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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 2,720 △36.6 25 △91.5 △22 ― 27 ―

21年3月期第2四半期 4,292 ― 299 ― 10 ― △611 ―

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 1,770.30 ―

21年3月期第2四半期 △39,064.82 ―

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 11,682 2,696 23.1 172,277.71
21年3月期 11,950 2,610 21.8 166,821.31

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  2,696百万円 21年3月期  2,610百万円

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 ― 0.00 ― 0.00 0.00
22年3月期 ― 0.00

22年3月期 
（予想）

― 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 6,086 △23.8 373 △21.6 166 ― 148 ― 9,470.60
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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）  有  

[(注) 詳細は、【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。] 

(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、【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、【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 

本資料に記載されている業績予想は、現時点で入手可能な情報に基づき算出したものであり、実際の業績は様々な要因によって異なる結果となる可能性
があります。 

新規 1社 （社名 株式会社ＬＣパートナーズ ） 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） 22年3月期第2四半期 15,650株 21年3月期  15,650株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  ―株 21年3月期  ―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 15,650株 21年3月期第2四半期 15,650株
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当第２四半期におけるわが国の経済は、世界的な金融危機こそ脱した感はありますが、投資・消費とい

った実経済は依然厳しい状況が続いております。 

 当社グループが主たる事業とする不動産賃貸業も、景気悪化に伴う物流拠点の統廃合や店舗の撤退等に

より空床率は上昇傾向が続く厳しい状況にあります。 

 このような状況下で、当社は新たなテナント誘致に営業力を集中させ空床率の低下にむけ努力しており

ます。 

 その結果、当社グループの連結業績は売上高で前年同四半期比36.6％減収の2,720,032千円、営業利益

は前年同四半期比91.5％減益の25,629千円、経常損失は22,608千円（前年同四半期は経常利益10,007千

円）、四半期純利益は27,705千円（前年同四半期は四半期純損失611,364千円）となりました。 

 また、事業の種類別セグメントにおける「自動車販売関連事業」は、その事業主体であった連結子会社

（株式会社シュテルン武蔵野）を前連結会計年度中に売却したことにより、セグメントを削除しておりま

す。 

  

不動産賃貸関連事業は、特定目的会社ＬＣ１が連結子会社から外れたこと並びに中小規模の倉庫物件

の解約が発生しました。 

 その結果、売上高は前年同四半期比15.3％減収の2,684,810千円、営業利益は前年同四半期比75.1％

減益の66,019千円となりました。 

  

その他事業は、新たに取り組んできましたプール事業等、工事の受注が数件実現できたとにより若干

の収益計上がありました。 

 その結果、売上高は35,221千円、営業損失は5,353千円となりました。 

  

  

流動資産は前連結会計年度末に比べて13.7％増加し1,055,933千円となりました。これは現金及び預

金が48,641千円、販売用不動産が45,757千円増加したことが主な要因であります。 

  固定資産は前連結会計年度末に比べて3.6％減少し10,626,884千円となりました。 

 この結果総資産は前連結会計年度末に比べて2.2％減少し、11,682,818千円となりました。 

流動負債は前連結会計年度末に比べて5.5％増加し、2,396,969千円となりました。これは１年内返済

予定の長期借入金の94,036千円の減少があった一方で、短期借入金が110,500千円、１年内償還予定の

社債が100,000千円増加したこと等によります。 

  固定負債は前連結会計年度末に比べて6.8％減少し、6,589,702千円となりました。これは社債が

149,000千円、長期借入金が231,499千円減少したこと等によります。 

 この結果負債合計は前連結会計年度末に比べて3.8％減少し、8,986,672千円となりました。 

純資産合計は前連結会計年度末に比べて3.3％増加し、2,696,146千円となりました。これは為替換算

調整勘定が56,143千円増加したことによります。 

  

平成21年５月15日付け「平成21年３月期決算短信」で発表しました業績予想に変更はありません。 

・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

〔不動産賃貸関連事業〕

〔その他事業〕

2. 連結財政状態に関する定性的情報

(資産)

(負債)

(純資産)

3. 連結業績予想に関する定性的情報
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新規連結：株式会社ＬＣパートナーズ 
平成21年８月21日付で不動産ファンドにおけるストラクチャリング及びコンサルティング業務、アセ

ットマネジメント業務を主な事業とする株式会社ＬＣパートナーズ（東京都東大和市）を設立し、新た
に連結子会社となりました。 

  

①当第２四半期連結会計期間末の貸倒実績率が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないも
のと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率を使用して貸倒見積高を算定しております。 

②四半期会計期間に係る法人税等については、見積実効税率による方法によっております。 

  

①完成工事高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）を当第１四半期連結会計期間より
適用し、当第１四半期連結会計期間に着手した工事契約から、進捗部分についての成果の確実性が認
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もりは原価比例法）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、当該会計基準に該当する工事契約はありませんでした。 

  

  

  

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 563,546 514,905

受取手形及び売掛金 30,740 17,186

有価証券 3,596 2,169

原材料及び貯蔵品 201 179

販売用不動産 45,757 －

繰延税金資産 34,790 33,690

その他 382,920 363,377

貸倒引当金 △5,620 △2,831

流動資産合計 1,055,933 928,676

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,066,880 4,184,332

土地 2,107,371 2,487,800

建設仮勘定 45,744 45,744

その他（純額） 6,588 7,520

有形固定資産合計 6,226,584 6,725,397

無形固定資産   

借地権 423,873 437,161

のれん 23,783 31,569

その他 2,133 2,603

無形固定資産合計 449,790 471,334

投資その他の資産   

投資有価証券 50,472 39,676

長期貸付金 365,625 366,924

繰延税金資産 89,020 85,520

敷金及び保証金 2,973,936 2,868,691

投資不動産 66,821 63,355

その他 404,632 400,923

投資その他の資産合計 3,950,509 3,825,092

固定資産合計 10,626,884 11,021,824

資産合計 11,682,818 11,950,501
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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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 36,501 18,131

短期借入金 410,500 300,000

1年内返済予定の長期借入金 1,210,847 1,304,884

1年内償還予定の社債 198,000 98,000

未払法人税等 5,426 2,221

賞与引当金 31,250 28,000

その他 504,444 520,450

流動負債合計 2,396,969 2,271,688

固定負債   

社債 586,000 735,000

長期借入金 2,722,137 2,953,636

長期預り敷金保証金 3,075,552 3,164,256

その他 206,012 215,166

固定負債合計 6,589,702 7,068,059

負債合計 8,986,672 9,339,747

純資産の部   

株主資本   

資本金 686,000 686,000

資本剰余金 648,939 648,939

利益剰余金 1,565,288 1,537,583

株主資本合計 2,900,228 2,872,523

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,347 △2,891

為替換算調整勘定 △202,734 △258,877

評価・換算差額等合計 △204,082 △261,769

純資産合計 2,696,146 2,610,753

負債純資産合計 11,682,818 11,950,501
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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 4,292,591 2,720,032

売上原価 3,440,647 2,305,280

売上総利益 851,943 414,751

販売費及び一般管理費 551,975 389,122

営業利益 299,967 25,629

営業外収益   

受取利息 5,219 7,799

受取配当金 1,540 450

有価証券利息 2,151 34

有価証券評価益 － 7,984

持分法による投資利益 67,114 －

負ののれん償却額 16,571 －

違約金収入 － 33,867

その他 13,042 11,886

営業外収益合計 105,640 62,023

営業外費用   

支払利息 295,883 108,581

社債発行費償却 14,068 －

資金調達費用 66,500 －

投資有価証券評価損 11,864 －

持分法による投資損失 － 1,496

その他 7,284 182

営業外費用合計 395,601 110,261

経常利益又は経常損失（△） 10,007 △22,608

特別利益   

固定資産売却益 33,210 838

貸倒引当金戻入額 3,957 －

保険解約返戻金 6,027 －

受取和解金 2,092 6,500

その他 1,139 1,045

特別利益合計 46,426 8,383

特別損失   

固定資産除却損 － 79

減損損失 553,795 －

特別損失合計 553,795 79

税金等調整前四半期純損失（△） △497,361 △14,303

法人税等 74,194 △42,009

少数株主利益 39,808 －

四半期純利益又は四半期純損失（△） △611,364 27,705
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該当事項なし 

  

 
(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業の主な内容 

 
  

全セグメントの売上高の合計、営業利益及びセグメントの資産の金額の合計に占める不動産賃貸

関連事業の割合がいずれも90％を超えているため、事業の種類別ゼグメント情報の記載を省略して

おります。 

  

 
(注)  国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

  

 
(注)  国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

  

(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】

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)

不動産賃貸
関連事業 
(千円)

自動車販売
関連事業 
(千円)

その他事
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 3,168,246 1,123,354 990 4,292,591 ─ 4,292,591

(2) セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

1,200 ─ ─ 1,200 (1,200) ─

計 3,169,446 1,123,354 990 4,293,791 (1,200) 4,292,591

 営業利益又は営業損失(△) 264,852 93,316 △1,409 356,760 (56,792) 299,967

(1)不動産賃貸関連事業 ・・・・倉庫、店舗、駐車場等のサブリース

(2)自動車販売関連事業 ・・・・自動車販売及び修理

(3)その他事業 ・・・・家具インテリア用品輸入販売等

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)

【所在地別セグメント情報】

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)

日本 
(千円)

米国
(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 4,138,326 154,264 4,292,591 ─ 4,292,591

(2) セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

─ ─ ─ ─ ─

計 4,138,326 154,264 4,292,591 ─ 4,292,591

営業利益 349,728 5,831 355,560 (55,592) 299,967

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)

日本 
(千円)

米国
(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 2,556,195 163,836 2,720,032 ─ 2,720,032

(2) セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

─ ─ ─ ─ ─

計 2,556,195 163,836 2,720,032 ─ 2,720,032

営業利益 24,205 34,660 58,865 (33,235) 25,629
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(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 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。 

  

 
(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 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。 

  

該当事項なし 

  

（第三者割当増資） 

当社は、平成21年10月30日開催の取締役会において、第三者割当増資を実施することを決議いたしま

した。 

 
  

【海外売上高】

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)

米国 計

Ⅰ 海外売上高 (千円) 154,264 154,264

Ⅱ 連結売上高 (千円) 4,292,591

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合 (％) 3.6 3.6

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)

米国 計

Ⅰ 海外売上高 (千円) 163,836 163,836

Ⅱ 連結売上高 (千円) 2,720,032

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合 (％) 6.0 6.0

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

(7) 後発事象

(1) 発行する株式の種類 普通株式

(2) 発行する株式の総数 6,600株

(3) 発行価額 １株につき  58,474円

(4) 発行価額の総額 385,928,400円

(5) 資本組入額 １株につき  29,237円

(6) 申込期日 平成21年11月20日

(7) 払込期日 平成21年11月24日

(8) 割当先及び株式数 株式会社ＡＲＩＣＡ 2,900株

Prospect Japan Fund Limited 2,000株

フィンテック グローバル投資事業有限責任組合12号   900株

日本千博株式会社   800株

(9) 資金の使途 不動産賃貸関連事業に係る事業資金
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