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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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2四半期 15,087 15.6 △122 ― △136 ― △148 ―
22年3月期第2四半期 13,049 △1.1 △144 ― △128 ― △176 ―

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2四半期 △2.96 ―
22年3月期第2四半期 △3.52 ―

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2四半期 11,793 7,192 61.0 143.83
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2四半期  7,192百万円 22年3月期  7,350百万円

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  
 

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）
― 0.00 0.00

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、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  無   

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

通期 33,595 19.8 △120 ― △162 ― △91 ― △1.82



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（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 

（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。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

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2Q 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2Q  13,240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2Q 50,007,317株 22年3月期2Q 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２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府による経済対策等により回復の兆しが見え始めたもの

の、エコカー減税の終了、急激な円高による企業収益の圧迫、失業率の高止まり、デフレ傾向など、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、業務受託事業の領域拡大とビジネスモデルの転換、パー

キング事業・ファクタリング事業の規模拡大と事業運営の効率化、株式会社甲南チケットにおいては多店舗展開お

よび品揃えの多様化に取組んでまいりました。 

 しかしながら、各事業における進捗の遅れにより業績予想を修正する結果となり、売上高15,087百万円（前年同

期比115.6％）、営業損失122百万円（前年同期は営業損失144百万円）、経常損失136百万円（前年同期は経常損失

128百万円）、四半期純損失148百万円（前年同期は四半期純損失176百万円）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、戦略的な人員配置によるコストの増

加、クレジット周辺業務の受託減少などにより、売上高332百万円、営業利益6百万円となりました。 

  

〈パーキング事業〉 

 パーキング事業は、車室数の規模拡大を目指し新たに36車室開設いたしましたが、大型駐車場1物件の閉鎖によ

り53車室減少し、車室数は1,758車室（当連結会計年度第1四半期末1,775車室）と減少いたしました。コストの改

善につきましては継続的に取組んできたことにより収益力は向上し、売上高339百万円、営業利益36百万円となり

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の積極的な出店攻勢により、店舗数は41店舗（業務提携店6店舗含む）

へ拡大いたしました。また、品揃えの多様化、チケット自動販売機の設置に加え、化粧品委託販売専門店の営業を

開始するなど、業容の拡大にも取組んでまいりましたが、新規出店の収益貢献の遅れ、出店コストの増加により、

売上高8,170百万円、営業利益31百万円となりました。 

  

〈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、取扱い件数を大幅に拡大いたしましたが、旅行業界の流れにより、旅行クーポン券の額面が少額化した

ことから売上高5,974百万円、営業利益10百万円となりました。 

  

〈その他事業〉 

 その他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)」の会員獲得、レンタル稼働率が伸び悩む結果となりまし

た。また、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273百万円、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２四半期末の総資産額は、11,793百万円となり、前連結会計年度末に比べ620百万円減少いたしました。 

負債総額は、4,601百万円となり、前連結会計年度末に比べ461百万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、7,192百万円となり、前連結会計年度末に比べ158百万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61.0%となりました。 

  

（キャッシュ・フローについて） 

 当第２四半期連結累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

197百万円（14.1%）増加し、当第２四半期累計期間末は1,594百万円となりました。なお、当第２四半期連結累計

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、329百万円（前年同四半期は108百万円の使用）となりました。 

これは主に、税金等調整前四半期純損失の137百万円計上の計上や仮受金の減少357百万円があったものの、売上債

権が823百万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、74百万円（前年同四半期は270百万円の使用）となりました。 

これは、主に固定資産の取得による支出63百万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、57百万円（前年同四半期は318百万円の獲得）となりました。 

これは、主に短期借入金の返済916百万円があったものの、短期借入金の調達500百万円及び長期借入金の調達398

百万円並びに社債の発行による収入90百万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月期通期の業績予想につきましては、平成22年５月11日公表の業績予想を修正しております。 

 詳細につきましては、平成22年10月22日発表の「業績予想および配当予想の修正に関するお知らせ」をご覧くだ

さい。 

  

（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 

 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、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 

 当社グループは、前連結会計年度において２期連続で営業キャッシュ・フローがマイナスであったことに加え、

335百万円の営業損失および443百万円の当期純損失を計上しました。当第２四半期連結累計期間においては、営業

キャッシュ・フローは329百万円のプラスとなりましたが、122百万円の営業損失および148百万円の四半期純損失

を計上したことから、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象が存在しております。 

 当該状況を解消すべく、当社グループの事業における選択と集中を行うとともに、収益性の強化と財務体質の改

善を図るため、以下のような施策に取組んでまいります。 

  

① 営業施策 

当社グループは、中期経営計画達成に向け、「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」に向け取組んでまいりますが、とりわけパーキング事業およびリセール事業ならびにファクタリング事業

の収益力を高め、利益の確保とキャッシュ・フローの健全化に努めてまいります。 

イ．パーキング事業 

パーキング事業の規模拡大とコスト削減による収益改善を図るとともに、不稼動不動産の有効活用および

早期処分に努めてまいります。 

ロ．リセール事業 

連結子会社である㈱甲南チケットにおきましては、高収益商材を確保するとともに店舗形態の多様化に取

組み、販売強化に努めてまいります。 

ハ．ファクタリング事業 

旅行クーポン債権以外の債権買取を推進し、事業領域の拡大に努めてまいります。 

  

②経営効率の改善 

 コスト削減を含めた経営の合理化を図ってまいります。 

  

③資金の確保 

 資金需要に応じ、取引金融機関からの円滑な資金調達を図ってまいります。 

  

以上の対応策をとっていることから、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないと判断

しております。  

  



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２四半期連結会計期間末
(平成22年９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 1,594,011 1,396,613

受取手形及び売掛金 122,899 147,935

ファクタリング債権 989,373 1,625,415

割賦売掛金 680,211 842,463

営業貸付金 867,443 888,047

商品及び製品 639,428 520,359

仕掛品 34,465 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 126,043 170,928

貸倒引当金 △40,984 △39,091

流動資産合計 5,495,334 6,070,240

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,432,694 1,406,896

減価償却累計額 △664,069 △651,745

建物及び構築物（純額） 768,625 755,151

機械装置及び運搬具 3,258 128,850

減価償却累計額 △2,191 △124,745

機械装置及び運搬具（純額） 1,067 4,104

土地 4,235,169 4,232,059

リース資産 142,644 139,572

減価償却累計額 △76,936 △62,574

リース資産（純額） 65,707 76,998

レンタル資産 22,626 22,626

減価償却累計額 △3,721 △203

レンタル資産（純額） 18,904 22,423

その他 180,290 161,018

減価償却累計額 △119,878 △105,526

その他（純額） 60,412 55,492

有形固定資産合計 5,149,886 5,146,228

無形固定資産   

のれん 710,399 759,603

その他 48,856 44,458

無形固定資産合計 759,256 804,061

投資その他の資産   

投資有価証券 156,395 167,791

その他 232,688 225,595

投資その他の資産合計 389,084 393,387

固定資産合計 6,298,227 6,343,677

資産合計 11,793,561 12,413,917



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９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 101,770 106,220

短期借入金 2,547,000 2,963,500

1年内返済予定の長期借入金 233,240 162,960

リース債務 32,054 34,114

未払法人税等 17,723 42,246

賞与引当金 43,285 42,111

割賦利益繰延 27,944 38,903

その他 135,652 511,534

流動負債合計 3,138,671 3,901,590

固定負債   

長期借入金 1,028,950 785,900

社債 301,200 235,600

リース債務 58,389 70,923

退職給付引当金 43,517 40,783

役員退職慰労引当金 17,100 13,799

繰延税金負債 － 834

その他 13,500 13,500

固定負債合計 1,462,657 1,161,340

負債合計 4,601,328 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 1,138,722 1,287,226

自己株式 △1,384 △1,301

株主資本合計 7,202,025 7,350,613

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △9,792 373

評価・換算差額等合計 △9,792 373

純資産合計 7,192,233 7,350,986

負債純資産合計 11,793,561 12,413,917



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 13,049,981 15,087,550

売上原価 12,380,182 14,413,555

売上総利益 669,798 673,995

販売費及び一般管理費 814,093 796,071

営業損失（△） △144,294 △122,075

営業外収益   

受取利息 651 135

受取配当金 1,974 2,006

受取賃貸料 8,704 7,572

業務受託手数料 4,069 7,902

受取手数料 － 6,270

その他 14,960 4,318

営業外収益合計 30,359 28,205

営業外費用   

支払利息 2,843 34,814

社債発行費 2,649 1,853

店舗閉鎖費用 1,363 1,380

その他 7,941 4,166

営業外費用合計 14,797 42,214

経常損失（△） △128,732 △136,084

特別損失   

固定資産売却損 25,586 1,384

リース解約損 2,341 －

特別損失合計 27,928 1,384

税金等調整前四半期純損失（△） △156,660 △137,468

法人税、住民税及び事業税 19,414 10,618

法人税等調整額 － －

法人税等合計 19,414 10,618

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △148,086

四半期純損失（△） △176,075 △148,086



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９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（△） △156,660 △137,468

減価償却費 65,589 54,970

のれん償却額 44,851 56,315

貸倒引当金の増減額（△は減少） △4,514 1,893

賞与引当金の増減額（△は減少） △9,071 1,174

退職給付引当金の増減額（△は減少） △3,488 2,733

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △2,878 3,301

受取利息及び受取配当金 △2,625 △2,141

支払利息 2,843 34,814

有形固定資産売却損益（△は益） 25,586 1,384

売上債権の増減額（△は増加） 154,805 823,087

たな卸資産の増減額（△は増加） 39,229 △117,833

営業貸付金の増減額（△は増加） △3,048 20,604

仕入債務の増減額（△は減少） △18,639 △4,449

割賦利益繰延の増減額（△は減少） △18,910 △10,959

未払消費税等の増減額（△は減少） 2,136 △5,568

仮受金の増減額（△は減少） － △357,382

その他 △180,636 △2,691

小計 △65,431 361,783

利息及び配当金の受取額 8,961 2,141

利息の支払額 △3,016 △41,137

法人税等の支払額 △48,746 △42,210

法人税等の還付額 － 48,874

営業活動によるキャッシュ・フロー △108,232 329,450

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 △313,668 △63,551

有形及び無形固定資産の売却による収入 32,886 2,011

投資有価証券の取得による支出 △1,281 △21

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 △5,127 △3,251

差入保証金の回収による収入 17,036 7,800

差入保証金の差入による支出 △3,291 △17,865

その他 125 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △270,044 △74,880

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 330,000 500,000

短期借入金の返済による支出 △955,500 △916,500

長期借入れによる収入 1,000,000 398,000

長期借入金の返済による支出 △10,160 △84,670

リース債務の返済による支出 △50,437 △17,665

社債の発行による収入 170,000 90,000

社債の発行による支出 △2,649 △1,853

社債の償還による支出 △12,500 △24,400

自己株式の取得による支出 － △83

配当金の支払額 △150,028 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 318,724 △57,172

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） △59,552 197,398

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 750,831 1,594,011



 該当事項はありません。  

  

  

前第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９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２四半期連結累計期間 

 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２四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年９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２四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年９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 
217,964 529,151 438,733 8,507,728 3,356,404 13,049,981 － 13,049,981

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替高 
－ － － － － － － －

計 217,964 529,151 438,733 8,507,728 3,356,404 13,049,981 － 13,049,981

営業利益（又は営業損

失） 
△43,398 52,447 4,143 44,876 9,247 67,317 (211,612) △144,294

                            

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・不動産・レンタル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２四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年９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。 

  

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） 

 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 
 332,097  339,724  8,170,800 5,974,408  14,817,031  270,519  15,087,550  － 15,087,550

セグメント

間の内部売

上高又は振

替高 

 －  －  － －  －  3,000  3,000  △3,000 －

計  332,097  339,724  8,170,800 5,974,408  14,817,031  273,519  15,090,550  △3,000 15,087,550

セグメント利

益又は損失

（△） 

 6,521  36,643  31,002 10,869  85,037  △5,017  80,019  △202,094 △122,075

△202,094

（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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