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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

24年3月期第2四半期 2,915 1.0 6 ― △51 ― 63 ―
23年3月期第2四半期 2,887 6.2 △47 ― △141 ― △358 ―

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 43百万円 （―％） 23年3月期第2四半期 △409百万円 （―％）

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2四半期 3,272.11 ―
23年3月期第2四半期 △18,505.10 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第2四半期 12,202 2,258 18.5
23年3月期 11,780 2,215 18.7
（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  2,252百万円 23年3月期  2,202百万円

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 ― 0.00 ― 0.00 0.00
24年3月期 ― 0.00
24年3月期（予想） ― 0.00 0.00

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、対前期増減率）

（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

通期 7,460 14.3 370 ― 200 ― △140 ― △7,279.03



(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）  ：  有  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  有  

(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
四半期連結財務諸表のレビュー手続きは終了しておりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は業況の変化等
により、上記数値と異なる場合があります。  

4.  その他

新規 1社 （社名） （株）本巣ショッピングワールド 、 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2Q 19,350 株 23年3月期 19,350 株
② 期末自己株式数 24年3月期2Q ― 株 23年3月期 ― 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 19,350 株 23年3月期2Q 19,350 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、東日本大震災の影響により一時的に停滞していた生産活

動が持ち直し、周辺事業も活発になるなど回復基調となりました。一方、欧州における財政不安の影響による金融

市場、株式市場の停滞などマイナス要因が発生するなど不透明感は続いております。 

当社グループが主たる事業とする不動産賃貸業は、既存物件へのアプローチ情報が増えるなど、好転の兆しが

見られ徐々に空床率が改善方向に向かっております。 

  その結果、当社グループの連結業績は売上高で前年同四半期比 ％増収の 千円、営業利益は 千

円（前年同四半期は営業損失 千円）、経常損失は 千円（前年同四半期も経常損失 千円）、四

半期純利益は 千円（前年同四半期は四半期純損失 千円）となりました。 
  
〔不動産賃貸関連事業〕  

  不動産賃貸関連事業につきましては、経費削減の効果に加え、空床率の改善が見られるなど一時期の厳しい状

況は脱した感はありますが、子会社の業績不振等をカバーするには至りませんでした。 

 その結果、売上高 千円(前年同期比 ％減収）、営業利益 千円(前年同期比 ％増益)とな

りました。 

 また、新たに岐阜県本巣市に「ＬＣワールド本巣」という複合商業施設を保有する㈱本巣ショッピングワール

ドが連結子会社に加わり、次期以降収益貢献が見込まれます。 
  

〔建築工事関連事業〕  

 建築工事関連事業は、売上実績はあがったものの利益を確保できる状況に至らず苦戦が続いております。 

 その結果、売上高 千円(前年同期比 ％増収)となり、営業損失 千円(前年同期も営業損失

千円)となりました。 
  

〔その他事業〕  

 その他事業は、ホテルの運営受託業務が順調に推移しております。 

 その結果、売上高は 千円(前年同期比 ％増収)、営業損失は 千円(前年同期も営業損失

千円)となりました。  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

流動資産は前連結会計年度末に比べて ％減少し、 千円となりました。これは現金及び預金

千円、１年内回収予定の長期貸付金 千円が減少したこと等によります。 

 固定資産は前連結会計年度末に比べて ％増加し、 千円となりました。これは、建物及び構築物

千円、借地権 千円、敷金及び保証金 千円が増加したこと等によるもので、増加要因の主

なものは、新たに㈱本巣ショッピングワールドを連結したことによるものであります。 

この結果、総資産は前連結会計年度末に比べて ％増加し、 千円となりました。 
  
（負債） 

流動負債は前連結会計年度末に比べて ％増加し、 千円となりました。これは１年内返済予定の長

期借入金 千円等の減少があった一方で、短期借入金 千円、繰延税金負債 千円、工事損失引当

金 千円が増加したこと等によります。 

 固定負債は前連結会計年度末に比べて ％増加し、 千円となりました。これは社債 千円、長

期借入金 千円等の減少があった一方で、繰延税金負債 千円、長期預り敷金保証金 千円、資

産除去債務 千円が増加したこと等によるもので、増加要因の主なものは、新たに㈱本巣ショッピングワ

ールドを連結したことによるものであります。 

この結果、負債合計は前連結会計年度末に比べて ％増加し、 千円となりました。 
  
（純資産） 

純資産合計は前連結会計年度末に比べて ％増加し、 千円となりました。これは利益剰余金

千円が増加したこと等によります。 

  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成23年５月13日付け「平成23年３月期決算短信」で発表しました業績予想に変更はありません。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

1.0 2,915,501 6,881

47,106 51,326 141,621

63,315 358,073

2,562,566 5.7 135,593 46.7

247,980 63.4 69,984

44,327

104,954 491.5 15,239

14,456

23.0 1,688,518

158,936 262,123

9.7 10,514,000

467,379 269,711 100,498

3.6 12,202,518

0.2 2,214,200

45,724 12,722 18,408

14,882

5.1 7,729,940 49,000

562,726 76,082 716,879

198,267

4.0 9,944,141

2.0 2,258,377 63,315
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（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 平成23年９月７日、岐阜県本巣市に商業施設を保有する、株式会社本巣ショッピングワールドの株式譲渡を受

け、第２四半期連結累計期間より、連結の範囲に含めております。  

  

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 税金費用の計算 

  四半期連結会計期間に係る法人税等については、見積実効税率による方法によっております。  

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 該当事項はありません。 

  

  

２．サマリー情報（その他）に関する事項
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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）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 394,414 235,478

受取手形及び売掛金 150,459 90,701

有価証券 15,483 11,148

商品及び製品 － 4,434

販売用不動産 1,063,515 1,036,515

原材料及び貯蔵品 3,275 3,689

繰延税金資産 2,647 2,232

1年内回収予定の長期貸付金 279,247 17,123

その他 304,646 302,626

貸倒引当金 △20,907 △15,431

流動資産合計 2,192,783 1,688,518

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,128,347 4,595,727

土地 1,928,209 1,928,164

リース資産（純額） 7,571 6,693

その他（純額） 8,688 22,549

有形固定資産合計 6,072,817 6,553,135

無形固定資産   

借地権 384,008 653,720

のれん 63,317 54,875

その他 4,363 5,392

無形固定資産合計 451,689 713,988

投資その他の資産   

投資有価証券 27,873 10,879

長期貸付金 379 63,216

繰延税金資産 50,943 50,487

敷金及び保証金 2,581,595 2,682,094

投資不動産 56,715 56,187

その他 374,665 409,046

貸倒引当金 △28,936 △25,034

投資その他の資産合計 3,063,236 3,246,876

固定資産合計 9,587,743 10,514,000

資産合計 11,780,526 12,202,518
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 127,421 129,946

短期借入金 460,477 473,200

1年内返済予定の長期借入金 1,034,544 988,819

1年内償還予定の社債 98,000 98,000

未払法人税等 8,076 6,206

繰延税金負債 402 18,811

リース債務 1,843 1,843

工事損失引当金 － 14,882

その他 479,884 482,490

流動負債合計 2,210,649 2,214,200

固定負債   

社債 439,000 390,000

長期借入金 2,489,609 1,926,882

繰延税金負債 5,584 81,667

長期預り敷金保証金 2,882,230 3,599,109

リース債務 6,115 5,194

資産除去債務 257,114 455,381

その他 1,275,165 1,271,705

固定負債合計 7,354,819 7,729,940

負債合計 9,565,469 9,944,141

純資産の部   

株主資本   

資本金 794,176 794,176

資本剰余金 757,116 757,116

利益剰余金 998,145 1,061,460

株主資本合計 2,549,438 2,612,753

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △793 △134

為替換算調整勘定 △346,432 △360,367

その他の包括利益累計額合計 △347,226 △360,501

少数株主持分 12,846 6,125

純資産合計 2,215,057 2,258,377

負債純資産合計 11,780,526 12,202,518
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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22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 2,887,426 2,915,501

売上原価 2,437,675 2,514,969

売上総利益 449,750 400,532

販売費及び一般管理費 496,857 393,651

営業利益又は営業損失（△） △47,106 6,881

営業外収益   

受取利息 7,985 6,100

受取配当金 432 479

有価証券利息 34 18

違約金収入 3,225 4,297

貸倒引当金戻入額 － 18,699

その他 11,531 13,055

営業外収益合計 23,209 42,651

営業外費用   

支払利息 99,108 91,566

有価証券売却損 － 3,367

投資有価証券評価損 9,024 4,334

持分法による投資損失 1,568 1,309

その他 8,024 279

営業外費用合計 117,724 100,858

経常損失（△） △141,621 △51,326

特別利益   

前期損益修正益 1,324 －

貸倒引当金戻入額 4,391 －

負ののれん発生益 － 227,526

その他 991 890

特別利益合計 6,707 228,417

特別損失   

固定資産除却損 216 27,173

減損損失 12,887 －

事業撤退損 39,523 －

事務所移転費用 － 9,697

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 104,409 －

その他 － 420

特別損失合計 157,037 37,292

匿名組合損益分配前税金等調整前四半期純利益又は
純損失（△）

△291,952 139,798

匿名組合損益分配額 71,254 △15,143

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（△）

△363,207 154,942

法人税等 5,904 98,347

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△369,111 56,594

少数株主損失（△） △11,037 △6,720

四半期純利益又は四半期純損失（△） △358,073 63,315
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（四半期連結包括利益計算書） 
（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22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△369,111 56,594

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △934 659

為替換算調整勘定 △38,386 △13,758

持分法適用会社に対する持分相当額 △970 △176

その他の包括利益合計 △40,292 △13,275

四半期包括利益 △409,403 43,319

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △398,366 50,040

少数株主に係る四半期包括利益 △11,037 △6,720
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 該当事項はありません。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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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