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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 6,191 4.3 2,104 △9.5 1,874 △12.0 554 △52.8
21年3月期第2四半期 5,937 ― 2,325 ― 2,129 ― 1,173 ―

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 12.32 ―
21年3月期第2四半期 25.59 ―

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 105,344 35,857 34.0 797.23
21年3月期 77,513 35,194 45.4 782.38

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  35,857百万円 21年3月期  35,194百万円

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

21年3月期 ― 5.50 ― 6.50 12.00
22年3月期 ― 6.00
22年3月期 

（予想）
― 6.00 12.00

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 11,800 △10.7 4,100 △10.0 3,600 △12.5 2,000 31.4 44.47
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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） 

[（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。] 

(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 
・上記に記載した予想数値は、平成21年5月14日発表の連結業績予想を変更しておりません。 
 実際の実績等は、業績の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 有

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 45,898,798株 21年3月期  45,898,798株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  921,513株 21年3月期  915,297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 44,980,902株 21年3月期第2四半期 45,844,037株
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当第２四半期連結累計期間における我が国経済は、昨年来の世界的な景気低迷に伴う企業業績の悪化や
個人消費の落ち込みによる景気後退が続く中、一部にようやく回復の兆しが見受けられるようになりまし
た。しかしながら不動産賃貸業界におきましては、都市部のビル空室率は、上昇傾向に鈍化の兆候はある
ものの、依然として高い水準のまま推移しており、また、テナント誘致競争の激化により賃料水準の低下
が続くなど、経営環境は極めて厳しい状況が続いております。 
 そうした中、当社グループの当第２四半期末の空室率は8.7％となり、前期末の3.7％から大幅に悪化い
たしました。この間、当社は事業基盤の更なる拡充のため、新たに大阪の心斎橋でオフィスビルを取得い
たしました。また、昨年７月より休館中のウインズ梅田Ｂ館につきましては、計画通り建て替え工事が進
捗し、本年12月には営業再開の予定であります。引き続きテナント誘致活動に注力し、空室率の改善を図
ることにより、業績の回復を目指してまいります。 
  
 当第２四半期連結累計期間の業績は、既存ビルにおいて一部テナントの退去があり、賃貸収入は減少し
ましたものの、建築請負に係る工事売上高が増加しましたので、売上高は6,191百万円となり、前年同四
半期と比べ254百万円（4.3％）の増収となりました。しかしながら利益率の良い賃貸収入が減少しました
ので、営業利益は2,104百万円と前年同四半期比221百万円（9.5％）の減益、経常利益は1,874百万円と同
255百万円（12.0％）の減益となりました。また、特別損失に投資有価証券評価損、新規取得したビルの
不動産取得税及び登録免許税等を計上しましたので、四半期純利益は554百万円となり、同619百万円
（52.8％）の減益となりました。 
  
事業の種類別セグメントの業績(営業利益は決算調整前)は、次のとおりであります。 
①土地建物賃貸事業  
 旧ウインズ梅田Ｂ館休館に加え、一部テナントの退去がありましたので、売上高は5,148百万円とな
り、前年同四半期比364百万円（6.6％）の減収となりました。営業利益は2,017百万円となり、同358
百万円（15.1％）の減益となりました。  

②ビル管理事業  
 設計監理業務の売上高が増え、売上高は299百万円となり、前年同四半期比４百万円（1.7％）の増
収となりました。営業利益は101百万円となり、同９百万円（10.0％）の増益となりました。  

③その他の事業  
 データセンタービルへのテナント入居に伴う建築請負の工事売上高が増加したため、売上高は
743百万円となり、前年同四半期比613百万円（471.6％）の増収となりました。営業利益は171百万円
となり、同143百万円（511.0％）の増益となりました。 

  

当第２四半期連結会計期間末における総資産は105,344百万円となり、前連結会計年度末に比べ27,830
百万円（35.9％）増加しました。主な要因は新規オフィスビルの購入等により、有形固定資産が26,327百
万円増加したことであります。 
 負債合計は69,487百万円となり、前連結会計年度末比27,167百万円（64.2％）増加しました。新規オフ
ィスビルの購入資金等の借入により、有利子負債が26,258百万円増加したことが主な要因であります。 
 純資産合計は35,857百万円となり、前連結会計年度末比663百万円（1.9％）増加しました。利益剰余金
が261百万円、その他有価証券評価差額金が404百万円増加したことが主因であります。 
  
キャッシュ・フローにつきましては、当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高

は2,176百万円となり、前連結会計年度末から551百万円増加しました。当四半期連結累計期間の各キャッ
シュ・フローの状況は、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) 

営業活動から得られた資金は1,297百万円となり、前年同四半期比1,613百万円減少しました。税金等
調整前四半期純利益の減少1,048百万円及び、法人税等の支払増加327百万円が主な要因であります。 
(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

投資活動で使用した資金は26,438百万円となり、前年同四半期比24,406百万円増加しました。有形固
定資産の取得のため、前年同四半期比24,561百万円増の26,447百万円の資金を支出したことが主な要因
であります。 
(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

財務活動で得られた資金は25,691百万円となり、前年同四半期比27,078百万円増加しました。有形固
定資産の取得のため、長期借入金が前年同四半期比26,593百万円増加したことが主な要因であります。

  

【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
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平成22年３月期第２四半期連結累計期間の連結業績につきましては、平成21年10月27日付「業績予想の
修正に関するお知らせ」で公表しましたとおり、平成21年５月14日発表の連結業績予想に比べ、売上高は
増収、営業利益及び経常利益は増益となりましたが、特別損失に有形固定資産取得に伴う不動産取得税等
を計上したため、四半期純利益は減益となりました。 
 なお通期の連結業績につきましては、景況悪化に伴う当社業績への影響は見通し難い状況ではあります
が、現在のところ前回発表の予想に変更はありません。 
 今後、何らかの変化がありました場合には適切に開示して参ります。 
  

  

該当事項はありません。 
  

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や一時差異の発生状
況等に著しい変化がないと認められますので、前連結会計年度決算において使用した将来の業績予測や
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。 
  

  

完成工事及び完成工事原価の計上基準の変更 

請負工事に係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適用しておりましたが、「工事契
約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の
適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を第１四半期連結会計期間より適用
し、第１四半期連結会計期間に着手した工事契約から、進捗部分について成果の確実性が認められる工
事については、工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の工事については工事
完成基準を適用しております。 
 なお、この変更による四半期連結財務諸表に与える影響額はありません。 

  

有価証券の減損処理に基づく評価損の戻入れの変更 

従来、四半期連結会計期間末に計上した有価証券の減損処理に基づく評価損の戻入れについては、四
半期切放し法を採用しておりましたが、第１四半期連結会計期間から四半期洗替え法に変更致しまし
た。これは、昨今の経済環境の著しい悪化に起因する期中での株式市場の短期的株価変動の影響を排除
し、財政状態及び経営成績をより適正に表示するためであります。 
 なお、この変更による四半期連結財務諸表に与える影響額は軽微であります。 

  

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 2,176,788 1,625,566

受取手形及び売掛金 307,261 171,204

その他 654,093 230,303

流動資産合計 3,138,143 2,027,074

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 58,341,772 53,562,812

減価償却累計額 △22,716,618 △21,953,375

建物及び構築物（純額） 35,625,153 31,609,436

土地 52,859,348 31,660,463

建設仮勘定 2,890,845 1,775,655

その他 563,949 552,292

減価償却累計額 △392,469 △378,883

その他（純額） 171,479 173,409

有形固定資産合計 91,546,827 65,218,963

無形固定資産 35,792 29,629

投資その他の資産   

投資有価証券 6,563,314 6,341,716

その他 4,060,217 3,896,247

投資その他の資産合計 10,623,531 10,237,964

固定資産合計 102,206,151 75,486,558

資産合計 105,344,295 77,513,632

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 116,561 25,987

短期借入金 11,513,256 9,603,936

未払法人税等 656,516 513,089

引当金 20,933 18,072

その他 1,395,512 1,845,910

流動負債合計 13,702,779 12,006,995

固定負債   

社債 2,300,000 2,300,000

長期借入金 45,556,818 21,165,606

引当金 207,429 193,588

その他 7,720,068 6,653,433

固定負債合計 55,784,315 30,312,628

負債合計 69,487,095 42,319,623
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（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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 7,688,158 7,688,158

資本剰余金 7,529,366 7,529,397

利益剰余金 23,803,296 23,541,588

自己株式 △366,381 △363,837

株主資本合計 38,654,439 38,395,307

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,244,006 839,947

土地再評価差額金 △4,041,246 △4,041,246

評価・換算差額等合計 △2,797,240 △3,201,298

純資産合計 35,857,199 35,194,008

負債純資産合計 105,344,295 77,513,632
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(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 5,937,836 6,191,915

売上原価 3,252,580 3,714,212

売上総利益 2,685,256 2,477,702

販売費及び一般管理費 359,574 373,522

営業利益 2,325,682 2,104,180

営業外収益   

受取利息 2,909 744

受取配当金 75,003 56,792

その他 17,270 13,117

営業外収益合計 95,183 70,654

営業外費用   

支払利息 289,881 297,585

その他 1,095 2,547

営業外費用合計 290,977 300,132

経常利益 2,129,887 1,874,702

特別利益   

受取補償金 6,800 －

受取違約金 1,259 23,085

その他 265 －

特別利益合計 8,325 23,085

特別損失   

固定資産除却損 8,359 33,611

投資有価証券売却損 2,648 17,595

投資有価証券評価損 155,180 364,019

不動産取得税及び登録免許税 2,208 561,496

特別損失合計 168,396 976,723

税金等調整前四半期純利益 1,969,816 921,064

法人税、住民税及び事業税 812,376 640,959

法人税等調整額 △15,732 △273,995

法人税等合計 796,643 366,963

四半期純利益 1,173,172 554,100
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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）

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 1,969,816 921,064

減価償却費 889,000 944,401

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 28,532 9,921

退職給付引当金の増減額（△は減少） 479 3,919

賞与引当金の増減額（△は減少） 2,040 2,860

受取利息及び受取配当金 △77,912 △57,537

支払利息 289,881 297,585

投資有価証券売却損益（△は益） 2,382 17,595

投資有価証券評価損益（△は益） 155,180 364,019

有形固定資産除却損 8,359 33,611

受取補償金 △6,800 －

受取違約金 △1,259 △23,085

不動産取得税及び登録免許税 2,208 561,496

営業債権の増減額（△は増加） △103,941 △237,178

営業債務の増減額（△は減少） △103,266 △267,977

未収消費税等の増減額（△は増加） 68,859 △198,799

未払消費税等の増減額（△は減少） 175,146 △340,218

小計 3,298,706 2,031,680

利息及び配当金の受取額 77,899 57,524

利息の支払額 △294,665 △292,630

法人税等の支払額 △171,283 △498,962

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,910,656 1,297,611

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 △1,886,164 △26,447,564

無形固定資産の取得による支出 △4,725 △25,491

投資有価証券の売却による収入 1,448 77,034

投資有価証券の取得による支出 △99,926 －

長期未払金支払による支出 △42,270 △42,270

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,031,637 △26,438,291

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） － 800,000

長期借入れによる収入 2,500,000 29,100,000

長期借入金の返済による支出 △3,593,448 △3,599,468

建築協力金の返済による支出 △13,806 △13,806

自己株式の売却による収入 1,148 170

自己株式の取得による支出 △5,269 △2,746

配当金の支払額 △275,070 △292,247

シンジケートローン手数料の支払額 － △300,000

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,386,445 25,691,902

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） △507,425 551,222

現金及び現金同等物の期首残高 1,556,512 1,625,566

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,049,087 2,176,788
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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) 

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) 

 
(注）１ 事業の区分は、売上集計区分によっております。 

    ２ 各事業の主な内容 

      (1)土地建物賃貸事業・・・・・・土地建物の賃貸 

      (2)ビル管理事業・・・・・・建物・機械設備の維持管理、清掃等 

      (3)その他の事業・・・・・・建築請負、不動産仲介 

  

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) 

 
(注）１ 事業の区分は、売上集計区分によっております。 

    ２ 各事業の主な内容 

      (1)土地建物賃貸事業・・・・・・土地建物の賃貸 

      (2)ビル管理事業・・・・・・建物・機械設備の維持管理、清掃等 

      (3)その他の事業・・・・・・建築請負、不動産仲介 

    ３ その他の事業のうち、建築請負事業の売上高が売上高計の10％を超えておりますが、テナント入居に伴い 

      一時的に増収となっておりますので、区分掲記はしておりません。 

  

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) 

本邦以外の国又は地域に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。 

  

(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】

土地建物 
賃貸事業 
(千円)

ビル管理
事業 
(千円)

その他の
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

5,512,776 295,024 130,035 5,937,836 ― 5,937,836

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

480 278,974 ─ 279,454 (279,454) ―

計 5,513,256 573,999 130,035 6,217,291 (279,454) 5,937,836

営業利益 2,376,602 92,169 28,013 2,496,786 (171,103) 2,325,682

土地建物 
賃貸事業 
(千円)

ビル管理
事業 
(千円)

その他の
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

5,148,674 299,994 743,246 6,191,915 ― 6,191,915

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

480 286,558 ─ 287,038 (287,038) ―

計 5,149,154 586,552 743,246 6,478,953 (287,038) 6,191,915

営業利益 2,017,863 101,381 171,170 2,290,416 (186,235) 2,104,180

【所在地別セグメント情報】
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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。 

  

  
  

 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) 

   該当事項はありません。 

【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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