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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12月31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3四半期 20,317 7.2 △197 ― △184 ― △369 ―
21年3月期第3四半期 18,958 ― 57 ― 119 ― △49 ―

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3四半期 △7.38 ―
21年3月期第3四半期 △0.99 ―

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3四半期 11,915 7,420 62.3 148.38
21年3月期 11,015 7,939 72.1 158.76

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  7,420百万円 21年3月期  7,939百万円

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  
22年３月期の配当につきましては、現時点では未定とさせていただきます。 

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 ― ― ― 3.00 3.00
22年3月期 ― ― ―
22年3月期 

（予想）
― ―

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 29,000 16.8 △240 ― △210 ― △365 ― △7.30



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） 

（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。 

(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 
通期の業績予想につきましては、平成２１年５月８日に公表いたしました平成２２年３月期通期業績予想を修正しております。上記の予想は本資料の発表
時現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。なお、上記予
想に関する事項は、添付資料の４ページをご参照ください。 

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3四半期 50,020,000株 21年3月期  50,020,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  11,188株 21年3月期  10,594株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第3四半期 50,009,330株 21年3月期第3四半期 50,011,141株



 当第3四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府の経済対策などにより、一部産業において回復の兆しを見せ始

めたものの自律性に乏しく、失業率は依然として高い水準を記録し、消費マインドは冷え込み経済全体が「緩やかなデフ

レ状況」にあるなど「景気の二番底」が懸念される結果となりました。 

このような情勢のもと、当社グループにおきましては、当事業年度より3ヵ年に亘る中期経営計画「OHTORI 

PENTACROSS PLAN」をスタートし、5つの事業分野の強化ならびに各事業部門とのシナジーによる新たな事業展開に取組ん

でまいりました。 

ファイナンス事業におきましては、大手信販会社より旅行クーポン券、バウチャー券のファクタリング事業の承継に

より、事業規模の大幅な拡大に成功いたしました。ビジネスサポート事業におきましては、放送受信料金収納業務受託の

拡大に努めてまいりました。また、株式会社甲南チケットおよび日本ホテルファンド株式会社の業績が堅調に推移したこ

とにより、売上高20,317百万円（前年同期比107.2％）となりました。しかしながら、収益性の高いクレジット周辺業務

受託の減少などにより、営業損失197百万円（前年同期は営業利益57百万円）、経常損失184百万円（前年同期は経常利益

119百万円）、四半期純損失369百万円（前年同期は四半期純損失49百万円）となりました。 

なお、上記の結果を踏まえ、本日、平成22年3月期の通期連結業績予想ならびに通期個別業績予想を修正しておりま

す。 

  

 事業の種類別セグメントの成績は次のとおりです。 

〈繊維事業〉 

 繊維事業は、大手衣料量販店や総合スーパー、ディスカウントストアなどが販売する「低価格ジーンズ」の台頭により

「ファストファッション」が流行語になるなど、国内産デニム生地の需要が減少したことにより、売上高305百万円（前

年同期比14.6％）、営業損失60百万円（前年同期は営業利益39百万円）となりました。 

  

〈ビジネスサポート事業〉 

 ビジネスサポート事業は、前期より受託を開始いたしました地方自治体からの業務受託に加え、放送受信料金収納業務

の受託エリア拡大など、事業領域の拡充に努めてまいりました。しかしながら、遠隔地営業代行業務の終了や、クレジッ

ト周辺業務受託の減少をカバーするまでには至らず、売上高791百万円（前年同期比62.5％）、営業利益76百万円（前年

同期比36.7％）となりました。 

  

〈不動産事業〉 

 時間貸駐車場の運営を主体とする不動産事業は、車室の拡大に加え、有人タワーパーキングやバイクパーキングの運営

を開始するなど、駐車場形態の充実を図ってまいりました。また、借地賃料などのコスト改善にも取組んだことにより、

大幅な収益改善に成功し、売上高616百万円（前年同期比120.5％）、営業利益25百万円（前年同期は営業損失45百万円）

となりました。 

  

〈リセール事業〉 

 リセール事業は、株式会社甲南チケットにおきまして、可動式店舗の出店、チケット自動販売機の設置、販売商材の拡

充、金・プラチナ買取店舗の拡大、「Kounanカード（クレジットカード）」の発行など、新たな事業展開に努めてまいり

ました。こうした中で、チケット販売元の方針により、一部商品の販売が中止されたことに加え、新型インフルエンザの

流行や景気の悪化による旅行者の減少に伴う鉄道乗車券の販売減などにより、売上高13,110百万円（前年同期比87.5％）

となりましたが、収益性の高い商品の取扱いが増加したことにより、営業利益64百万円（前年同期比104.5％）となりま

した。 

  

〈ファイナンス事業〉 

 ファイナンス事業は、日本ホテルファンド株式会社におきまして、旅行クーポン券等のファクタリングに加え、一般債

権のファクタリングを開始いたしました。また、同社の取引旅館・ホテルに対し、地上デジタル放送対応のテレビレンタ

ルを開始するなど、事業領域の拡充を図ってまいりました結果、売上高5,492百万円（前年同期は売上高105百万円）、営

業利益21百万円（前年同期比52.2％）となりました。 

 当社は平成22年1月1日に日本ホテルファンド株式会社を吸収合併いたしました。また、大手信販会社よりファクタリン

グ事業の事業承継を受けたことにより、大幅な取扱拡大を見込んでおります。今後は同事業の積極展開に加え、収益性の

向上に取組んでまいります。 

  

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



  

  

 当第３四半期末の総資産は、11,915百万円となり、前連結会計年度末に比べ、899百万円増加いたしました。   

流動資産は、5,541百万円となり、2,804百万円減少いたしました。主な要因は、保有目的の変更に伴い固定資産へ振

替を行なったことにより販売用不動産が減少（1,063百万円）したこと及び代物弁済等による固定資産の取得に伴い

求償債権（640百万円）、営業貸付金（1,489百万円）が減少したこと等によるものです。固定資産は、6,373百万円

となり、3,704百万円増加いたしました。有形固定資産は、上記要因に加え事業用不動産の取得等により5,154百万円

となり、3,574百万円増加いたしました。無形固定資産は、809百万円となり、161百万円増加いたしました。主な要

因は、大手信販会社より旅行クーポン券、バウチャー券のファクタリング事業を承継したことに伴い、のれん（161

百万円）が増加したこと等によるものです。投資その他の資産は、410百万円（31百万円の減少）となりました。 

 当第３四半期末の負債は、4,495百万円となり、前連結会計年度末に比べ、1,418百万円増加いたしました。 

流動負債は、3,255百万円となり435百万円増加いたしました。主な要因は、短期借入金を調達（357百万円の増加）

したこと等によるものです。固定負債は、1,239百万円となり、982百万円増加いたしました。主な要因は、長期借入

金を調達したこと（836百万円の増加）及び社債の発行（157百万円の増加）等によるものです。 

 当第３四半期末の純資産は、7,420百万円となり、前連結会計年度末に比べ、518百万円減少いたしました。 

主な要因は、当四半期純損失（369百万円）の計上や配当金の支払い（150百万円）等によるものです。この結果、自

己資本比率は、前連結会計年度末の72.1％から62.3％となりました。  

  

（キャッシュ・フローについて） 

 当第３四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、税金等調整前四半期純損失175百万円の計上や固定資

産の取得による支出433百万円、短期借入金の返済972百万円、配当金の支払150百万円があったものの、短期借入金

の調達1,330百万円、長期借入金の調達1,000百万円、社債の発行による収入170百万円を行なった結果、前連結会計

年度末に比べ642百万円増加し、第３四半期連結累計期間末には、1,453百万円となりました。  

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果使用した資金は、27百万円（前年同四半期は1,537百万円の使用）となりました。 

これは主に、税金等調整前四半期純損失175百万円の計上があったこと等によるものです。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は、612百万円（前年同四半期は49百万円の使用）となりました。 

これは主に、固定資産の取得による支出433百万円、事業承継による支出228百万円があったこと等によるものです。

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果獲得した資金は、1,282百万円（前年同四半期は72百万円の支出）となりました。 

これは主に、短期借入金の返済972百万円、配当金の支払い150百万円があったものの、短期借入金の調達1,330百万

円、長期借入金の調達1,000百万円及び社債の発行による収入170百万円があったこと等によるものです。  

  

  通期の業績予想につきましては、平成21年5月8日に公表いたしました平成22年3月期通期業績予想を修正しておりま

す。 

 詳細につきましては、本日別途公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

  

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



  

 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按分して算定する方法 

によっております。  

◎ 法人税等並びに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関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生

状況に著しい変化がないと認められる場合には、前連結会計年度において使用した将来の業績予想やタックス・

プランニングを利用する方法によっております。また、前連結会計年度末以降に経営環境等、または、一時差異

等の発生状況に著しい変化が認められる場合には、前連結会計年度において使用した将来の業績予想やタック

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。 

  

  

 該当事項はありません。  

  

  

 該当事項はありません。 

  

前第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日） 

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

（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〕

   繊維事業  
ビジネスサ
ポート事業  不動産事業

リセール
事業 

ファイナン
ス事業 計  

消去又は全
社  連結

  (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高 2,088,448 1,266,579 511,598 14,986,275 105,509 18,958,411 － 18,958,411

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
－ － － － － － － －

計 2,088,448 1,266,579 511,598 14,986,275 105,509 18,958,411 － 18,958,411

営業利益又は営業損失

（△） 
39,003 208,329 △45,441 62,209 41,771 305,871 (248,660) 57,212

                              

    繊維事業  
ビジネスサ
ポート事業  不動産事業

リセール
事業 

ファイナン
ス事業 計  

消去又は全
社  連結

  (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高 305,674 791,941 616,725 13,110,962 5,492,570 20,317,873 － 20,317,873

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
－ － － － － － － －

計 305,674 791,941 616,725 13,110,962 5,492,570 20,317,873 － 20,317,873

営業利益又は営業損失

（△） 
△60,170 76,400 25,367 64,993 21,818 128,409 ( )325,552  △197,142

                              



 前第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日） 

 本邦以外の国又は地域に所在する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３四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年12月31日） 

 本邦以外の国又は地域に所在する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。  

  

 前第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日） 

 海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

 当第３四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年12月31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。 

  

〔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



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３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 1,453,164 810,383

受取手形及び売掛金 1,032,664 991,300

割賦売掛金 942,817 1,370,609

営業貸付金 687,662 2,176,663

商品及び製品 671,850 479,904

仕掛品 43,400 36,370

販売用不動産 503,727 1,567,315

繰延税金資産 40,434 202,034

求償債権 － 640,000

その他 203,429 113,134

貸倒引当金 △37,684 △41,317

流動資産合計 5,541,467 8,346,399

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,417,128 1,207,701

減価償却累計額 △647,395 △627,874

建物及び構築物（純額） 769,733 579,826

機械装置及び運搬具 128,850 892,864

減価償却累計額 △124,194 △855,901

機械装置及び運搬具（純額） 4,655 36,962

土地 4,216,679 797,752

リース資産 168,234 162,252

減価償却累計額 △58,373 △41,192

リース資産（純額） 109,860 121,059

その他 151,755 129,182

減価償却累計額 △98,596 △85,250

その他（純額） 53,159 43,931

有形固定資産合計 5,154,088 1,579,533

無形固定資産   

のれん 787,761 625,767

その他 21,537 21,689

無形固定資産合計 809,299 647,457

投資その他の資産   

投資有価証券 152,661 161,171

繰延税金資産 25,015 30,931

その他 232,830 250,229

投資その他の資産合計 410,508 442,332

固定資産合計 6,373,895 2,669,323

資産合計 11,915,363 11,015,722



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 116,750 130,633

短期借入金 2,737,500 2,380,000

1年内返済予定の長期借入金 142,960 －

リース債務 34,828 41,061

未払法人税等 15,185 48,722

賞与引当金 20,438 48,552

割賦利益繰延 45,810 72,365

その他 141,907 98,408

流動負債合計 3,255,380 2,819,744

固定負債   

長期借入金 836,720 －

社債 260,000 102,500

リース債務 78,988 86,051

退職給付引当金 37,972 40,793

役員退職慰労引当金 12,456 13,847

その他 13,500 13,500

固定負債合計 1,239,637 256,692

負債合計 4,495,018 3,076,436

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,064,688 6,064,688

利益剰余金 1,360,960 1,880,306

自己株式 △1,259 △1,223

株主資本合計 7,424,389 7,943,772

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △4,044 △4,485

評価・換算差額等合計 △4,044 △4,485

純資産合計 7,420,344 7,939,286

負債純資産合計 11,915,363 11,015,722



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 18,958,411 20,317,873

売上原価 17,770,410 19,296,040

売上総利益 1,188,000 1,021,833

販売費及び一般管理費 1,130,787 1,218,976

営業利益又は営業損失（△） 57,212 △197,142

営業外収益   

受取利息 1,834 670

受取配当金 2,541 1,974

受取賃貸料 36,547 13,297

業務受託手数料 22,645 5,591

その他 5,470 12,865

営業外収益合計 69,039 34,400

営業外費用   

支払利息 1,156 5,275

和解金 1,800 －

社債発行費 － 2,649

店舗閉鎖費用 － 4,363

その他 4,103 9,374

営業外費用合計 7,060 21,663

経常利益又は経常損失（△） 119,192 △184,405

特別利益   

前期損益修正益 － 6,541

遅延損害金 － 31,118

特別利益合計 － 37,659

特別損失   

固定資産売却損 － 25,586

リース解約損 － 2,341

投資有価証券評価損 － 1,123

販売用不動産評価損 53,850 －

事業撤退損 47,465 －

特別退職金 15,000 －

賃貸借契約解約損 2,000 －

特別損失合計 118,315 29,051

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

877 △175,798

法人税、住民税及び事業税 50,256 26,324

法人税等調整額 － 167,195

法人税等合計 50,256 193,519

四半期純損失（△） △49,379 △369,317



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

877 △175,798

減価償却費 65,966 97,445

のれん償却額 58,527 67,277

貸倒引当金の増減額（△は減少） 12,639 △3,632

賞与引当金の増減額（△は減少） △56,053 △28,114

退職給付引当金の増減額（△は減少） △123,544 △2,821

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3,552 △1,391

受取利息及び受取配当金 △4,375 △2,645

支払利息 1,156 5,275

前期損益修正損益（△は益） － △6,541

遅延損害金 － △31,118

販売用不動産評価損 53,850 －

賃貸借契約解約損 2,000 －

有形固定資産売却損益（△は益） － 25,586

投資有価証券評価損益（△は益） － 1,123

売上債権の増減額（△は増加） 1,497,684 244,191

たな卸資産の増減額（△は増加） △217,102 △87,559

営業貸付金の増減額（△は増加） △1,871,077 18,122

仕入債務の増減額（△は減少） △211,349 △13,883

割賦利益繰延の増減額（△は減少） △49,959 △26,555

未払消費税等の増減額（△は減少） 9,790 3,004

求償債権の増減額（△は増加） △640,000 －

その他 △31,149 △35,599

小計 △1,498,568 46,368

利息及び配当金の受取額 4,375 8,980

利息の支払額 △1,156 △5,396

法人税等の支払額 △41,732 △77,331

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,537,081 △27,378

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形及び無形固定資産の取得による支出 △43,853 △433,393

有形及び無形固定資産の売却による収入 － 32,886

事業承継による支出 － △228,461

投資有価証券の取得による支出 △1,638 △1,281

匿名組合出資金の払戻による収入 － 3,276

長期前払費用の取得による支出 － △5,127

差入保証金の回収による収入 21,855 21,136

差入保証金の差入による支出 △23,778 △3,520

預託金返還による収入 － 2,250

その他 △2,037 125

投資活動によるキャッシュ・フロー △49,451 △612,110



（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31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 820,000 1,330,000

短期借入金の返済による支出 △730,000 △972,500

長期借入れによる収入 － 1,000,000

長期借入金の返済による支出 － △20,320

リース債務の返済による支出 － △59,696

社債の発行による収入 － 170,000

社債の発行による支出 － △2,649

社債の償還による支出 △12,500 △12,500

自己株式の取得による支出 △125 △36

配当金の支払額 △150,035 △150,028

財務活動によるキャッシュ・フロー △72,660 1,282,269

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） △1,659,194 642,780

現金及び現金同等物の期首残高 2,391,591 810,383

現金及び現金同等物の四半期末残高 732,397 1,453,164



  該当事項はありません。 

  

６．その他の情報
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