
  

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 

  

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 

  

        

平成23年３月期  第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

        平成22年８月10日

上場会社名 マーチャント・バンカーズ株式会社 上場取引所  大 

コード番号 3121 ＵＲＬ  http://www.mbkworld.co.jp 

代表者          （役職名） 代表取締役社長兼COO （氏名）森下 将典 

問合せ先責任者  （役職名） 執行役員CFO兼財務経理部長 （氏名）宮毛 忠相 （ＴＥＬ）  03（3502）4910 

四半期報告書提出予定日 平成22年８月12日 配当支払開始予定日 ― 

四半期決算補足説明資料作成の有無：無     

四半期決算説明会開催の有無      ：無     

  （百万円未満切捨て）

（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  960  △51.3  △27 － △47  －  △20  －

22年３月期第１四半期  1,974  △39.4  263 － 227  －  246  －

  
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  △0  09  －  －

22年３月期第１四半期  1  10  －  －

  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  6,575 2,960  42.2 12  26

22年３月期  6,883 3,063  41.6 12  67

（参考）自己資本 23年３月期第１四半期 2,771百万円 22年３月期 2,137百万円

  
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  0  00

23年３月期  －  －

23年３月期（予想）  0 00 － － 0 00  0  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）  2,500  △17.2  200  △37.8  170 △32.5  170  △42.6  7  52

通期  6,000  1.8  650  1.9  600 20.9  600  4.2  26  55



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              ：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報告書のレビュー手続きの対象外であり、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報告書のレビュー手続きを実施しています。 

  

※  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値から大幅に変動する可

能性があります。  

－ －

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年３月期１Ｑ 226,150,567株 22年３月期 226,150,567株

②  期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 156,348株 22年３月期 155,982株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 225,994,392株 22年３月期１Ｑ 224,998,196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（以下、当第１四半期）におけるわが国経済は、企業収益の改善や輸出の増加などによ

り景気が着実に持ち直してきておりますが、個人消費が振るわず緩やかなデフレ状況が続くなど、依然として厳しい

状況にあります。先行きにつきましても、景気が自律的な回復へ向かうことが期待される一方で、海外景気の下振れ

リスクや雇用情勢の悪化懸念があり、なお予断を許さない状況です。 

当社グループの主要な事業領域である国内及び中国など東アジア地域の金融・資本市場及び不動産市場をみると、

国内の株式市場及び不動産市場が長期にわたって低迷している一方で、中国では、景気刺激策の効果もあり、内需を

中心に経済成長を続けております。 

このような経済状況のもとで、当第１四半期の当社グループの業績は、マーチャント・バンキング事業において大

きな投資回収益がなかったことなどから減収、減益となり、売上高960百万円（前年同期比51.3％減）、営業損失27

百万円（前年同期は営業利益263百万円）、経常損失47百万円（前年同期は経常利益227百万円）、四半期純損失20百

万円（前年同期は四半期純利益246百万円）となりました。 

  

報告セグメントごとの業績は、次の通りであります。(注)１．(注)２． 

  

（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、主に日本及び中国の企業及び不動産向けの投資事業、並びにアドバ

イザリー事業を営んでおります。 

当第１四半期においては、投資回収益が国内企業投資等における28百万円にとどまり、また手数料収入が計画に

及ばなかったことなどから、売上高144百万円、セグメント利益37百万円となりました。 

  

（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、ホテルの宿泊施設及びボウリング場等スポーツ施設の運営、公営施

設の運営受託などを行っております。 

当第１四半期においては、レジャー、宴会及びビジネス出張などの需要が低迷する中で、宮崎市においてビジネ

スホテルの運営を新たに開始し事業拡大を図る一方で、全事業拠点で一層の経費節減努力を進めた結果、売上高

816百万円、セグメント利益32百万円となりました。 

  

（注）１．後記「３.四半期財務諸表（４）セグメント情報」に記載の通り、上記の報告セグメントごとの売上高

及びセグメント利益は、前年同期の「事業の種類別セグメント情報」と集計方法が異なっております。

２．報告セグメントごとの業績は、内部取引控除前の金額を表示しております。  

   

（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は、営業投資有価証券の減少142百万円、現金及び預金の減少 百万円等により前期末

比307百万円減の 百万円となりました。 

 負債は、有利子負債（短期借入金、１年内返済予定の長期借入金、長期借入金及び社債）の減少 百万円等に

より、前期末比204百万円減の 百万円となりました。 

 純資産は四半期純損失 百万円の計上、その他有価証券評価差額金の減少 百万円等により、前期末比 百万

円減の 百万円となり、自己資本比率は ％となりました。 

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成22年５月11日付当社「平成22年3月期 決算短信」において公表した連結業績予想から変更ありません。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

244

6,575

216

3,614

20 72 103

2,960 42.2

2



（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。 

 なお、これによる損益に与える影響はありません。 

  

（４）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。  

  

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：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 237,109 481,402

売掛金 100,369 116,667

営業投資有価証券 1,561,047 1,703,141

販売用不動産 57,734 57,900

商品及び製品 3,827 4,054

原材料及び貯蔵品 29,730 25,613

その他 184,327 161,465

貸倒引当金 △888 △1,052

流動資産合計 2,173,257 2,549,192

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 779,736 784,457

信託建物（純額） 1,708,245 1,721,947

土地 846,986 846,986

信託土地 773,000 773,000

その他（純額） 286,820 271,429

減損損失累計額 △349,682 △349,682

有形固定資産合計 4,045,105 4,048,138

無形固定資産   

その他 4,904 5,424

無形固定資産合計 4,904 5,424

投資その他の資産   

投資有価証券 25,671 27,445

長期貸付金 136,723 138,840

敷金及び保証金 149,306 72,481

その他 45,449 47,271

貸倒引当金 △4,890 △5,340

投資その他の資産合計 352,261 280,698

固定資産合計 4,402,271 4,334,261

資産合計 6,575,528 6,883,453
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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 118,421 119,295

短期借入金 756,575 806,575

1年内返済予定の長期借入金 280,496 420,696

未払法人税等 3,068 10,557

その他 343,868 309,312

流動負債合計 1,502,431 1,666,437

固定負債   

社債 600,000 600,000

長期借入金 1,363,800 1,390,200

繰延税金負債 2,664 2,569

長期リース資産減損勘定 60,718 72,779

その他 85,247 87,643

固定負債合計 2,112,430 2,153,191

負債合計 3,614,862 3,819,629

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,765,732 2,765,732

資本剰余金 20,849 20,849

利益剰余金 287,547 308,010

自己株式 △23,178 △23,159

株主資本合計 3,050,951 3,071,433

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △282,063 △209,358

為替換算調整勘定 2,825 2,226

評価・換算差額等合計 △279,238 △207,132

新株予約権 46,980 66,694

少数株主持分 141,971 132,829

純資産合計 2,960,665 3,063,824

負債純資産合計 6,575,528 6,883,453
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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 1,974,277 960,813

売上原価 1,058,612 340,570

売上総利益 915,665 620,242

販売費及び一般管理費 651,799 647,937

営業利益又は営業損失（△） 263,865 △27,694

営業外収益   

受取利息 826 774

未払配当金除斥益 － 1,171

その他 2,215 1,954

営業外収益合計 3,042 3,901

営業外費用   

支払利息 35,555 17,916

社債利息 3,627 3,627

その他 639 2,014

営業外費用合計 39,823 23,558

経常利益又は経常損失（△） 227,084 △47,352

特別利益   

賞与引当金戻入額 18,632 －

前期損益修正益 － 5,902

新株予約権戻入益 － 22,053

その他 4,381 614

特別利益合計 23,014 28,570

特別損失   

固定資産除却損 7,911 －

関係会社株式評価損 － 1,773

その他 447 15

特別損失合計 8,358 1,788

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（△）

241,739 △20,570

法人税、住民税及び事業税 1,578 1,253

過年度法人税等戻入額 △4,708 －

法人税等調整額 △168 95

法人税等合計 △3,299 1,348

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △21,918

少数株主損失（△） △1,949 △1,456

四半期純利益又は四半期純損失（△） 246,989 △20,462
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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 

  

【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） 

 本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報の記

載を省略しております。  

  

【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） 

 （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。  

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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 
1,168,911 805,366 1,974,277 － 1,974,277 

(2）セグメント間の内部売

上高または振替高 
51,795 － 51,795 (51,795)  － 

計 1,220,706 805,366 2,026,072 (51,795)  1,974,277 

営業利益又は営業損失(△) 374,391 △16,742 357,649 (93,783)  263,865 

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 

  アジア 計   

Ⅰ 海外売上高（百万円） 890,040 890,040   

Ⅱ 連結売上高（百万円） － 1,974,277   

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 45.1 45.1   
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【セグメント情報】 

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、当社

代表取締役社長が、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。 

当社グループの事業は、主に当社が営んでいる、国内外の企業・不動産向け投融資及びM&A等のアドバイザリー

等を行う「マーチャント・バンキング事業」と、主に連結子会社株式会社MBKオペレーターズが営んでいる、ホテ

ル等宿泊施設及びボウリング場等スポーツ施設の運営、並びに公営施設の運営受託等を行う「ホスピタリティ＆ウ

ェルネス事業」から構成されております。 

また、当社では、効率的なグループ経営及び事業間のシナジーの 大化を目指して、グループで営むこれら２事

業を統括しております。 

一方で、これら２事業は、成長戦略、経営管理の手法、並びに人材等の求められる経営資源などが大きく異なっ

ているため、具体的な経営戦略の立案・実行及び採算の管理等について、それぞれ独立した経営単位として、事業

活動を展開しております。 

したがって、当社グループは、マーチャント・バンキング事業とホスピタリティ＆ウェルネス事業の２つの主要

な事業を、報告セグメントとしております。 

なお、後記「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」と、前第１四半期連結累

計期間の「事業の種類別セグメント情報」とは、集計方法が異なっております。 

  

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） 

（単位：千円）

（注）１．セグメント利益の調整額△98,510千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であり、主に一般

管理費によりなっております。 

２．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。  

  
  

報告セグメント 
合計 

（千円） 
調整額 

（注）１．  

四半期連結損益
計算書計上額 
（注）２． マーチャント・

バンキング事業 
ホスピタリティ＆
ウェルネス事業 

売上高及び営業損益           

外部顧客への売上高 144,871 815,941 960,813 － 960,813 

セグメント間の内部

売上高または振替高 
－ 1,044 1,044 (1,044) － 

計 144,871 816,986 891,041 (1,044) 988,507 

セグメント利益 37,907 32,908 70,816 (98,510) △27,694 
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