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1.  平成23年3月期第3四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年12月31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3四半期 26,946 7.6 3,747 28.2 2,560 48.2 1,129 16.9
22年3月期第3四半期 25,033 6.8 2,923 68.0 1,727 103.0 965 △20.5

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3四半期 17.54 17.54
22年3月期第3四半期 15.01 15.01

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3四半期 175,324 51,818 29.6 804.99
22年3月期 170,660 51,348 30.1 797.79

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  51,817百万円 22年3月期  51,348百万円

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 ― 5.00 ― 5.00 10.00
23年3月期 ― 5.00 ―

23年3月期 
（予想）

5.00 10.00

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  有  
 

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 33,000 2.4 4,600 16.9 3,000 30.8 1,100 △6.1 17.09



(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）４ページ「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.5「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3Q  68,323,613株 22年3月期  68,323,613株

② 期末自己株式数 23年3月期3Q  3,952,810株 22年3月期  3,960,292株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q  64,367,909株 22年3月期3Q  64,357,126株
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当第３四半期累計期間の連結業績は、売上高は建築内装・飲食・ビルメンテナンスの各事業で減収と

なったものの、資産開発事業で匿名組合出資損益分配による大幅増収があり、ビル事業の増収及び住宅

事業の新規竣工２物件の売上計上による増収と併せ、全体として前年同期に比べ19億13百万円増、7.6%

増収の269億46百万円となりました。利益面におきましても、住宅事業で主に開発着手前の事業用地に

ついて事業計画の見直しに伴う評価損を計上し営業費用が増加したものの、資産開発事業の増収による

増益で、営業利益は前年同期に比べ８億24百万円増、28.2%増益の37億47百万円、経常利益は支払利息

の減少があり、前年同期に比べ８億33百万円増、48.2%増益の25億60百万円となりました。第３四半期

純利益では、特別損失に資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額80百万円及び投資有価証券評価損51

百万円等の計上に加え、繰延税金資産の取り崩しによる税金費用の増加があり、前年同期に比べ１億64

百万円増、16.9%増益の11億29百万円となりました。 

（注）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。これによる事業区分へ与える影響

は軽微なため、前年同期比較を行っております。 

  
各セグメント別の業績については以下の通りとなっています。 

 
  

「ビル事業」では、主力の東京サンケイビルほか既存ビルの一部においてはテナントの入替に伴う空

室の発生及び賃料水準の下落等により減収となったものの、一昨年営業を開始したＪＡビル及び経団連

会館の当社所有床部分及び品川サンケイビル・日本橋サンケイビルの稼働率向上による増収があり、ま

た当期よりビル事業に組み入れたサンケイビルマネジメントの売上１億50百万円、さらに当期より連結

子会社としたＳＰＣ１社の売上１億93百万円を併せ、前年同期の「ビル賃貸事業」と比べ、売上高は２

億70百万円増、2.1%増収の131億60百万円となりました。しかしながら、営業利益では利益率の低下に

加え、ＳＰＣの連結子会社化に伴うのれんの償却費73百万円の計上もあり、前年同期に比べ９百万円

減、0.2%減益の43億10百万円となりました。 

「資産開発事業」では、大手町連鎖型再開発に係る匿名組合出資損益分配及び大手町連鎖型再開発第

２次事業に係る受託業務報酬等の売上計上により、売上高は前年同期に比べ17億53百万円増と、大幅増

収の18億42百万円となりました。営業利益でも増収による大幅利益増で前年同期の３億８百万円の営業

損失に対し、16億52百万円の利益計上となりました。 

「住宅事業」では、昨年６月に竣工した「ルフォン飛鳥山」(東京都北区) 76戸及び昨年８月に竣工

した「ルフォン宮前平」(神奈川県川崎市宮前区) 44戸の２物件が全戸完売したほか、「ルフォン吉祥

寺」(東京都武蔵野市)、「ルフォン御殿山」(東京都品川区)、ほかの併せて販売戸数139戸(前年同期は

130戸)の売上を計上し、売上高は前年同期に比べ２億52百万円増、3.6%増収の71億79百万円となりまし

た。営業損益では、販売物件の損益が２億52百万円の利益計上となったものの、第２四半期において開

発着手前の事業用地について事業計画の見直しを行うとともに、販売が遅れている完成在庫についても

再評価を行い、たな卸資産の評価損19億31百万円を計上したことにより、セグメントでは16億79百万円

の損失計上（前年同期は５億71百万円の営業損失）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

(単位：百万円) (単位：百万円)

セグメントの名称

前第３四半期連結累計期間
（参考） セグメントの名称

当第３四半期連結累計期間

売上高 営業損益 売上高 営業損益

 ビル賃貸事業 12,890 4,319 ビル事業 13,160 4,310

 資産開発事業 89 △308 資産開発事業 1,842 1,652

 住宅分譲事業 6,927 △571 住宅事業 7,179 △1,679

 飲食事業 1,757 △69 飲食事業 1,632 △33

 建築内装事業 1,883 7 建築内装事業 1,709 2

 ビルマネジメント事業 3,008 48 ビルメンテナンス事業 2,966 69

 その他の事業 398 △7 その他の事業 428 △77

 消去又は全社 △1,921 △495 調整額 △1,973 △496

合計 25,033 2,923 合計 26,946 3,747
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「飲食事業」では、引き続き厳しい事業環境の中で店舗事業、ケータリング事業とも減収を余儀なく

され、加えて不採算店舗の閉店もあり、売上高は前年同期に比べ１億25百万円減、7.1%減収の16億32百

万円となり、営業損益でもコスト削減に取り組み、改善が見られたものの、33百万円の損失計上（前年

同期は69百万円の営業損失）となりました。 

「建築内装事業」では、依然として厳しい状況の中で展示設営業務で改善の兆しが見られるものの、

前年計上の大型内装関連工事収入の反動減で、売上高は前年同期に比べ１億74百万円減、9.2%減収の17

億９百万円となり、営業利益でも前年同期に比べ５百万円減、72.7%減益の２百万円となりました。 

「ビルメンテナンス事業」では、設備関連工事収入の増収はあったものの、事業再編により組替えた

前年計上のサンケイビルマネジメントの売上が減少し、ビル管理収入の減もあったことから、前年同期

の「ビルマネジメント事業」と比べ、売上高は42百万円減、1.4%減収の29億66百万円となりましたが、

再編による事業運営の合理化もあり、営業利益は前年同期に比べ21百万円増、45.1%増益の69百万円と

なりました。 

「その他の事業」は、サンケイホールブリーゼの運営事業ほかで、売上高は前年同期に比べ30百万円

増、7.5%増収の４億28百万円となりましたが、営業損益は77百万円の損失計上（前年同期は７百万円の

営業損失）となりました。 

  

当第３四半期末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ46億64百万円増加して、1,753億24百万円と

なりました。主な要因は、分譲マンションの販売進捗、評価損の計上及び固定資産への振替による減少

と新規開発用地取得による増加との差し引きでたな卸資産が減少したこと等により、流動資産が20億19

百万円減少した一方で、従来開示対象特別目的会社として情報開示していました合同会社オー・エム・

シー・イー開発を昨年６月に追加で匿名組合出資を行い、第１四半期末において当社の連結子会社とし

たことにより、同社所有の土地45億３百万円のほか、同社の連結に伴いのれん29億48百万円を計上し、

また、たな卸資産からの振替による増加もあり、固定資産が66億88百万円増加したことによるもので

す。 

負債合計は、前連結会計年度末に比べ41億95百万円増加して、1,235億６百万円となりました。一年

内償還予定の社債への振替及び短期借入金の増加等による流動負債115億85百万円の増加と長期借入金

の減少等による固定負債73億89百万円の減少との差し引きによるものです。 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ４億70百万円増加して、518億18百万円となりました。これ

は、四半期純利益と配当金の支払との差し引き等によるものです。 

  

キャッシュ・フローの状況については、当第３四半期末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、６億75百万円増加し（前年同期比△９億42百万円）、44億65

百万円となりました。 

営業活動によるキャッシュ・フローは、35億89百万円の資金の増加（前年同期比△107億42百万円）

となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益、減価償却費及びたな卸資産評価損の計上と、分

譲マンション用地等の開発不動産の新規取得と竣工物件の販売進捗で販売用不動産が減少したことの差

し引きによるたな卸資産の増加及び営業投資有価証券が増加したことによる資金の減少、法人税等の支

払い等によるものです。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、８億78百万円の資金の減少（前年同期比＋20億54百万円）と

なりました。これは主に大手町連鎖型再開発第２次事業等に係る有形固定資産の取得による支出、新規

事業に係る借地権等、無形固定資産の取得による支出及び青海Ｑ区画特定目的会社への追加優先出資に

よるものです。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、24億92百万円の資金の減少（前年同期比＋85億80百万円）と

なりました。これは社債の発行及び短期・長期の借入れによる収入と短期・長期併せた借入金の返済に

よる支出との差し引き及び配当金の支払によるものです。 

また、上記記載のキャッシュ・フローに新規連結子会社の資金４億55百万円を併せて当第３四半期末

における資金の期末残高は44億65百万円となりました。 
  

(2) 連結財政状態に関する定性的情報
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平成22年11月５日発表の連結業績予想を下表のとおり修正致します。 

ビル事業、資産開発事業、住宅事業において増収となることが見込まれますが、一方で飲食事業、建

築内装事業で減収となるため、売上高は前回発表の通期予想と変更ありません。 

 利益面では、ビル事業と資産開発事業での増収に伴う増益および住宅事業でのコスト減による増益

が、飲食事業と建築内装事業での減益を上回り、営業利益は増益となる見込みです。 

 経常利益におきましても、営業利益の増に加え、支払利息の減少などにより増益が見込まれますが、

一方で飲食事業における不採算店舗の閉店費用を特別損失に織り込み、加えて、たな卸資産の一部を固

定資産に振替えることに伴い、たな卸資産の評価損に対する繰延税金資産を取り崩すことで法人税等調

整額が増加し、当期純利益は減益となる見込みです。 

   

 
  

  

今回の連結業績予想は、前期実算に比べ売上高は７億61百万円増(2.4%増)、営業利益は６億66百万円

増(16.9%増)、経常利益は７億７百万円増(30.8%増)、当期純利益は71百万円減(6.1%減)となります。 

   

   

(3) 連結業績予想に関する定性的情報

通期 (単位：百万円)

今回修正 
通期予想

前回発表
通期予想

(平成22年11月５日発表)

増減

金額 率

売上高 33,000 33,000 ― ―%

営業利益 4,600 4,400 200 4.5%

経常利益 3,000 2,600 400 15.4%

当期純利益 1,100 1,400 △300 △21.4%

参考（セグメント別内訳） (単位：百万円)

事業の種類別 
セグメントの名称

今回予想(通期) 前回予想(通期) 増減

売上高 営業損益 売上高 営業損益 売上高 営業損益

ビル事業 17,450 5,550 17,400 5,500 50 50

資産開発事業 1,950 1,650 1,850 1,600 100 50

住宅事業 7,480 △1,800 7,350 △1,900 130 100

飲食事業 2,100 △50 2,150 △25 △50 △25

建築内装事業 2,400 △15 2,500 10 △100 △25

ビルメンテナンス事業 3,900 80 3,900 70 ― 10

その他の事業 650 △50 650 △50 ― ―

調整額 △2,930 △765 △2,800 △805 △130 40

合計 33,000 4,600 33,000 4,400 ― 200

通期 (単位：百万円)

今回修正 
通期予想

前期実算(通期)
増減

金額 率

売上高 33,000 32,239 761 2.4%

営業利益 4,600 3,934 666 16.9%

経常利益 3,000 2,293 707 30.8%

当期純利益 1,100 1,171 △71 △6.1%

参考（セグメント別内訳） (単位：百万円)

事業の種類別 
セグメントの名称

今回予想(通期) 前期実算(通期) 増減

売上高 営業損益 売上高 営業損益 売上高 営業損益

ビル事業 17,450 5,550 17,189 5,701 261 △151

資産開発事業 1,950 1,650 166 △369 1,784 2,019

住宅事業 7,480 △1,800 8,220 △710 △740 △1,090

飲食事業 2,100 △50 2,274 △90 △174 40

建築内装事業 2,400 △15 2,317 △22 83 7

ビルメンテナンス事業 3,900 80 4,074 85 △174 △5

その他の事業 650 △50 564 7 86 △57

調整額 △2,930 △765 △2,568 △666 △362 △99

合計 33,000 4,600 32,239 3,934 761 666
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該当事項はありません。 
  

①簡便な会計処理 

 ・棚卸資産の評価方法 

棚卸資産の簿価切下げについては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を

見積もり、簿価切下げを行う方法によっております。 

 ・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。 

 ・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ついては、前連結会計年度末以降に経営環境等、又は一時

差異等の発生状況に著しい変化が認められた場合に、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・プランニングに当該著しい変化の影響を加味したものを利用する方法に

よっております。 

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

 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。 

 これにより、当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益がそれぞれ18百万円減少し、税金等

調整前四半期純利益が98百万円減少しております。 

 ②「連結財務諸表に関する会計基準」に基づく「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則

等の一部を改正する内閣府令」の適用 

「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）に基づく「財務諸

表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日 内

閣府令第５号）の適用により、当第３四半期連結累計期間及び当第３四半期連結会計期間では、「少

数株主損益調整前四半期純利益」の科目を表示しております。 
  

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
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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３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31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 4,485 3,811

受取手形及び売掛金 1,062 1,115

有価証券 － 14

販売用不動産 990 2,864

仕掛販売用不動産 4,770 904

開発不動産 4,017 9,148

その他のたな卸資産 39 32

繰延税金資産 1,096 521

その他 784 853

貸倒引当金 △1 △3

流動資産合計 17,244 19,263

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 61,715 63,419

機械装置及び運搬具（純額） 695 764

土地 76,327 69,352

リース資産（純額） 38 36

建設仮勘定 1,198 905

その他（純額） 494 575

有形固定資産合計 140,470 135,054

無形固定資産

のれん 2,874 －

その他 462 172

無形固定資産合計 3,337 172

投資その他の資産

投資有価証券 572 609

営業投資有価証券 8,033 9,694

長期貸付金 3,124 3,241

繰延税金資産 615 577

その他 2,139 2,256

貸倒引当金 △248 △248

投資その他の資産合計 14,238 16,131

固定資産合計 158,046 151,358

繰延資産 33 38

資産合計 175,324 170,660
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31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 1,005 884

短期借入金 5,200 3,300

1年内返済予定の長期借入金 8,893 9,642

1年内償還予定の社債 10,000 －

リース債務 11 9

資産除去債務 11 －

未払法人税等 1,572 480

賞与引当金 149 279

役員賞与引当金 59 60

その他 2,732 3,393

流動負債合計 29,635 18,050

固定負債

社債 20,000 20,000

長期借入金 43,692 51,537

リース債務 26 26

再評価に係る繰延税金負債 16,710 16,710

退職給付引当金 762 731

環境対策引当金 31 14

資産除去債務 198 －

長期未払金 284 363

長期預り敷金 12,165 11,877

その他 0 0

固定負債合計 93,871 101,260

負債合計 123,506 119,311

純資産の部

株主資本

資本金 14,120 14,120

資本剰余金 12,975 12,975

利益剰余金 16,315 15,830

自己株式 △1,420 △1,423

株主資本合計 41,991 41,503

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 30 49

土地再評価差額金 9,795 9,795

評価・換算差額等合計 9,826 9,845

少数株主持分 0 －

純資産合計 51,818 51,348

負債純資産合計 175,324 170,660
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(2) 四半期連結損益計算書

（第３四半期連結累計期間）

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31日)

売上高 25,033 26,946

売上原価 20,000 20,965

売上総利益 5,033 5,980

販売費及び一般管理費 2,109 2,232

営業利益 2,923 3,747

営業外収益

受取利息 70 66

受取配当金 12 13

法人税等還付加算金 25 －

その他 78 46

営業外収益合計 187 125

営業外費用

支払利息 1,312 1,227

その他 71 85

営業外費用合計 1,383 1,313

経常利益 1,727 2,560

特別利益

過年度損益修正益 － 6

特別利益合計 － 6

特別損失

固定資産除却損 13 15

減損損失 － 12

投資有価証券評価損 － 51

環境対策引当金繰入額 － 16

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 80

早期割増退職金 － 32

過年度損益修正損 － 3

特別損失合計 13 212

税金等調整前四半期純利益 1,713 2,355

法人税、住民税及び事業税 264 1,831

法人税等調整額 483 △606

法人税等合計 747 1,225

少数株主損益調整前四半期純利益 － 1,129

少数株主利益 － 0

四半期純利益 965 1,129
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（第３四半期連結会計期間）

（単位：百万円）

前第３四半期連結会計期間
(自 平成21年10月１日
至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自 平成22年10月１日
至 平成22年12月31日)

売上高 9,680 6,203

売上原価 7,688 4,434

売上総利益 1,992 1,769

販売費及び一般管理費 736 623

営業利益 1,256 1,145

営業外収益

受取利息 22 21

その他 27 12

営業外収益合計 50 34

営業外費用

支払利息 425 387

その他 41 19

営業外費用合計 466 406

経常利益 839 772

特別利益

過年度損益修正益 － 6

特別利益合計 － 6

特別損失

固定資産除却損 2 8

過年度損益修正損 － 3

特別損失合計 2 12

税金等調整前四半期純利益 836 766

法人税、住民税及び事業税 129 289

法人税等調整額 223 148

法人税等合計 353 438

少数株主損益調整前四半期純利益 － 328

少数株主利益 － 0

四半期純利益 483 327
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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３四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31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 1,713 2,355

減価償却費 2,960 2,901

のれん償却額 － 73

たな卸資産評価損 150 1,931

減損損失 － 12

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 80

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △14 △1

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1 △1

受取利息及び受取配当金 △83 △79

支払利息 1,312 1,227

売上債権の増減額（△は増加） 576 △335

たな卸資産の増減額（△は増加） 5,610 △1,397

仕入債務の増減額（△は減少） △338 177

退職給付引当金の増減額（△は減少） 30 31

長期未払金の増減額（△は減少） △24 △79

賞与引当金の増減額（△は減少） △154 △130

固定資産除売却損益（△は益） 13 15

投資有価証券評価損益（△は益） － 51

営業投資有価証券の増減額（△は増加） － △1,323

特別退職金 － 32

前払費用の増減額（△は増加） △351 223

預り金の増減額（△は減少） 663 365

差入保証金の増減額（△は増加） 44 △14

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） 685 △371

未払又は未収消費税等の増減額 1,584 △224

その他 211 38

小計 14,588 5,556

利息及び配当金の受取額 83 79

利息の支払額 △1,297 △1,230

特別退職金の支払額 － △32

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 957 △784

営業活動によるキャッシュ・フロー 14,331 3,589

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出 － △41

営業投資有価証券の取得による支出 － △240

営業投資有価証券の出資払戻による収入 13 1

有形固定資産の取得による支出 △3,095 △543

有形固定資産の売却による収入 35 －

無形固定資産の取得による支出 － △303

貸付けによる支出 0 －

貸付金の回収による収入 66 122

その他 46 125

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,932 △878

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） △8,800 1,900

リース債務の返済による支出 △7 △7

長期借入れによる収入 10,500 4,000

長期借入金の返済による支出 △11,555 △17,744

社債の発行による収入 － 10,000

社債の償還による支出 △500 －

配当金の支払額 △714 △643

その他 4 2

財務活動によるキャッシュ・フロー △11,072 △2,492
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（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31日)

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 326 218

現金及び現金同等物の期首残高 5,081 3,790

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 455

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,407 4,465
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 該当事項はありません。 

  

① 事業の種類別セグメント情報 
  

 

(注)１ 事業区分は売上集計区分によっています。 

２ 各事業の主な内容 

 
  

② 所在地別セグメント情報 

 該当事項はありません。 

  

③ 海外売上高 

 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

前第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日） (単位：百万円)

ビル賃貸 
事業

資産開発 
事業

住宅分譲
事業

飲食事業
建築内装

事業

ビルマネ
ジメント

事業

その他の
事業

計
消去 

又は全社
連結

売上高及び営業損益

売上高

(1)外部顧客に対する 
   売上高

12,626 89 6,927 1,516 1,687 1,924 262 25,033 ― 25,033

(2)セグメント間の 
  内部売上高又は 
  振替高

264 ― ― 241 195 1,083 136 1,921 (1,921) ―

計 12,890 89 6,927 1,757 1,883 3,008 398 26,954 (1,921) 25,033

営業費用 8,570 397 7,498 1,826 1,875 2,960 405 23,535 (1,425) 22,110
営業利益又は 
営業損失(△)

4,319 △308 △571 △69 7 48 △7 3,418 (495) 2,923

(1) ビル賃貸事業……………… 賃貸ビル・賃貸マンション・貸会議室・貸ホールの経営等

(2) 資産開発事業……………… 収益用不動産の開発・取得及びファンドの運用等

(3) 住宅分譲事業……………… マンション等住宅関連の開発及び分譲

(4) 飲食事業…………………… レストランの経営

(5) 建築内装事業……………… 建築工事全般並びに展示、装飾等の製作、イベント・学会等の運営

(6) ビルマネジメント事業…… プロパティマネジメント業務・建物機械設備の維持管理・警備・清掃業務の

受託等

(7) その他の事業……………… 興行の企画制作・貸ホールの運営、人材派遣、給与業務の受託等
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【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

ものです。 

 当社グループは、ビル事業、資産開発事業、住宅事業、飲食事業、建築内装事業、ビルメンテナン

ス事業、その他の事業の複数の業種にわたる事業を営んでおり、業種別に区分された事業ごとに、当

社及び当社の連結子会社（以下、事業運営会社）が各々独立した経営単位として、それぞれの事業に

従事する経営スタイルを採用しております。各々の事業運営会社は、主体的に各事業ごとの包括的な

事業戦略を立案し、事業活動を展開しております。 

 なお、報告セグメントにおける各事業の主な内容は、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の金額に関する情報 
  

 
 (注)１ セグメント利益又は損失(△)の調整額には、セグメント間取引消去△1,924百万円、各報告セグメントに配

分していない全社費用448百万円が含まれております。 

 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 

  当第３四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31日） 

 (固定資産に係る重要な減損損失) 

 該当事項はありません。 

(1) ビル事業…………………… 賃貸ビル・賃貸マンション・貸会議室・貸ホールの経営、アセットマネジメ

ント・プロパティマネジメント業務等

(2) 資産開発事業……………… 収益用不動産の開発・取得及びファンドの運用等

(3) 住宅事業…………………… マンション等住宅関連の開発及び分譲

(4) 飲食事業…………………… レストランの経営

(5) 建築内装事業……………… 建築工事全般並びに展示、装飾等の製作、イベント・学会等の運営

(6) ビルメンテナンス事業…… 建物機械設備の維持管理・警備・清掃業務の受託等

(7) その他の事業……………… 興行の企画制作・貸ホールの運営、業務の受託等

当第３四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31日） (単位：百万円)

報告セグメント

調整額 
(注)１

四半期連
結損益計
算書計上
額(注)２

ビル事業
資産開発 
事業

住宅事業 飲食事業
建築内装

事業

ビルメン
テナンス

事業

その他の
事業

計

売上高

(1)外部顧客に対する 
   売上高

12,922 1,838 7,179 1,405 1,606 1,689 303 26,946 ― 26,946

(2)セグメント間の 
  内部売上高又は 
  振替高

238 3 ― 226 102 1,276 125 1,973 △1,973 ―

計 13,160 1,842 7,179 1,632 1,709 2,966 428 28,919 △1,973 26,946
セグメント利益又は 
損失(△)

4,310 1,652 △1,679 △33 2 69 △77 4,244 △496 3,747
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 (のれんの金額の重要な変動) 

「ビル事業」セグメントにおいて、第１四半期連結会計期間に合同会社オー・エム・シー・イー

開発を連結したことにより、のれんを計上いたしました。なお、当該事象によるのれんの当第３四

半期連結累計期間における償却額は73百万円及び当第３四半期連結会計期間末未償却残高は28億74

百万円であります。 

  

該当事項はありません。 

  

  

(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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