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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 5,538 10.6 1,617 △7.4 1,394 △6.8 230 △73.8

22年３月期第１四半期 5,010 △0.5 1,746 2.0 1,496 △12.9 877 △11.8

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 87 ─

22年３月期第１四半期 6 86 ─

 (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 143,724 61,477 42.4 494 77

22年３月期 146,471 61,552 41.7 495 42

(参考) 自己資本 23年３月期第１四半期 61,004百万円 22年３月期 61,084百万円

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 ─ 4 00 ─ 4 00 8 00

23年３月期 ─

23年３月期(予想) 4 50 ─ 4 50 9 00

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) 11,400 14.6 3,400 5.4 2,950 6.9 1,400 △9.2 11 35

通期 23,300 13.7 7,000 11.9 6,000 14.0 3,150 355.7 25 55



 

 
(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） 

 
  

  

  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仮定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）2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。 

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 (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 ： 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 23年３月期１Ｑ 136,879,352株 22年３月期 136,879,352株

② 期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 13,581,636株 22年３月期 13,581,473株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 123,297,785株 22年３月期１Ｑ 127,844,646株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示
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当第１四半期連結会計期間(平成22年４月１日～平成22年６月30日)における当社グループの主力事業であり

ます不動産賃貸事業におきましては、企業のコスト削減に伴うオフィス床面積の縮小、移転集約する動きが止

まらず、小幅ながらも入居率の低下、賃料水準の下落傾向が続いております。一方、商業ビルにおきまして

は、消費者の低価格志向など本格的な売上回復には程遠く厳しい事業環境が続いております。  

 このような状況下、当第１四半期連結会計期間における売上高は5,538百万円(前年同四半期比10.6%増)とな

り、経常利益は1,394百万円(前年同四半期比6.8%減)、四半期純利益は、投資有価証券評価損506百万円、資産

除去債務会計基準の適用に伴う影響額261百万円及び環境対策引当金繰入額58百万円等を特別損失に計上したこ

とにより230百万円(前年同四半期比73.8%減)となりました。  

 セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。  

 不動産事業におきましては、各ビルの特性を活かした営業活動を行いましたが、オフィス需要の動きは鈍

く、既存ビルでの収益は低調であったものの、平成22年３月に開業した「TOCみなとみらい」の収入が上乗せさ

れたことにより、売上高は4,469百万円となり、営業利益は1,736百万円となりました。  

 リネンサプライ及びランドリー事業では、大口顧客先の受注増等により売上高は389百万円となり、営業利益

は23百万円となりました。  

 その他では、「TOCみなとみらい」に開業したフィットネスクラブ「MM Begin」の稼働や、ビル管理関連サー

ビス事業において「TOCみなとみらい」での請負工事が売上に寄与しましたが、「2.その他の情報 (3)会計処理

の原則・手続、表示方法等の変更の概要」に記載のとおり、売上仕入に係る売上等の会計処理を変更したこと

もあり、その他での売上高は679百万円となりました。利益面では、上記フィットネスクラブ「MM Begin」の開

業関連費用の計上等により営業損失146百万円となりました。 
  

当第１四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末より2,746百万円減少し143,724百万円と

なりました。  

 資産の部の減少は、主に、固定資産の減価償却による減少864百万円、投資有価証券の評価損等による減少

498百万円であります。  

 負債の部の主な増減は、１年内返済予定の長期借入金を含めた長期借入金が1,373百万円増加し、短期借入金

が3,557百万円及び未払金が1,738百万円減少しております。  

 純資産の部につきましては、四半期純利益230百万円を計上したものの、剰余金の配当493百万円等により、

前連結会計年度末に比べ74百万円減少し61,477百万円となりました。自己資本比率は前連結会計年度末の41.7%

から42.4%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（以下「資金」という）の残高は、前連結会計年

度末に比べ347百万円増加し9,465百万円となりました。当第１四半期連結会計期間における各キャッシュ・フ

ローの状況とそれらの要因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）  

 営業活動により得られた資金は3,345百万円（前年同四半期比73.7%増）となりました。主な内訳は、増加要

因として税金等調整前四半期純利益533百万円及び減価償却費864百万円等の計上であり、減少要因は、預り保

証金の減少181百万円等であります。  

（投資活動によるキャッシュ・フロー）  

 投資活動により支出した資金は1,151百万円（前年同四半期比71.7%減）となりました。  

 主な要因は、有形固定資産の取得による支出1,396百万円であります。   

（財務活動によるキャッシュ・フロー）  

 財務活動により支出した資金は1,847百万円（前年同四半期は2,394百万円の資金の増加）となりました。  

 主な増加要因は、長期借入れによる収入1,977百万円及び社債の発行による収入977百万円であり、減少要因

は、短期借入金の減少(純額)3,557百万円、長期借入金の返済604百万円及び配当金の支払額490百万円でありま

す。  
  

当社グループにおける業績予想につきましては、主力事業である不動産事業は、オフィスの需給等先行き厳

しい状況が続いておりますが、現時点におきましては、平成22年５月11日発表の予想数値の変更はありませ

ん。なお、当社の連結子会社である株式会社アニマ・ジャパンは、平成22年８月10日開催の同社株主総会で解

散及び清算について決議いたしました。これによる当期の連結業績に与える影響は軽微であります。 

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

(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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該当事項はありません。 
  

該当事項はありません。 
  

① 会計基準等の改正に伴う変更  

・「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。  

 これにより、特別損失が261百万円増加し、税金等調整前四半期純利益が同額減少しております。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261百万円であります。  

② ①以外の変更   

・環境対策引当金  

「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」に基づき、保管するポリ塩化ビ

フェニル(PCB)廃棄物の処理費用見込額を計上しております。  

(追加情報)  

 保管するポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の処理費用につきましては、発生時に費用処理する方針でおり

ましたが、金額的重要性が増したため、当第１四半期連結会計期間より見込額を引当計上しております。 

 これにより、特別損失が58百万円増加し、税金等調整前四半期純利益が同額減少しております。  

・売上仕入に係る売上等の会計処理の変更   

売上仕入(いわゆる消化仕入)契約に基づく商品売上については、従来、売上高及び売上原価として総額

表示しておりましたが、平成21年７月９日公表「我が国の収益認識に関する研究報告(中間報告)─ISA第18

号「収益」に照らした考察─」を契機として、当該取引の性格、リスク度合及び 近の会計実務慣行等を

総合的に勘案し、経営成績をより適切に表示するため、当第１四半期連結会計期間から売上高と売上原価

を相殺する純額表示へと変更しております。 

 これにより、従来と同一の方法によった場合と比較して、売上高及び売上原価は139百万円それぞれ減少

いたしましたが、損益に与える影響はありません。 

  

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：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 9,872 9,524

受取手形及び営業未収入金 1,074 1,126

商品及び製品 82 70

仕掛品 12 15

原材料及び貯蔵品 209 197

繰延税金資産 747 1,131

未収還付法人税等 42 30

その他 409 1,712

貸倒引当金 △24 △20

流動資産合計 12,425 13,788

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 66,151 66,929

土地 44,344 44,344

その他（純額） 418 440

有形固定資産合計 110,914 111,714

無形固定資産   

借地権 6,966 6,966

その他 357 380

無形固定資産合計 7,323 7,347

投資その他の資産   

投資有価証券 10,763 11,262

繰延税金資産 481 481

その他 1,815 1,877

投資その他の資産合計 13,060 13,621

固定資産合計 131,298 132,682

資産合計 143,724 146,471

負債の部   

流動負債   

買掛金 172 228

短期借入金 17,151 20,708

1年内償還予定の社債 500 300

1年内返済予定の長期借入金 4,313 4,197

未払金 2,719 4,458

未払法人税等 54 102

賞与引当金 53 91

その他 3,046 2,973

流動負債合計 28,011 33,058
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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) 

固定負債   

社債 3,050 2,400

長期借入金 38,812 37,555

長期預り保証金 11,139 11,024

退職給付引当金 240 216

役員退職慰労引当金 238 234

環境対策引当金 58 －

資産除去債務 261 －

繰延税金負債 164 164

その他 269 265

固定負債合計 54,235 51,860

負債合計 82,247 84,918

純資産の部   

株主資本   

資本金 11,768 11,768

資本剰余金 10,083 10,083

利益剰余金 44,627 44,890

自己株式 △5,192 △5,192

株主資本合計 61,286 61,549

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △229 △415

繰延ヘッジ損益 △52 △49

評価・換算差額等合計 △281 △465

少数株主持分 473 468

純資産合計 61,477 61,552

負債純資産合計 143,724 146,471
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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)

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 5,010 5,538

売上原価 2,636 3,252

売上総利益 2,373 2,286

販売費及び一般管理費 627 668

営業利益 1,746 1,617

営業外収益   

受取利息 1 1

受取配当金 30 54

持分法による投資利益 14 12

その他 6 38

営業外収益合計 52 107

営業外費用   

支払利息 255 290

その他 47 39

営業外費用合計 303 330

経常利益 1,496 1,394

特別損失   

固定資産除却損 0 0

投資有価証券評価損 － 506

投資有価証券売却損 － 34

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 261

環境対策引当金繰入額 － 58

特別損失合計 0 861

税金等調整前四半期純利益 1,495 533

法人税、住民税及び事業税 14 39

法人税等調整額 619 259

法人税等合計 634 298

少数株主損益調整前四半期純利益 － 235

少数株主利益又は少数株主損失（△） △16 5

四半期純利益 877 230
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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利益 1,495 533

減価償却費 537 864

投資有価証券評価損益（△は益） － 506

投資有価証券売却損益（△は益） － 34

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1 3

賞与引当金の増減額（△は減少） △38 △37

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 261

退職給付引当金の増減額（△は減少） 27 24

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4 4

環境対策引当金の増減額（△は減少） － 58

受取利息及び受取配当金 △31 △56

支払利息 255 290

持分法による投資損益（△は益） △14 △12

固定資産除売却損益（△は益） 0 0

売上債権の増減額（△は増加） 50 51

たな卸資産の増減額（△は増加） △7 △21

仕入債務の増減額（△は減少） △5 △55

預り保証金の増減額（△は減少） △201 △181

未払消費税等の増減額（△は減少） 143 131

その他 △101 1,180

小計 2,113 3,583

利息及び配当金の受取額 38 62

利息の支払額 △205 △212

法人税等の支払額 △19 △87

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,925 3,345

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △300 △300

定期預金の払戻による収入 300 300

有形固定資産の取得による支出 △3,576 △1,396

無形固定資産の取得による支出 △10 △19

投資有価証券の取得による支出 △495 －

投資有価証券の売却による収入 － 276

保険積立金の積立による支出 △11 △11

その他 22 0

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,071 △1,151
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(単位：百万円)

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) 

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） △780 △3,557

長期借入れによる収入 4,000 1,977

長期借入金の返済による支出 △196 △604

社債の発行による収入 － 977

社債の償還による支出 △150 △150

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △479 △490

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,394 △1,847

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 248 347

現金及び現金同等物の期首残高 5,051 9,117

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,300 9,465
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該当事項事項はありません。 

  

  
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 各事業区分は事業の性質及び売上集計区分によっております。  

２ 各事業区分に属する主要な事業内容 

 
  

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)については、在外連結子

会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

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)については、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

【事業の種類別セグメント情報】

不動産事業 
(百万円)

リネンサプラ
イ及びランド
リー事業 
(百万円)

その他の事業
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社 
(百万円)

連結
(百万円)

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

3,900 369 739 5,010 ― 5,010

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

177 12 39 229 (229) ―

計 4,078 382 779 5,239 (229) 5,010

営業利益又は営業損失(△) 1,851 5 △112 1,744 1 1,746

セグメント名 主要事業

不動産事業 貸室・展示場・駐車場等の賃貸

リネンサプライ及び 
ランドリー事業

リネンサプライ、ランドリー

その他の事業
衣料・雑貨等商品販売、飲食業、医薬品等製造販売、ビル管理関連サービ
ス、内装請負工事、環境保全及び省エネルギー事業、スポーツクラブ経
営、温浴施設経営、情報処理関連事業、電子商取引事業

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】
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(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 

当社グループの報告セグメントは、当社グループ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。  

 当社グループは、不動産事業を基幹に、それに関連、付随し更に有効利用するための事業会社から構成

されており、各事業会社が立案した事業戦略に基づき事業活動を展開しております。不動産事業は、建物

等の賃貸、管理、運営業務を一体的に営んでおり、経済的特徴の類似するこれらの事業セグメントを集約

して不動産事業と位置づけております。また、併せてホテル等を顧客としたリネンサプライ及びランドリ

ー事業を行っております。  

 従って、当社グループは事業種類別のセグメントから構成されており、「不動産事業」及び「リネンサ

プライ及びランドリー事業」を報告セグメントとしております。   
  

各報告セグメントに属するサービスの種類は以下のとおりであります。  

 
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、ビル管理関連サービス事業、製

薬事業、スポーツクラブ及び温浴施設事業等を含んでおります。 

２  セグメント利益又は損失(△)の調整額3百万円には、セグメント間取引消去１百万円、減価償却の調整額１

百万円が含まれております。 

３  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利益と調整を行っております。 

  

    該当事項はありません。 

  

  

  

【セグメント情報】

不動産事業 ：貸室・展示場・駐車場等の賃貸、管理、運営

リネンサプライ及び
ランドリー事業

：リネンサプライ、ランドリー

(単位：百万円)

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

不動産事業
リネンサプラ
イ及びランド
リー事業

計

売上高

  外部顧客への売上高 4,469 389 4,859 679 5,538 ─ 5,538

  セグメント間の内部 
 売上高 又は振替高

253 13 266 31 298 △ 298 ─

計 4,723 402 5,125 711 5,837 △ 298 5,538

セグメント利益 
又は損失(△)

1,736 23 1,760 △ 146 1,613 3 1,617

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

株式会社テーオーシー（8841）　平成23年３月期第１四半期決算短信

10




