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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） 

(注)平成21年３月期第３四半期より金融商品取引法に基づく四半期連結財務諸表を作成しておりますので、平成21年３月期第２四半期につきましては記
載しておりません。 

(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 6,275 ― 2,378 ― 1,528 ― 897 ―
21年3月期第2四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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 92.76 ―
21年3月期第2四半期 ― ―

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 136,211 14,923 11.0 1,393.83
21年3月期 128,293 10,004 7.8 1,179.14

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  14,923百万円 21年3月期  10,004百万円

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  

平成22年３月期第２四半期末の１株当たり配当金は、上場記念配当１株当たり10円を含んでおります。 

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 ― 0.00 ― 40.00 40.00
22年3月期 ― 30.00
22年3月期 

（予想）
― 20.00 50.00

      配当金の内訳 記念配当 10円00銭

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 13,201 6.2 5,097 11.1 3,297 3.9 1,955 5.5 191.87
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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） 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

(注)平成21年３月期第２四半期の期中平均株式数は、平成20年７月30日付で普通株式１株につき10株の株式分割を行っておりますので、当期首に
当該株式分割が行われたと仮定した期中平均株式数としております。 

※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等の将来に関する記述は、発表日現在において入手可能な情報に基づいた分析・判断によるものであり、実際の業績
につきましては、経営環境の変化等により大きく異なる結果となる可能性があります。業績予想に関する事項は、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。 

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 10,707,000株 21年3月期  8,485,000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  9,673,743株 21年3月期第2四半期 8,485,000株

―　2　―

常和ホールディングス㈱　(3258)　平成22年３月期　第２四半期決算短信



当社は、平成21年３月期第３四半期連結累計(会計)期間より金融商品取引法に基づく四半期連結財務諸

表を作成しているため、前年同四半期業績及び比較増減につきましては、参考として記載しております。

  

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、以下「当第２四半期」という。)の

我が国経済は、世界的な金融危機に端を発した景気後退局面から、製造業を中心に底打ち感が生じ回復に

向かっているものの、設備投資の縮小や雇用情勢の悪化等、依然厳しい状況にあります。また、５月には

新型インフルエンザ問題が顕現化し、経済への影響も出ております。 

オフィスビルマーケットにおきましては、空室率の上昇傾向及び賃料水準の低下が継続しております。

これは、ひとつに新築大型ビル等の近年の行き過ぎた賃料上昇の調整が進み、マーケットが正常化の過程

にあるものと認識しております。また、景気低迷によりオフィス需要が弱含んでおり、今後さらなる賃料

水準の低下も見込まれる状況と認識しております。 
不動産価格につきましては、近年のミニバブル的な価格が調整され、正常な賃料水準に基づく収益価格

へ回帰しているものと考えており、丸の内での大型物件の売買成約や中小型物件の動きもみられ始めてお
ります。 
ホテル業界につきましては、景気低迷により国内出張需要が減少していることに加え、新型インフルエ

ンザ感染拡大による出張自粛や修学旅行の中止、円高・景気後退の影響を受けた訪日旅行者数の減少等も
あり、客室稼働率及び単価が下落しております。 
  
以上のような事業環境の中、オフィスビル事業、ホテル事業を中核とする当社グループは、持株会社を

中心とした透明性が高く、効率的経営が可能な事業体制の下、お客様をはじめ各ステークホルダーの視点

に立った事業推進を行い、収益力の強化、安定した経営基盤の構築に注力してまいりました。 

当社グループは、不動産価格の正常化を優良収益物件への投資チャンスと捉え、平成21年４月にホテル

ユニゾ大阪淀屋橋(不動産信託受益権)を取得いたしました。なお、同ホテルは、常和ホテルマネジメント

㈱が運営するホテルユニゾチェーン６番目のホテルとして、同年４月24日に開業いたしました。 

  

当第２四半期の連結業績につきましては、売上高6,275百万円（前年同四半期6,014百万円 前年同四半

期比4.3％増）となり、営業利益は2,378百万円（前年同四半期2,023百万円 前年同四半期比17.5％

増）、経常利益は1,528百万円（前年同四半期1,505百万円 前年同四半期比1.5％増）を計上し、四半期

純利益は897百万円（前年同四半期873百万円 前年同四半期比2.7％増）となり、増収増益を達成いたし

ました。 
  

 
  

事業の種類別セグメントごとの業績は、次のとおりです。 
  

 
  

【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

［当第２四半期の連結業績］           （単位：百万円）

区分 (参考)平成21年３月期
第２四半期

平成22年３月期   
第２四半期 比較増減

 売  上  高 6,014 6,275 +260

 営 業 利 益 2,023 2,378 +355

 経 常 利 益 1,505 1,528 +22

 四 半 期 純 利 益 873 897 +23

［当第２四半期の連結セグメント業績］ （単位：百万円）

事業の種類別   
    セグメントの名称

（参考）平成21年３月期
第２四半期

平成22年３月期   
第２四半期 比較増減

売上高
営業利益又は
営業損失(△)

売上高 営業利益 売上高 営業利益

オフィスビル事業 4,260 1,918 4,467 2,516 +207 +598

ホテル事業 1,266 339 1,337 111 +71 △ 228

ゴルフ事業 410 55 398 59 △ 11 +4

住宅事業 80 15 70 24 △ 9 +9

その他事業 157 △ 0 181 32 +24 +32

消去又は全社 △ 159 △ 304 △ 181 △ 365 △21 △ 60

合計 6,014 2,023 6,275 2,378 +260 +355
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当第２四半期は、前連結会計年度に実施した優良収益物件への投資が寄与し、売上高4,467百万円
（前年同四半期4,260百万円 前年同四半期比4.9％増）、営業利益2,516百万円（前年同四半期1,918百
万円 前年同四半期比31.2％増）となり、増収増益を達成いたしました。 
  

当第２四半期は、景気低迷による国内出張需要の減少に加え、新型インフルエンザの感染拡大の影響
を受けたことから、弾力的な営業施策を実施し、稼働率低下の防遏に努める一方、平成21年４月のホテ
ルユニゾ大阪淀屋橋の新規開業が寄与し、売上高は1,337百万円（前年同四半期1,266百万円 前年同四
半期比5.7％増）となりましたが、ホテルユニゾ大阪淀屋橋の新規開業費用の計上や同ホテル(不動産信
託受益権)を取得したことによる減価償却費の増加があったこと等により、営業利益111百万円（前年同
四半期339百万円 前年同四半期比67.2％減）となりました。 
  

当第２四半期は、景気低迷の影響を考慮し、弾力的な営業施策の実施により集客増に努めた結果、来
場者数は増加したものの、売上高は398百万円（前年同四半期410百万円 前年同四半期比2.9％減）と
なりましたが、コスト削減等に努め、営業利益は59百万円（前年同四半期55百万円 前年同四半期比
7.6％増）となりました。 

  

当第２四半期は、管理受託社宅等の閉鎖による管理受託収入の減少等により、売上高70百万円（前年
同四半期80百万円 前年同四半期比11.5％減）となったものの、コスト削減等により、営業利益24百万
円（前年同四半期15百万円 前年同四半期比59.1％増）となりました。 
  

当第２四半期は、常和ファクター㈱の貸付金利息収入等により、売上高181百万円（前年同四半期157
百万円 前年同四半期比15.2％増）、営業利益32百万円（前年同四半期営業損失０百万円）となりまし
た。 

  

当第２四半期末の資産合計は、136,211百万円となり、前期末比7,917百万円の増加となりました。これ
は、ホテルユニゾ大阪淀屋橋取得等により有形固定資産が前期末比4,618百万円増加、現金及び預金が前
期末比1,493百万円増加、投資有価証券の期末時価補正等により投資その他の資産が前期末比1,404百万円
増加したこと等によるものです。 
当第２四半期末の負債合計は、121,287百万円となり、前期末比2,998百万円の増加となりました。これ

は、ホテルユニゾ大阪淀屋橋取得資金の借入れや新規金融機関との取引開始等による借入れ等により、資
金調達額が借入金返済額を上回り、当第２四半期末の借入金残高が前期末比2,747百万円増加したこと等
によるものです。 
当第２四半期末の純資産合計は、14,923百万円となり、前期末比4,918百万円の増加となりました。こ

れは、当社株式上場時の公募増資等により資本金及び資本剰余金が合計3,565百万円増加、それに加え利
益剰余金が557百万円増加、その他有価証券評価差額金が755百万円増加したこと等によるものです。 

  

当第２四半期の業績は、前年同四半期比増収増益を達成し、概ね計画どおり進捗しており、通期の連結
業績見通しは、平成21年６月23日に公表しました業績予想の通り、売上高13,201百万円(前期12,424百万
円、前期比6.2％増)、営業利益5,097百万円(前期4,586百万円、前期比11.1％増)、経常利益3,297百万円
(前期3,173百万円、前期比3.9％増)、当期純利益1,955百万円(前期1,852百万円、前期比5.5％増)を計画
しております。 
  

当第２四半期末の剰余金の配当(中間配当)は、既公表の利益配分に関する基本方針ならびに当第２四半
期の業績及び通期業績見通しを踏まえ、平成21年６月23日に予想として公表しましたとおり、１株当たり
30円（うち上場記念配当10円）といたしました。  
 なお、期末配当は、基本方針に基づき、業績予想の達成を前提に、１株当たり20円を計画しておりま
す。  

  

①オフィスビル事業

②ホテル事業 

③ゴルフ事業

④住宅事業 

⑤その他事業

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

（平成22年３月期の業績見通し）

（当第２四半期末の剰余金の配当(中間配当)）
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該当事項はありません。 
  

一般債権の貸倒見積高の算定方法について、当第２四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結
会計年度末に算定したものと著しい変化が無いと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等
を使用して貸倒見積高を算定しております。 
  

該当事項はありません。 
  

該当事項はありません。 
  

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

①簡便な会計処理

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理

(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 4,105,474 2,611,907

受取手形及び売掛金 2,921,381 2,702,667

商品及び製品 2,220 2,302

販売用不動産 2,422,418 2,416,361

原材料及び貯蔵品 7,564 5,528

繰延税金資産 419,285 282,631

その他 652,040 613,008

貸倒引当金 △226 △3,345

流動資産合計 10,530,158 8,631,060

固定資産   

有形固定資産   

信託建物及び信託構築物（純額） 30,011,833 27,635,451

土地 5,122,049 5,118,265

コース勘定 1,489,299 1,489,299

信託土地 70,314,313 68,542,175

その他（純額） 1,394,214 928,091

有形固定資産合計 108,331,711 103,713,282

無形固定資産 4,083,880 4,088,280

投資その他の資産   

投資有価証券 12,126,747 10,894,567

繰延税金資産 2,085 82,597

その他 1,168,200 915,507

貸倒引当金 △31,600 △31,600

投資その他の資産合計 13,265,434 11,861,073

固定資産合計 125,681,025 119,662,636

資産合計 136,211,184 128,293,697

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,840 1,659

短期借入金 14,100,000 17,900,000

1年内返済予定の長期借入金 19,531,600 24,721,100

未払法人税等 193,875 799,856

賞与引当金 52,175 53,588

その他 2,350,156 2,430,551

流動負債合計 36,229,648 45,906,756

固定負債   

長期借入金 74,384,850 62,647,400

受入敷金保証金 8,532,936 8,648,185

繰延税金負債 946,986 －

退職給付引当金 707,233 695,757

役員退職慰労引当金 189,992 173,481

その他 295,827 217,124

固定負債合計 85,057,827 72,381,948

負債合計 121,287,475 118,288,704
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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 3,350,828 1,567,940

資本剰余金 3,266,234 1,483,346

利益剰余金 7,673,903 7,115,924

株主資本合計 14,290,966 10,167,210

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 734,222 △21,444

繰延ヘッジ損益 △101,480 △140,774

評価・換算差額等合計 632,742 △162,218

純資産合計 14,923,708 10,004,992

負債純資産合計 136,211,184 128,293,697
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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）

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 6,275,264

売上原価 3,043,616

売上総利益 3,231,648

販売費及び一般管理費  

販売手数料 3,877

広告宣伝費 29,597

役員報酬 167,665

給料及び手当 234,131

賞与引当金繰入額 20,828

退職給付費用 17,713

役員退職慰労引当金繰入額 30,764

その他 348,358

販売費及び一般管理費合計 852,936

営業利益 2,378,711

営業外収益  

受取利息 1,305

受取配当金 159,605

匿名組合投資利益 103,417

その他 20,158

営業外収益合計 284,487

営業外費用  

支払利息 1,067,102

その他 67,981

営業外費用合計 1,135,083

経常利益 1,528,115

特別利益  

貸倒引当金戻入額 3,119

特別利益合計 3,119

特別損失  

固定資産除却損 776

特別損失合計 776

税金等調整前四半期純利益 1,530,458

法人税、住民税及び事業税 175,373

法人税等調整額 457,706

法人税等合計 633,079

四半期純利益 897,378
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【第２四半期連結会計期間】 

（単位：千円）

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 3,176,422

売上原価 1,538,009

売上総利益 1,638,413

販売費及び一般管理費  

販売手数料 1,484

広告宣伝費 8,486

役員報酬 53,034

給料及び手当 114,344

賞与引当金繰入額 10,507

退職給付費用 7,630

役員退職慰労引当金繰入額 16,730

その他 171,441

販売費及び一般管理費合計 383,658

営業利益 1,254,754

営業外収益  

受取利息 1,048

受取配当金 77,480

匿名組合投資利益 103,417

その他 9,606

営業外収益合計 191,553

営業外費用  

支払利息 525,782

その他 8,662

営業外費用合計 534,444

経常利益 911,863

特別損失  

固定資産除却損 740

特別損失合計 740

税金等調整前四半期純利益 911,123

法人税、住民税及び事業税 △69,938

法人税等調整額 400,741

法人税等合計 330,803

四半期純利益 580,319
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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 1,530,458

減価償却費 857,383

賞与引当金の増減額（△は減少） △1,413

退職給付引当金の増減額（△は減少） 11,476

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 16,511

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,119

受取利息及び受取配当金 △160,910

支払利息 1,067,102

有形固定資産除却損 776

株式交付費 14,160

売上債権の増減額（△は増加） △226,433

たな卸資産の増減額（△は増加） △8,011

匿名組合出資金の増減額（△は増加） 1,728

仕入債務の増減額（△は減少） 181

未払費用の増減額（△は減少） △346,904

その他 △346,380

小計 2,406,605

利息及び配当金の受取額 160,925

利息の支払額 △967,605

法人税等の支払額 △765,559

営業活動によるキャッシュ・フロー 834,366

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 △5,281,863

貸付金の回収による収入 2,297

貸付けによる支出 △6,025

その他 1,154

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,284,437

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） △3,800,000

長期借入れによる収入 29,450,000

長期借入金の返済による支出 △22,902,050

配当金の支払額 △339,400

株式の発行による収入 3,551,616

リース債務の返済による支出 △16,528

財務活動によるキャッシュ・フロー 5,943,637

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,493,567

現金及び現金同等物の期首残高 2,611,907

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,105,474
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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。 

  

【事業の種類別セグメント情報】 

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 

 (1) オフィスビル事業・・・・・・・・・・オフィスビル等の賃貸・運営 

 (2) ホテル事業・・・・・・・・・・・・・ビジネスホテルの運営・管理 

 (3) ゴルフ事業・・・・・・・・・・・・・ゴルフコースの運営・管理 

 (4) 住宅事業・・・・・・・・・・・・・・住宅の賃貸、管理、仲介及び宅地分譲等 

 (5) その他事業・・・・・・・・・・・・・貸金業等 

  

当社は、東京証券取引所市場第二部上場にあたり、平成21年６月22日を払込期日とする公募増資を実
施し、また当該公募増資に伴うオーバーアロットメントによる株式売出しに関連し、平成21年７月23日
を払込期日とする第三者割当増資を実施いたしました。この結果、当第２四半期連結累計期間におい
て、資本金が1,782百万円、資本準備金が1,782百万円増加し、当第２四半期連結累計期間末における資
本金が3,350百万円、資本剰余金が3,266百万円となっております。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

オフィス 
ビル事業 
(千円)

ホテル
事業 
(千円)

ゴルフ
事業 
(千円)

住宅事業
(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

4,467,926 1,337,873 398,248 70,923 291 6,275,264 ― 6,275,264

(2) セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

― ― ― ― 181,362 181,362 (181,362) ―

計 4,467,926 1,337,873 398,248 70,923 181,654 6,456,627 (181,362) 6,275,264

営業利益 2,516,186 111,242 59,491 24,438 32,645 2,744,005 (365,293) 2,378,711

(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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当社は、平成21年３月期第３四半期より金融商品取引法に基づく四半期連結財務諸表を作成しておりま

すので、平成21年３月期第２四半期に係る四半期連結損益計算書、四半期連結キャッシュ・フロー計算書

及びセグメント情報につきまして、以下のとおり参考として記載いたします。 

  

 
  

「参考資料」

【前第２四半期に係る四半期連結財務諸表】

(1)四半期連結損益計算書（平成21年３月期第２四半期）

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）

（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)

売上高 6,014,751

売上原価 3,214,478

売上総利益 2,800,273

販売費及び一般管理費

 販売手数料 3,872

 広告宣伝費 9,391

 役員報酬 158,745

 給料及び手当 232,054

 賞与引当金繰入額 20,139

 退職給付費用 15,859

 役員退職慰労引当金繰入額 26,264

 その他 310,328

 販売費及び一般管理費合計 776,656

営業利益 2,023,616

営業外収益

 受取利息 3,973

 受取配当金 213,777

 匿名組合投資利益 192,551

 その他 14,014

 営業外収益合計 424,316

営業外費用

 支払利息 931,173

 その他 10,854

 営業外費用合計 942,028

経常利益 1,505,905

特別利益

 投資有価証券売却益 7

 特別利益合計 7

特別損失

 固定資産除却損 1,357

 投資有価証券評価損 12,330

 役員退職慰労金 308

 その他 0

 特別損失合計 13,996

税金等調整前四半期純利益 1,491,915

法人税、住民税及び事業税 594,993

法人税等調整額 23,394

法人税等合計 618,388

四半期純利益 873,527
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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）

（単位：千円）

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)

売上高 2,909,448

売上原価 1,626,280

売上総利益 1,283,168

販売費及び一般管理費

 販売手数料 1,642

 広告宣伝費 4,779

 役員報酬 48,231

 給料及び手当 113,996

 賞与引当金繰入額 9,775

 退職給付費用 7,820

 役員退職慰労引当金繰入額 14,035

 その他 174,424

 販売費及び一般管理費合計 374,704

営業利益 908,463

営業外収益

 受取利息 3,118

 受取配当金 109,192

 匿名組合投資利益 153,641

 その他 6,735

 営業外収益合計 272,687

営業外費用

 支払利息 474,323

 その他 7,446

 営業外費用合計 481,770

経常利益 699,380

特別損失

 固定資産除却損 1,284

 投資有価証券評価損 12,330

 その他 0

 特別損失合計 13,615

税金等調整前四半期純利益 685,765

法人税、住民税及び事業税 318,102

法人税等調整額 △ 15,227

法人税等合計 302,874

四半期純利益 382,890
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(2)四半期連結キャッシュ・フロー計算書（平成21年３月期第２四半期）

(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)

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 1,491,915

 減価償却費 702,495

 賞与引当金の増減額（△は減少） 1,108

 退職給付引当金の増減額（△は減少） △ 31,556

 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 15,473

 貸倒引当金の増減額（△は減少） 1

 受取利息及び受取配当金 △ 217,750

 支払利息 931,173

 有形固定資産除却損 1,357

 投資有価証券売却益（△は益） △ 7

 投資有価証券評価損 12,330

 売上債権の増減額（△は増加） 200,261

 たな卸資産の増減額（△は増加） △ 7,302

 匿名組合等出資金の増減額(△は増加) △ 59,160

 仕入債務の増減額（△は減少） 691

 未払費用の増減額（△は減少） △ 102,737

 その他 △ 945,649

 小計 1,992,645

 利息及び配当金の受取額 217,797

 利息の支払額 △ 876,138

 法人税等の支払額 △ 755,480

 営業活動によるキャッシュ・フロー 578,824

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 △ 3,131,142

 無形固定資産の取得による支出 △ 3,072

 投資有価証券の売却による収入 138

 貸付金の回収による収入 3,500

 貸付けによる支出 △ 1,725

 その他 8,693

 投資活動によるキャッシュ・フロー △ 3,123,608

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） 2,871,000

 長期借入れによる収入 4,190,000

 長期借入金の返済による支出 △ 2,380,000

 親会社による配当金の支払額 △ 254,550

 リース債務の返済による支出 △ 75

 財務活動によるキャッシュ・フロー 4,426,374

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,881,590

現金及び現金同等物の期首残高 1,649,105

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,530,696
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【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) 

 
(注) １ 事業区分は、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 

  (1) オフィスビル事業・・・・・・・・・・オフィスビル等の賃貸・運営 

  (2) ホテル事業・・・・・・・・・・・・・ビジネスホテルの運営・管理 

  (3) ゴルフ事業・・・・・・・・・・・・・ゴルフコースの運営・管理 

  (4) 住宅事業・・・・・・・・・・・・・・住宅の賃貸、管理、仲介及び宅地分譲等 

  (5) その他事業・・・・・・・・・・・・・貸金業等 

  

(3) セグメント情報

オフィス 
ビル事業 
(千円)

ホテル
事業 
(千円)

ゴルフ
事業 
(千円)

住宅事業
(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

4,256,356 1,266,089 410,070 80,098 2,136 6,014,751 ― 6,014,751

(2) セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

4,486 ― ― ― 155,498 159,985 (159,985) ―

計 4,260,843 1,266,089 410,070 80,098 157,634 6,174,736 (159,985) 6,014,751

営業利益又は営業損失(△) 1,918,138 339,300 55,278 15,362 △71 2,328,008 (304,391) 2,023,616

―　15　―

常和ホールディングス㈱　(3258)　平成22年３月期　第２四半期決算短信




