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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 25,033 6.8 2,923 68.0 1,727 103.0 965 △20.5

21年3月期第3四半期 23,429 ― 1,739 ― 850 ― 1,214 ―

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 15.01 15.01
21年3月期第3四半期 18.87 18.87

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 174,104 51,123 29.4 794.29
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3四半期  51,123百万円 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  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 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、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） 

(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3四半期 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3四半期  3,959,869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3四半期 64,357,126株 21年3月期第3四半期 64,355,266株

－ 2 －



当第３四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、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いずれ

も大幅減収となったものの、住宅分譲事業で新規引渡し物件の売上計上及び既存物件の販売戸数の増と、

ビル賃貸事業のブリーゼタワー稼働によりいずれも大幅な増収となり、全体として前年同期に比べ16億４

百万円増、6.8%増収の250億33百万円となりました。利益面におきましても、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ったものの、ビル賃貸事業の増収による増益、

また、住宅分譲事業で前年同期と比べ評価損が減少したこともあり損失幅が縮小したことから、営業利益

は前年同期に比べ11億84百万円増、68.0%増益の29億23百万円となり、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８億77百万円増、103.0%増益の17億27百万円となりましたが、

第３四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２億49百万円減、20.5%減益の９億65百万円となりました。 

  

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、ブリーゼタワーが期初より売上に寄与したほか、大手町合同庁舎跡地再開発に

よるＪＡビル及び経団連会館ビルが昨年４月に営業開始し、当社所有床部分の売上計上により大幅増収と

なり、売上高は前年同期に比べ20億17百万円増、18.5%増収の128億90百万円となりました。営業利益でも

増収及び前年同期に計上したブリーゼタワー開業に関わる一時的な費用が無くなり、また、既存ビルのコ

スト削減もあり、前年同期に比べ15億13百万円増、53.9%増益の43億19百万円となりました。 

「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23億65百万円減、96.4%減収の89百万円となり、

営業損益は前年同期に比べ11億27百万円減の３億８百万円の損失計上となりました。 

「住宅分譲事業」では、昨年12月に引渡しを開始した新規物件「ルフォン富士見台」(東京都練馬区)、

及び従前より販売中の「ルフォン中野上鷺宮」(東京都中野区)、「ルフォン吉祥寺」(東京都武蔵野市)他

を併せて販売戸数130戸（前年同期は47戸）、69億27百万円の販売収入を計上し、前年同期に比べ34億96

百万円増、101.9%増収となりました。営業損益は、既存竣工物件において厳しい販売状況が続いたことに

より価格調整を行わざるを得ず、また、第２四半期においてたな卸資産の評価損１億50百万円を計上した

こともあり、５億71百万円の営業損失を計上しました。しかしながら、たな卸資産の評価損が前年に比べ

８億32百万円減少したことにより、10億86百万円の利益改善となりました。 

「飲食事業」では、外食業界全体の厳しい事業環境の中にあって、既存店舗では一部を除き減収となっ

たものの、「ブリーゼブリーゼ」開業に合わせて開店した２店舗の新規売上計上もあり、売上高は前年同

期に比べ47百万円増、2.7%増収の17億57百万円となりましたが、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98百万円減の69百万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３四半期(累計) 当第３四半期(累計)

売上高 営業損益 売上高 営業損益

 ビル賃貸事業 10,873 2,806 12,890 4,319

 資産開発事業 2,454 819 89 △308

 住宅分譲事業 3,431 △1,657 6,927 △571

 飲食事業 1,710 29 1,757 △69

 建築内装事業 3,492 155 1,883 7

 ビルマネジメント事業 3,167 103 3,008 48

 その他の事業 712 72 398 △7

 消去又は全社 △2,413 △589 △1,921 △495

合計 23,429 1,739 25,033 2,923

－ 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16億９百

万円減、46.1%減収の18億83百万円で、営業損益も大幅な減収による減益で前年同期に比べ１億48百万円

減、95.0%減益の７百万円となりました。 

「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１億59百万円減、5.0%減収の30億８百万円で、営業利益も前年同期に比べ55百万

円減、53.8%減益の48百万円となりました。 

「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ブリーゼタワー内の「サンケ

イホールブリーゼ」の運営事業で、前年同期に計上したサンケイホールブリーゼ開場記念公演運営業務収

入がなく大幅な減収となり、売上高は前年同期に比べ３億14百万円減、44.0%減収の３億98百万円で、営

業損益は79百万円減、７百万円の損失計上となりました。 
  

当第３四半期末の資産合計は前連結会計年度末に比べ102億53百万円減少して、1,741億４百万円となり

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36億13百万円、仕掛販売用不動

産が16億45百万円、また、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83億52百万円減少し、減価償却費の計上等により固定資産が18億92百万円減少したこ

とによるものです。負債合計は前連結会計年度末に比べ105億４百万円減少して、1,229億80百万円となり

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126億92百万円減少し、長期借入金の増と大手町合同庁舎跡地再開発によるＪ

Ａビル及び経団連会館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21億89百万円増

加しております。純資産合計は前連結会計年度末に比べ２億50百万円増加して、511億23百万円となりま

した。これは、配当金の支払と四半期純利益との差引き等によるものです。 
  
キャッシュ・フローの状況については、当第３四半期末における現金及び現金同等物（以下「資金」と

いう。）は、前年同期に比べ、６億72百万円減少し、54億７百万円となりました。営業活動によるキャッ

シュ・フローは、143億31百万円の資金の増加（前年同期比＋174億32百万円）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、29億32百万円の資金の減少（前年同期比＋122億56百万円）となりました。これは主に大手町一丁目

第２地区第一種市街地再開発事業や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、110億72百万円の資金の減少（前年同期比△290億

９百万円）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11月６日に発表した平成22年３月期の連結業績予想に変更はありません。 

  

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。 

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

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

－ 4 －
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 ・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。 

  

(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 5,438 5,112 

受取手形及び売掛金 954 1,571 

有価証券 14 － 

販売用不動産 4,127 7,740 

仕掛販売用不動産 900 2,545 

開発不動産 9,138 9,692 

その他のたな卸資産 88 37 

繰延税金資産 539 1,010 

その他 1,016 2,864 

貸倒引当金 △3 △5 

流動資産合計 22,215 30,567 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物（純額） 64,024 63,337 

機械装置及び運搬具（純額） 788 826 

土地 69,352 61,418 

リース資産（純額） 38 33 

建設仮勘定 902 10,693 

その他（純額） 610 690 

有形固定資産合計 135,717 136,999 

無形固定資産 177 189 

投資その他の資産 

投資有価証券 519 597 

営業投資有価証券 9,481 9,704 

長期貸付金 3,296 3,495 

繰延税金資産 578 574 

その他 2,270 2,372 

貸倒引当金 △194 △194 

投資その他の資産合計 15,952 16,550 

固定資産合計 151,848 153,740 

繰延資産 41 49 

資産合計 174,104 184,357 

－ 6 －
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（単位：百万円） 

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 1,074 1,404 

短期借入金 6,200 15,000 

1年内返済予定の長期借入金 18,370 20,737 

リース債務 9 7 

未払法人税等 249 95 

賞与引当金 169 323 

役員賞与引当金 55 69 

その他 3,197 4,379 

流動負債合計 29,325 42,017 

固定負債 

社債 20,000 20,000 

長期借入金 43,621 42,309 

リース債務 28 26 

再評価に係る繰延税金負債 16,710 16,710 

退職給付引当金 726 696 

長期未払金 363 388 

長期預り敷金 12,203 11,334 

その他 1 1 

固定負債合計 93,655 91,466 

負債合計 122,980 133,484 

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 15,625 15,388 

自己株式 △1,422 △1,426 

株主資本合計 41,298 41,056 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 29 41 

土地再評価差額金 9,795 9,774 

評価・換算差額等合計 9,825 9,816 

少数株主持分 0 0 

純資産合計 51,123 50,873 

負債純資産合計 174,104 184,357 
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(2) 【四半期連結損益計算書】

 【第３四半期連結累計期間】

（単位：百万円） 

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 23,429 25,033 

売上原価 19,055 20,000 

売上総利益 4,373 5,033 

販売費及び一般管理費 2,634 2,109 

営業利益 1,739 2,923 

営業外収益 

受取利息 83 70 

受取配当金 13 12 

法人税等還付加算金 － 25 

その他 33 78 

営業外収益合計 130 187 

営業外費用 

支払利息 920 1,312 

その他 99 71 

営業外費用合計 1,019 1,383 

経常利益 850 1,727 

特別利益 

固定資産売却益 10 － 

特別利益合計 10 － 

特別損失 

固定資産除却損 15 13 

建替関連損失 18 － 

特別損失合計 33 13 

税金等調整前四半期純利益 827 1,713 

法人税、住民税及び事業税 122 264 

過年度法人税等 150 － 

法人税等調整額 △659 483 

法人税等合計 △387 747 

四半期純利益 1,214 965 
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 【第３四半期連結会計期間】

（単位：百万円） 

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年10月１日 
至 平成21年12月31日) 

売上高 8,563 9,680 

売上原価 7,964 7,688 

売上総利益 599 1,992 

販売費及び一般管理費 1,284 736 

営業利益又は営業損失（△） △685 1,256 

営業外収益 

受取利息 33 22 

その他 13 27 

営業外収益合計 47 50 

営業外費用 

支払利息 372 425 

その他 24 41 

営業外費用合計 396 466 

経常利益又は経常損失（△） △1,034 839 

特別利益 

固定資産売却益 10 － 

特別利益合計 10 － 

特別損失 

固定資産除却損 0 2 

建替関連損失 0 － 

特別損失合計 1 2 

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（△） 

△1,025 836 

法人税、住民税及び事業税 33 129 

法人税等調整額 △331 223 

法人税等合計 △297 353 

四半期純利益又は四半期純損失（△） △727 483 
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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 827 1,713 

減価償却費 2,098 2,960 

たな卸資産評価損 982 150 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △18 △14 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △39 △1 

受取利息及び受取配当金 △97 △83 

支払利息 920 1,312 

売上債権の増減額（△は増加） 1,347 576 

たな卸資産の増減額（△は増加） △5,808 5,610 

仕入債務の増減額（△は減少） 109 △338 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 18 30 

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） △185 △154 

固定資産除売却損益（△は益） 4 13 

前払費用の増減額（△は増加） 329 △351 

預り金の増減額（△は減少） △231 663 

差入保証金の増減額（△は増加） △166 44 

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） 1,935 685 

未払又は未収消費税等の増減額 △1,384 1,584 

その他 △313 211 

小計 308 14,588 

利息及び配当金の受取額 93 83 

利息の支払額 △976 △1,297 

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △2,528 957 

営業活動によるキャッシュ・フロー △3,101 14,331 

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 △12,306 △3,095 

有形固定資産の売却による収入 20 35 

貸付けによる支出 △844 0 

貸付金の回収による収入 22 66 

その他 △17 46 

投資活動によるキャッシュ・フロー △15,188 △2,932 

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） 17,650 △8,800 

リース債務の返済による支出 － △7 

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 △4,055 △11,555 

社債の償還による支出 － △500 

配当金の支払額 △753 △714 

その他 △4 4 

財務活動によるキャッシュ・フロー 17,937 △11,072 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △353 326 

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 6,079 5,407 
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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 

 
  

 
(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３四半期連結累計期間（平成20年４月１日～平成20年12月31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

10,685 2,454 3,431 1,450 3,183 1,953 269 23,429 ― 23,429

(2)セグメント間の 
  内部売上高又は 
  振替高

187 ― ― 260 309 1,213 442 2,413 (2,413) ―

計 10,873 2,454 3,431 1,710 3,492 3,167 712 25,842 (2,413) 23,429

営業費用 8,067 1,635 5,089 1,680 3,337 3,063 639 23,513 (1,823) 21,689
営業利益又は 
営業損失(△)

2,806 819 △1,657 29 155 103 72 2,329 (589) 1,739

(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３四半期連結累計期間（平成21年４月１日～平成21年12月31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

12,626 89 6,927 1,516 1,687 1,924 262 25,033 ― 25,033

(2)セグメント間の 
  内部売上高又は 
  振替高

264 ― ― 241 195 1,083 136 1,921 (1,921) ―

計 12,890 89 6,927 1,757 1,883 3,008 398 26,954 (1,921) 25,033

営業費用 8,570 397 7,498 1,826 1,875 2,960 405 23,535 (1,425) 22,110
営業利益又は 
営業損失(△)

4,319 △308 △571 △69 7 48 △7 3,418 (495) 2,923

(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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