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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年6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 ％

24年3月期第1四半期 5,693 △43.8 931 △30.4 593 △36.3 292 △21.7
23年3月期第1四半期 10,133 42.4 1,337 63.7 931 118.3 373 56.7

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 293百万円 （△7.9％） 23年3月期第1四半期 319百万円 （―％）

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

24年3月期第1四半期 4.54 4.54
23年3月期第1四半期 5.80 5.80

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 180,008 51,804 28.8
23年3月期 174,042 51,828 29.8
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  51,804百万円 23年3月期  51,827百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

23年3月期 ― 5.00 ― 5.00 10.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） 5.00 ― 5.00 10.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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

第2四半期(累計) 13,000 △37.3 1,900 △27.0 1,150 △35.6 600 △25.1 9.32
通期 42,000 27.5 5,000 5.2 3,400 6.3 1,800 57.8 27.96



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  ：  無  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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）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

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 68,323,613 株 23年3月期 68,323,613 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 3,926,043 株 23年3月期 3,948,018 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 64,386,088 株 23年3月期1Q 64,365,497 株
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当第１四半期の連結業績は、売上高は建築内装事業・資産開発事業で増収となったものの、住宅事業

で前年同四半期の竣工１物件ほかの販売がなくなったことによる大幅減収と飲食事業・ビル事業ほかで

も減収となり、全体として前年同期に比べ44億40百万円減、43.8%減収の56億93百万円となりました。

利益面におきましても、住宅事業の減収による減益及びビル事業・ビルメンテナンス事業ほかの減益

で、営業利益は前年同期に比べ４億６百万円減、30.4%減益の９億31百万円、経常利益は支払利息の減

等で減益幅が縮小し、前年同期に比べ３億38百万円減、36.3%減益の５億93百万円となりました。特別

利益に固定資産売却益ほかを計上したことと、特別損失が前年同期に計上した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51百万円等の計上がなくなり大幅に減少したことか

ら、四半期純利益では、前年同期に比べ81百万円減、21.7%減益の２億92百万円となりました。 
  

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、前第１四半期末に連結子会社としたＳＰＣ１社の売上計上が増収となったもの

の、主力の東京サンケイビルほか既存ビルの一部における賃料水準の下落等による減収の影響が大き

く、売上高は前年同期に比べ68百万円減、1.6%減収の42億54百万円となりました。営業利益でも減収に

よる利益率の低下と前第２四半期から計上したのれんの償却費が費用増となり、前年同期に比べ１億52

百万円減、10.5%減益の12億87百万円となりました。 

「資産開発事業」では、大手町連鎖型再開発第２次事業関連の追加業務報酬の売上により、売上高は

前年同期に比べ１百万円増、1.2%増収の１億14百万円を計上しましたが、営業損益は匿名組合出資損失

分配の計上もあり、固定費の削減により損失幅は縮小したものの７百万円の損失計上（前年同期は26百

万円の営業損失）となりました。 

「住宅事業」では、当第１四半期においては分譲マンションの販売がなく、前年同期における昨年６

月竣工の「ルフォン飛鳥山」(東京都北区)76戸のほか、併せて86戸の販売収入が減少し、当第1四半期

におけるマンション賃貸及び駐車場一時使用料収入等25百万円の売上計上と差し引きして、売上高は前

年同期に比べ42億60百万円減、99.4%の大幅減収となりました。営業損益でも新規物件の売上がなくな

ったことによる減益により、１億７百万円の損失計上（前年同期は１億56百万円の利益計上）となりま

した。 

「飲食事業」では、昨年８月に１店舗、本年３月に３店舗の併せて４店舗の不採算店舗を閉店したこ

とから、売上高は前年同期に比べ93百万円減、17.0%減収の４億51百万円となりました。営業損益では

不採算店舗の閉店により店舗事業では利益率の改善が見られたものの、東日本大震災の影響もありケー

タリング事業の利益率が悪化したことから、前年同期の14百万円の営業損失から損失幅が膨らみ、16百

万円の損失計上となりました。 

「建築内装事業」では、東日本大震災の影響もありイベント部門においては厳しい事業環境が続いて

おりますが、当第１四半期においては内装関連工事件数の増加による増収で、売上高は前年同期に比べ

74百万円増、18.8%増収の４億65百万円を計上しました。しかしながら、営業損益は利益率の低下に加

え固定費の増加があり52百万円の損失計上（前年同期は42百万円の営業損失）となりました。 

１．当四半期決算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)

セグメントの名称
前第１四半期 当第１四半期

売上高 営業損益 売上高 営業損益

 ビル事業 4,322 1,439 4,254 1,287

 資産開発事業 113 △26 114 △7

 住宅事業 4,285 156 25 △107

 飲食事業 544 △14 451 △16

 建築内装事業 391 △42 465 △52

 ビルメンテナンス事業 1,015 30 976 19

 その他 123 △29 127 △21

 調整額 △661 △177 △722 △171

合計 10,133 1,337 5,693 931
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「ビルメンテナンス事業」では、管理契約終了に伴う建物管理収入の減や、一部業務の移管に伴う管

理収入の減もあり、売上高は前年同期に比べ39百万円減、3.8%減収の９億76百万円で、営業利益も前年

同期に比べ11百万円減、36.3%減益の19百万円となりました。 

「その他」の事業は、人材派遣、業務受託等のビジネスサポート事業とブリーゼタワー内の「サンケ

イホールブリーゼ」の運営事業及び当期に設立し、来年度に営業を開始する予定の有料老人ホーム及び

高齢者向け住宅の施設運営事業で、売上高は前年同期に比べ４百万円増、3.9%増収の１億27百万円とな

りましたが、営業損益は21百万円の損失計上（前年同期は29百万円の営業損失）となりました。 
  

当第１四半期末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ59億66百万円増加して、1,800億８百万円と

なりました。主な要因は、分譲マンション用地取得関連で開発不動産が27億15百万円、仕掛販売用不動

産が16億89百万円、また前渡金が17億18百万円それぞれ増加したことによる流動資産68億39百万円の増

加と、減価償却費の計上等による固定資産８億80百万円の減少との差し引きによるものです。負債合計

は、前連結会計年度末に比べ59億90百万円増加して、1,282億４百万円となりました。短期借入金117億

50百万円及び一年内返済予定長期借入金12億20百万円それぞれ増と未払法人税等17億91百万円減との差

し引き等により流動負債が112億58百万円増加し、長期借入金の減等により固定負債が52億69百万円減

少しております。純資産合計は、前連結会計年度末に比べ24百万円減少して、518億４百万円となりま

した。これは、配当金の支払と四半期純利益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１四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、５億９百万円増加し（前年同期比△７億70百万円）、38億８

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、68億９百万円の資金の減少（前年同期比

△68億67百万円）となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益及び減価償却費の計上とたな卸

資産の増加による資金の減少、前渡金の増加による資金の減少及び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、60百万円の資金の減少（前年同期比＋３億83百万円）とな

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

資産の売却による収入との差し引きによるものです。財務活動によるキャッシュ・フローは、73億78百

万円の資金の増加（前年同期比＋66億62百万円）となりました。これは短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。 
  

当第１四半期においては期初に想定の範囲内で業績が推移しているため、平成23年５月13日に発表し

た平成24年３月期の連結業績予想に変更はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

（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

２．サマリー情報(その他)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,309 3,818

受取手形及び売掛金 1,036 1,256

販売用不動産 101 －

仕掛販売用不動産 7,970 9,659

開発不動産 1,180 3,895

その他のたな卸資産 45 43

繰延税金資産 1,050 808

その他 1,255 3,308

貸倒引当金 △1 △1

流動資産合計 15,949 22,788

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 61,084 60,309

機械装置及び運搬具（純額） 673 654

土地 76,533 76,466

リース資産（純額） 51 47

建設仮勘定 1,312 1,437

その他（純額） 453 431

有形固定資産合計 140,108 139,347

無形固定資産

のれん 2,837 2,801

その他 461 458

無形固定資産合計 3,299 3,259

投資その他の資産

投資有価証券 563 560

営業投資有価証券 8,486 8,415

長期貸付金 3,071 3,041

繰延税金資産 683 700

その他 2,036 2,047

貸倒引当金 △186 △189

投資その他の資産合計 14,655 14,575

固定資産合計 158,062 157,182

繰延資産 30 37

資産合計 174,042 180,008
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成23年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,056 1,037

短期借入金 1,150 12,900

1年内返済予定の長期借入金 15,313 16,533

1年内償還予定の社債 10,000 10,000

リース債務 15 15

未払法人税等 1,941 150

賞与引当金 285 147

役員賞与引当金 71 20

資産除去債務 5 －

その他 3,331 3,624

流動負債合計 33,170 44,428

固定負債

社債 20,000 20,000

長期借入金 39,761 34,475

リース債務 36 32

再評価に係る繰延税金負債 16,710 16,682

退職給付引当金 778 774

環境対策引当金 31 31

資産除去債務 193 194

長期未払金 284 237

長期預り敷金 11,246 11,346

その他 0 0

固定負債合計 89,044 83,775

負債合計 122,214 128,204

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 16,328 16,338

自己株式 △1,418 △1,410

株主資本合計 42,005 42,024

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 26 24

土地再評価差額金 9,795 9,755

その他の包括利益累計額合計 9,822 9,779

少数株主持分 0 0

純資産合計 51,828 51,804

負債純資産合計 174,042 180,008
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

四半期連結損益計算書

第１四半期連結累計期間

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年６月30日)

売上高 10,133 5,693

売上原価 8,017 4,102

売上総利益 2,116 1,591

販売費及び一般管理費 778 659

営業利益 1,337 931

営業外収益

受取利息 22 21

受取配当金 10 8

その他 24 14

営業外収益合計 57 44

営業外費用

支払利息 406 364

その他 56 17

営業外費用合計 463 381

経常利益 931 593

特別利益

固定資産売却益 － 3

資産除去債務履行差額 － 5

特別利益合計 － 9

特別損失

固定資産除却損 3 0

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 －

特別損失合計 163 0

税金等調整前四半期純利益 768 602

法人税、住民税及び事業税 319 112

法人税等調整額 75 197

法人税等合計 394 309

少数株主損益調整前四半期純利益 373 292

少数株主利益 － 0

四半期純利益 373 292
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四半期連結包括利益計算書

第１四半期連結累計期間

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 373 292

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △54 1

その他の包括利益合計 △54 1

四半期包括利益 319 293

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 319 293

少数株主に係る四半期包括利益 － 0
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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１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年６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 768 602

減価償却費 920 921

のれん償却額 － 36

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） △40 △51

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1 3

受取利息及び受取配当金 △33 △29

支払利息 406 364

売上債権の増減額（△は増加） △3,296 329

たな卸資産の増減額（△は増加） 662 △4,401

仕入債務の増減額（△は減少） 1,624 112

退職給付引当金の増減額（△は減少） 18 △4

長期未払金の増減額（△は減少） △78 △47

賞与引当金の増減額（△は減少） △145 △137

固定資産除売却損益（△は益） 3 △3

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） － 71

前払費用の増減額（△は増加） 123 △238

預り金の増減額（△は減少） 123 49

前渡金の増減額（△は増加） △47 △1,718

差入保証金の増減額（△は増加） 23 △1

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） 24 △222

未払又は未収消費税等の増減額 △304 △105

その他 △11 △185

小計 883 △4,654

利息及び配当金の受取額 30 26

利息の支払額 △406 △355

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △448 △1,824

営業活動によるキャッシュ・フロー 58 △6,809

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 △5 －

営業投資有価証券の取得による支出 △165 －

有形固定資産の取得による支出 △316 △229

有形固定資産の売却による収入 － 109

貸付金の回収による収入 33 31

その他 9 28

投資活動によるキャッシュ・フロー △443 △60

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） 1,800 11,750

リース債務の返済による支出 △2 △3

長期借入金の返済による支出 △10,760 △4,065

社債の発行による収入 10,000 －

配当金の支払額 △321 △309

その他 1 8

財務活動によるキャッシュ・フロー 716 7,378

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 331 509

現金及び現金同等物の期首残高 3,790 3,299

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 4,578 3,808
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該当事項はありません。 

  

【セグメント情報】 

前第１四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日） 

  
１ 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 

 
(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、興行の企画制作・貸ホールの運営、

業務の受託事業等を含んでおります。 

２ セグメント利益又は損失(△)の調整額△177百万円には、主に各報告セグメントに配分していない管理部門に

係る全社費用△162百万円が含まれております。 

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利益と調整を行っております。 

  

２ 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 

 (固定資産に係る重要な減損損失) 

 該当事項はありません。 

 (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第１四半

期連結会計期間末残高は2,948百万円であります。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

(単位：百万円)

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
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

計

売上高

(1)外部顧客に対する

売上高
4,247 113 4,285 463 362 579 10,052 80 10,133 ― 10,133

(2)セグメント間の 

内部売上高又は 

振替高
74 ― ― 80 29 435 619 42 661 △ 661 ―

計 4,322 113 4,285 544 391 1,015 10,672 123 10,795 △ 661 10,133
セグメント利益又は 

損失(△)
1,439 △ 26 156 △ 14 △ 42 30 1,543 △ 29 1,514 △ 177 1,337
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当第１四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年６月30日） 

  

１ 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 
  

 
(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、興行の企画制作・貸ホールの運営、

業務の受託事業等を含んでおります。 

２ セグメント利益又は損失(△)の調整額△171百万円には、主に各報告セグメントに配分していない管理部門に

係る全社費用△149百万円が含まれております。 

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利益と調整を行っております。 

  

２ 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 

 (固定資産に係る重要な減損損失) 

 該当事項はありません。 

 (のれんの金額の重要な変動) 

 該当事項はありません。 
  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

(単位：百万円)

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
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

計

売上高

(1)外部顧客に対する 

売上高
4,179 113 25 385 397 510 5,610 82 5,693 ― 5,693

(2)セグメント間の 

内部売上高又は 

振替高
74 1 ― 66 68 466 676 45 722 △722 ―

計 4,254 114 25 451 465 976 6,287 127 6,415 △722 5,693
セグメント利益又は 

損失(△)
1,287 △7 △107 △16 △52 19 1,123 △21 1,102 △171 931

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（７）重要な後発事象
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