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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） 

（注）平成22年８月１日付で、10株を１株とする株式併合を行っております。 

(2) 連結財政状態 

（注）平成22年８月１日付で、10株を１株とする株式併合を行っております。  

(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 3,454 △18.6 △162 ― △228 ― △205 ―
22年3月期第3四半期 4,244 △36.3 416 ― 313 ― 353 ―

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 △9.11 ―
22年3月期第3四半期 1.57 ―

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 6,849 2,781 40.1 121.55
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3四半期  2,746百万円 22年3月期  2,864百万円

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 0.00
23年3月期 ― 0.00 ―
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  
（注）平成22年８月１日付で、10株を１株とする株式併合を行っております。 

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 8,000 33.3 1,110 70.8 1,030 71.7 800 33.3 35.40



(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） 

（注）平成22年８月１日付で、10株を１株とする株式併合を行っております。 

※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数値と異なる結果となる可能性があります。 

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 無
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 22,615,056株 22年3月期  226,150,567株
② 期末自己株式数 23年3月期3Q  16,009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3Q 22,599,261株 22年3月期3Q  225,131,179株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期連結累計期間（以下、当第３四半期）におけるわが国経済は、緩やかに景気が回復しつつあるもの

の、改善の動きに一服感がみられ、失業率が高水準にあるなど依然として厳しい状況にありました。先行きにつき

ましても、景気の持ち直しが期待される一方で、雇用情勢の悪化懸念に加えて、円高の影響、海外景気の下振れ懸

念などのリスク要因があることから、なお予断を許さない状況であります。 

当社グループの主要な事業領域についてみると、国内不動産市場が持ち直しに転じつつある一方で、ホテル等の

レジャー需要は長期にわたって低迷しております。また、中国経済については、テンポがやや緩やかになっている

ものの、景気は内需を中心に拡大傾向が続くと見込まれております。 

このような経済状況のもとで、当第３四半期の当社グループの業績は、円高の影響などにより投資回収益が振る

わなかったことや新規事業開始による一時的な支出があったことなどから、減収、減益となり、売上高 百万

円（前年同期比 ％減）、営業損失 百万円（前年同期は営業利益 百万円）、経常損失 百万円（前年同

期は経常利益 百万円）、四半期純損失 百万円（前年同期は四半期純利益 百万円）となりました。 

なお、平成22年11月19日開催の当社臨時株主総会決議にもとづき、当第３四半期末後の平成23年１月１日付で、

当社を存続会社、当社連結子会社である株式会社MBKオペレーターズを消滅会社とする吸収合併の効力が発生して

おります。  

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。当事業部門においては、日中をつなぐマーチャント・バンキング事業を推進

するとともに、営業投資資産の投資回収を進めております。 

投資回収益が、円高の影響などにより、国内企業投資で 百万円、海外企業投資で 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、当第３四半期は売上高 百万円、セグメント利益 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。 

当事業部門においては、基幹店舗である「ホテル日航茨木 大阪」の撤退（平成23年３月予定）を決定してい

る一方で、平成22年4月に「ホテルグランディ宮崎」（宮崎県宮崎市）の運営を、平成22年12月に、穴吹工務店

グループからの事業承継及び不動産取得により、「ヴィラ北軽井沢エルウィング」（群馬県吾妻郡）の運営を開

始するなど、事業の選択と集中を進めております。  

当第３四半期の業績については、厳しい市場環境の中で合理化努力による事業採算の確保を図っております

が、前記の新規事業に関する一時的な費用があったことなどにより、当第３四半期は売上高 百万円、セグ

メント利益 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３四半期末の総資産は、現金及び預金の増加 百万円、営業投資有価証券の減少 百万円等により前期

末比33百万円減の 百万円となりました。なお、保有目的の変更により、販売用信託不動産 百万円を、固

定資産から流動資産に振替えております。 

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、不

動産譲渡取引の手付金などによるその他流動負債の増加 百万円、事業承継に伴う預り保証金の増加などによる

その他固定負債の増加 百万円等により、前期末比 百万円増の 百万円となりました。 

純資産は、四半期純損失にともなう利益剰余金の減少 百万円、その他有価証券評価差額金の増加 百万円、

連結子会社の解散に伴う少数株主持分の減少 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10月６日付当社「連結業績予想の修正に関するお知らせ」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
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（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 

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 1,325,961 481,402

売掛金 114,550 116,667

営業投資有価証券 606,685 1,703,141

販売用不動産 71,994 57,900

販売用信託不動産 2,453,840 －

商品及び製品 3,696 4,054

原材料及び貯蔵品 44,061 25,613

その他 197,397 161,465

貸倒引当金 △697 △1,052

流動資産合計 4,817,490 2,549,192

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 796,031 784,457

信託建物（純額） － 1,721,947

土地 852,985 846,986

信託土地 － 773,000

その他（純額） 259,297 271,429

減損損失累計額 △326,616 △349,682

有形固定資産合計 1,581,697 4,048,138

無形固定資産   

その他 3,864 5,424

無形固定資産合計 3,864 5,424

投資その他の資産   

投資有価証券 70,714 27,445

長期貸付金 133,172 138,840

敷金及び保証金 206,405 72,481

その他 40,466 47,271

貸倒引当金 △4,010 △5,340

投資その他の資産合計 446,749 280,698

固定資産合計 2,032,311 4,334,261

資産合計 6,849,801 6,883,453
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（単位：千円）

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   

買掛金 156,724 119,295

短期借入金 870,000 806,575

1年内返済予定の長期借入金 1,283,100 420,696

未払法人税等 6,754 10,557

その他 754,837 309,312

流動負債合計 3,071,417 1,666,437

固定負債   

社債 600,000 600,000

長期借入金 105,000 1,390,200

長期リース資産減損勘定 － 72,779

繰延税金負債 2,813 2,569

その他 288,883 87,643

固定負債合計 996,697 2,153,191

負債合計 4,068,114 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 109,363 308,010

自己株式 △23,242 △23,159

株主資本合計 2,872,703 3,071,433

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △125,839 △209,358

為替換算調整勘定 － 2,226

評価・換算差額等合計 △125,839 △207,132

新株予約権 34,822 66,694

少数株主持分 － 132,829

純資産合計 2,781,687 3,063,824

負債純資産合計 6,849,801 6,883,453

5



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

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 4,244,692 3,454,017

売上原価 1,885,018 1,498,628

売上総利益 2,359,673 1,955,389

販売費及び一般管理費 1,943,041 2,118,364

営業利益又は営業損失（△） 416,632 △162,974

営業外収益   

受取利息 2,487 2,076

その他 6,959 5,206

営業外収益合計 9,446 7,282

営業外費用   

支払利息 98,331 48,454

社債利息 10,900 10,900

為替差損 － 11,480

その他 2,912 2,367

営業外費用合計 112,143 73,202

経常利益又は経常損失（△） 313,935 △228,894

特別利益   

新株予約権戻入益 － 22,760

過年度固定資産税還付金 － 13,148

事業整理損失引当金戻入額 22,857 －

賞与引当金戻入額 18,632 －

その他 6,031 15,888

特別利益合計 47,521 51,797

特別損失   

和解金 － 16,000

関係会社株式評価損 － 8,503

固定資産除却損 12,020 －

固定資産売却損 447 －

その他 － 2,775

特別損失合計 12,467 27,279

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（△）

348,988 △204,376

法人税、住民税及び事業税 4,290 3,894

過年度法人税等戻入額 △4,708 －

法人税等調整額 △1,161 244

法人税等合計 △1,579 4,138

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △208,514

少数株主損失（△） △2,490 △2,716

四半期純利益又は四半期純損失（△） 353,059 △205,798

6



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） 

  

 （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）  

 本邦の売上高の金額は、全セグメントの売上高の合計額に占める割合がいずれも90％超であるため、所在地

別セグメントの記載を省略しております。  

  

【海外売上高】     

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）  

 （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 1,715,789 2,528,902 4,244,692 － 4,244,692 

(2）セグメント間の内部売上

高または振替高 
145,685 － 145,685 (145,685) － 

計 1,861,475 2,528,902 4,390,377 (145,685) 4,244,692 

営業利益 644,366 26,796 671,163 (254,530) 416,632 

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 
宿泊施設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（千円） 1,048,594 1,048,594 

Ⅱ 連結売上高（千円） － 4,244,692 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 24.7 24.7 
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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（注）１．

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「オペレーション事業」（注）２．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・バンキング事業とオペレーション事業の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３四半期連

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。  

（注）１．平成23年１月１日を効力発生日として、当社を存続会社、株式会社MBKオペレーターズを消滅会

社とする吸収合併が成立しております。 

２．従来「ホスピタリティ＆ウェルネス事業」との名称でありましたが、当第３四半期より「オペレ

ーション事業」に名称を変更いたしました。 

  

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：千円）

（注）１．セグメント利益の調整額△282,962千円は、各報告セグメントに配分していない全社費

用及びセグメント間取引であり、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） 

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。  

  
  

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 
オペレーション 

事業 

売上高及び営業損益           

外部顧客への売上高 870,121 2,583,896 3,454,017 － 3,454,017 

セグメント間の内部

売上高または振替高 
－ 1,322 1,322 △1,322 － 

計 870,121 2,585,218 3,455,339 △1,322 3,454,017 

セグメント利益 83,030 36,957 119,988 △282,962 △162,974 

（５）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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