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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 4,244 △36.3 416 ― 313 ― 353 ―
21年3月期第3四半期 6,667 68.2 △9,399 ― △9,600 ― △9,187 ―

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 1.57 ―
21年3月期第3四半期 △111.84 ―

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 8,506 3,346 36.5 13.73
21年3月期 9,020 2,369 23.7 9.50

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  3,102百万円 21年3月期  2,137百万円

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 6,500 16.4 720 ― 600 ― 610 ― 2.71
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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  無  

(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 
上記の予想は本資料の発表日現在において、入手可能な情報及び将来の業績に与える不確実な要因に係る本資料発表日現在における仮定を前提とし 
ております。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結果となる可能性があります。 

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 226,150,567株 21年3月期  225,150,567株
② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  154,651株 21年3月期  152,345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 225,131,279株 21年3月期第3四半期  82,146,355株
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 文中の将来に関する事項は、本第３四半期決算短信発表日現在において当社が判断したものであります。 
 当第３四半期連結累計期間（以下、当第３四半期）におけるわが国経済は、失業率が高水準で推移し、デフレ状況
となるなど、依然として厳しい状況にあるものの、企業収益と設備投資が下げ止まりつつあり、輸出、生産や個人消
費などに持ち直しの動きがみられております。 
 先行きについては、景気の持ち直し傾向が続くことがが期待されるものの、雇用情勢の一層の悪化や海外景気の下
振れ懸念、デフレや金融資本市場の変動の影響など、景気を下押しするリスクも存在しております。 
 当社グループの主要な事業領域である国内外の金融・資本市場、不動産市場をみると、世界経済の深刻な低迷の影
響を受け、株式市況や不動産取引の停滞、並びにこれらを背景とした信用収縮が依然として続いております。 
 このような経済状況の下で、当第３四半期の当社グループの売上高は、急激な資産圧縮を進めた前年同期を下回っ
たものの、国内外の投資回収が順調に進捗し、 百万円（前年同期比36.3％減）となりました。 
 また、投資回収による収益実現に加えて、徹底したコスト削減努力により販売費及び一般管理費が 百万円
（前年同期比28.0％減）と大幅に減少したことから、営業利益 百万円（前年同期は営業損失 百万円）、経常
利益 百万円（前年同期は経常損失 百万円）、四半期純利益 百万円（前年同期は四半期純損失 百万
円）となり、前年同期の大幅な赤字から回復し、順調に利益を積み上げております。 
 事業の種類別セグメントの概況・業績は以下の通りであります。 
（マーチャント・バンキング事業） 
 当社グループは、当事業部門におきまして、国内外の企業及び不動産向けの投資関連事業を営んでおります。 
 当第３四半期においては、国内企業投資において 百万円、海外企業投資において 百万円の投資回収益があ
った結果、売上高 百万円（前年同期比52.6％減）、営業利益 百万円（前年同期は営業損失 百万円）
となりました。 
（ホスピタリティ＆ウェルネス事業） 
 当社グループは、当事業部門におきまして、宿泊施設及びボウリング場等のアミューズメント施設の運営、公営
施設の運営受託などを行っております。 
 当第３四半期においては、新型インフルエンザ問題の影響によりホテル部門の収入が一時的に落ち込んだこと
や、長引く景気低迷でレジャー需要が振るわなかったことなどから、売上高 百万円（前年同期比14.6％減）
となりましたが、公営施設の受託事業が黒字転換したことや各事業拠点における徹底したコスト圧縮の効果によ
り、営業利益 百万円（前年同期は営業損失 百万円）と黒字回復いたしました。 
  
  

 当第３四半期連結会計期間末における総資産は、 百万円となり、前連結会計年度末比 百万円の減少となり
ました。その主な要因は、投資回収による営業投資有価証券の減少 百万円、たな卸資産の減少 百万円などであ
ります。 
 また、純資産は、四半期純利益の計上、投資先の時価増加によるその他有価証券評価差額金の増加及び新株予約権
の行使などにより、前連結会計年度末比 百万円増加の 百万円となりました。なお、自己資本比率は前連結会
計年度末比12.8ポイント改善し36.5％となりました。 
  

  

 平成21年10月28日付当社「連結業績予想の修正に関するお知らせ」において公表いたしました連結業績予想から修
正は行っておりません。 
  

  

 該当事項はありません。  
  

 該当事項はありません。  
  

 該当事項はありません。  

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

4,244
1,943

416 9,399
313 9,600 353 9,187

121 399
1,861 644 8,437

2,528

26 74

２．連結財政状態に関する定性的情報
8,506 513

82 332

977 3,346

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
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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 600,443 601,394 
受取手形及び売掛金 127,553 137,976 
営業投資有価証券 3,030,106 3,112,801 
たな卸資産 143,174 476,075 
その他 173,857 231,441 
貸倒引当金 △823 － 
流動資産合計 4,074,313 4,559,690 

固定資産   
有形固定資産   
建物及び構築物（純額） 789,598 633,428 
信託建物（純額） 1,735,650 1,776,757 
土地 846,986 833,408 
信託土地 773,000 773,000 
その他（純額） 281,190 299,927 
減損損失累計額 △267,637 △267,637 
有形固定資産合計 4,158,788 4,048,885 

無形固定資産   
その他 6,308 8,420 

無形固定資産合計 6,308 8,420 

投資その他の資産   
投資有価証券 10,100 71,686 
長期貸付金 140,947 151,021 
敷金及び保証金 72,281 128,183 
その他 49,386 58,332 
貸倒引当金 △5,590 △6,000 
投資その他の資産合計 267,125 403,223 

固定資産合計 4,432,222 4,460,529 

資産合計 8,506,536 9,020,220 
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（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 159,200 144,240 
短期借入金 842,080 850,000 
1年内返済予定の長期借入金 788,600 976,800 
未払法人税等 4,540 14,896 
繰延税金負債 266,974 － 
その他 325,582 723,196 
流動負債合計 2,386,977 2,709,133 

固定負債   
社債 600,000 600,000 
長期借入金 1,825,400 2,892,000 
長期リース資産減損勘定 72,551 104,861 
繰延税金負債 190,164 191,325 
負ののれん 3,279 － 
その他 81,391 153,409 

固定負債合計 2,772,787 3,941,597 

負債合計 5,159,765 6,650,730 

純資産の部   
株主資本   
資本金 2,765,732 4,290,724 
資本剰余金 20,849 3,344,785 
利益剰余金 34,972 △5,202,559 
自己株式 △23,112 △23,041 
株主資本合計 2,798,442 2,409,910 

評価・換算差額等   
その他有価証券評価差額金 302,153 △270,496 
為替換算調整勘定 2,226 △1,702 
評価・換算差額等合計 304,379 △272,199 

新株予約権 65,650 49,838 
少数株主持分 178,299 181,939 

純資産合計 3,346,771 2,369,489 

負債純資産合計 8,506,536 9,020,220 

5



（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 6,667,114 4,244,692 
売上原価 13,368,933 1,885,018 
売上総利益又は売上総損失（△） △6,701,818 2,359,673 

販売費及び一般管理費 2,698,048 1,943,041 

営業利益又は営業損失（△） △9,399,866 416,632 

営業外収益   
受取利息 5,311 2,487 
受取配当金 14,842 － 
持分法による投資利益 35,158 － 
雑収入 20,723 － 
その他 5,702 6,959 
営業外収益合計 81,739 9,446 

営業外費用   
支払利息 148,147 98,331 
社債利息 10,937 10,900 
支払手数料 61,325 － 
為替差損 20,582 － 
その他 41,684 2,912 
営業外費用合計 282,678 112,143 

経常利益又は経常損失（△） △9,600,805 313,935 

特別利益   
事業整理損失引当金戻入額 － 22,857 
賞与引当金戻入額 － 18,632 
社債償還益 119,250 － 
新株予約権戻入益 50,810 － 
固定資産売却益 40,704 － 
債務免除益 512,513 － 
その他 － 6,031 
特別利益合計 723,279 47,521 

特別損失   
固定資産売却損 738,576 447 
固定資産除却損 3,509 12,020 
関係会社株式売却損 23,655 － 
子会社清算損 11,737 － 
減損損失 1,035,008 － 

特別損失合計 1,812,487 12,467 
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（△） △10,690,013 348,988 

法人税、住民税及び事業税 12,165 4,290 
過年度法人税等戻入額 － △4,708 
法人税等調整額 1,474,066 △1,161 
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（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) 

法人税等合計 1,486,231 △1,579 

少数株主損失（△） △2,988,942 △2,490 

四半期純利益又は四半期純損失（△） △9,187,303 353,059 
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 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） 

  
 （注）１．事業区分の方法 

事業は、当社グループの企業理念及び事業内容を考慮して区分しております。 
２．各区分に属する主要な業務内容、サービスの内容 

   

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報
〔事業の種類別セグメント情報〕

  
マーチャント・
バンキング事業 
（千円） 

ホスピタリティ
＆ 

ウェルネス事業 
（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  3,708,899  2,958,215  6,667,114  －  6,667,114

(2）セグメント間の内部売上
高または振替高 

 215,365  2,799  218,165 (218,165)  －

計  3,924,265  2,961,015  6,885,280 (218,165)  6,667,114

営業損失(△)  △8,437,645  △74,990  △8,512,635 (887,230)  △9,399,866

  
マーチャント・
バンキング事業 
（千円） 

ホスピタリティ
＆ 

ウェルネス事業 
（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  1,715,789  2,528,902  4,244,692  －  4,244,692

(2）セグメント間の内部売上
高または振替高 

 145,685  －  145,685 (145,685)  －

計  1,861,475  2,528,902  4,390,377 (145,685)  4,244,692

営業利益  644,366  26,796  671,163 (254,530)  416,632

事業区分 主要製品 

マーチャント・バンキング事業 
投資業務（不動産、企業株式、企業向け貸付等）、投資ファンド運
営業務、不動産賃貸業務、その他業務 

ホスピタリティ＆ウェルネス事業 
ホテル及びボウリング場等のアミューズメント施設の経営、公営施
設の運営受託 
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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）及び当第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） 
 本邦の売上高の金額は、全セグメントの売上高の合計額に占める割合がいずれも90％超であるため、所在地
別セグメントの記載を省略しております。 
  
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）及び当第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） 
 本邦の売上高の金額は、全セグメントの売上高の合計額に占める割合がいずれも90％超であるため、所在地
別セグメントの記載を省略しております。 
  

  

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） 
 海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 
  
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） 
 海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 
    
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） 

 （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 
２．各区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 
      アジア   中国、香港、台湾 
３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 
  

  

 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〕

  アジア 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  1,330,817  1,330,817

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  6,667,114

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  19.9  19.9

  アジア 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  1,048,594  1,048,594

Ⅱ 連結売上高（千円）  －  4,244,692

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  24.7  24.7

（５）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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