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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 5,010 △0.5 1,746 2.0 1,496 △12.9 877 △11.8

21年3月期第1四半期 5,034 ― 1,712 ― 1,717 ― 995 ―

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 6.86 ―

21年3月期第1四半期 7.32 ―

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 138,585 63,721 45.6 494.50
21年3月期 135,134 62,973 46.2 488.52

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  63,219百万円 21年3月期  62,454百万円

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 ― 4.00 ― 4.00 8.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

4.00 ― 4.00 8.00

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

10,100 0.8 3,100 △4.8 2,600 △17.4 1,400 △45.0 10.36

通期 20,800 1.8 6,300 △4.8 5,000 △15.9 2,750 △12.8 20.35
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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） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

(将来に関する記述等についてのご注意) 
 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あたっての注意事項等について
は、3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。 

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 136,879,352株 21年3月期  136,879,352株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  9,034,878株 21年3月期  9,034,541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 127,844,646株 21年3月期第1四半期 135,985,558株
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当第１四半期における当社グループの主力事業であります不動産賃貸事業におきましては、景気の急速な悪

化も下げ止まり、緩やかに回復局面に向かいつつあるものの、オフィスビル市況では引続き需要の低迷が続

き、賃料相場も軟調に推移しております。一方、商業ビルにおきましては、一部、政府の個人消費における景

気対策効果があるものの、消費者マインドや雇用・所得環境の悪化を背景に厳しい事業環境が続いておりま

す。  

 このような状況下、第１四半期における連結ベースでの売上高は5,010百万円(前年同四半期比0.5%減)とな

り、営業利益は1,746百万円(前年同四半期比2.0%増)、経常利益は1,496百万円(前年同四半期比12.9%減)、四半

期純利益は877百万円(前年同四半期比11.8%減)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。  

 不動産事業におきましては、各ビルの特性、付加価値性を活かした営業活動を行い、賃料水準の維持、入居

率の改善を図ってまいりました。また、前期に取得した「TOCレナウンビル」も収益に寄与し、売上高は3,900

百万円(前年同四半期比3.4%増)となり、営業利益は1,851百万円(前年同四半期比5.2%増)となりました。  

 リネンサプライ及びランドリー事業では、大口顧客先の受注減等により売上高は369百万円(前年同四半期比

20.0%減)となりましたが、営業利益ではコストの見直し等により5百万円(前年同四半期比134.2%増)となりまし

た。  

 その他の事業では、温浴施設事業、商品販売事業等は市場環境が厳しく消費者マインドの低下等により減収

となり、また、前期に事業を開始した電子商取引事業では新規営業活動によるコストが先行し、当事業での売

上高は739百万円(前年同四半期比7.4%減)、利益面では営業損失112百万円(前年同四半期は51百万円の営業損

失)となりました。  
  

当第１四半期末における総資産は、前連結会計年度末より3,451百万円増加し138,585百万円となりました。 

 資産の部の増加は、主に「TOCみなとみらい」の建設による建設仮勘定の増加3,467百万円であります。  

 負債の部の主な増減は、１年内返済予定の長期借入金を含めた長期借入金が3,804百万円増加し、短期借入金

が780百万円減少しております。  

 純資産の部につきましては、第１四半期純利益877百万円を計上したことにより、剰余金の配当511百万円等

を差し引いても、前連結会計年度末より748百万円増加し63,721百万円となりました。自己資本比率は前連結会

計年度末の46.2%から45.6%となりました。  

 

(キャッシュ・フローの状況) 

 当第１四半期末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）の残高は、前連結会計年度末に比べ248

百万円増加し5,300百万円となりました。  

 当第１四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因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）  

 営業活動により得られた資金は1,925百万円（前年同四半期比45.2%減）となりました。 

 主な内訳は、増加要因として税金等調整前四半期純利益1,495百万円及び減価償却費537百万円の計上であ

り、減少要因は預り保証金の減少201百万円であります。  

（投資活動によるキャッシュ・フロー）  

 投資活動により支出した資金は4,071百万円（前年同四半期比34.5%増）となりました。  

 主な要因は、有形固定資産の取得による支出3,576百万円及び投資有価証券の取得による支出495百万円であ

ります。  

（財務活動によるキャッシュ・フロー）  

 財務活動により得られた資金は2,394百万円（前年同四半期比658.8%増）となりました。  

 主な増加要因は、長期借入れによる収入4,000百万円であり、減少要因は、短期借入金の減少(純額)780百万

円及び配当金の支払額479百万円であります。  
  

当社グループにおける業績予想につきましては、主力事業である不動産事業は、大きな変動はなく予定通り

推移するものと予想しております。現時点におきましては、平成21年５月12日発表の予想数値の変更はありま

せん。 
  
  

該当事項はありません。 
  

該当事項はありません。 
  

該当事項はありません。 

【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

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：百万円)

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 5,657 5,408

受取手形及び営業未収入金 677 728

商品及び製品 90 90

仕掛品 27 29

原材料及び貯蔵品 208 199

繰延税金資産 416 1,047

未収還付法人税等 961 954

その他 277 276

貸倒引当金 △19 △21

流動資産合計 8,297 8,712

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 37,267 37,757

土地 44,344 44,344

建設仮勘定 23,120 19,652

その他（純額） 363 379

有形固定資産合計 105,095 102,133

無形固定資産   

借地権 6,966 6,966

その他 363 372

無形固定資産合計 7,330 7,338

投資その他の資産   

投資有価証券 15,446 14,271

繰延税金資産 559 822

その他 1,855 1,855

投資その他の資産合計 17,862 16,948

固定資産合計 130,288 126,421

資産合計 138,585 135,134
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(単位：百万円)

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 113 119

短期借入金 24,213 24,993

1年内償還予定の社債 300 300

1年内返済予定の長期借入金 11,107 10,699

未払金 537 698

未払法人税等 34 21

賞与引当金 52 91

その他 2,130 2,095

流動負債合計 38,490 39,019

固定負債   

社債 2,550 2,700

長期借入金 22,486 19,090

長期預り保証金 10,570 10,647

退職給付引当金 194 167

役員退職慰労引当金 219 214

繰延税金負債 164 164

その他 188 157

固定負債合計 36,373 33,141

負債合計 74,863 72,160

純資産の部   

株主資本   

資本金 11,768 11,768

資本剰余金 10,083 10,083

利益剰余金 45,587 45,221

自己株式 △3,623 △3,623

株主資本合計 63,815 63,449

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △548 △959

繰延ヘッジ損益 △48 △35

評価・換算差額等合計 △596 △995

少数株主持分 502 518

純資産合計 63,721 62,973

負債純資産合計 138,585 135,134
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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：百万円)

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 5,034 5,010

売上原価 2,733 2,636

売上総利益 2,301 2,373

販売費及び一般管理費 588 627

営業利益 1,712 1,746

営業外収益   

受取利息 1 1

受取配当金 102 30

金利スワップ評価益 30 －

持分法による投資利益 13 14

その他 19 6

営業外収益合計 167 52

営業外費用   

支払利息 159 255

その他 3 47

営業外費用合計 162 303

経常利益 1,717 1,496

特別損失   

たな卸資産除却損 5 －

固定資産除却損 0 0

特別損失合計 5 0

税金等調整前四半期純利益 1,711 1,495

法人税、住民税及び事業税 718 14

法人税等調整額 6 619

法人税等合計 724 634

少数株主損失（△） △7 △16

四半期純利益 995 877
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：百万円)

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 1,711 1,495

減価償却費 512 537

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1 △1

賞与引当金の増減額（△は減少） △34 △38

退職給付引当金の増減額（△は減少） 15 27

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △19 4

受取利息及び受取配当金 △103 △31

支払利息 159 255

持分法による投資損益（△は益） △13 △14

固定資産除売却損益（△は益） 0 0

売上債権の増減額（△は増加） 299 50

たな卸資産の増減額（△は増加） 8 △7

営業貸付金の増減額（△は増加） 2,750 －

仕入債務の増減額（△は減少） △89 △5

預り保証金の増減額（△は減少） △29 △201

未払消費税等の増減額（△は減少） △333 143

その他 △254 △101

小計 4,578 2,113

利息及び配当金の受取額 110 38

利息の支払額 △68 △205

法人税等の支払額 △1,103 △19

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,516 1,925

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 － △300

定期預金の払戻による収入 － 300

有形固定資産の取得による支出 △2,672 △3,576

無形固定資産の取得による支出 △64 △10

投資有価証券の取得による支出 △282 △495

保険積立金の積立による支出 △11 △11

その他 3 22

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,026 △4,071

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） △1,180 △780

長期借入れによる収入 2,000 4,000

長期借入金の返済による支出 △30 △196

社債の償還による支出 － △150

自己株式の取得による支出 △1 △0

配当金の支払額 △472 △479

財務活動によるキャッシュ・フロー 315 2,394

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 805 248

現金及び現金同等物の期首残高 6,320 5,051

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,125 5,300
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該当事項事項はありません。 

  

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 各事業区分は事業の性質及び売上集計区分によっております。  

２ 各事業区分に属する主要な事業内容 

 
  

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 各事業区分は事業の性質及び売上集計区分によっております。  

２ 各事業区分に属する主要な事業内容 

 
  

(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 
(百万円)

リネンサプラ
イ及びランド
リー事業 
(百万円)

その他の事業
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社 
(百万円)

連結
(百万円)

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

3,773 462 799 5,034 ― 5,034

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

182 11 37 232 (232) ―

計 3,956 473 836 5,266 (232) 5,034

営業利益又は営業損失(△) 1,759 2 △51 1,709 2 1,712

セグメント名 主要事業

不動産事業 貸室・展示場・駐車場等の賃貸

リネンサプライ及び 
ランドリー事業

リネンサプライ、ランドリー

その他の事業
衣料・雑貨等商品販売、飲食業、医薬品等製造販売、ビル管理関連サービ
ス、内装請負工事、環境保全及び省エネルギー事業、スポーツクラブ経
営、温浴施設経営、情報処理関連事業、電子商取引事業

不動産事業 
(百万円)

リネンサプラ
イ及びランド
リー事業 
(百万円)

その他の事業
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社 
(百万円)

連結
(百万円)

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

3,900 369 739 5,010 ― 5,010

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

177 12 39 229 (229) ―

計 4,078 382 779 5,239 (229) 5,010

営業利益又は営業損失(△) 1,851 5 △112 1,744 1 1,746

セグメント名 主要事業

不動産事業 貸室・展示場・駐車場等の賃貸

リネンサプライ及び 
ランドリー事業

リネンサプライ、ランドリー

その他の事業
衣料・雑貨等商品販売、飲食業、医薬品等製造販売、ビル管理関連サービ
ス、内装請負工事、環境保全及び省エネルギー事業、スポーツクラブ経
営、温浴施設経営、情報処理関連事業、電子商取引事業
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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)及び当第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)については、在外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。 

  

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)及び当第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)については、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。 

【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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