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1.  平成21年12月期第3四半期の連結業績（平成21年1月1日～平成21年9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 ％

21年12月期第3四半期 11,882 ― 3,902 ― 2,275 ― 1,461 ―

20年12月期第3四半期 22,308 18.4 9,180 52.0 7,903 63.1 3,752 △25.9

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

21年12月期第3四半期 36.44 33.59
20年12月期第3四半期 93.59 83.29

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

21年12月期第3四半期 273,213 49,435 18.1 1,230.91
20年12月期 271,884 49,408 18.1 1,230.52

（参考） 自己資本   21年12月期第3四半期  49,351百万円 20年12月期  49,334百万円

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

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年12月期 ― 20.00 ― 20.00 40.00
21年12月期 ― 10.00 ―

21年12月期 
（予想）

10.00 20.00

3.  平成21年12月期の連結業績予想（平成21年1月1日～平成21年12月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 15,500 △41.5 4,900 △53.8 2,400 △66.5 1,700 △12.3 42.40
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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、５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)詳細は、５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 

 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。 
 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条件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、５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 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） 21年12月期第3四半期 41,322,282株 20年12月期  41,322,282株

② 期末自己株式数 21年12月期第3四半期  1,228,895株 20年12月期  1,229,381株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年12月期第3四半期 40,093,090株 20年12月期第3四半期 40,094,761株

昭栄株式会社(3003)　平成21年12月期　第3四半期決算短信

- 2 -



当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、輸出・生産に一部持ち直しの動きが見られるもの

の、雇用については依然厳しい情勢が続いております。また、企業収益は回復基調にあるものの円高

等の影響により下押しする懸念があるなど不安材料も多く、本格的な景気回復には相当の時間を要す

るものと見込まれます。  

 賃貸オフィスビル市場においては、都心の新築・大型ビルの賃料調整等を背景に、空室率の上昇は

緩やかになってきておりますが、テナント企業のコスト圧縮を目的とした移転の動き等、賃料相場は

引き続き弱含みで推移しております。また、不動産投資市場においては、厳しい資金調達環境等から

物件売買が冷え込んでおり、REIT支援のための官民ファンド組成など局面打開策が打たれているもの

の、引き続き厳しい状況が続くものと思われます。  

 当社グループでは、こうした難局にあって、いかなる事態においてもサバイバルを図るべく「臥薪

嘗胆」を合言葉に守りに徹する経営を進めております。不動産事業においては、空室率削減と賃料確

保に注力する一方、投資は引き続きコミット済案件の実行分に限定しております。有価証券投資事業

においては、現物ポジションの圧縮を図り、慎重な運営を行ってまいりました。 

 この結果、売上高は11,882百万円（前年同期比46.7％減）、営業利益は3,902百万円（前年同期比

57.5％減）、経常利益は2,275百万円（前年同期比71.2％減）、四半期純利益は1,461百万円（前年同

期比61.1％減）となりました。 

  

※なお、前年同期比の金額及び増減率は、参考として記載しております。  

  
連結業績 

 
  

当第３四半期累計期間は、分譲およびファンド償還・資産入替はなく、売上高は8,701百万円（前

年同期比53.6％減）、営業利益は3,334百万円（前年同期比58.7％減）と減収減益となりました。  

 賃貸事業においては、前期取得物件ならびに当第1四半期の竣工物件の賃料増加分が、前期売却物

件の賃料減少分をカバーし、売上高は微減にとどまりましたが、取得・竣工物件の初期費用及び償却

費負担により収益寄与には至りませんでした。  

 また、厳しい市況に応じ、リーシング部門の増員により情報収集力の強化を図り、テナントニーズ

に応じることで退去の未然防止や新規テナントの確保に努めました。投資については、新規投資は行

わず、開発中案件の進捗に応じた支出のみ行ない、当第３四半期累計期間の投資額は30億円となりま

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

(1) 当連結会計年度の経営成績

① 連結業績

（単位：百万円）

当第3四半期 前第3四半期 前年同期比 ％

売上高 11,882 22,308 △ 10,425 △ 46.7

営業利益 3,902 9,180 △ 5,278 △ 57.5

経常利益 2,275 7,903 △ 5,627 △ 71.2

特別利益 501 185 315 －

特別損失 △ 466 △ 2,070 1,603 －

当期純利益 1,461 3,752 △ 2,291 △ 61.1

② 事業別業績

(不動産事業)

昭栄株式会社(3003)　平成21年12月期　第3四半期決算短信

- 3 -



不動産事業部門業績 

 

当第３四半期累計期間は、株式の配当金が減少したことにより、売上高は1,342百万円（前年同期

比19.4％減）、営業利益は1,019百万円（前年同期比38.6％減）となりました。営業外損益は、株価

上昇局面で現物売却益を確保したことにより1,008百万円（前年同期比20.3％増）となりました。  

  

有価証券投資事業部門の業績 

 
  

当第３四半期累計期間は、鉄、アルミ等の市況低迷による回収有価物の販売額の低下、企業活動の

低迷による廃棄物取扱量の減少が重なり、売上高は1,838百万円（前年同期比2.4％減）となりました

が、工場の原価低減、経営効率化、軽油価格下落による燃料費の減少により、営業利益は257百万円

（前年同期比8.8％増）となりました。  

なお、（株）トスマク・アイの決算は3月期のため、当第３四半期の対象期間は、平成20年10月から

平成21年6月となっております。 

  

環境事業部門の業績 

 
  

（単位：百万円）

当第3四半期 前第3四半期 前年同期比 ％

売上高

賃 貸 8,701 8,742 △ 40 △ 0.5

分 譲 － 17 △ 17 －

ファンド償還・資産入替 － 10,000 △ 10,000 －

計 8,701 18,759 △ 10,058 △ 53.6

営業利益

賃 貸 3,334 3,919 △ 584 △ 14.9

分 譲 － 17 △ 17 －

ファンド償還・資産入替 － 4,141 △ 4,141 －

計 3,334 8,077 △ 4,743 △ 58.7

（有価証券投資事業）

（単位：百万円）

当第3四半期 前第3四半期 前年同期比 ％

売上高 1,342 1,664 △ 322 △ 19.4

営業利益 1,019 1,659 △ 639 △ 38.6

営業外収益（運用益） 1,008 838 170 20.3

営業利益・営業外収益計 2,028 2,497 △ 469 △ 18.8

（環境事業） 

（単位：百万円）

   当第3四半期 前第3四半期 前年同期比 ％

売上高 1,838 1,883 △ 45 △ 2.4

営業利益 257 236 20 8.8
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総資産は、前連結会計年度に比べ1,329百万円増加して273,213百万円となりました。主に、前期末の信

用取引残高が当期に決済され流動資産の「その他」が減少したものの、保有株式の株価回復による時価評

価額の増加により投資有価証券が増加したことによるものであります。 

負債は、前連結会計年度末に比べ1,302百万円増加して223,777百万円となりました。主に、前期末の信

用取引残高が当期に決済され流動負債の「その他」が減少したものの、株担保先渡取引の増加に伴い長期

預り金が増加したことによるものであります。 

純資産は、前連結会計年度に比べ26百万円増加して49,435百万円となりました。主に、四半期純利益を

計上したことにより、利益剰余金が増加したことによるものであります。 

自己資本比率は、上記のことから、前連結会計年度と同水準の18.1%となっております。 

  

平成21年８月６日に発表いた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。 

  

①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

一般債権の貸倒見積高の算定については、前連結会計年度末に算定した値と著しい変化がないと認

められるため、前連結会計年度において算定した貸倒実績率に基づき計上しております。 

②棚卸資産の評価方法 

棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積

り、簿価切下げを行う方法によっております。 

③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。 

④繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

繰延税金資産の回収可能性の判断については、日本公認会計士協会監査委員会報告第66号「繰延税

金資産の回収可能性の判断に関する監査上の取扱い」に記載されている会社区分を変更させるような

著しい変化がないと認められるため、前連結会計年度において使用した将来の業績予想やタックス・

プランニングを使用しております。 

⑤税金費用の計算 

税金費用については、当第3四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税

効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算

しております。なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

  

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。 

②棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 

「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９

号)を第1四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法(収益性の低下によ

る簿価切下げの方法)に変更しております。 

これによる損益に与える影響はありません。 

  

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３四半期連結会計期間末
(平成21年９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20年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 14,988,291 14,536,229

受取手形及び売掛金 273,587 327,415

不動産投資有価証券 3,402,740 702,983

販売用不動産 3,095,763 3,127,029

その他 1,667,103 6,488,816

貸倒引当金 △590 △610

流動資産合計 23,426,896 25,181,864

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 62,422,972 61,974,742

土地 106,695,586 106,010,904

その他（純額） 4,933,578 5,205,164

有形固定資産合計 174,052,138 173,190,812

無形固定資産 2,917,853 2,958,014

投資その他の資産   

投資有価証券 55,361,205 49,357,200

不動産投資有価証券 16,028,708 19,744,945

その他 1,470,637 1,495,447

貸倒引当金 △44,022 △43,932

投資その他の資産合計 72,816,528 70,553,660

固定資産合計 249,786,520 246,702,486

資産合計 273,213,417 271,884,351

負債の部   

流動負債   

買掛金 14,359 15,304

短期借入金 58,390,480 24,545,463

1年内償還予定の社債 5,362,000 5,725,000

賞与引当金 133,561 90,312

その他 6,252,113 7,380,994

流動負債合計 70,152,514 37,757,073

固定負債   

社債 3,746,000 7,249,000

長期借入金 103,734,828 136,504,763

退職給付引当金 231,803 234,430

長期預り金 29,836,110 24,281,600

その他 16,076,282 16,448,550

固定負債合計 153,625,024 184,718,344

負債合計 223,777,538 222,475,418
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(単位：千円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年９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20年12月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 8,203,700 8,203,700

資本剰余金 8,628,486 8,631,423

利益剰余金 25,005,187 24,746,915

自己株式 △2,998,697 △3,001,910

株主資本合計 38,838,677 38,580,128

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 10,516,639 10,767,336

繰延ヘッジ損益 △3,868 △12,503

評価・換算差額等合計 10,512,771 10,754,833

新株予約権 84,429 73,970

純資産合計 49,435,878 49,408,932

負債純資産合計 273,213,417 271,884,351
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(2)【四半期連結損益計算書】 
 【第３四半期連結累計期間】 

(単位：千円)

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 11,882,785

売上原価 7,030,013

売上総利益 4,852,771

販売費及び一般管理費  

給料及び手当 262,045

賞与引当金繰入額 40,013

その他 648,402

販売費及び一般管理費合計 950,461

営業利益 3,902,309

営業外収益  

有価証券運用益 1,054,238

その他 214,940

営業外収益合計 1,269,178

営業外費用  

支払利息 2,630,489

その他 265,704

営業外費用合計 2,896,194

経常利益 2,275,293

特別利益  

社債償還益 394,999

その他 106,498

特別利益合計 501,497

特別損失  

不動産投資有価証券評価損 425,666

その他 40,832

特別損失合計 466,499

税金等調整前四半期純利益 2,310,291

法人税等 849,228

四半期純利益 1,461,063
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年９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 2,310,291

減価償却費 2,723,641

貸倒引当金の増減額（△は減少） 70

賞与引当金の増減額（△は減少） 43,249

退職給付引当金の増減額（△は減少） △2,627

受取利息及び受取配当金 △1,356,326

支払利息 2,630,489

有価証券運用損益（△は益） △1,054,238

社債償還益 △394,999

その他の損益（△は益） 900,116

売上債権の増減額（△は増加） 53,828

たな卸資産の増減額（△は増加） 45,130

その他の資産の増減額（△は増加） 173,712

その他の負債の増減額（△は減少） △317,765

小計 5,754,574

利息及び配当金の受取額 1,356,306

利息の支払額 △2,642,633

法人税等の支払額 △234,649

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,233,598

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 201,331

定期預金の預入による支出 △234,950

有形固定資産の売却による収入 86,631

有形固定資産の取得による支出 △3,708,820

投資有価証券の売却による収入 26,219,438

投資有価証券の取得による支出 △24,005,614

不動産投資有価証券の返還による収入 219,996

不動産投資有価証券の取得による支出 △170,266

その他 △4,325,583

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,717,837

財務活動によるキャッシュ・フロー  

社債の償還による支出 △3,471,000

短期借入金の純増減額（△は減少） 1,913,000

長期借入れによる収入 7,490,000

長期借入金の返済による支出 △8,327,918

長期預り金の増減額(△は減少) 5,554,509

配当金の支払額 △1,202,791

その他 △44,118

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,911,681

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 427,443

現金及び現金同等物の期首残高 14,331,206

現金及び現金同等物の四半期末残高 14,758,649
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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。 

  

【事業の種類別セグメント情報】 
当第３四半期連結累計期間(自 平成21年１月１日 至 平成21年９月30日) 

 
(注) １ 事業区分の方法は、製品等の類似性及び事業形態を考慮し行っております。 

 ２ 各事業区分の主な製品等の名称又は事業内容 

不動産事業…オフィスビル・ショッピングセンター・ホテル・配送センター・土地・マンションなどの

賃貸、オフィスビル・商業施設などの開発・分譲販売、不動産証券化商品への投資 

有価証券投資事業…有価証券の保有に係る受取配当金 

環境事業…廃棄物の処理・リサイクル、浄化槽の保守点検・清掃、各種施設の保守管理、土木浚渫 

 ３ 不動産投資有価証券の一部の匿名組合出資について、従来、不動産投資の割合が高かったことから、その

損益分配額を「不動産」に計上しておりましたが、当該匿名組合の不動産事業に対する出資及び損益分配額

の比率が低下しており、当社グループの事業の種類別セグメントの状況をより適切にするため、「有価証券

投資」に計上することに変更いたしました。 

この結果、従来の方法によった場合に比べて、「有価証券投資」の営業利益が306,332千円減少し、「不動

産」の営業利益が同額増加しております。 

  

【所在地別セグメント情報】 
当第３四半期連結累計期間(自 平成21年１月１日 至 平成21年９月30日) 
 在外子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

【海外売上高】 
当第３四半期連結累計期間(自 平成21年１月１日 至 平成21年９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

不動産 
(千円)

有価証券投資
(千円)

環境
(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

8,701,644 1,342,220 1,838,920 11,882,785 ― 11,882,785

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

─ ─ ─ ─ ─ ―

計 8,701,644 1,342,220 1,838,920 11,882,785 ─ 11,882,785

営業利益 3,334,224 1,019,514 257,140 4,610,880 (708,570) 3,902,309

(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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前年同四半期にかかる財務諸表等 

(1)(要約)四半期連結損益計算書 

 
  

  

「参考」

(単位：千円未満切捨)

前年同四半期

平成20年12月期第3四半期

Ⅰ売上高 22,308,494

Ⅱ売上原価 11,983,350

売上総利益 10,325,143

Ⅲ販売費及び一般管理費 1,144,320

営業利益 9,180,823

Ⅳ営業外収益 961,409

Ⅴ営業外費用 2,238,949

経常利益 7,903,284

Ⅵ特別利益 185,690

Ⅶ特別損失 2,070,231

税金等調整前四半期純利益 6,018,743

法人税、住民税及び事業税等 2,266,114

四半期純利益 3,752,628
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