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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4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 ％

22年3月期第2四半期 13,049 △1.1 △144 ― △128 ― △176 ―
21年3月期第2四半期 13,199 ― 84 ― 129 ― 4 ―

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2四半期 △3.52 ―
21年3月期第2四半期 0.09 ―

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2四半期 11,152 7,622 68.3 152.42
21年3月期 11,015 7,939 72.1 158.76

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  7,622百万円 21年3月期  7,939百万円

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  
２２年３月期の配当につきましては、現時点では未定とさせていただきます。 

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

21年3月期 ― ― ― 3.00 3.00
22年3月期 ― ―
22年3月期 

（予想）
― ― ―

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 32,000 28.9 260 30.1 360 27.2 150 ― 3.00



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） 

（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 
平成２１年５月８日発表の通期連結業績予想を修正しておりません。上記の予想は本資料の発表時現在において入手可能な情報に基づき作成したもので
あり、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場合があります。なお、上記予想に関する事項は、添付資料の４ページをご参照ください。

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 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第2四半期 50,020,000株 21年3月期  50,020,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  10,594株 21年3月期  10,594株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 50,009,406株 21年3月期第2四半期 50,011,400株



  当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業の在庫調整や政府による経済対策により一部産業に回復

の兆しを見せ始めたものの、７月には失業率が過去最悪の水準を示すなど景気の先行き感は不透明なまま推移し、

個人消費も依然として伸び悩む結果となりました。 

 こうした情勢のもと、当社グループにおきましては、当事業年度より３ヵ年に亘る中期経営計画「ＯＨＴＯＲＩ 

ＰＥＮＴＡＣＲＯＳＳ ＰＬＡＮ」をスタートさせ、５つの事業部門の強化ならびに他事業部門とのシナジーによる

新たな事業の展開に取組んでまいりました。 

 ビジネスサポート事業におきましては、新たにコールセンター事業への取組み開始、放送受信料金収納業務の受

託など事業領域の拡大に努めてまいりました。また、連結子会社の株式会社甲南チケットならびに日本ホテルファ

ンド株式会社の業績も堅調に推移いたしました。 

しかしながら、ビジネスサポート事業における既存クレジット周辺受託業務の減少、繊維事業、リセール事業に

おける販売減などにより、売上高13,049百万円（前年同期比98.9％）、営業損失144百万円（前年同期は営業利益84

百万円）、経常損失128百万円（前年同期は経常利益129百万円）、四半期純損失176百万円（前年同期は四半期純利

益4百万円）となりました。 

  

事業の種類別セグメントの成績は次のとおりです。 

〈繊維事業〉 

 繊維事業は、ファブレスメーカーへと構造転換した結果収益改善が進んだものの、大手衣料量販店や大手総合スー

パーなどが販売する「低価格ジーンズ」の波に押され、国内産デニム生地の需要が減少したことなどにより、売上高

217百万円（前年同期比12.5％）、営業損失43百万円（前年同期は営業利益45百万円）となりました。 

  

〈ビジネスサポート事業〉 

 ビジネスサポート事業は、既存のカード獲得催事取扱の減少や遠隔地営業代行業務の６月末終了にともなう落ち込

みをカバーすべく、前期よりスタートした地方自治体からの業務受託に加え、新たな事業領域の拡大としてコールセ

ンター事業や放送受信料金収納業務の受託に着手いたしましたが、クレジット周辺受託業務の想定以上の落ち込みに

より売上高529百万円（前年同期比61.4％）、営業利益52百万円（前年同期比39.3％）となりました。 

  

〈不動産事業〉 

 時間貸駐車場を主体とする不動産事業は、車室数の拡大と、借地賃料・保守管理委託費用などのコスト改定に取組

んできたことにより、売上総利益率の大幅な改善に成功いたしました。また、販売用不動産の売却も推進いたしまし

た結果、売上高438百万円（前年同期比126.0％）となりましたが、不動産市況の継続的な低迷により収益率が低下い

たしましたことから、営業利益4百万円（前年同期は営業損失18百万円）となりました。なお、平成20年10月に開示い

たしました「一部債権の取立遅延」により発生した求償債権を含む不稼動資産につきましては、担保不動産を取得し

収益化を図ってまいります。 

  

〈リセール事業〉 

 リセール事業は、株式会社甲南チケットにおきまして「利便性の向上」「競合他社との差別化」を目的に、業界初

となる提携クレジットカード「Ｋｏｕｎａｎカード」を発行いたしました。また、貴金属・絵画の販売、金プラチナ

の買取などを手掛ける店舗「Ｄ＆Ｓ」やトレーラーハウス型店舗による可動的な出店運営など、新たな事業展開を推

進してまいりました。チケット販売におきましては、販売元の方針により一部商品の販売が中止されたことや新型イ

ンフルエンザの流行による買い控えに伴い、店頭での取扱いが減少し、売上高8,507百万円（前年同期比83.7％）とな

りましたが、収益性の高い商品の販売に注力したことにより、営業利益44百万円（前年同期比96.2％）となりまし

た。 

  

〈ファイナンス事業〉 

 ファイナンス事業は、連結子会社日本ホテルファンド株式会社におきまして、既存の旅行クーポン券、バウチャー

券のファクタリング取扱拡大に加え、一般債権の買取りなど事業領域の拡充に努めてまいりました結果、売上高3,356

百万円（前年同期は売上高83百万円）、営業利益９百万円（前年同期比20.9%）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２四半期末の総資産は、11,152百万円となり、前連結会計年度末に比べ、137百万円増加いたしました。 

流動資産は、6,792百万円となり、1,554百万円減少いたしました。主な要因は、保有目的の変更に伴い固定資産へ振

替を行なったことにより販売用不動産が減少（1,063百万円）したこと及び代物弁済による固定資産の取得に伴い求

償債権が減少（555百万円）したこと等によるものです。固定資産は、4,360百万円となり、1,691百万円増加いたし

ました。有形固定資産は、上記要因に加え事業用土地の取得等により3,329百万円となり、1,749百万円増加いたしま

した。無形固定資産は、598百万円(49百万円減少)、投資その他の資産は、433百万円(9百万円減少)となりました。 

 当第２四半期末の負債は、3,530百万円となり、前連結会計年度末に比べ、453百万円増加いたしました。 

流動負債は、2,256百万円となり563百万円減少いたしました。主な要因は、短期借入金を返済（625百万円の減少） 

したこと等によるものです。固定負債は、1,273百万円となり、1,016百万円増加いたしました。主な要因は、長期借

入金を調達したこと（867百万円の増加）及び社債の発行による収入（157百万円の増加）があったこと等によるもの

です。  

 当第２四半期末の純資産は、7,622百万円となり、前連結会計年度末に比べ316百万円減少いたしました。 

主な要因は、当四半期純損失（176百万円）の計上や配当金の支払い（150百万円）等によるものです。この結果、 

自己資本比率は、前連結会計年度末の72.1%から68.3%となりました。  

  

（キャッシュ・フローについて） 

 当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、短期借入金の調達330百万円、長期借入金の調達1,000

百万円、社債の発行による収入170百万円があったものの、税金等調整前四半期純損失156百万円の計上や固定資産 

の取得による支出313百万円、短期借入金の返済955百万円、配当金の支払150百万円を行なった結果、前連結会計年 

度末に比べ59百万円（△7.3%）減少し、第２四半期連結累計期間末には、750百万円となりました。  

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果使用した資金は、108百万円（前年同四半期は1,194百万円の使用）となりました。 

これは主に、税金等調整前四半期純損失156百万円の計上があったこと等によるものです。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は、270百万円（前年同四半期は35百万円の使用）となりました。 

これは主に、固定資産の取得による支出313百万円があったこと等によるものです。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果獲得した資金は、318百万円（前年同四半期は57百万円の獲得）となりました。 

これは主に、短期借入金の返済955百万円、配当金の支払い150百万円があったものの、短期借入金の調達330百万円 

長期借入金の調達1,000百万円及び社債の発行による収入170百万円があったこと等によるものです。  

  

 平成22年３月期の通期の連結業績につきましては、各事業部門およびグループ各社とのシナジー効果が順調に機能

していることに加え、不稼動資産の稼動化、パーキング事業の収益性向上ならびに新規事業の開発実績動向等から、

平成21年５月８日に公表いたしました予想から変更はありません。 

  

 該当事項はありません。  

  

◎ 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。  

◎ 法人税等並びに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関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生

状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来業績予想やタックス・プラン

ニングを利用する方法によっております。 

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



   

 該当事項はありません。  

  

 該当事項はありません。  

  

前第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

  

 前第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９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在外支店がないため、該当事項はありません。  

  

 当第２四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年９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在外支店がないため、該当事項はありません。  

  

  

 前第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20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。 

  

 当第２四半期連結累計期間（自平成21年４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。  

（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

（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〕

   繊維事業  
ビジネスサ
ポート事業

不動産事業
リセール
事業 

ファイナン
ス事業 計  

消去又は全
社  連結

  (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

売上高            

(1）外部顧客に対する売上高 1,745,396 861,385 348,289 10,161,301 83,578 13,199,952 － 13,199,952

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
－ － － － － － － －

計 1,745,396 861,385 348,289 10,161,301 83,578 13,199,952 － 13,199,952

営業利益又は営業損失

（△） 
45,783 133,337 △18,552 46,627 44,297 251,492 (166,947) 84,545

                             

    繊維事業  
ビジネスサ
ポート事業

不動産事業
リセール
事業 

ファイナン
ス事業 計  

消去又は全
社  連結

  (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

売上高            

(1）外部顧客に対する売上高 217,964 529,151 438,733 8,507,728 3,356,404 13,049,981 － 13,049,981

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
－ － － － － － － －

計 217,964 529,151 438,733 8,507,728 3,356,404 13,049,981 － 13,049,981

営業利益又は営業損失

（△） 
△43,398 52,447 4,143 44,876 9,247 67,317 ( )211,612  △144,294

                             

〔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



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２四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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 750,831 810,383

受取手形及び売掛金 997,184 991,300

割賦売掛金 1,060,424 1,370,609

営業貸付金 2,328,612 2,176,663

商品及び製品 562,172 479,904

仕掛品 26,225 36,370

販売用不動産 503,727 1,567,315

繰延税金資産 202,034 202,034

求償債権 84,306 640,000

その他 313,560 113,134

貸倒引当金 △36,803 △41,317

流動資産合計 6,792,276 8,346,399

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,409,242 1,207,701

減価償却累計額 △634,194 △627,874

建物及び構築物（純額） 775,048 579,826

機械装置及び運搬具 128,156 892,864

減価償却累計額 △123,663 △855,901

機械装置及び運搬具（純額） 4,492 36,962

土地 2,380,349 797,752

リース資産 165,010 162,252

減価償却累計額 △50,260 △41,192

リース資産（純額） 114,749 121,059

その他 146,317 129,182

減価償却累計額 △91,893 △85,250

その他（純額） 54,423 43,931

有形固定資産合計 3,329,063 1,579,533

無形固定資産   

のれん 580,915 625,767

その他 17,394 21,689

無形固定資産合計 598,310 647,457

投資その他の資産   

投資有価証券 168,930 161,171

繰延税金資産 24,461 30,931

その他 239,764 250,229

投資その他の資産合計 433,156 442,332

固定資産合計 4,360,530 2,669,323

資産合計 11,152,807 11,015,722



（単位：千円）

当第２四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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 111,994 130,633

短期借入金 1,754,500 2,380,000

1年内返済予定の長期借入金 122,460 －

リース債務 34,629 41,061

未払法人税等 27,402 48,722

賞与引当金 39,481 48,552

割賦利益繰延 53,455 72,365

その他 112,740 98,408

流動負債合計 2,256,664 2,819,744

固定負債   

長期借入金 867,380 －

社債 260,000 102,500

リース債務 84,376 86,051

退職給付引当金 37,305 40,793

役員退職慰労引当金 10,969 13,847

その他 13,500 13,500

固定負債合計 1,273,531 256,692

負債合計 3,530,195 3,076,436

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,064,688 6,064,688

利益剰余金 1,554,203 1,880,306

自己株式 △1,223 △1,223

株主資本合計 7,617,668 7,943,772

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 4,943 △4,485

評価・換算差額等合計 4,943 △4,485

純資産合計 7,622,611 7,939,286

負債純資産合計 11,152,807 11,015,722



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 13,199,952 13,049,981

売上原価 12,350,434 12,380,182

売上総利益 849,518 669,798

販売費及び一般管理費 764,972 814,093

営業利益又は営業損失（△） 84,545 △144,294

営業外収益   

受取利息 1,597 651

受取配当金 2,541 1,974

受取賃貸料 25,191 8,704

業務受託手数料 15,778 4,069

その他 2,948 14,960

営業外収益合計 48,057 30,359

営業外費用   

支払利息 771 2,843

社債発行費 － 2,649

店舗閉鎖費用 － 1,363

その他 2,419 7,941

営業外費用合計 3,191 14,797

経常利益又は経常損失（△） 129,412 △128,732

特別損失   

販売用不動産評価損 53,850 －

固定資産売却損 － 25,586

賃貸借契約解約損 2,000 －

リース解約損 － 2,341

特別損失合計 55,850 27,928

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（△）

73,562 △156,660

法人税、住民税及び事業税 36,232 19,414

法人税等調整額 33,001 －

法人税等合計 69,233 19,414

四半期純利益又は四半期純損失（△） 4,328 △176,075



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

73,562 △156,660

減価償却費 41,780 65,589

のれん償却額 39,018 44,851

貸倒引当金の増減額（△は減少） 10,420 △4,514

賞与引当金の増減額（△は減少） △8,346 △9,071

退職給付引当金の増減額（△は減少） △13,950 △3,488

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2,158 △2,878

受取利息及び受取配当金 △4,138 △2,625

支払利息 771 2,843

販売用不動産評価損 53,850 －

賃貸借契約解約損 2,000 －

有形固定資産売却損益（△は益） － 25,586

売上債権の増減額（△は増加） 804,548 154,805

たな卸資産の増減額（△は増加） △299,628 39,229

営業貸付金の増減額（△は増加） △1,818,385 △3,048

仕入債務の増減額（△は減少） △72,264 △18,639

割賦利益繰延の増減額（△は減少） △36,553 △18,910

未払消費税等の増減額（△は減少） 9,205 2,136

その他 43,277 △180,636

小計 △1,172,674 △65,431

利息及び配当金の受取額 4,138 8,961

利息の支払額 △839 △3,016

法人税等の支払額 △24,917 △48,746

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,194,293 △108,232

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形及び無形固定資産の取得による支出 △22,926 △313,668

有形及び無形固定資産の売却による収入 － 32,886

投資有価証券の取得による支出 △1,126 △1,281

匿名組合出資金の払戻による収入 － 3,276

長期前払費用の取得による支出 － △5,127

差入保証金の回収による収入 10,307 17,036

差入保証金の差入による支出 △19,854 △3,291

その他 △1,535 125

投資活動によるキャッシュ・フロー △35,135 △270,044

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 620,000 330,000

短期借入金の返済による支出 △400,000 △955,500

長期借入れによる収入 － 1,000,000

長期借入金の返済による支出 － △10,160

リース債務の返済による支出 － △50,437

社債の発行による収入 － 170,000

社債の発行による支出 － △2,649

社債の償還による支出 △12,500 △12,500

自己株式の取得による支出 △43 －

配当金の支払額 △150,035 △150,028

財務活動によるキャッシュ・フロー 57,421 318,724

現金及び現金同等物に係る換算差額 － －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,172,006 △59,552

現金及び現金同等物の期首残高 2,391,591 810,383

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,219,585 750,831



   該当事項はありません。  

  

  

６．その他の情報




