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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 6,522 5.3 2,569 22.1 2,132 13.8 1,185 114.0
22年3月期第2四半期 6,191 4.3 2,104 △9.5 1,874 △12.0 554 △52.8

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2四半期 26.36 ―

22年3月期第2四半期 12.32 ―

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 105,495 37,378 35.4 831.07
22年3月期 105,779 37,023 35.0 823.16

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  37,378百万円 22年3月期  37,023百万円

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 ― 6.00 ― 6.00 12.00

23年3月期 ― 6.00

23年3月期 
（予想）

― 6.00 12.00

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 13,000 4.1 4,900 3.8 4,000 △0.7 2,000 7.9 44.47



(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条件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」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  45,898,798株 22年3月期  45,898,798株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q  921,896株 22年3月期  921,791株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q  44,976,953株 22年3月期2Q  44,980,902株
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当第２四半期における我が国経済は、円高の進行やデフレ懸念等により、景気回復の流れにも停滞の動
きが見られ、国内景気の不透明感が強まっております。不動産賃貸事業におきましても、都心部のオフィ
スビル空室率が高止るなか、テナント獲得競争が一段と激化していることから、賃料水準の下落傾向に歯
止めがかからないなど、経営環境はさらに厳しさを増しております。 
 このような状況の下、当社グループの当第２四半期末の空室率は6.5％となり、前期末の6.4％から若干
悪化いたしました。今後ともテナント誘致活動に一層注力し、空室率の早期改善を図るとともに、近年
益々高まるデータセンタービルの需要に応えるべく着手しました西心斎橋ビルの新築工事を計画通り推進
し、業績の発展に努めてまいります。 
  
 当第２四半期連結累計期間の業績は、工事売上高が減収となりましたものの、昨年９月に取得しました
心斎橋アーバンビル及び本年３月に全館竣工しましたウインズ梅田Ｂ館の賃料収入が期中フルに寄与しま
したことから、売上高は6,522百万円となり、前年同四半期と比べ330百万円（5.3％）の増収となりまし
た。また利益率の高い賃貸事業の構成比率が高まったこともあり、営業利益は2,569百万円と同465百万円
（22.1％）、経常利益は2,132百万円と同257百万円（13.8％）のそれぞれ増益となりました。さらに、特
別利益では固定資産売却益がある一方で、昨年のような不動産取得税等計上による特別損失がなかったこ
とから、四半期純利益は1,185百万円となり、前年同四半期に比べ631百万円（114.0％）の大幅な増益と
なりました。 
  
セグメントの業績は、次のとおりであります。 
 土地建物賃貸事業 
 売上高は6,450百万円となり、セグメント利益は2,787百万円となりました。 

 その他 
 テナント入退居に伴う建築請負の工事売上高は71百万円となり、セグメント利益は５百万円となり
ました。 

  

当第２四半期連結会計期間末における総資産は105,495百万円となり、前連結会計年度末に比べ284百万
円（0.3％）減少しました。主な要因は有形固定資産は357百万円増加しましたが、投資有価証券が時価評
価替え等に伴い880百万円減少したためであります。 
 負債合計は68,116百万円となり、前連結会計年度末比639百万円（0.9％）減少しました。設備資金支払
のため有利子負債は956百万円増加しましたが、設備関係未払金が1,807百万円減少したことが主な要因で
あります。 
 純資産合計は37,378百万円となり、前連結会計年度末比355百万円（1.0％）増加しました。その他有価
証券評価差額金は560百万円減少しましたものの、利益剰余金が783百万円増加したことが主因でありま
す。 
  
キャッシュ・フローにつきましては、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1,687百万円となり、前連結会計年度末から187百万円増加しました。当四半期連結会計期間の各キャッ
シュ・フローの状況は、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) 

営業活動から得られた資金は3,124百万円となり、前年同四半期比1,826百万円増加しました。税金等
調整前四半期純利益が1,078百万円増加したことが主な要因であります。 
(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

投資活動で使用した資金は3,651百万円となり、前年同四半期比22,786百万円減少しました。有形固
定資産取得のため、前年同四半期は26,447百万円の資金を支出しましたが、当四半期は3,478百万円の
支出にとどまり、前年同四半期比22,969百万円減少したことが主な要因であります。 
(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

財務活動から得られた資金は714百万円となり、前年同四半期比24,977百万円減少しました。当四半
期の長短借入金調達は5,100百万円と、前年同四半期比24,800百万円減少したことが主な要因でありま
す。 

  

景況悪化に伴う当社業績への影響は見通し難い状況ではありますが、現在のところ平成22年５月14日発
表の連結業績予想に変更はありません。 
 今後、何らかの変化がありました場合には適切に開示して参ります。 
  

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。 
  

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や一時差異の発生状
況等に著しい変化がないと認められますので、前連結会計年度決算において使用した将来の業績予測や
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。 
  

  「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、この変更による四半期連結財務諸表に与える影響額はありません。  

  

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：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 1,687,335 1,500,019

受取手形及び売掛金 172,882 165,993

その他 376,145 750,130

流動資産合計 2,236,363 2,416,144

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 63,467,320 63,010,295

減価償却累計額 △24,782,980 △23,651,893

建物及び構築物（純額） 38,684,340 39,358,402

土地 52,832,478 53,009,428

建設仮勘定 1,244,329 26,150

その他 613,994 610,025

減価償却累計額 △426,509 △412,888

その他（純額） 187,484 197,136

有形固定資産合計 92,948,632 92,591,118

無形固定資産 128,417 72,396

投資その他の資産

投資有価証券 6,097,702 6,977,879

その他 4,084,180 3,721,967

投資その他の資産合計 10,181,883 10,699,847

固定資産合計 103,258,933 103,363,362

資産合計 105,495,297 105,779,506
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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

支払手形及び買掛金 36,547 35,575

短期借入金 11,573,176 11,080,076

未払法人税等 870,788 692,421

引当金 18,810 17,810

その他 1,816,143 3,454,487

流動負債合計 14,315,466 15,280,371

固定負債

社債 2,300,000 2,300,000

長期借入金 43,913,982 43,408,370

引当金 181,841 214,919

その他 7,405,259 7,552,702

固定負債合計 53,801,083 53,475,991

負債合計 68,116,549 68,756,362

純資産の部

株主資本

資本金 7,688,158 7,688,158

資本剰余金 7,529,371 7,529,372

利益剰余金 25,615,880 24,832,757

自己株式 △366,538 △366,495

株主資本合計 40,466,872 39,683,792

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 820,314 1,380,598

土地再評価差額金 △3,908,439 △4,041,246

評価・換算差額等合計 △3,088,124 △2,660,648

純資産合計 37,378,747 37,023,144

負債純資産合計 105,495,297 105,779,506
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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 6,191,915 6,522,128

売上原価 3,714,212 3,528,255

売上総利益 2,477,702 2,993,872

販売費及び一般管理費 373,522 424,064

営業利益 2,104,180 2,569,808

営業外収益

受取利息 744 8,573

受取配当金 56,792 60,438

その他 13,117 7,835

営業外収益合計 70,654 76,848

営業外費用

支払利息 297,585 480,838

その他 2,547 33,116

営業外費用合計 300,132 513,954

経常利益 1,874,702 2,132,702

特別利益

固定資産売却益 － 237,629

受取違約金 23,085 6,000

特別利益合計 23,085 243,629

特別損失

固定資産除却損 33,611 39,756

投資有価証券売却損 17,595 －

投資有価証券評価損 364,019 332,292

不動産取得税及び登録免許税 561,496 5,070

特別損失合計 976,723 377,118

税金等調整前四半期純利益 921,064 1,999,212

法人税、住民税及び事業税 640,959 845,714

法人税等調整額 △273,995 △32,294

法人税等合計 366,963 813,419

少数株主損益調整前四半期純利益 － 1,185,792

四半期純利益 554,100 1,185,792
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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 921,064 1,999,212

減価償却費 944,401 1,173,719

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 9,921 △35,802

退職給付引当金の増減額（△は減少） 3,919 2,724

賞与引当金の増減額（△は減少） 2,860 1,000

受取利息及び受取配当金 △57,537 △69,012

支払利息 297,585 480,838

長期前払費用償却額 － 30,000

シンジケートローン手数料 － 1,000

投資有価証券売却損益（△は益） 17,595 －

投資有価証券評価損益（△は益） 364,019 332,292

有形固定資産売却損益（△は益） － △237,629

有形固定資産除却損 33,611 39,756

受取違約金 △23,085 △6,000

不動産取得税及び登録免許税 561,496 5,070

営業債権の増減額（△は増加） △237,178 △102,943

営業債務の増減額（△は減少） △267,977 △50,486

未収消費税等の増減額（△は増加） △198,799 425,088

未払消費税等の増減額（△は減少） △340,218 203,985

小計 2,031,680 4,192,813

利息及び配当金の受取額 57,524 68,998

利息の支払額 △292,630 △478,950

法人税等の支払額 △498,962 △658,452

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,297,611 3,124,410

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 △26,447,564 △3,478,196

有形固定資産の除却による支出 － △35,600

有形固定資産の売却による収入 － 378,940

無形固定資産の取得による支出 △25,491 △103,625

投資有価証券の取得による支出 － △395,394

投資有価証券の売却による収入 77,034 －

長期未払金支払による支出 △42,270 △42,270

補償金による収入 － 24,700

その他 － 53

投資活動によるキャッシュ・フロー △26,438,291 △3,651,392

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） 800,000 300,000

長期借入れによる収入 29,100,000 4,800,000

長期借入金の返済による支出 △3,599,468 △4,101,288

建築協力金の返済による支出 △13,806 △14,472

自己株式の売却による収入 170 27

自己株式の取得による支出 △2,746 △70

配当金の支払額 △292,247 △269,897

シンジケートローン手数料の支払額 △300,000 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 25,691,902 714,298

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） 551,222 187,316

現金及び現金同等物の期首残高 1,625,566 1,500,019

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,176,788 1,687,335
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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。 

  

  

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 事業の区分は、売上集計区分によっております。 

    ２ 各事業の主な内容 

      (1)土地建物賃貸事業・・・・・・土地建物の賃貸 

      (2)ビル管理事業・・・・・・建物・機械設備の維持管理、清掃等 

      (3)その他の事業・・・・・・建築請負、不動産仲介 

    ３ その他の事業のうち、建築請負事業の売上高が売上高計の10％を超えておりますが、テナント入居に伴い 

      一時的に増収となっておりますので、区分掲記はしておりません。 

  

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) 

本邦以外の国又は地域に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

【事業の種類別セグメント情報】

土地建物 
賃貸事業 
(千円)

ビル管理
事業 
(千円)

その他の
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

5,148,674 299,994 743,246 6,191,915 ― 6,191,915

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

480 286,558 ─ 287,038 (287,038) ―

計 5,149,154 586,552 743,246 6,478,953 (287,038) 6,191,915

営業利益 2,017,863 101,381 171,170 2,290,416 (186,235) 2,104,180

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】
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（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諸表が入手可能であり、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、土地建物賃貸事業を主体事業としており、大阪府その他の地域において賃貸用不動産を保有

しております。 

 従って、当社は「土地建物賃貸事業」を報告セグメントとしております。 

 「土地建物賃貸事業」では、土地建物の賃貸、建物・機械設備の維持管理、清掃等を主な事業の内容

としております。  

  

 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）「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、建築請負業を含んでおります。 

  

  

 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。 

【セグメント情報】

（単位：千円）

報告セグメント
その他
（注）

合計 調整額
四半期

連結損益計算書
計上額土地建物 

賃貸事業

売上高

 外部顧客への売上高 6,450,657 71,471 6,522,128 ― 6,522,128

 セグメント間の内部売上高
 又は振替高

─ ─ ─ ─ ―

計 6,450,657 71,471 6,522,128 ─ 6,522,128

セグメント利益 2,787,287 5,533 2,792,821 △223,012 2,569,808

(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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