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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 1,974 △39.4 263 ― 227 ― 246 ―
21年3月期第1四半期 3,260 143.0 △3,635 ― △3,774 ― △2,591 ―

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 1.10 ―
21年3月期第1四半期 △26.23 ―

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 9,532 3,372 32.4 13.71
21年3月期 9,020 2,369 23.7 9.50

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  3,084百万円 21年3月期  2,137百万円

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

2,500 △42.9 300 ― 250 ― 250 ― 1.11

通期 5,000 △35.7 600 ― 500 ― 500 ― 2.22



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 
上記の予想は本資料の発表日現在において、入手可能な情報及び将来の業績に与える不確実な要因に係る本資料発表日現在における仮定を前提とし
ております。実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる結果と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 225,150,567株 21年3月期  225,150,567株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  153,011株 21年3月期  152,345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 224,998,196株 21年3月期第1四半期  82,150,431株



 文中の将来に関する事項は、本第１四半期決算短信発表日現在において当社が判断したものであります。  
 当第１四半期連結会計期間（以下、当第１四半期）におけるわが国経済は、米国のサブプライムローン問題に端を
発した世界的不況の影響から、雇用情勢、企業業績及び設備投資の低迷などにより、依然として厳しい状況で推移い
たしました。先行きにつきましても、個人消費の持ち直しが見られるなど明るい兆しがあるものの、雇用情勢の一層
の悪化が懸念されることなどから、なお予断を許さない状況であります。 
 当社グループの主要な事業領域である国際金融・資本市場、国内不動産市場をみると、株式市場がゆるやかに回復
している一方で、不動産取引の低迷、国内外の金融機関の業績低迷、並びにこれらに伴う信用収縮の影響等により、
依然として厳しい市場環境が続いております。 
 このような経済状況のもとで、当第１四半期の当社グループの売上高は、マーチャント・バンキング事業において
投資回収がほぼ計画通り進捗し、 百万円（前年同期比 ％減）となりました。 
 また、投資回収による収益に加えて、徹底したコスト削減努力により一般管理費及び販管費が 百万円（前年同
期比 ％減）と大幅に減少したことから、営業利益 百万円（前年同期は営業損失 百万円）、経常利益
百万円（前年同期は経常損失 百万円）、四半期純利益 百万円（前年同期は四半期純損失 百万円）とな
り、黒字回復いたしました。 
 なお、当社グループには、前連結会計年度末において、継続的な営業損失が発生していたことから、当社が将来に
わたって事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような事象または状況（以下「重要事象等」）が存
在しておりましたが、当第１四半期において前述の通り営業利益を確保し、かつ今後とも黒字基調が継続する一定の
見通しが立ったことから、当第１四半期末時点において当社グループにかかる重要事象等は存在しておりません。 
 事業の種類別セグメントの概況・業績は以下の通りであります。   
（マーチャント・バンキング事業） 
 当社グループは、当事業部門におきまして、国内外の企業及び不動産向けの投資関連事業を営んでおります。 
 当第１四半期においては、海外企業投資における 百万円の投資回収益などがあった結果、売上高 百万円
（前年同期比 ％減）、営業利益 百万円（前年同期は営業損失 百万円）となりました。  
（ホスピタリティ＆ウェルネス事業） 
 当社グループは、当事業部門におきまして、ホテルの宿泊施設及びボウリング場等のアミューズメント施設の運
営、公営施設の運営受託などを行っております。 
 当第１四半期においては、インフルエンザ問題の影響によりホテルの宿泊利用が一時的に落ち込んだことや、長
引く景気低迷でレジャー需要が振るわないことなどから、売上高 百万円（前年同期比 ％減）となりました
が、各事業拠点におけるコスト圧縮の取り組みにより、営業損失 百万円（前年同期は営業損失 百万円）とな
り、前年同期比で損失幅が縮小いたしました。  

  

 当四半期における総資産は、 百万円となり、前連結会計年度末比 百万円の増加となりました。その主な
要因は、投資回収による営業投資資産の減少の一方で、現金預金が投資回収等により 百万円増加したこと、並び
に投資先海外企業の米国店頭登録や保有国内上場株式の株価上昇による資産価値増加があり営業投資有価証券が
百万円増加したことなどであります。 
 なお、純資産は、 百万円となり、前連結会計年度末比 百万円の増加となりました。また、自己資本比
率は前連結会計年度末比 ポイント改善し ％となりました。  

  

 平成21年５月15日付当社「平成21年３月期 決算短信」において公表した連結業績予想から変更ありません。 
  

 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

1,974 39.4
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3,774 246 2,154

306 1,220
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２．連結財政状態に関する定性的情報
9,532 512

276
181

3,372 1,002
8.7 32.4

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 877,237 601,394 
受取手形及び売掛金 112,849 137,976 
営業投資有価証券 3,294,638 3,112,801 
たな卸資産 133,544 476,075 
その他 486,028 231,441 
貸倒引当金 △1,358 － 
流動資産合計 4,902,940 4,559,690 

固定資産   
有形固定資産   
建物及び構築物（純額） 815,120 633,428 
信託建物（純額） 1,763,055 1,776,757 
土地 861,986 833,408 
信託土地 773,000 773,000 
その他（純額） 290,533 299,927 
減損損失累計額 △267,637 △267,637 
有形固定資産合計 4,236,058 4,048,885 

無形固定資産   
その他 7,360 8,420 

無形固定資産合計 7,360 8,420 

投資その他の資産   
投資有価証券 70,100 71,686 
長期貸付金 149,018 151,021 
敷金及び保証金 116,381 128,183 
その他 58,041 58,332 
貸倒引当金 △7,473 △6,000 
投資その他の資産合計 386,068 403,223 

固定資産合計 4,629,488 4,460,529 

資産合計 9,532,428 9,020,220 



（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   
支払手形及び買掛金 119,590 144,240 
短期借入金 850,000 850,000 
1年内返済予定の長期借入金 887,200 976,800 
未払法人税等 7,100 14,896 
繰延税金負債 60,975 － 
その他 361,464 723,196 
流動負債合計 2,286,331 2,709,133 

固定負債   
社債 600,000 600,000 
長期借入金 2,723,400 2,892,000 
長期リース資産減損勘定 95,986 104,861 
繰延税金負債 329,529 191,325 
その他 124,942 153,409 
固定負債合計 3,873,858 3,941,597 

負債合計 6,160,189 6,650,730 

純資産の部   
株主資本   
資本金 4,290,724 4,290,724 
資本剰余金 3,344,785 3,344,785 
利益剰余金 △4,962,347 △5,202,559 
自己株式 △23,064 △23,041 
株主資本合計 2,650,098 2,409,910 

評価・換算差額等   
その他有価証券評価差額金 434,544 △270,496 
為替換算調整勘定 － △1,702 
評価・換算差額等合計 434,544 △272,199 

新株予約権 42,950 49,838 
少数株主持分 244,645 181,939 

純資産合計 3,372,238 2,369,489 

負債純資産合計 9,532,428 9,020,220 



（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 3,260,155 1,974,277 
売上原価 5,984,551 1,058,612 
売上総利益又は売上総損失（△） △2,724,396 915,665 

販売費及び一般管理費 911,509 651,799 

営業利益又は営業損失（△） △3,635,905 263,865 

営業外収益   
受取利息 2,893 826 
その他 20,895 2,215 
営業外収益合計 23,788 3,042 

営業外費用   
支払利息 52,801 35,555 
社債利息 2,872 3,627 
その他 107,182 639 
営業外費用合計 162,856 39,823 

経常利益又は経常損失（△） △3,774,973 227,084 

特別利益   
賞与引当金戻入額 － 18,632 
その他 52,164 4,381 

特別利益合計 52,164 23,014 

特別損失   
固定資産除却損 2,025 7,911 
その他 4,333 447 
特別損失合計 6,359 8,358 

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（△） △3,729,168 241,739 

法人税、住民税及び事業税 5,358 1,578 
過年度法人税等戻入額 － △4,708 
法人税等調整額 1,012,202 △168 
法人税等合計 1,017,560 △3,299 

少数株主損失（△） △2,591,819 △1,949 

四半期純利益又は四半期純損失（△） △2,154,909 246,989 



 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） 

  
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．事業区分の方法 
事業は、当社グループの企業理念及び事業内容を考慮して区分しております。 

２．各区分に属する主要な業務内容、サービスの内容 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報
〔事業の種類別セグメント情報〕

  

マーチャン
ト・バンキン
グ事業 
（千円） 

ホスピタリテ
ィ＆ウェルネ
ス事業 
（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  2,289,694  970,460  3,260,155  －  3,260,155

(2）セグメント間の内部売上高
または振替高 

 75,151  －  75,151 ( ) 75,151  －

計  2,364,846  970,460  3,335,307 ( ) 75,151  3,260,155

営業損失(△)  △3,421,144  △39,625  △3,460,769 ( ) 175,135  △3,635,905

  

マーチャン
ト・バンキン
グ事業 
（千円） 

ホスピタリテ
ィ＆ウェルネ
ス事業 
（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  1,168,911  805,366  1,974,277  －  1,974,277

(2）セグメント間の内部売上高
または振替高 

 51,795  －  51,795 ( ) 51,795  －

計  1,220,706  805,366  2,026,072 ( ) 51,795  1,974,277

営業利益  374,391  △16,742  357,649 ( ) 93,783  263,865

事業区分 主要製品 

マーチャント・バンキ
ング事業 

投資業務（不動産、企業株式、企業向け貸付等）、投資ファンド運営業務、 
不動産賃貸業務、その他業務 

ホスピタリティ＆ウェ
ルネス事業 

ホテル及びボウリング場等のアミューズメント施設の経営、公営施設の運 
営受託 



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） 
 本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報
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） 
 本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報
の記載を省略しております。 

   

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） 

  
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．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 
２．各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 
      アジア   中国、香港、台湾 
３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 
  

   

 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〕

  アジア 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  796,793  796,793

Ⅱ 連結売上高（百万円）  －  3,260,155

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  24.4  24.4

  アジア 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円）  890,040  890,040

Ⅱ 連結売上高（百万円）  －  1,974,277

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  45.1  45.1

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記




