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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 15,352 3.3 1,667 △31.3 887 △52.9 482 △75.2

21年3月期第2四半期 14,865 ― 2,425 ― 1,885 ― 1,942 ―

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 7.49 7.49
21年3月期第2四半期 30.18 30.16

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 177,405 50,964 28.7 791.82
21年3月期 184,357 50,873 27.6 790.54

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  50,964百万円 21年3月期  50,873百万円

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 ― 6.00 ― 6.00 12.00
22年3月期 ― 5.00

22年3月期 
（予想）

― 5.00 10.00

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  有  
 

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 33,600 6.1 3,650 50.8 1,750 54.0 1,000 △22.8 15.54

－ 1 －



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） 

(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見通し等の将来に関する記述は、本資料の発表日現在の将来に関する前提・見通し・計画に基づく予測が含まれておりま
す。実際の業績は、今後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。なお、業績予想に関する定性的情報は、４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。 

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 68,323,613株 21年3月期  68,323,613株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  3,959,577株 21年3月期  3,970,591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 64,354,250株 21年3月期第2四半期 64,355,561株

－ 2 －



当第２四半期累計期間の連結業績は、売上高は資産開発事業で前年同期に計上の収益用不動産売却がな

く減収となり、また、建築内装事業でも前年同期に計上のブリーゼタワー貸室内装関連工事収入の減少に

より減収となったものの、ビル賃貸事業のブリーゼタワー稼働による増収、住宅分譲事業の販売戸数の増

による増収等で、全体として前年同期に比べ４億87百万円増、3.3%増収の153億52百万円となりました。

しかしながら、利益面におきましては、ビル賃貸事業では増収による増益となったものの、資産開発事業

及び建築内装事業が前年同期の大型売上の反動減により大幅な減益となり、また、住宅分譲事業で損失幅

が拡大し、営業利益は前年同期に比べ７億58百万円減、31.3%減益の16億67百万円、経常利益では営業外

費用で支払利息が増加したこと等により前年同期に比べ９億98百万円減、52.9%減益の８億87百万円とな

り、第２四半期純利益は前年同期の税務上の損金算入案件がなくなったことにより税金費用が増加し、前

年同期に比べ14億60百万円減、75.2%減益の４億82百万円となりました。 

  

各セグメント別の業績については以下の通りとなっています。 

 
  

「ビル賃貸事業」では、ブリーゼタワーが昨年８月にオフィス部分、10月に商業施設「ブリーゼブリー

ゼ」、11月に劇場「サンケイホールブリーゼ」がそれぞれ営業を開始し、さらに大手町合同庁舎跡地再開

発ビルが本年４月に営業開始したことによる売上計上により大幅増収となりました。また、主力の東京サ

ンケイビルでも増収となり、売上高は前年同期に比べ20億15百万円増、31.0%増収の85億16百万円となり

ました。営業利益でも増収及び既存ビルのコスト削減により、前年同期に比べ８億24百万円増、42.3%増

益の27億69百万円となりました。 

「資産開発事業」では、ＳＰＣ・ファンドからの配当収入等を計上したものの前年計上の収益用不動産

１物件の売却収入がなくなり、売上高は前年同期に比べ23億66百万円減、96.8%減収の78百万円となり、

営業損益は前年同期に比べ11億81百万円減の１億91百万円の損失計上となりました。 

「住宅分譲事業」では、昨年11月に竣工した「ルフォン御殿山」(東京都品川区)、12月に竣工した「ル

フォン吉祥寺」(東京都武蔵野市)、及び「ルフォン中野上鷺宮」(東京都中野区)、「ルフォン学芸大学」

(東京都世田谷区)の併せて販売戸数56戸、33億85百万円の販売収入を計上し、前年同期に比べ19億40百万

円増、134.2%増収となりました。営業損益は当第２四半期においても竣工物件においては厳しい販売状況

が続いたことから価格調整を行い、３億56百万円の営業損失を計上し、さらに竣工物件を中心にたな卸資

産の評価損１億50百万円を計上したことにより、セグメントでは５億６百万円の損失計上（前年同期は２

億92百万円の営業損失）となりました。 

「飲食事業」では、「ブリーゼブリーゼ」開業に合わせ10月に開店した２店舗の新規売上計上により、

売上高は前年同期に比べ１億60百万円増、16.3%増収の11億41百万円となりましたが、営業損益は新規店

舗が利益計上に至らず、ケータリングや既存店舗の落ち込みもあり、前年同期に比べ74百万円減の73百万

円の損失計上となりました。 

【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

(単位：百万円)

事業の種類別 
セグメントの名称

前第２四半期(累計) 当第２四半期(累計)

売上高 営業損益 売上高 営業損益

 ビル賃貸事業 6,501 1,945 8,516 2,769

 資産開発事業 2,444 990 78 △191

 住宅分譲事業 1,445 △292 3,385 △506

 飲食事業 981 1 1,141 △73

 建築内装事業 2,537 103 1,221 △2

 ビルマネジメント事業 2,037 50 2,006 34

 その他の事業 261 53 255 △12

 消去又は全社 △1,344 △427 △1,252 △350

合計 14,865 2,425 15,352 1,667

－ 3 －
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「建築内装事業」では、前年同期に計上のブリーゼタワー貸室内装関連工事の減少と景気悪化に伴う企

業の経費削減により展示会開催が減少し、展示設営業務も減収となり、売上高は前年同期に比べ13億16百

万円減、51.9%減収の12億21百万円で、営業損益も大幅な減収による減益で前年同期に比べ１億５百万円

減、２百万円の損失計上となりました。 

「ビルマネジメント事業」では、ブリーゼタワーの営業開始に伴う保守管理業務収入計上があったもの

の、前年同期に計上した設備関連工事収入の減少や既存物件の管理コストの圧縮要請による減収もあり、

売上高は前年同期に比べ31百万円減、1.5%減収の20億６百万円で、営業利益も前年同期に比べ16百万円

減、31.2%減益の34百万円となりました。 

「その他の事業」は、人材派遣及び業務受託等のビジネスサポート事業と昨年４月に新設した子会社ブ

リーゼアーツによるサンケイホールブリーゼの運営事業で、サンケイホールブリーゼの開場に伴う運営業

務収入の増はあったものの、ビジネスサポート事業で前年計上のブリーゼタワー開業関連業務の減少によ

り、売上高は前年同期に比べ６百万円減、2.4%減収の２億55百万円となり、営業損益は65百万円減、12百

万円の損失計上となりました。 

  

当第２四半期末の資産合計は前連結会計年度末に比べ69億52百万円減少して、1,774億５百万円となり

ました。主な要因は、分譲マンションの販売進捗等により販売用不動産が34億60百万円、未収還付法人税

等及び未収消費税等併せて23億52百万円がそれぞれ減少したことにより流動資産が52億76百万円減少し、

減価償却費の計上等により固定資産が16億71百万円減少したことによるものです。負債合計は前連結会計

年度末に比べ70億44百万円減少して、1,264億40百万円となりました。短期借入金及び１年内返済予定の

長期借入金と前連結会計年度末に計上した新規ビル建設費の未払金の減により流動負債が112億４百万円

減少し、長期借入金の増と大手町合同庁舎跡地再開発ビルの営業開始等により増加した預り敷金の増等に

より固定負債が41億61百万円増加しております。純資産合計は前連結会計年度末に比べ91百万円増加し

て、509億64百万円となりました。これは、配当金の支払と四半期純利益との差引きによるものです。 
  
キャッシュ・フローの状況については、当第２四半期末における現金及び現金同等物（以下「資金」と

いう。）は、前連結会計年度末に比べ、１億61百万円減少し（前年同期比＋14億19百万円）、49億19百万

円となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは、87億16百万円の資金の増加（前年同期比＋79億

１百万円）となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益及び減価償却費の計上と分譲マンション

の販売進捗によるたな卸資産の減少で資金が増加したこと、及び法人税等・消費税の還付によるもので

す。投資活動によるキャッシュ・フローは、20億46百万円の資金の減少（前年同期比＋154億40百万円）

となりました。これは主に品川サンケイビル及び日本橋サンケイビル等の有形固定資産の取得によるもの

です。財務活動によるキャッシュ・フローは、68億30百万円の資金の減少（前年同期比△205億68百万

円）となりました。これは短期・長期の借入れによる収入と短期・長期併せた借入金の返済及び社債の償

還による支出との差し引き及び配当金の支払によるものです。 
  

平成21年５月15日に発表した平成22年３月期の連結業績予想を下表のとおり修正致します。 

住宅分譲事業において、完成物件の販売が進捗するほか、本年12月竣工の「ルフォン富士見台」（東京

都練馬区）が当初想定より販売が進捗する見込みであることから売上高は増収となる見込みです。利益面

では、ビル賃貸事業と資産開発事業でコスト減による増益が見込まれますが、一方でたな卸資産の評価損

を計上したこと等により住宅分譲事業が減益となるため、営業利益以下は前回発表の通期予想と変更あり

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

通期 (単位：百万円)

今回修正通期予想
前回発表通期予想

(平成21年５月15日発表)

増減

金額 率

売上高 33,600 31,800 1,800 5.7%

営業利益 3,650 3,650 ― ―%

経常利益 1,750 1,750 ― ―%

当期純利益 1,000 1,000 ― ―%

－ 4 －
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該当事項はありません。 

  

①簡便な会計処理 

 ・棚卸資産の評価方法 

棚卸資産の簿価切下げについては、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

もり、簿価切下げを行う方法によっております。 

 ・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。 

 ・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、前連結会計年度末以降に経営環境等、又は一時差異

等の発生状況に著しい変化が認められた場合に、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・プランニングに当該著しい変化の影響を加味したものを利用する方法によっておりま

す。 
  

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

 該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

参考（セグメント別内訳） (単位：百万円)

事業の種類別 
セグメントの名称

今回予想(通期) 当初予想(通期) 増減

売上高 営業損益 売上高 営業損益 売上高 営業損益

ビル賃貸事業 17,340 5,500 17,560 5,400 △220 100

資産開発事業 140 △400 140 △550 ― 150

住宅分譲事業 8,600 △800 6,250 △600 2,350 △200

飲食事業 2,430 △30 2,600 20 △170 △50

建築内装事業 2,850 50 2,900 20 △50 30

ビルマネジメント事業 4,050 50 4,050 80 ― △30

その他の事業 580 10 630 5 △50 5

消去又は全社 △2,390 △730 △2,330 △725 △60 △5

合計 33,600 3,650 31,800 3,650 1,800 ―

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 －
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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：百万円）

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 4,950 5,112

受取手形及び売掛金 1,232 1,571

有価証券 14 －

販売用不動産 4,280 7,740

仕掛販売用不動産 4,009 2,545

開発不動産 9,132 9,692

その他のたな卸資産 78 37

繰延税金資産 765 1,010

その他 831 2,864

貸倒引当金 △3 △5

流動資産合計 25,291 30,567

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 64,914 63,337

機械装置及び運搬具（純額） 812 826

土地 69,364 61,418

リース資産（純額） 41 33

建設仮勘定 － 10,693

その他（純額） 660 690

有形固定資産合計 135,792 136,999

無形固定資産 182 189

投資その他の資産   

投資有価証券 561 597

営業投資有価証券 9,552 9,704

長期貸付金 3,330 3,495

繰延税金資産 571 574

その他 2,274 2,372

貸倒引当金 △194 △194

投資その他の資産合計 16,094 16,550

固定資産合計 152,069 153,740

繰延資産 43 49

資産合計 177,405 184,357
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（単位：百万円）

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 1,086 1,404

短期借入金 8,500 15,000

1年内返済予定の長期借入金 18,045 20,737

リース債務 9 7

未払法人税等 158 95

賞与引当金 288 323

役員賞与引当金 37 69

その他 2,687 4,379

流動負債合計 30,813 42,017

固定負債   

社債 20,000 20,000

長期借入金 45,556 42,309

リース債務 31 26

再評価に係る繰延税金負債 16,710 16,710

退職給付引当金 704 696

長期未払金 363 388

長期預り敷金 12,259 11,334

その他 1 1

固定負債合計 95,627 91,466

負債合計 126,440 133,484

純資産の部   

株主資本   

資本金 14,120 14,120

資本剰余金 12,975 12,974

利益剰余金 15,484 15,388

自己株式 △1,422 △1,426

株主資本合計 41,157 41,056

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 32 41

土地再評価差額金 9,774 9,774

評価・換算差額等合計 9,807 9,816

少数株主持分 0 0

純資産合計 50,964 50,873

負債純資産合計 177,405 184,357
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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：百万円）

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 14,865 15,352

売上原価 11,091 12,312

売上総利益 3,774 3,040

販売費及び一般管理費 1,349 1,373

営業利益 2,425 1,667

営業外収益   

受取利息 49 47

受取配当金 11 10

法人税等還付加算金 － 25

その他 22 53

営業外収益合計 83 137

営業外費用   

支払利息 547 887

その他 75 29

営業外費用合計 623 916

経常利益 1,885 887

特別損失   

固定資産除却損 14 11

建替関連損失 18 －

特別損失合計 32 11

税金等調整前四半期純利益 1,852 876

法人税、住民税及び事業税 89 134

過年度法人税等 150 －

法人税等調整額 △328 259

法人税等合計 △89 394

四半期純利益 1,942 482

－ 8 －

㈱サンケイビル (8809)　平成22年３月期 第２四半期決算短信



【第２四半期連結会計期間】 

（単位：百万円）

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 9,432 8,235

売上原価 6,855 6,714

売上総利益 2,576 1,521

販売費及び一般管理費 675 671

営業利益 1,901 850

営業外収益   

受取利息 39 23

法人税等還付加算金 － 25

その他 6 18

営業外収益合計 45 67

営業外費用   

支払利息 229 446

その他 25 10

営業外費用合計 254 456

経常利益 1,691 460

特別損失   

固定資産除却損 10 1

建替関連損失 4 －

特別損失合計 14 1

税金等調整前四半期純利益 1,676 459

法人税、住民税及び事業税 80 126

法人税等調整額 △271 88

法人税等合計 △191 215

四半期純利益 1,868 243
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：百万円）

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 1,852 876

減価償却費 1,107 1,963

たな卸資産評価損 157 150

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △36 △31

貸倒引当金の増減額（△は減少） △41 △1

受取利息及び受取配当金 △60 △57

支払利息 547 887

売上債権の増減額（△は増加） 741 453

たな卸資産の増減額（△は増加） 738 2,364

仕入債務の増減額（△は減少） △2,022 △350

退職給付引当金の増減額（△は減少） △2 8

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △406 －

長期未払金の増減額（△は減少） 387 △24

賞与引当金の増減額（△は減少） △32 △35

固定資産除売却損益（△は益） 14 11

前払費用の増減額（△は増加） △159 △135

預り金の増減額（△は減少） 46 △37

差入保証金の増減額（△は増加） △186 44

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） 1,326 886

未払又は未収消費税等の増減額 △1,231 1,437

その他 34 185

小計 2,773 8,594

利息及び配当金の受取額 48 57

利息の支払額 △524 △921

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △1,482 984

営業活動によるキャッシュ・フロー 815 8,716

投資活動によるキャッシュ・フロー   

営業投資有価証券の取得による支出 △2,095 －

営業投資有価証券の出資払戻による収入 32 13

有形固定資産の取得による支出 △9,660 △2,140

貸付けによる支出 △5,808 △0

貸付金の回収による収入 22 33

その他 22 46

投資活動によるキャッシュ・フロー △17,486 △2,046

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） 11,950 △6,500

リース債務の返済による支出 － △4

長期借入れによる収入 5,100 10,500

長期借入金の返済による支出 △2,921 △9,944

社債の償還による支出 － △500

配当金の支払額 △385 △385

その他 △3 4

財務活動によるキャッシュ・フロー 13,738 △6,830

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,931 △161

現金及び現金同等物の期首残高 6,322 5,081

新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高 110 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,500 4,919
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該当事項はありません。 

  

① 事業の種類別セグメント情報 
  

 
(注)１ 事業区分は売上集計区分によっています。 

２ 各事業の主な内容 

 
３ 第１四半期連結会計期間より、「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）を適用して

おります。これによるセグメント情報に与える影響はありません。 
  

 
(注)１ 事業区分は売上集計区分によっています。 

２ 各事業の主な内容 

 
  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

前第２四半期連結累計期間（平成20年４月１日～平成20年９月30日） (単位：百万円)

ビル賃貸 
事業

資産開発 
事業

住宅分譲
事業

飲食事業
建築内装

事業

ビルマネ
ジメント

事業

その他の
事業

計
消去 

又は全社
連結

売上高及び営業損益

売上高

(1)外部顧客に対する 
   売上高

6,401 2,444 1,445 840 2,393 1,295 44 14,865 ― 14,865

(2)セグメント間の 
  内部売上高又は 
  振替高

100 ― ― 141 144 742 216 1,344 (1,344) ―

計 6,501 2,444 1,445 981 2,537 2,037 261 16,209 (1,344) 14,865

営業費用 4,556 1,454 1,738 980 2,433 1,987 207 13,357 (917) 12,440
営業利益又は 
営業損失(△)

1,945 990 △292 1 103 50 53 2,852 (427) 2,425

(1) ビル賃貸事業……………… 賃貸ビル・賃貸マンション・貸会議室・貸ホールの経営等

(2) 資産開発事業……………… 収益用不動産の開発・取得及びファンドの運用等

(3) 住宅分譲事業……………… マンション等住宅関連の開発及び分譲

(4) 飲食事業…………………… レストランの経営

(5) 建築内装事業……………… 建築工事全般並びに展示、装飾等の製作、イベント・学会等の運営

(6) ビルマネジメント事業…… プロパティマネジメント業務・建物機械設備の維持管理・警備・清掃業務の

受託等

(7) その他の事業……………… 興行の企画制作・貸ホールの運営、人材派遣、給与業務の受託等

当第２四半期連結累計期間（平成21年４月１日～平成21年９月30日） (単位：百万円)

ビル賃貸 
事業

資産開発 
事業

住宅分譲
事業

飲食事業
建築内装

事業

ビルマネ
ジメント

事業

その他の
事業

計
消去 

又は全社
連結

売上高及び営業損益

売上高

(1)外部顧客に対する 
   売上高

8,341 78 3,385 1,004 1,090 1,289 161 15,352 ― 15,352

(2)セグメント間の 
  内部売上高又は 
  振替高

174 ― ― 136 130 716 93 1,252 (1,252) ―

計 8,516 78 3,385 1,141 1,221 2,006 255 16,605 (1,252) 15,352

営業費用 5,746 270 3,892 1,214 1,223 1,971 267 14,587 (901) 13,685
営業利益又は 
営業損失(△)

2,769 △191 △506 △73 △2 34 △12 2,017 (350) 1,667

(1) ビル賃貸事業……………… 賃貸ビル・賃貸マンション・貸会議室・貸ホールの経営等

(2) 資産開発事業……………… 収益用不動産の開発・取得及びファンドの運用等

(3) 住宅分譲事業……………… マンション等住宅関連の開発及び分譲

(4) 飲食事業…………………… レストランの経営

(5) 建築内装事業……………… 建築工事全般並びに展示、装飾等の製作、イベント・学会等の運営

(6) ビルマネジメント事業…… プロパティマネジメント業務・建物機械設備の維持管理・警備・清掃業務の

受託等

(7) その他の事業……………… 興行の企画制作・貸ホールの運営、人材派遣、給与業務の受託等
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② 所在地別セグメント情報 

 該当事項はありません。 

  

③ 海外売上高 

 該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

(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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