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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 416 △51.9 △150 ― △185 ― △293 ―
22年3月期第2四半期 865 △56.5 56 △90.4 36 △93.6 9 △96.7

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 △4,972.46 ―
22年3月期第2四半期 184.09 ―

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 8,830 3,128 21.0 31,439.86
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2四半期  1,858百万円 22年3月期  2,191百万円

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 ― 600.00 ― 600.00 1,200.00
23年3月期 ― 600.00
23年3月期 

（予想） ― 600.00 1,200.00

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 1,654 25.0 317 1,308.5 219 27.1 142 671.9 2,404.16



(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  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 

（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および合理的であると判断する一定の前提に基いており、実
際の業績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およ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。 

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。）

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 59,100株 22年3月期  59,100株
② 期末自己株式数 23年3月期2Q  ―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2Q 59,100株 22年3月期2Q 52,952株
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※ 当社は、以下のとおりアナリスト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11月５日（金） 

  

○添付資料の目次
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当第２四半期連結会計期間における我が国の経済は、企業業績に回復傾向が見られるものの、厳しい

雇用・所得環境が続いていることに加え、円高や株安等、依然として先行きの不透明感が払拭されない

状況にあります。 

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、一部の投資家による不動産購

入等の動きは活発化しつつあるものの、国内における不動産価格の低迷、世界的な金融収縮の影響が依

然として続いており、市況全体の低迷は、今後も続くものと考えられます。 

このような市場環境の下、当社グループは、第１四半期に引き続き、当社保有の投資不動産からの安

定した賃料収入、受託しているファンドからの管理収入等は順調に推移しました。しかしながら、金

融・不動産市況の低迷に影響を受け、資産売却収入、新規アレンジメント収入等が予想を下回るととも

に、当第２四半期に延期されていたファンドからのインカムゲイン収入等が第３四半期以降へ延期され

ました。 

加えて、当社が無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売却が決定したことに伴い、当社出資金の毀損額を特別損失として計上致し

ました。 

また、当社が劣後債権として貸付を行っていた他社組成ファンドが保有する不動産が売却されまし

た。当社は、当該貸付金の回収不能額に対して、貸倒引当金を計上しておりましたが、その不足金額を

特別損失として計上致しました。 

これらの結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は416百万円（前年同期比51.9％減）、営業損失

は150百万円（前年同期は56百万円の営業利益）、経常損失は185百万円（前年同期は36百万円の経常利

益）、四半期純損失は293百万円（前年同期は９百万円の四半期純利益）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、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、大型介護事業用物件の仲介等が、金融・不動産市況の影響により不成約または延期され

ていること等の結果により、投資事業の売上高は324百万円、営業利益は45百万円となりました。 

  

(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、当第２四半期に延期されていた、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３四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78百万円、営業損失は54百万円となりました。 

  

(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13百万円、営業損失は３百万円となりました。 

  

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

燦キャピタルマネージメント㈱（2134）　平成23年３月期　第２四半期決算短信

- 2 -



  

  

① 資産、負債および純資産の状況 

当第２四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、599百万

円減少し、8,830百万円となりました。この主な要因は、現金及び預金が423百万円、有価証券が50百

万円および投資有価証券が348百万円減少した一方、無形固定資産仮勘定が262百万円増加したこと等

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、292百万円減少し、5,701百万円となりました。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259百万

円、負ののれんが32百万円減少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、306百万円減少し、3,128百万円となりました。

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332百万円減少したこと等によ

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２四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、

423百万円減少し、382百万円となりました。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２四半期連結累計期間の営業活動により支出した資金は、11百万円となりました。この主な

要因は、売上債権の減少額が65百万円となった一方、利息の支払額が57百万円、支払手数料の支払

額が９百万円および事務所移転費用の支払額が９百万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２四半期連結累計期間の投資活動により支出した資金は、377百万円となりました。この主

な要因は、有形固定資産の取得による支出が62百万円、無形固定資産の取得による支出が152百万

円、投資不動産の取得による支出が28百万円、繰延資産の取得による支出が75百万円、短期貸付金

の増加が15百万円および匿名組合出資金の払込による支出が91百万円となった一方、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２四半期連結累計期間の財務活動により支出した資金は、47百万円となりました。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、短期借入金の純減少が1,277百

万円、長期借入金の純増加が1,017百万円および配当金の支払額が35百万円となったこと等による

ものであります。 

  

当第２四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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該当事項はありません。 

  

  

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 

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 

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 382,537 806,286

売掛金（純額） 33,327 98,675

有価証券 100,000 150,885

販売用不動産 180,000 180,000

商品 7,304 3,517

貯蔵品 4,736 2,813

その他 168,760 79,104

流動資産合計 876,665 1,321,282

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,519,548 1,550,578

その他（純額） 360,820 362,235

有形固定資産合計 1,880,369 1,912,814

無形固定資産

その他 404,921 141,195

無形固定資産合計 404,921 141,195

投資その他の資産

投資有価証券 801,278 1,150,273

固定化営業債権 － 142,434

投資不動産（純額） 4,618,836 4,647,780

その他 100,662 113,779

投資その他の資産合計 5,520,778 6,054,267

固定資産合計 7,806,069 8,108,276

繰延資産

その他 147,597 －

繰延資産合計 147,597 －

資産合計 8,830,333 9,429,558
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（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

買掛金 16,040 14,860

短期借入金 87,500 1,364,500

1年内返済予定の長期借入金 1,113,027 1,042,404

未払法人税等 6,649 4,221

賞与引当金 － 5,667

その他 164,371 162,650

流動負債合計 1,387,588 2,594,304

固定負債

長期借入金 4,008,615 3,061,342

負ののれん 302,712 335,087

その他 2,502 3,200

固定負債合計 4,313,830 3,399,630

負債合計 5,701,419 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 259,957 592,303

株主資本合計 1,857,457 2,189,803

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 637 1,673

評価・換算差額等合計 637 1,673

少数株主持分 1,270,818 1,244,145

純資産合計 3,128,913 3,435,623

負債純資産合計 8,830,333 9,429,558
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(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 865,042 416,271

売上原価 380,441 139,386

売上総利益 484,600 276,884

販売費及び一般管理費 427,878 427,154

営業利益又は営業損失（△） 56,722 △150,269

営業外収益

受取利息 573 1,037

受取配当金 217 4,382

負ののれん償却額 45,851 32,374

その他 2,239 6,896

営業外収益合計 48,882 44,691

営業外費用

支払利息 49,149 64,844

支払手数料 10,436 8,501

その他 9,868 6,900

営業外費用合計 69,454 80,246

経常利益又は経常損失（△） 36,150 △185,824

特別利益

貸倒引当金戻入額 73 24

特別利益合計 73 24

特別損失

固定資産除却損 － 8,766

投資有価証券評価損 － 325,703

貸倒引当金繰入額 19,212 142,434

投資事業組合運用損 － 12,623

事務所移転費用 － 9,382

過年度損益修正損 4,306 －

その他 3,517 －

特別損失合計 27,036 498,909

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（△）

9,187 △684,709

法人税、住民税及び事業税 11,270 3,041

法人税等調整額 △14,375 △73,986

法人税等合計 △3,104 △70,944

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △613,764

少数株主利益又は少数株主損失（△） 2,543 △319,892

四半期純利益又は四半期純損失（△） 9,748 △293,872
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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利益又は税金等調整前四
半期純損失（△）

9,187 △684,709

減価償却費 43,350 99,025

長期前払費用償却額 488 2,459

負ののれん償却額 △45,851 △32,374

貸倒引当金の増減額（△は減少） 19,315 143,240

賞与引当金の増減額（△は減少） 5,042 △5,667

受取利息及び受取配当金 △791 △5,419

支払利息 49,149 64,844

支払手数料 10,436 8,501

株式交付費 3,220 1,861

投資事業組合運用損益（△は益） － 12,623

投資有価証券評価損益（△は益） 3,310 325,703

匿名組合投資損益（△は益） － 1,488

固定資産除却損 207 8,766

事務所移転費用 － 9,382

売上債権の増減額（△は増加） 3,926 65,372

たな卸資産の増減額（△は増加） 307,122 △5,709

未収消費税等の増減額（△は増加） 184 9,972

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） △11,644 1,179

未払消費税等の増減額（△は減少） △32,990 10,895

その他 △44,041 28,617

小計 319,924 60,052

利息及び配当金の受取額 424 5,437

利息の支払額 △49,039 △57,621

支払手数料の支払額 △11,374 △9,001

事務所移転費用の支払額 － △9,382

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △116,916 △1,009

営業活動によるキャッシュ・フロー 143,019 △11,524
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（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)

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 △6,064 △62,936

有形固定資産の売却による収入 175 －

無形固定資産の取得による支出 － △152,569

投資不動産の取得による支出 － △28,271

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 18,246 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

匿名組合出資金の払込による支出 － △91,893

短期貸付金の純増減額（△は増加） － △15,000

その他 △4,155 △77,174

投資活動によるキャッシュ・フロー △31,543 △377,992

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） △413,500 △1,277,000

長期借入れによる収入 － 1,118,500

長期借入金の返済による支出 △75,366 △100,604

リース債務の返済による支出 △666 △666

株式の発行による収入 601,779 －

配当金の支払額 △26,191 △35,305

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 35,971 △47,359

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 147,446 △436,876

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 365,979 382,537

燦キャピタルマネージメント㈱（2134）　平成23年３月期　第２四半期決算短信

- 9 -



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） 

該当事項はありません。 

  

  

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

燦キャピタルマネージメント㈱（2134）　平成23年３月期　第２四半期決算短信

- 10 -



  

【事業の種類別セグメント情報】 

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） 

 
(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） 

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

788,535 76,206 300 865,042 ― 865,042

(2) セグメント間の 
  内部売上高 
  又は振替高

― 45,261 ― 45,261 (45,261) ―

計 788,535 121,467 300 910,303 (45,261) 865,042

 営業利益又は 
 営業損失(△)

211,949 △34,753 300 177,495 (120,773) 56,722
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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  セグメント利益又は損失の調整額△137,970千円には、セグメント間取引消去8,788千円、報告セグメントに

配分していない全社費用△146,758千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） 

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 324,455 78,531 13,283 416,271 ― 416,271

セグメント間の内部売
上高又は振替高

5,698 16,290 ― 21,989 △21,989 ―

計 330,154 94,821 13,283 438,260 △21,989 416,271

セグメント利益又は損
失(△)

45,467 △54,041 △3,724 △12,299 △137,970 △150,269

(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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