
  

  

１．平成23年３月期第１四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22年６月30日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無： 無 

   23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。  
  

３．平成23年３月期の連結業績予想（平成22年４月１日～平成23年３月31日） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無： 無 
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（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 ％ 

23年３月期第１四半期  7,865  23.8  △66  －  △70  －  △76  －

22年３月期第１四半期  6,352  △3.1  △68  －  △53  －  △63  －

  
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 

23年３月期第１四半期  △1  53  －      

22年３月期第１四半期  △1  27  －      

  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 

23年３月期第１四半期  11,634  7,265  62.5  145  30

22年３月期  12,413  7,350  59.2  147  00

（参考）自己資本 23年３月期第１四半期 7,265百万円 22年３月期 7,350百万円

  
年間配当金

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 

22年３月期       －      －     － 0 00  0  00

23年３月期       －

23年３月期（予想）      －     －     －       －

  （％表示は、通期は対前期、第２四半期（累計）は対前年同四半期増減率）

  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 

第２四半期（累計）  18,700  43.3  80  －  50  －  120  －  2  40

通期  39,700  41.6  280  －  200  －  157  －  3  14



４．その他（詳細は、［添付資料］Ｐ．３「その他の情報」をご覧ください。） 

（１）当四半期中における重要な子会社の異動 ：無 

新規      － 社 （       －）   除外      －社  （       －） 

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用：有 

（注）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の有無となります。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

①  会計基準等の改正に伴う変更：有 

②  ①以外の変更              ：無 

（注）「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、表示方法等の変更の有無となります。 

  

（４）発行済株式数（普通株式） 

  
※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

 この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続きは終了してお

りません。 

  

※  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、当社が現在入手している情報及び合理的であると判

断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 

 業績予想の前提条件及びその他関連する事項については、添付資料３ページ「連結業績予想に関する定性的情報」

をご覧下さい。  

  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年３月期１Ｑ 50,020,000株 22年３月期 50,020,000株

②  期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 12,833株 22年３月期 11,843株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 50,008,146株 22年３月期１Ｑ 50,009,406株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

    当社グループは、当連結会計年度よりセグメント情報の表示および内訳を変更しております。変更に伴い、前連

結会計年度との比較は省略しております。 

  

    当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、政府による経済対策が一定の効果を発揮し、個人消費が持ち

直し、企業収益は改善、設備投資も下げ止まり、景気の自律回復への基盤が整いつつあるなど、経済全体が緩やか

に上向き傾向に推移いたしました。 

    しかしながら、デフレ傾向の持続、失業率の高止まりに加え、欧州の財政危機に伴う株安・円高など、先行き不

透明感は持続す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、中期経営計画の中間年度として「５つの事業領域の最大

化を図り、強固な収益基盤の構築の完結」を方針に掲げ取組んでまいりました。 

    業務受託事業においては、自治体等からの業務受託拡大への取組みを強化、パーキング事業における時間貸駐車

場の拡大、ファクタリング事業の取扱い高拡大、株式会社甲南チケットの多店舗展開および品揃えの多様化などに

より、売上高7,865百万円（前年同期比123.8％）となりました。しかしながら、業務受託事業の減少、株式会社甲

南チケットの高収益商材である株主優待券の販売減、新規事業として取組んでおりますレンタル事業の収益貢献の

遅れにより、営業損失66百万円（前年同期は営業損失68百万円）、経常損失70百万円（前年同期は経常損失53百万

円）、当四半期純損失76百万円（前年同期は当四半期純損失63百万円）となりました。 

  

  セグメント別の業績は次のとおりであります。 

  〈業務受託事業〉 

    業務受託事業は、自治体等からの業務受託拡大へ取組んでまいりましたが、クレジット周辺業務の受託が減少い

たしました結果、売上高172百万円、営業利益5百万円となりました。 

  

  〈パーキング事業〉 

    パーキング事業は、従来のコインパーキングに加え、前連結会計年度より取組みを開始した有人タワーパーキン

グの開設等により、車室数を1,775車室（前連結会計年度末1,714車室）へと拡大いたしました。また、コスト改善

にも継続して取組んだことにより、売上高161百万円、営業利益10百万円となりました。 

  

  〈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、店舗の新規出店、チケット自動販売機の設置、ブランド

品の取扱い開始、宝くじ販売店の運営など新規出店の加速による多店舗展開と収益確保を目指した品揃えの多様化

に取組んでまいりましたが、高収益商品であった株主優待券の取扱い減少等により、売上高3,957百万円、営業利

益20百万円となりました。 

  

  〈ファクタリング事業〉 

    ファクタリング事業は、前連結会計年度に大手信販会社より旅行クーポン券のファクタリング事業を承継したこ

とにより、取扱いを大幅に拡大いたしました結果、売上高3,427百円、営業利益3百万円となりました。 

  

  〈その他〉 

    その他の事業につきましては、繊維仲介業務、不動産賃貸業務は順調に推移いたしましたが、新規事業であるブ

ランドバッグレンタルサービス「Styloop(スタイループ)」の広告費、商標登録費など投資コストが先行いたしま

した結果、売上高146百万円、営業損失5百万円となりました。 

  

１．当四半期の連結業績等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 

 当第１四半期末の総資産額は、11,634百万円となり、前連結会計年度末に比べ779百万円減少いたしました。 

負債総額は、4,368百万円となり、前連結会計年度に比べ、694百万円減少いたしました。主な要因は、短期借入金

が減少したことによるものであります。    

 純資産総額は、7,265百万円となり、前連結会計年度に比べ、85百万円減少いたしました。主な要因は、四半期

純損失の計上によるものであります。なお、この結果、自己資本比率は62.5%となりました。 

  

（キャッシュ・フローについて） 

 当第１四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ

399百万円（△28.6%）減少し、当第１四半期会計期間末は996百万円となりました。なお、当第１四半期連結会計

期間における連結キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果獲得した資金は、15百万円（前年同四半期は151百万円の使用）となりました。 

これは主に、税金等調整前四半期純損失70百万円の計上や法人税等の支払い42百万円及び仮受金の減少225百万円

があったものの、売上債権が360百万円減少したこと等によるものであります。 

  

（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、38百万円（前年同四半期は6百万円の使用）となりました。 

これは主に、固定資産の取得による支出34百万円があったこと等によるものであります。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果使用した資金は、377百万円（前年同四半期は49百万円の獲得）となりました。 

これは主に、短期借入金の返済による支出327百万円があったこと等によるものであります。  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成23年３月期の第２四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想につきましては、平成22年５月11日公表の業

績予想から変更はありません。 

  

（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。  

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

①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。  

②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ので、前連結会計年度において使用した将来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。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 

 当第１四半期連結会計期間より「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31日）

及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を適用し

ております。 

 なお、これによる、営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失に与える影響はありません。  

  

２．その他の情報



（４）追加情報  

（支払利息の計上方法）   

   前連結会計年度まで、支払利息については、金融収益に対応するものが大半であったために、その全額を売上原価

に賦課しておりましたが、昨今の事業構造の変化により資金使途が多様化し、当第１四半期連結会計期間より、金融

収益に対応する支払利息については売上原価に、それ以外は営業外費用に計上しております。 

   その配分方法は、総資産を営業貸付金収益及び買取債権回収高に対応する資産とその他の資産に区分し、総資産に

対する当該資産の残高比で売上原価と営業外費用に配賦しております。 

  

（５）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

 該当事項はありません。  



３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 996,916 1,396,613

受取手形及び売掛金 129,876 147,935

ファクタリング債権 1,362,980 1,625,415

割賦売掛金 761,875 842,463

営業貸付金 872,443 888,047

商品及び製品 547,189 520,359

仕掛品 32,348 35,126

販売用不動産 468,306 468,306

繰延税金資産 14,134 14,134

その他 171,530 170,928

貸倒引当金 △39,695 △39,091

流動資産合計 5,317,907 6,070,240

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,424,511 1,406,896

減価償却累計額 △657,935 △651,745

建物及び構築物（純額） 766,575 755,151

機械装置及び運搬具 128,850 128,850

減価償却累計額 △124,829 △124,745

機械装置及び運搬具（純額） 4,020 4,104

土地 4,232,059 4,232,059

リース資産 142,644 139,572

減価償却累計額 △69,794 △62,574

リース資産（純額） 72,849 76,998

レンタル資産 22,626 22,626

減価償却累計額 △1,973 △203

レンタル資産（純額） 20,652 22,423

その他 170,462 161,018

減価償却累計額 △112,027 △105,526

その他（純額） 58,434 55,492

有形固定資産合計 5,154,592 5,146,228

無形固定資産   

のれん 731,446 759,603

その他 47,648 44,458

無形固定資産合計 779,094 804,061

投資その他の資産   

投資有価証券 158,475 167,791

その他 224,042 225,595

投資その他の資産合計 382,518 393,387

固定資産合計 6,316,205 6,343,677

資産合計 11,634,113 12,413,917



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６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22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 93,174 106,220

短期借入金 2,636,000 2,963,500

1年内返済予定の長期借入金 162,960 162,960

リース債務 33,403 34,114

未払法人税等 9,220 42,246

賞与引当金 21,778 42,111

割賦利益繰延 33,086 38,903

その他 261,338 511,534

流動負債合計 3,250,962 3,901,590

固定負債   

長期借入金 745,160 785,900

社債 235,600 235,600

リース債務 65,912 70,923

退職給付引当金 41,352 40,783

役員退職慰労引当金 15,685 13,799

繰延税金負債 － 834

その他 13,500 13,500

固定負債合計 1,117,210 1,161,340

負債合計 4,368,173 5,062,931

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,064,688 6,064,688

利益剰余金 1,210,303 1,287,226

自己株式 △1,361 △1,301

株主資本合計 7,273,630 7,350,613

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △7,691 373

評価・換算差額等合計 △7,691 373

純資産合計 7,265,939 7,350,986

負債純資産合計 11,634,113 12,413,917



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 6,352,044 7,865,857

売上原価 6,001,635 7,532,431

売上総利益 350,409 333,425

販売費及び一般管理費 419,105 400,029

営業損失（△） △68,695 △66,603

営業外収益   

受取利息 546 9

受取配当金 1,949 1,981

受取賃貸料 4,318 4,279

業務受託手数料 4,444 6,857

受取手数料 － 3,864

その他 8,145 1,252

営業外収益合計 19,404 18,244

営業外費用   

支払利息 476 18,004

店舗閉鎖費用 1,363 1,380

その他 2,440 3,142

営業外費用合計 4,279 22,527

経常損失（△） △53,571 △70,886

税金等調整前四半期純損失（△） △53,571 △70,886

法人税、住民税及び事業税 9,933 5,619

法人税等調整額 － －

法人税等合計 9,933 5,619

四半期純損失（△） △63,505 △76,505



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６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（△） △53,571 △70,886

減価償却費 32,451 26,525

のれん償却額 22,425 28,157

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,038 604

賞与引当金の増減額（△は減少） △29,057 △20,333

退職給付引当金の増減額（△は減少） △5,022 568

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 1,125 1,886

受取利息及び受取配当金 △2,496 △1,991

支払利息 476 18,004

売上債権の増減額（△は増加） 48,865 360,882

たな卸資産の増減額（△は増加） △20,405 △23,802

営業貸付金の増減額（△は増加） △17,930 15,604

仕入債務の増減額（△は減少） △29,805 △13,045

割賦利益繰延の増減額（△は減少） △9,872 △5,817

未払消費税等の増減額（△は減少） 7,475 △5,540

仮受金の増減額（△は減少） － △225,909

その他 △53,013 △2,324

小計 △111,392 82,582

利息及び配当金の受取額 8,832 1,991

利息の支払額 △370 △26,596

法人税等の支払額 △48,746 △42,246

営業活動によるキャッシュ・フロー △151,678 15,731

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 △14,826 △34,713

投資有価証券の取得による支出 △1,260 －

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 － △1,129

差入保証金の回収による収入 9,554 5,575

差入保証金の差入による支出 △3,213 △8,067

投資活動によるキャッシュ・フロー △6,469 △38,335

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 80,000 －

短期借入金の返済による支出 △170,000 △327,500

長期借入れによる収入 300,000 －

長期借入金の返済による支出 － △40,740

リース債務の返済による支出 △10,772 △8,793

自己株式の取得による支出 － △59

配当金の支払額 △150,028 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 49,199 △377,093

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） △108,947 △399,696

現金及び現金同等物の期首残高 810,383 1,396,613

現金及び現金同等物の四半期末残高 701,436 996,916



 該当事項はありません。 

   

【事業の種類別セグメント情報】 

前第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

 （注）１．事業区分 

事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

２．各区分に属する主要な製品 

    ３．その他  

          前第１四半期連結累計期間 

      平成21年３月期において日本ホテルファンド㈱を連結子会社化したことにより、前第１四半期連結会計期

間より同社の事業をファイナンス事業に含めて記載しております。 

         【所在地別セグメント情報】 

 前第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６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在外支店がないため、該当事項はありません。 

【海外売上高】 

 前第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30日） 

 海外売上高がないため、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

    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 
116,983 307,582 213,783 4,109,455 1,604,240 6,352,044 － 6,352,044

(2）セグメント間の内部売

上高又は振替高 
－ － － － － － － －

計 116,983 307,582 213,783 4,109,455 1,604,240 6,352,044 － 6,352,044

営業利益（又は営業損

失） 
△21,416 43,696 △2,091 23,496 838 44,524 (113,220) △68,695

                            

事業区分 主要製品

繊維事業 ブルーデニム、綿布、合繊織物、撚糸等 

ビジネスサポート事業 催事、カード獲得、営業推進代行等 

不動産事業 時間貸し駐車場の運営、売買、賃貸、仲介等 

リセール事業 乗車券、商品券、貴金属、装飾品等 

ファイナンス事業 融資、保証、ファクタリング業務等 



【セグメント情報】 

１.報告セグメントの概要 

 当社の報告セグメントは、当社グループ構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営

資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。  

 当社グループは５つの事業を柱に置き国内における事業活動を展開しており、「業務受託事業」、「パーキング事

業」、「リセール事業」及び「ファクタリング事業」の４つを報告セグメントとしております。 

 「業務受託事業」はクレジット周辺業務等を受託しております。「パーキング事業」は時間貸駐車場を運営してお

ります。「リセール事業」は商品券・乗車券等を販売しております。「ファクタリング事業」は旅行クーポン券のフ

ァクタリングを行っております。「その他」は主に繊維事業を行っております。 

  

２.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報  

 当第１四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年６月30日）   

（注）１.「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、繊維事業等を含んでおりま 

     す。 

   ２. セグメント調整額△ 千円は、各セグメントに配分していない全社費用であり、主に報告セグメン

     トに帰属しない一般管理費であります。 

   ３. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

３.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

  該当事項はありません。 

  

（追加情報） 

 当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年

３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成20年

３月21日）を適用しております。 

  

 該当事項はありません。 

  

  

   （単位：千円）

  

報告セグメント
その他
（注）１ 

合計 
調整額 
（注）２ 

四半期連結
損益計算書
計上額 
（注）３ 

業務受託事
業 

パーキン
グ事業 

リセール事
業 

ファクタリ
ング事業

計

売上高              

外部顧客へ

の売上高 
 172,569  161,696  3,957,320 3,427,547  7,719,133  146,723  7,865,857  － 7,865,857

セグメント

間の内部売

上高又は振

替高 

 －  －  － －  －  －  －  － －

計  172,569  161,696  3,957,320 3,427,547  7,719,133  146,723  7,865,857  － 7,865,857

セグメント利

益又は損失

（△） 

 5,329  10,406  20,674 3,020  39,431  △5,014  34,417  △101,021 △66,603

101,021

（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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