
  

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） 

  

（注）22年３月期は決算期の変更により、平成21年12月１日から平成22年３月31日までの４ヶ月間となっております。 
このため、前年同四半期の連結経営成績（累計）及び対前年同四半期増減率については記載しておりません。 

  

（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 

  

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：有 

22年３月期は決算期の変更により、平成21年12月１日から平成22年３月31日までの４ヶ月間となっております。 
このため、23年３月期の連結業績予想における対前期及び対前年同四半期増減率については記載しておりません。
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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  2,187  －  148  －  119  －  △286  －

22年３月期第１四半期  － －  －  －  －  －  －  －

  
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       △17.96              －

22年３月期第１四半期                －           －

  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  38,748  15,699  40.5  983.75

22年３月期  38,506  16,128  41.9  1,010.62

（参考）自己資本 23年３月期第１四半期  15,699 百万円 22年３月期  16,128 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  － － －  6.00 6.00

23年３月期  －

23年３月期（予想）  9.00 －  9.00 18.00

  （％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）  4,275  －  277  －  172  －  △217  －  △13.60

通期  8,667  －  605  －  370  －  △116  －  △7.27



４．その他（詳細は、［添付資料］P.3「２．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 （社名）                          除外     －  社  （社名） 

（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 

（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、四半期財務諸表に対する四半期レビュー手続が実施中です。 

  

※  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予想数値と大きく異なる可能性があります。 

 なお、業績予想に関する事項は、四半期決算短信[添付資料]P.2「１.当四半期の連結業績等に関する定性的情報

（３）業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。   

  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年３月期１Ｑ 18,200,000株 22年３月期 18,200,000株

②  期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 2,241,352株 22年３月期 2,241,221株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 15,958,670株 22年３月期１Ｑ －株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間における当社グループを取り巻く事業状況は、物流業界では保管残高は減少傾向にあ

り、また、不動産業界では賃料相場の下落など、依然として厳しい状況で推移いたしました。   

 このような状況下、当第１四半期連結会計期間における当社グループの業績は、営業収益につきましては2,187

百万円、利益面では、営業利益は148百万円、経常利益は119百万円となりました。また、四半期純損益は、投資有

価証券評価損、資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額等を計上したことにより、286百万円の損失となりまし

た。 

    

当社グループのセグメント別の業績は次のとおりであります。 

  ①物流事業      

 倉庫事業におきましては荷動きの回復は鈍いながらも、トランクルームの新規顧客の獲得もあり、その結果、

営業収益は807百万円となりました。セグメント利益は、神戸みなと倉庫の減価償却費等の影響を受け127百万円

の損失となりました。 

 ②不動産事業  

 不動産事業におきましては不動産市況が依然として低迷が続くなか、既存施設の稼働率向上に努めてまいりま

した。その結果、営業収益は1,054百万円、セグメント利益は500百万円となりました。 

 ③システム開発関連事業  

 営業収益は259百万円、セグメント利益は12百万円となりました。 

 ④その他 

 ボウリング事業であり、営業収益は64百万円、セグメント利益は１百万円となりました。  

   

 なお、前連結会計年度は決算期変更に伴い４ヶ月決算であり四半期決算を行っていないため、前第１四半期累計

期間との比較は行っておりません。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 （資産、負債及び純資産の状況） 

  当第１四半期連結会計期間末の総資産は、現金及び預金の増加等により前連結会計年度末比242百万円増の

38,748百万円となりました。負債は、借入金の増加等により前連結会計年度末比671百万円増の23,049百万円とな

りました。純資産は配当や四半期純損失による利益剰余金の減少、その他有価証券評価差額金等の減少により前連

結会計年度末比428百万円減の15,699百万円となりました。その結果、自己資本比率は前連結会計年度末の41.9％

から40.5％となりました。 

 （キャッシュ・フローの状況） 

 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は、前連結会計年度末と比較して808百万円増加し

2,432百万円となりました。 

①営業活動によるキャッシュ・フロー  

 当第１四半期連結会計期間における営業活動の結果として得られた資金は、税金等調整前四半期純損失となりま

したが、減価償却費、投資有価証券評価損、資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額等により422百万円となり

ました。  

②投資活動によるキャッシュ・フロー  

 当第１四半期連結会計期間における投資活動の結果として使用した資金は、固定資産の取得による支出等により

41百万円となりました。   

③財務活動によるキャッシュ・フロー  

 当第１四半期連結会計期間における財務活動の結果として得られた資金は、借入金の増加等により427百万円と

なりました。  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 近の業績動向等を踏まえ、平成22年５月13日に公表した平成23年３月期の業績予想を変更しております。詳細

は、本日付開示「平成23年３月期連結業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（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 

 該当事項はありません。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

 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。これにより営業利益、経常利益がそれぞれ４百万円減少し、税金等調整前四半期純損失が206百

万円増加しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は240百万円であります。 

  

２．その他の情報
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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：百万円）

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 2,432 1,624

受取手形及び営業未収金 472 504

その他 236 306

貸倒引当金 △0 △0

流動資産合計 3,140 2,434

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 13,003 13,004

土地 2,657 2,657

信託建物及び信託構築物（純額） 6,164 6,252

信託土地 3,935 3,935

その他（純額） 338 350

有形固定資産合計 26,100 26,200

無形固定資産 214 227

投資その他の資産   

投資有価証券 8,531 8,844

その他 761 800

貸倒引当金 △0 △2

投資その他の資産合計 9,292 9,643

固定資産合計 35,607 36,071

資産合計 38,748 38,506
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（単位：百万円）

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   

支払手形及び営業未払金 360 352

短期借入金 3,417 2,930

1年内返済予定の長期借入金 1,853 1,802

未払法人税等 8 54

賞与引当金 31 128

固定資産撤去費用引当金 25 －

その他 715 520

流動負債合計 6,412 5,788

固定負債   

長期借入金 13,044 13,068

退職給付引当金 123 107

受入保証金 2,162 2,149

長期前受収益 663 715

その他 643 548

固定負債合計 16,637 16,589

負債合計 23,049 22,377

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,767 2,767

資本剰余金 2,699 2,699

利益剰余金 11,042 11,425

自己株式 △1,218 △1,218

株主資本合計 15,291 15,674

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 407 454

評価・換算差額等合計 407 454

純資産合計 15,699 16,128

負債純資産合計 38,748 38,506
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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：百万円）

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) 

営業収益 2,187

営業原価 1,826

営業総利益 360

販売費及び一般管理費 211

営業利益 148

営業外収益  

受取配当金 45

その他 8

営業外収益合計 54

営業外費用  

支払利息 63

その他 19

営業外費用合計 83

経常利益 119

特別利益  

貸倒引当金戻入額 1

特別利益合計 1

特別損失  

投資有価証券評価損 207

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 202

その他 59

特別損失合計 469

税金等調整前四半期純損失（△） △347

法人税、住民税及び事業税 6

法人税等調整額 △68

法人税等合計 △61

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △286

四半期純損失（△） △286
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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）

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（△） △347

減価償却費 317

減損損失 33

固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） 25

退職給付引当金の増減額（△は減少） 15

賞与引当金の増減額（△は減少） △96

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2

受取利息及び受取配当金 △45

支払利息 63

持分法による投資損益（△は益） 19

投資有価証券評価損益（△は益） 207

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 202

売上債権の増減額（△は増加） 32

仕入債務の増減額（△は減少） 7

前払費用の増減額（△は増加） 39

未払費用の増減額（△は減少） 22

未払又は未収消費税等の増減額 △5

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） 13

長期前受収益の増減額（△は減少） △52

その他 46

小計 495

利息及び配当金の受取額 45

利息の支払額 △65

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △53

営業活動によるキャッシュ・フロー 422

投資活動によるキャッシュ・フロー  

固定資産の取得による支出 △56

投資有価証券の売却及び償還による収入 17

会員権の取得による支出 △3

その他 0

投資活動によるキャッシュ・フロー △41

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 500

短期借入金の返済による支出 △12

長期借入れによる収入 500

長期借入金の返済による支出 △473

配当金の支払額 △85

その他 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー 427

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 808

現金及び現金同等物の期首残高 1,624

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,432
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〔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、「物流事業」、「不動産事業」及び「システム開発関連事業」の３つを報告セグメントとしておりま

す。 

 各事業の主要内容は、以下の通りであります。 

（1）物流事業…………………倉庫、貨物運送、物流不動産の企画、開発、賃貸、仲介並びに建物管理他、荷役

（2）不動産事業………………不動産の賃貸、管理、売買、仲介 

（3）システム開発関連事業…ソフト開発、システム構築、システム技術者育成事業 

  

 ②報告セグメントごとの営業収益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）「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、ボウリング場の運営事業であり

ます。 

 ③報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容

（差異調整に関する事項） 

（注）全社費用は、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。 

 ④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 

   当第１四半期連結会計期間において、固定資産について減損損失を計上いたしました。この結果、第１四半期会

計期間での物流事業の資産の減少は33百万円となっております。  

（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。 

 また、前連結会計年度は決算期変更に伴い４ヶ月決算であり四半期決算を行っていないため、前第１四半期累計期

間に伴う事業の種類別セグメント情報は記載しておりません。 

（４）セグメント情報

  （単位：百万円）

  

報告セグメント 
その他 
（注） 

合計 
物流事業 不動産事業 

システム開 
発関連事業 

計 

営業収益             

外部顧客に対する営業収益 807 1,054 259 2,122 64 2,187 

セグメント間の営業収益 

又は振替高 
0 29 5 35 0 35 

計 807 1,084 265 2,157 64 2,222 

セグメント利益 

又はセグメント損失（△）  
△127 500 12 385 1 386 

  （単位：百万円）  

利益 金額   

報告セグメント計 385 

「その他」の区分の利益 1 

セグメント間取引消去 △4 

全社費用（注） △233 

四半期連結損益計算書の営業利益 148 
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 該当事項はありません。  

  

  

（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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