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(注) 当四半期における配当予想の修正有無 ： 無 

(注) 平成21年９月１日付にて普通株式１株につき３株の割合をもって株式を分割致しました。平成22年３月期の期

末配当は、当該株式分割を考慮しております。 
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(百万円未満切捨て)

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）

 (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 228 △4.9 △55 － △81 － △114 －

22年３月期第１四半期 240 △83.7 △21 － △35 － △28 －

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 △1,932 47 －

22年３月期第１四半期 △1,799 38 －

 (2) 連結財政状態

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 9,454 3,622 21.6 34,479 31

22年３月期 9,429 3,435 23.2 37,080 83

(参考) 自己資本 23年３月期第１四半期 2,037百万円  22年３月期 2,191百万円

2. 配当の状況

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  － 600 .00 － 600 .00 1,200 .00

23年３月期  －

23年３月期(予想) 600 .00 － 600 .00 1,200 .00



 

 
(注) 当四半期における業績予想の修正有無 ： 無 

(注) 金融・不動産市況の低迷に鑑み、当社組成ファンド・SPCの組成時期、他社組成ファンド・SPCの運用開始時

期、および自社保有の販売用不動産の販売時期等により、収益実現には一定の期間を勘案する必要がありま

す。その収益実現の時期が、期間損益に少なからず影響を及ぼすため、第２四半期連結累計期間の業績予想に

つきましては、平成22年３月期より開示を控えさせて頂いております。 

  

 

 
(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は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、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は終了していません。 

※  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

績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半期決算短信（添付

資料）３ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

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）
(％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) － － － － － － － －  －

通期 1,654 25.0 317 1,308.5 219 27.1 142 671.9 2,404 16

4. その他（詳細は、【添付資料】P.４「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 ： 有

  新規 １社 (社名 大阪投資マネージメント株式会社)、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 ： 無

(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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 23年３月期１Ｑ 59,100株 22年３月期 59,100株

② 期末自己株式数 23年３月期１Ｑ －株 22年３月期 －株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 59,100株 22年３月期１Ｑ 15,579株

(注意事項)
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※ 当社は、以下のとおり個人投資家向け説明会を開催する予定です。この説明会で配布した資

料、動画については、開催後速やかに当社ホームページで掲載する予定です。詳細は当社ホー

ムページをご確認下さい。 

・平成22年９月９日（木） 

  

○添付資料の目次
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当第１四半期連結会計期間における我が国の経済は、新興国向けを中心とした輸出の増加や緊急経済

対策により着実に持ち直してきているものの、依然厳しい雇用・所得環境により国内民間需要の自立的

回復力はなお弱く、雇用情勢や個人消費等は依然として厳しさが残る中、ギリシャの財政危機に端を発

した金融不安が起こる等、先行き不透明なまま推移致しました。 

当社グループの主な事業領域である金融・不動産市況につきましては、国内金融機関による不動産フ

ァンドの組成やJ-REITの公募増資による不動産投資が再開される等、一部に明るさが見られるものの、

総じて厳しい状況が続いております 

このような市場環境の下、当社グループは、当社グループ全体の組織再編成による業務効率化、当社

連結子会社である燦アセットマネージメント株式会社の本社東京移転、同社の営業人員増員等を行い、

事業基盤の強化を図ってまいりました。しかしながら、現在の金融・不動産市況の落ち込みによる影響

をカバーするには至らず、資産売却収入、新規のアレンジメント収入、ファンドからのインカムゲイン

収入等が予想を下回りました。  

加えて、当社が有限責任組合員として出資している投資事業有限責任組合について、同組合が出資す

るファンドの保有不動産の評価を積極的に見直した結果、不動産価額下落を要因として、当社出資金の

評価損を特別損失として計上致しました。 

また、事業基盤強化を目的とした当社グループ全体の組織再編成による各事業所の移転費用の一部や

固定資産除却損についても、同じく、特別損失として計上致しました。 

これらの結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は228百万円（前年同期比4.9％減）、営業損失は

55百万円（前年同期は21百万円の営業損失）、経常損失は81百万円（前年同期は35百万円の経常損

失）、四半期純損失は114百万円（前年同期は28百万円の四半期純損失）となりました。 

  

セグメント別の概況は、次のとおりであります。 

  

（投資事業） 

投資事業につきましては、前期末に取得した中規模の居住用物件からの賃料収入が増加したため、自

社保有の投資不動産からの賃料収入は前期比増加するとともに、ゴルフ場の売上高等につきましても、

順調に推移致しました。 

しかしながら、期初に予定していた資産売却収入や、当期より取組を開始している分譲マンションの

買取再販事業等が、金融・不動産市況の影響により予定通り行われなかったこと等の結果により、投資

事業の売上高は171百万円、営業利益は42百万円となりました。 

  

(アセットマネージメント事業) 

アセットマネージメント事業につきましては、これまでに受託しているファンドからの管理収入は

順調に推移致しました。しかしながら、期初に予定していた、燦アセットマネージメント株式会社が

出資するファンドからのインカムゲイン収入が、第２四半期以降に延期されたこと等の結果により、

アセットマネージメント事業の売上高は45百万円、営業損失は23百万円となりました。 

  

(その他の事業) 

その他の事業につきましては、不動産媒介手数料、各種コンサルティング、アドバイザリー報酬等

による収入の結果により、その他の事業の売上高は12百万円、営業利益は10百万円となりました。 

  

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報
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① 資産、負債および純資産の状況 

当第１四半期連結会計期間末における総資産につきましては、前連結会計年度末に比べ、25百万円

増加し、9,454百万円となりました。この主な要因は、売掛金が59百万円減少した一方、繰延資産が

84百万円増加したこと等によるものであります。    

負債につきましては、前連結会計年度末に比べ、161百万円減少し、5,832百万円となりました。そ

の主な要因は、短期借入金（１年内返済予定の長期借入金を含む。）および長期借入金が196百万

円、負ののれんが16百万円それぞれ減少した一方、未払金が33百万円増加したこと等によるものであ

ります。 

純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ、187百万円増加し、3,622百万円となりました。

その主な要因は、四半期純損失、剰余金の配当等により利益剰余金が152百万円減少した一方、少数

株主持分が340百万円増加したこと等によるものであります。 

  

② キャッシュ・フローの状況に関する分析 

当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ、36

百万円増加し、842百万円となりました。この主な増減は、次のとおりであります。 

  

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

当第１四半期連結累計期間の営業活動により得られた資金は、67百万円となりました。この主な

要因は、売上債権の減少が59百万円となった一方、未払金の増加が22百万円となったこと等による

ものであります。 

  

  (投資活動によるキャッシュ・フロー) 

当第１四半期連結累計期間の投資活動により支出した資金は、63百万円となりました。この主な

要因は、投資不動産の取得による支出が12百万円、繰延資産の取得による支出が22百万円、保証金

の差入による支出が23百万円、短期貸付金の減少が15百万円および匿名組合出資金の払込による支

出が38百万円となった一方、有価証券の償還による収入が50百万円とな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) 

当第１四半期連結累計期間の財務活動により得られた資金は、19百万円となりました。この主な

要因は、少数株主からの払込による収入が249百万円となった一方、短期借入金の減少が145百万

円、長期借入金の返済による支出が50百万円および配当金の支払額が31百万円となったこと等によ

るものであります。 

  

当第１四半期連結累計期間の業績の状況等を勘案した結果、平成22年５月14日に開示致しました平成

23年３月期の連結通期業績予想に変更はございません。 

(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
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これまで、重要性の観点から非連結としていた大阪投資マネージメント株式会社につきましては、当

社から「（仮称）ＯＳＡＫＡ ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ ＣＩＴＹ」構想に係る無形固定資産仮勘

定を同社へ現物出資したこと、および同社が同構想に係る「万博記念公園（南側ゾーン）の活性化案」

を大阪府へ提出したこと等から、同社の重要性を考慮し、当第１四半期連結会計期間より連結の範囲に

含めております。 

  

  

該当事項はありません。 

  

  

１．「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。 

これによる損益に与える影響はありません。 

２．「企業結合に関する会計基準」等の適用 

当第１四半期連結会計期間より、「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）、「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）を適用しております。 

  

  

該当事項はありません。 

  

  

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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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 842,556 806,286

売掛金 39,442 98,675

有価証券 100,000 150,885

販売用不動産 180,000 180,000

商品 8,228 3,517

貯蔵品 4,911 2,813

その他 73,482 79,104

流動資産合計 1,248,621 1,321,282

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,530,606 1,550,578

その他（純額） 362,359 362,235

有形固定資産合計 1,892,966 1,912,814

無形固定資産

その他 251,098 141,195

無形固定資産合計 251,098 141,195

投資その他の資産

投資有価証券 1,074,737 1,150,273

固定化営業債権 142,434 142,434

投資不動産（純額） 4,632,367 4,647,780

その他 127,992 113,779

投資その他の資産合計 5,977,532 6,054,267

固定資産合計 8,121,597 8,108,276

繰延資産

その他 84,781 －

繰延資産合計 84,781 －

資産合計 9,454,999 9,429,558
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(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

買掛金 20,233 14,860

短期借入金 1,219,000 1,364,500

1年内返済予定の長期借入金 1,026,002 1,042,404

未払法人税等 2,683 4,221

賞与引当金 － 5,667

その他 215,724 162,650

流動負債合計 2,483,645 2,594,304

固定負債

長期借入金 3,026,841 3,061,342

負ののれん 318,899 335,087

その他 2,845 3,200

固定負債合計 3,348,586 3,399,630

負債合計 5,832,231 5,993,935

純資産の部

株主資本

資本金 866,250 866,250

資本剰余金 731,250 731,250

利益剰余金 439,621 592,303

株主資本合計 2,037,121 2,189,803

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 606 1,673

評価・換算差額等合計 606 1,673

少数株主持分 1,585,041 1,244,145

純資産合計 3,622,768 3,435,623

負債純資産合計 9,454,999 9,429,558
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(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 240,754 228,945

売上原価 43,843 69,788

売上総利益 196,911 159,157

販売費及び一般管理費 218,108 214,593

営業損失（△） △21,197 △55,436

営業外収益

受取利息 259 541

受取配当金 48 527

負ののれん償却額 22,925 16,187

その他 481 1,680

営業外収益合計 23,715 18,937

営業外費用

支払利息 25,097 32,667

支払手数料 6,360 8,251

その他 6,928 4,579

営業外費用合計 38,386 45,498

経常損失（△） △35,868 △81,997

特別利益

貸倒引当金戻入額 73 －

特別利益合計 73 －

特別損失

固定資産除却損 － 8,689

投資事業組合運用損 － 12,623

事務所移転費用 － 8,053

過年度損益修正損 4,306 －

特別損失合計 4,306 29,366

税金等調整前四半期純損失（△） △40,101 △111,363

法人税、住民税及び事業税 1,469 1,499

法人税等調整額 △23,262 7,015

法人税等合計 △21,793 8,514

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △119,878

少数株主利益又は少数株主損失（△） 9,724 △5,669

四半期純損失（△） △28,032 △114,209
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(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（△） △40,101 △111,363

減価償却費 21,689 49,093

長期前払費用償却額 230 1,192

負ののれん償却額 △22,925 △16,187

貸倒引当金の増減額（△は減少） 103 848

賞与引当金の増減額（△は減少） 638 △5,667

受取利息及び受取配当金 △308 △1,068

支払利息 25,097 32,667

支払手数料 6,360 8,251

株式交付費 2,770 1,861

投資事業組合運用損益（△は益） － 12,623

固定資産除却損 － 8,689

事務所移転費用 － 8,053

売上債権の増減額（△は増加） 21,930 59,214

たな卸資産の増減額（△は増加） 5,527 △6,808

未収消費税等の増減額（△は増加） 108 22,855

破産更生債権等の増減額（△は増加） 300 －

仕入債務の増減額（△は減少） △5,340 5,373

未払消費税等の増減額（△は減少） △39,199 △2,553

その他 7,525 43,456

小計 △15,594 110,531

利息及び配当金の受取額 63 1,447

利息の支払額 △25,339 △30,071

支払手数料の支払額 △10,373 △8,001

事務所移転費用の支払額 － △1,989

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △108,155 △4,338

営業活動によるキャッシュ・フロー △159,398 67,577
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(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)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △4,190 △8,319

投資不動産の取得による支出 － △12,940

投資有価証券の売却による収入 10,300 －

投資有価証券の払戻による収入 18,200 99

投資有価証券の取得による支出 △50,046 △246

有価証券の償還による収入 － 50,000

短期貸付金の純増減額（△は増加） － △15,000

その他 △1,393 △77,476

投資活動によるキャッシュ・フロー △27,129 △63,883

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） 12,000 △145,500

長期借入金の返済による支出 △37,669 △50,902

リース債務の返済による支出 △333 △333

株式の発行による収入 602,230 －

配当金の支払額 △21,331 △31,532

少数株主への払戻による支出 △16,800 －

少数株主への配当金の支払額 △33,284 △421

少数株主からの払込みによる収入 － 249,069

その他 － △930

財務活動によるキャッシュ・フロー 504,812 19,448

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 318,284 23,142

現金及び現金同等物の期首残高 218,532 806,286

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）

－ 13,127

現金及び現金同等物の四半期末残高 536,817 842,556
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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） 

該当事項はありません。 

  

  

  

(4) 継続企業の前提に関する注記
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【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 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業の主な内容 

 (1) 投資事業……自己投資業務、投資スキームの企画・設計・構築 

 (2) アセットマネージメント事業……ストラクチャーアレンジメント受託業務、 

                                アセットマネージメント受託業務 

 (3) その他の事業……フィナンシャルアドバイザー業務、コンバージョン等の資産価値向上業務、 

                  仲介業務、その他コンサルティング業務 

  

【セグメント情報】 

（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。 

  

１.報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社の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。 

 当社は、投資規範を満たす案件を対象に、ＳＰＣ等を活用した投資活動を実施しており、これらのＳＰ

Ｃ等が保有する資産の管理・運用を行うとともに、フィナンシャルアドバイザリー等の各種業務を行って

おります。 

 したがって、当社は金融技術を活用した投資商品を基礎としたサービス別セグメントから構成されてお

り、「投資事業」、「アセットマネージメント事業」及び「その他の事業」の３つを報告セグメントとし

ております。 

 「投資事業」は、自己投資業務、投資スキームの企画・設計・構築をしております。「アセットマネー

ジメント事業」は、ストラクチャーアレンジメント受託業務、アセットマネージメント受託業務をしてお

ります。「その他の事業」は、フィナンシャルアドバイザリー業務、コンバージョン等の資産価値向上業

務、仲介業務、その他コンサルティング業務をしております。 

  

(5) セグメント情報

投資事業 
(千円)

アセット
マネージメント

事業 
(千円)

その他の事業
(千円)

計
(千円)

消去または 
全社 
(千円)

連結
(千円)

 売上高

(1) 外部顧客に 
  対する売上高

217,947 22,657 150 240,754 ― 240,754

(2) セグメント間の 
  内部売上高 
  又は振替高

― 6,753 ― 6,753 (6,753) ―

計 217,947 29,410 150 247,508 (6,753) 240,754

 営業利益又は 
 営業損失(△)

92,321 △ 53,366 150 39,104 (60,301) △ 21,197

- 11 -



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  セグメント利益又は損失の調整額△84,616千円には、セグメント間取引消去5,040千円、報告セグメントに

配分していない全社費用△89,656千円を含んでおります。 

２  セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。 

  

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） 

該当事項はありません。 

  

  

  

  

  

  

  

  

報告セグメント
調整額 
(千円) 
(注1)

四半期連結損益
計上額 
(千円) 
(注2)

投資事業 
(千円)

アセット
マネージメン
ト事業(千円)

その他の事業
(千円)

計
(千円)

 売上高

外部顧客への売上高 171,200 45,111 12,633 228,945 ― 228,945

セグメント間の内部売
上高又は振替高

1,428 9,998 ― 11,426 (11,426) ―

計 172,628 55,109 12,633 240,371 (11,426) 228,945

セグメント利益又は損
失(△)

42,359 △ 23,254 10,075 29,179 (84,616) △ 55,436

(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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