな卸資産の増減額（△は増加） △5,642

匿名組合出資金の増減額（△は増加） 58,245

仕入債務の増減額（△は減少） 676

未払費用の増減額（△は減少） △11,096

その他 282,109

小計 1,714,447

利息及び配当金の受取額 82,378

利息の支払額 △478,122

法人税等の支払額 △897,495

営業活動によるキャッシュ・フロー 421,208

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 △5,236,468

貸付金の回収による収入 965

貸付けによる支出 △1,025

その他 1,314

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,235,214

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） 6,100,000

長期借入れによる収入 18,750,000

長期借入金の返済による支出 △19,247,275

配当金の支払額 △339,400

株式の発行による収入 3,198,286

リース債務の返済による支出 △7,995

財務活動によるキャッシュ・フロー 8,453,616

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,639,610

現金及び現金同等物の期首残高 2,611,907

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,251,517
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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。 

  

【事業の種類別セグメント情報】 

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) オフィスビル事業・・・・・・・・・・オフィスビル等の賃貸・運営 

 (2) ホテル事業・・・・・・・・・・・・・ビジネスホテルの運営・管理 

 (3) ゴルフ事業・・・・・・・・・・・・・ゴルフコースの運営・管理 

 (4) 住宅事業・・・・・・・・・・・・・・住宅の賃貸、管理、仲介及び宅地分譲等 

 (5) その他事業・・・・・・・・・・・・・貸金業等 

  

当社は、東京証券取引所市場第二部上場にあたり、平成21年６月22日に新株発行による公募増資の払
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1,604百万円、資本準備
金が1,604百万円増加し、当第１四半期連結累計期間末における資本金が3,172百万円、資本剰余金が
3,088百万円となっております。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

オフィス 
ビル事業 
(千円)

ホテル
事業 
(千円)

ゴルフ
事業 
(千円)

住宅事業
(千円)

その他
事業 
(千円)

計
(千円)

消去又は 
全社 
(千円)

連結
(千円)

売上高

(1) 外部顧客に 
  対する売上高

2,231,993 611,629 219,840 35,087 291 3,098,841 ― 3,098,841

(2) セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

― ― ― ― 83,072 83,072 (83,072) ―

計 2,231,993 611,629 219,840 35,087 83,364 3,181,914 (83,072) 3,098,841

営業利益又は 
営業損失(△)

1,264,941 △14,885 50,177 12,668 12,525 1,325,427 (201,658) 1,123,769

(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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