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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 3,372 75.9 △391 ― △570 ― △447 ―

21年3月期第2四半期 1,917 ― △2,728 ― △2,726 ― △3,188 ―

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 △7.51 ―

21年3月期第2四半期 △53.59 ―

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 20,082 3,878 19.3 65.06
21年3月期 18,256 4,332 23.6 72.51

（参考） 自己資本  22年3月期第2四半期  3,870百万円 21年3月期  4,313百万円

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 5,700 △52.9 △360 ― △640 ― △550 ― △9.18



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）詳細につきましては、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）詳細につきましては、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 

 本資料に掲載されている業績予想は、発表日現在において入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実
際の業績等は、業況の変化等により、上記予想と異なる場合があります。業績予想の前提となる仮定等については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 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 59,496,186株 21年3月期 59,496,186株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期 12,551株 21年3月期 12,353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 59,483,728株 21年3月期第2四半期 59,485,784株



（当四半期連結累計期間の経営成績） 

 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、過去最悪といわれる未曾有の金融危機の混乱の中で始まり、夏ごろ

からは新興国向けの輸出と生産の持ち直しにより最悪期を脱したとの観測があるものの、金融危機後の急激な落ち込みか

らの反発力には未だ欠け、雇用や所得の不安感による消費マインドの改善が見られない状態のまま推移いたしました。 

このような経済環境のもとで当社グループは、資産保有型で不動産販売の依存度が高い現行のビジネスモデルから、

ホテルマネジメントを柱とするフィービジネスへの転換を目指しております。 

当第２四半期連結累計期間の売上高は3,372百万円（前年同四半期比75.9％増）となりました。主な要因は、不動産売

上2,410百万円、ホテル事業売上952百万円などです。なお、連結売上高に占めるホテル事業の売上高比率が28.2％となり

ました。本年５月に株式取得により子会社化致しました㈱カンデオ・ホスピタリティ・マネジメントならびに㈱溜池管財

の損益の連結を、当第２四半期連結会計期間より開始いたしております。これにより、ホテル事業の売上高が大幅に増加

いたしました。 

営業損失は391百万円となりました。主な要因は、賃料収入を配当原資とするSPCの運用成績の悪化により損失配当の

200百万円が発生したことと、不動産販売、ホテル開発コンサルタント受託の計画の遅れ、不動産仲介の計画の未達によ

るものです。 

経常損失は570百万円となりました。営業外収益は、連結子会社の㈱フィーノホテルズの負ののれんの償却6百万円、

投資事業組合運用益2百万円など、合計15百万円となりました。営業外費用は支払利息180百万円など、合計195百万円と

なりました。 

四半期純損失は447百万円となりました。特別利益は、連結子会社の㈱カンデオ・ホスピタリティ・マネジメントの取

得に伴う負ののれんの一括償却142百万円、過年度修正益33百万円、貸倒引当金戻入額7百万円など、合計182百万円とな

りました。特別損失は生活関連事業等の部門閉鎖に伴う減損損失15百万円、関係会社株式売却損6百万円など、合計31百

万円となりました。  

（セグメント別成績） 

（１）不動産事業 

 不動産事業につきましては、賃貸事業は堅調な実績となりましたが、販売事業と仲介事業につきましては、長引く不況

や金融機関等の新規不動産融資に対する慎重姿勢の影響などにより、計画していた売上高が確保できませんでした。この

結果売上高は2,410百万円、営業損失は108百万円となりました。 

（２）ホテル事業 

ホテル事業につきましては、ビジネス需要の減少や、新型インフルエンザや消費マインドの冷え込みによる観光需要

の減少など、業界全体が厳しい状況にある中で、当社グループのホテルは目標とする稼働率の確保に成功いたしました。

しかしながら、激化する価格競争の影響は避けられず、また、ホテル開発コンサルタント受託の計画の遅れもあり、売上

は目標を下回りました。この結果売上高は952百万円、営業損失は35百万円となりました。なお、第１四半期連結会計期

間から事業の種類別セグメントを変更しております。  

（１）資産、負債及び純資産等の状況 

 当四半期連結会計期間末の当社グループの総資産は20,082百万円となりました。これは、前連結会計年度末より1,826

百万円の増加です。主な要因は、販売用不動産の売却等による商品1,965百万円の減少と子会社取得による有形固定資産

3,510百万円の増加と現金及び預金491百万円の増加などによるものです。 

 負債合計は16,204百万円となりました。これは、前連結会計年度末より2,280百万円の増加です。主な要因は、子会社

取得による短期借入金3,499百万円の増加と１年内返済予定の長期借入金1,063百万円の減少によるものです。 

 純資産合計は3,878百万円となりました。これは、前連結会計年度末より454百万円の減少です。主な要因は、当四半期

純損失による利益剰余金の減少によるものです。 

（２）キャッシュ・フローの状況  

 当四半期連結会計期間末における当社グループの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

と比較して461百万円増加し、643百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期連結累計期間における営業活動による資金は、1,717百万円（前年同四半期は2,802百万円のマイナス）の

プラスとなりました。その主な増加要因は、販売用不動産の売却に伴うたな卸資産の減少による2,920百万円と営業貸付

金の減少による698百万円、減少要因としては、販売用不動産評価損の戻入額806百万円と貸倒引当金の減少715百万円に

よるものです。 

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

２．連結財政状態に関する定性的情報



（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期連結累計期間における投資活動による資金は、198百万円（前年同四半期は231百万円のマイナス）のプラ

スとなりました。その主な要因は、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入240百万円によるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期連結累計期間における財務活動による資金は、1,450百万円（前年同四半期は161百万円のマイナス）のマ

イナスとなりました。その主な要因は、長期借入金の返済による支出1,641百万円と新株予約権付社債等の発行による収

入153百万円によるものです。 

当社グループは、資産保有型で不動産販売の依存度が高い現行のビジネスモデルから、ホテルマネジメントを柱とす

るフィービジネスへの転換を目指しております。この戦略は確実に達成しつつあると判断いたしておりますが、転換期に

あたる当第２四半期連結累計期間においては、未曾有の金融危機がもたらした企業収益の減少、個人消費の減退という厳

しい経済状況の長期化の中で、不動産事業が予想以上の不振を極めたことから、第2四半期連結累計期間の業績予想を平

成21年11月６日に修正いたしました。 

主たる下方修正要因としては、匿名組合出資の運用成績の悪化に起因する損失が200百万円、販売価額が計画を下回っ

たことに起因する利益の不足が150百万円、仲介事業等の計画の未達に起因する利益の不足が100百万円でございます。 

また、不動産流通市場を取り巻く環境は、金融危機後の急激な落ち込みからの反発力には未だ欠けており、停滞は長

期化することも十分に予想されます。 

このような環境下において、第３四半期連結累計期間以降の販売計画は楽観できないと判断されることから、既存在

庫の販売や仲介等の売上は想定しない保守的な見積りに改め、通期業績予想を平成21年11月６日に修正いたしました。 

   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案分して算定する方

法によっております。 

 ①企業結合に関する会計基準の適用 

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成20年12月26日）、「連結財務諸表に関する

会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）、「『研究開発費等に係る会計基準』の一部改

正」（企業会計基準第23号 平成20年12月26日）、「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７

号 平成20年12月26日）、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年12月26日公表

分）及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 

平成20年12月26日）が平成21年４月１日以後開始する連結会計年度において最初に実施される企業結合及

び事業分離等から適用することができることになったことに伴い、第１四半期連結会計期間からこれらの

会計基準等を適用しております。 

②表示方法の変更 

（四半期連結貸借対照表関係） 

前第２四半期連結会計期間において、有形固定資産に含めて表示しておりました「建物及び構築物」

は、資産総額の100分の10を超えたため、当第２四半期連結会計期間では区分掲記することとしました。な

お、前第２四半期連結会計期間の有形固定資産に含まれる「建物及び構築物」は378,940千円であります。 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前第２四半期連結累計期間において、営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めて表示し

ておりました「貸倒引当金の増減額（△は減少）」は重要性が増加したため、当第２四半期連結累計期間

では区分掲記することとしました。なお、前第２四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フロ

ーの「その他」に含まれている「貸倒引当金の増減額（△は減少）」は191千円であります。 

③追加情報 

（有形固定資産の減価償却費の方法） 

当第２四半期連結累計期間は、㈱カンデオ・ホスピタリティ・マネジメント及び㈱溜池管財への出資に

伴う損益が計上されております。従来、当社グループの減価償却費の方法は定率法によっておりました

が、当該連結子会社はホテル事業として収益と費用の適切な対応を図るため、定額法を採用することと致

しました。  

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



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 761,424 270,352

受取手形及び売掛金 140,102 88,666

有価証券 279 278

商品 9,631,004 11,596,033

仕掛品 2,939,114 3,092,839

原材料及び貯蔵品 14,649 78

その他 1,528,666 2,294,584

貸倒引当金 △76,031 △789,153

流動資産合計 14,939,206 16,553,677

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 3,184,376 366,853

その他 1,292,844 600,837

有形固定資産合計 4,477,220 967,690

無形固定資産   

のれん 258,570 313,903

その他 23,177 25,698

無形固定資産合計 281,747 339,600

投資その他の資産   

投資有価証券 45,299 47,263

その他 350,770 361,618

貸倒引当金 △12,420 △13,864

投資その他の資産合計 383,649 395,017

固定資産合計 5,142,616 1,702,308

資産合計 20,081,822 18,255,985

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 98,590 67,737

短期借入金 3,999,000 500,000

1年内返済予定の長期借入金 3,460,046 4,523,245

引当金 11,317 13,035

その他 1,336,192 1,132,770

流動負債合計 8,905,145 6,236,787

固定負債   

長期借入金 6,277,938 6,815,400

引当金 102,817 104,040

その他 917,910 767,545

固定負債合計 7,298,664 7,686,985

負債合計 16,203,810 13,923,772



（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 5,487,759 5,487,759

資本剰余金 3,829,147 3,829,147

利益剰余金 △5,541,083 △5,098,265

自己株式 △2,877 △2,870

株主資本合計 3,772,946 4,215,772

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 11 －

土地再評価差額金 97,125 97,125

評価・換算差額等合計 97,136 97,125

新株予約権 7,930 4,930

少数株主持分 － 14,387

純資産合計 3,878,012 4,332,213

負債純資産合計 20,081,822 18,255,985



（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 1,917,432 3,371,938

売上原価 3,604,060 2,489,563

売上総利益又は売上総損失（△） △1,686,627 882,375

販売費及び一般管理費   

給料 205,817 161,262

のれん償却額 73,571 55,784

貸倒引当金繰入額 191 －

役員賞与引当金繰入額 30,000 －

賞与引当金繰入額 14,909 8,632

退職給付引当金繰入額 1,268 443

役員退職慰労引当金繰入額 23,319 5,573

その他 691,935 1,041,380

販売費及び一般管理費合計 1,041,009 1,273,074

営業損失（△） △2,727,636 △390,699

営業外収益   

受取利息 12,976 638

受取配当金 1,272 14

投資事業組合運用益 11,577 2,092

負ののれん償却額 565 6,318

違約金収入 400,000 －

その他 11,683 6,411

営業外収益合計 438,073 15,473

営業外費用   

支払利息 200,461 179,763

違約金損失 189,690 －

その他 46,175 14,917

営業外費用合計 436,326 194,680

経常損失（△） △2,725,890 △569,907

特別利益   

固定資産売却益 542 －

負ののれん発生益 － 142,049

その他 209 40,371

特別利益合計 751 182,421

特別損失   

固定資産売却損 417 148

販売用不動産評価損 95,606 －

減損損失 7,898 15,462

その他 25,291 15,756

特別損失合計 129,212 31,366

税金等調整前四半期純損失（△） △2,854,350 △418,852

法人税、住民税及び事業税 60,920 14,017

法人税等調整額 264,668 9,894

法人税等合計 325,589 23,911

少数株主利益 7,803 4,215

四半期純損失（△） △3,187,742 △446,978



（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損失（△） △2,854,350 △418,852

減価償却費 22,160 77,775

違約金損失 189,690 －

減損損失 7,898 15,462

投資事業組合運用損益（△は益） △11,577 △2,092

のれん償却額 73,571 55,784

負ののれん償却額 △565 △6,318

負ののれん発生益 － △142,049

違約金収入 △400,000 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） － △714,565

賞与引当金の増減額（△は減少） 1,178 △9,218

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 30,000 －

投資損失引当金の増減額（△は減少） 1,430,386 －

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 23,319 5,573

受取利息及び受取配当金 △14,248 △638

支払利息 200,461 179,763

販売用不動産評価損 1,011,428 △805,973

有形固定資産売却損益（△は益） △125 148

売上債権の増減額（△は増加） 28,326 △19,141

たな卸資産の増減額（△は増加） 46,706 2,920,384

販売用不動産信託受益権の増減額（△は増加） △136,626 －

営業投資有価証券の増減額（△は増加） △12,575 185,790

営業貸付金の増減額（△は増加） △500,000 698,000

仕入債務の増減額（△は減少） △1,506,004 △19,750

未払金の増減額（△は減少） △61,299 4,804

その他 345,475 △96,864

小計 △2,086,771 1,908,022

利息及び配当金の受取額 14,245 638

利息の支払額 △223,159 △189,245

法人税等の支払額 △506,462 △2,620

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,802,147 1,716,796

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 － △84,359

定期預金の払戻による収入 6,000 54,024

有形固定資産の取得による支出 △247,577 △2,245

有形固定資産の売却による収入 2,759 64

無形固定資産の取得による支出 △9,184 －

投資有価証券の取得による支出 △24,038 －

投資有価証券の売却による収入 55,872 824

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
収入

－ 240,299

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
支出

－ △19,448

貸付けによる支出 △33,520 －

差入保証金の差入による支出 △4,721 －

差入保証金の回収による収入 20,036 －

その他 3,492 8,481

投資活動によるキャッシュ・フロー △230,882 197,640



（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) 

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 730,000 －

短期借入金の返済による支出 △5,138,000 －

長期借入れによる収入 4,688,400 40,000

長期借入金の返済による支出 △315,143 △1,640,661

配当金の支払額 △126,421 △389

その他 △220 151,071

財務活動によるキャッシュ・フロー △161,384 △1,449,979

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,194,412 464,458

現金及び現金同等物の期首残高 4,012,587 182,344

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

△232,075 △3,720

現金及び現金同等物の四半期末残高 586,100 643,081



 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） 

    不動産関連事業の売上高及び営業損失の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業損失の金額の合計額

に占める割合がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

  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．従来、事業の種類別セグメント情報は、不動産事業の売上高及び営業損失の金額が全セグメントの売上高

の合計及び営業損失の金額の合計額に占める割合がいずれも90％超であるため記載を省略しておりました

が、第１四半期連結会計期間より、当社グループにホテル事業の売上高が全セグメントの売上高の合計の

10％以上になったことに伴い、事業の種類別セグメントを不動産事業、ホテル事業、その他の事業に区分

して開示しております。 

 ２．各事業の主な内容 

    不動産事業……主に不動産の賃貸、売買、開発業務 

    ホテル事業……ホテル事業及びこれに附帯する業務 

  

 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重要な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重要な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。 

  

（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〕

  
  

不動産事業 
（千円） 

ホテル事業 
（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 
2,409,664 952,398 9,876 3,371,938 － 3,371,938 

(2）

 

セグメント間の

内部売上高又は

振替高 

13,965 171,172 － 185,137 (185,137) － 

  計 2,423,629 1,123,570 9,876 3,557,075 (185,137) 3,371,938 

 
営業利益又は 

営業損失（△） 
△107,564 △35,435 633 △142,366 (248,333) △390,699 

〔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
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