
平成24年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成23年11月4日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社 サンケイビル 上場取引所 東 大 
コード番号 8809 URL http://www.sankeibldg.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 日び 秀行
問合せ先責任者 （役職名） 常務取締役 （氏名） 高田 実 TEL 03-3212-4000
四半期報告書提出予定日 平成23年11月11日 配当支払開始予定日 平成23年12月5日
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無
四半期決算説明会開催の有無 ： 有 （機関投資家、アナリスト向け）

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 12,866 △38.0 2,063 △20.7 1,367 △23.5 702 △12.3
23年3月期第2四半期 20,742 35.1 2,602 56.1 1,787 101.4 801 66.2

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 703百万円 （△8.0％） 23年3月期第2四半期 765百万円 （―％）

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 10.92 10.92
23年3月期第2四半期 12.45 12.44

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 183,500 52,218 28.5
23年3月期 174,042 51,828 29.8
（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  52,217百万円 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 ― 5.00
24年3月期（予想） ― 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、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  ：  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 40,600 23.3 5,000 5.2 3,400 6.3 1,800 57.8 27.95



(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）４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2Q 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2Q 3,926,312 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2Q 64,390,921 株 23年3月期2Q 64,366,535 株
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当第２四半期の連結業績は、売上高は建築内装事業で増収となったものの、住宅事業で前年同期の竣

工２物件ほかの販売がなくなったことによる大幅減収と資産開発事業でも前年同期に計上した匿名組合

出資損益分配がなくなったことにより減収となり、ビル事業・飲食事業ほかでも減収となったことか

ら、全体として前年同期に比べ78億76百万円減、38.0%減収の128億66百万円となりました。利益面にお

きましても、住宅事業で前年同期に計上したたな卸資産評価損がなくなったことから損失幅は大きく縮

小したものの、資産開発事業の減収による減益及びビル事業ほかの減益で、営業利益は前年同期に比べ

５億39百万円減、20.7%減益の20億63百万円、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４億20百万円減、23.5%減益の13億67百万円となりました。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99百万円減、12.3%減益の７億２百万円となりました。 

  

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、前年第１四半期末に連結子会社としたカレイド渋谷宮益坂を保有するＳＰＣの売

上増加はあったものの、主力の東京サンケイビル、ブリーゼタワーほか既存ビルの一部における賃料水

準の下落及び空室の発生等による減収の影響が大きく、売上高は前年同期に比べ３億68百万円減、4.2%

減収の83億56百万円となりました。営業利益でも減収による減益と開業３周年を迎えるブリーゼブリー

ゼの販促経費が増加したこと等により、前年同期に比べ４億88百万円減、16.9%減益の23億98百万円と

なりました。 

「資産開発事業」では、新たに投資家向け小規模不動産商品として開発していた収益用不動産の第一

号物件の賃貸マンション（東京都練馬区）の販売収入があったものの、前年計上の匿名組合出資損益分

配がなくなったことにより、売上高は前年同期に比べ９億58百万円減、53.2%減収の８億42百万円とな

りました。営業損益でも匿名組合出資損益分配がなくなったことにより大幅減益となり、前年同期に比

べ14億66百万円減、88.3%減益の１億94百万円となりました。 

「住宅事業」では、当第２四半期においては当社グループで取り組む初のリノベーション事業の第一

号物件「スマータス幕張本郷」（千葉県千葉市花見川区）37戸の売上計上があったものの、前年同期に

おける「ルフォン飛鳥山」（東京都北区）76戸、「ルフォン宮前平」（神奈川県川崎市宮前区）44戸の

ほか、併せて138戸の販売収入がなくなり、当第２四半期におけるマンション賃貸及び駐車場一時使用

料収入等の売上計上と差し引きして、売上高は前年同期に比べ61億60百万円減、86.8%減収の９億39百

万円となりました。営業損益では１億10百万円の損失計上ながら前年計上のたな卸資産評価損19億31百

万円がなくなったことから損失幅は大きく縮小（前年同期は15億42百万円の損失計上）しました。 

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２四半期連結累計期間 当第２四半期連結累計期間

売上高 営業損益 売上高 営業損益

 ビル事業 8,724 2,886 8,356 2,398

 資産開発事業 1,800 1,660 842 194

 住宅事業 7,099 △1,542 939 △110

 飲食事業 1,055 △46 902 △45

 建築内装事業 1,129 0 1,334 △28

 ビルメンテナンス事業 1,954 48 1,905 40

 その他 264 △63 278 △37

 調整額 △1,283 △341 △1,692 △347

合計 20,742 2,602 12,866 2,063
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「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１億53百万円減、14.4%減収の９億２百万円となりました。営業損益

では不採算店舗閉店により店舗事業の収支は改善したもののいまだ十分ではなく、東日本大震災の影響

で高採算の宴会業務が落ち込んだことでケータリング事業で大きく減益となり、45百万円の損失計上

（前年同期は46百万円の営業損失）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２四半期においてはマンション関連工事の増加による増収で、売上高は前年同期に比

べ２億５百万円増、18.2%増収の13億34百万円を計上しました。しかしながら、営業損益は利益率の悪

化により28百万円の損失計上となりました。 

「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49百万円減、2.5%減収の19億５百万円で、営業利益も前年

同期に比べ８百万円減、16.7%減益の40百万円となりました。 

「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14百万円増、5.3%増収の２億78百万円とな

りましたが、営業損益は37百万円の損失計上（前年同期は63百万円の営業損失）となりました。 

  

当第２四半期末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ94億58百万円増加して、1,835億円となりま

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51億１百万円及び仕掛販売用不動産が

28億97百万円それぞれ増加したことによる流動資産89億57百万円の増加等によるものです。 

 負債合計は、前連結会計年度末に比べ90億68百万円増加して、1,312億82百万円となりました。短期

借入金148億50百万円増と未払法人税等13億42百万円減との差し引き等により流動負債が139億56百万円

増加し、長期借入金の減等により固定負債が48億89百万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３億90百万円増加して、522億18百万円となりました。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２四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、３億９百万円増加し（前年同期比△７億47百万円）、36億８

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、74億35百万円の資金の減少（前年同期比△97億64百万円）と

なりました。これは主に分譲マンション用地等の取得が進み、開発不動産及び仕掛販売用不動産が増加

したことによるものです。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、１億97百万円の資金の減少（前年同期比＋５億81百万円）と

なりました。これは主に東京都板橋区蓮根の有料老人ホーム及び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、77億22百万円の資金の増加（前年同期比＋91億64百万円）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。 

 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２億20百万円を併せて当第２四半期末

における資金の残高は36億８百万円となりました。 

  

（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を下表のとおり修正致します。 

当初の予想と比較し、住宅事業において、新規に見込んでいたリノベーション物件の販売戸数減や、

ルフォンシリーズで一部引渡しが翌期へずれ込むことを織り込み、通期の販売予定戸数を下方修正した

ことで減収となりますが、一部物件において販売単価が当初の想定を上回り、増益となる見込みです。

住宅事業の増益が、資産開発事業、飲食事業、建築内装事業、ビルメンテナンス事業、その他の減益を

カバーし、営業利益以下は前回発表の通期予想と変更ありません。 

   

 
  

今回の連結業績予想は、前期実算に比べ売上高は76億65百万円増(23.3%増)、営業利益は２億46百万

円増(5.2%増)、経常利益は２億１百万円増(6.3%増)、当期純利益は６億59百万円増(57.8%増)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23年５月13日発表)

増減

金額 率

売上高 40,600 42,000 △1,400 △3.3%

営業利益 5,000 5,000 ― ―%

経常利益 3,400 3,400 ― ―%

当期純利益 1,800 1,800 ― ―%

参考（セグメント別内訳） (単位：百万円)

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 16,600 4,500 16,700 4,500 △100 ―

資産開発事業 1,100 150 1,200 200 △100 △50

住宅事業 16,700 1,050 17,600 800 △900 250

飲食事業 1,900 0 2,000 60 △100 △60

建築内装事業 2,900 10 3,000 40 △100 △30

ビルメンテナンス事業 4,000 100 4,000 120 ― △20

その他 650 △70 650 △60 ― △10

調整額 △3,250 △740 △3,150 △660 △100 △80

合計 40,600 5,000 42,000 5,000 △1,400 ―

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 40,600 32,935 7,665 23.3%

営業利益 5,000 4,754 246 5.2%

経常利益 3,400 3,199 201 6.3%

当期純利益 1,800 1,141 659 57.8%

参考（セグメント別内訳） (単位：百万円)

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 16,600 4,500 17,496 5,613 △896 △1,113

資産開発事業 1,100 150 1,940 1,697 △840 △1,547

住宅事業 16,700 1,050 7,474 △1,812 9,226 2,862

飲食事業 1,900 0 2,083 △56 △183 56

建築内装事業 2,900 10 2,418 0 482 10

ビルメンテナンス事業 4,000 100 3,905 76 95 24

その他 650 △70 594 △49 56 △21

調整額 △3,250 △740 △2,978 △715 △272 △25

合計 40,600 5,000 32,935 4,754 7,665 246
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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．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 3,309 3,618

受取手形及び売掛金 1,036 1,405

販売用不動産 101 363

仕掛販売用不動産 7,970 10,867

開発不動産 1,180 6,281

その他のたな卸資産 45 81

繰延税金資産 1,050 911

その他 1,255 1,378

貸倒引当金 △1 △2

流動資産合計 15,949 24,906

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 61,084 59,909

機械装置及び運搬具（純額） 673 632

土地 76,533 78,362

リース資産（純額） 51 43

建設仮勘定 1,312 1,588

その他（純額） 453 427

有形固定資産合計 140,108 140,963

無形固定資産

のれん 2,837 2,764

その他 461 471

無形固定資産合計 3,299 3,235

投資その他の資産

投資有価証券 563 559

営業投資有価証券 8,486 8,280

長期貸付金 3,071 3,026

繰延税金資産 683 694

その他 2,036 1,981

貸倒引当金 △186 △186

投資その他の資産合計 14,655 14,355

固定資産合計 158,062 158,554

繰延資産 30 39

資産合計 174,042 183,500
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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 1,056 1,434

短期借入金 1,150 16,000

1年内返済予定の長期借入金 15,313 15,653

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 1,941 599

賞与引当金 285 272

役員賞与引当金 71 38

資産除去債務 5 －

その他 3,331 3,113

流動負債合計 33,170 47,126

固定負債

社債 20,000 20,000

長期借入金 39,761 34,914

リース債務 36 28

再評価に係る繰延税金負債 16,710 16,682

退職給付引当金 778 794

環境対策引当金 31 18

資産除去債務 193 196

長期未払金 284 237

長期預り敷金 11,246 11,281

その他 0 0

固定負債合計 89,044 84,155

負債合計 122,214 131,282

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 16,749

自己株式 △1,418 △1,410

株主資本合計 42,005 42,434

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 26 26

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 9,782

少数株主持分 0 0

純資産合計 51,828 52,218

負債純資産合計 174,042 183,500
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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：百万円）

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 20,742 12,866

売上原価 16,530 9,419

売上総利益 4,211 3,447

販売費及び一般管理費 1,609 1,383

営業利益 2,602 2,063

営業外収益

受取利息 44 42

受取配当金 10 8

その他 36 26

営業外収益合計 91 76

営業外費用

支払利息 839 731

その他 66 41

営業外費用合計 906 773

経常利益 1,787 1,367

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 6 1

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 －

特別損失合計 199 1

税金等調整前四半期純利益 1,588 1,374

法人税、住民税及び事業税 1,542 566

法人税等調整額 △755 104

法人税等合計 787 671

少数株主損益調整前四半期純利益 801 702

少数株主利益 0 0

四半期純利益 801 702
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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：百万円)

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 801 702

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △36 0

その他の包括利益合計 △36 0

四半期包括利益 765 703

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 765 703

少数株主に係る四半期包括利益 0 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)

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 1,588 1,374

減価償却費 1,892 1,858

のれん償却額 36 73

たな卸資産評価損 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） △22 △33

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1 0

受取利息及び受取配当金 △55 △50

支払利息 839 731

売上債権の増減額（△は増加） △285 359

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,001 △8,396

仕入債務の増減額（△は減少） 163 357

退職給付引当金の増減額（△は減少） 11 16

長期未払金の増減額（△は減少） △79 △47

賞与引当金の増減額（△は減少） △23 △13

固定資産除売却損益（△は益） 6 △2

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） △1,323 147

特別退職金 32 －

前払費用の増減額（△は増加） 242 △407

預り金の増減額（△は減少） △47 73

前渡金の増減額（△は増加） － 378

差入保証金の増減額（△は増加） △21 △2

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） △201 △862

未払又は未収消費税等の増減額 △292 △206

その他 143 △226

小計 3,677 △4,874

利息及び配当金の受取額 55 50

利息の支払額 △848 △758

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） △521 △1,852

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,329 △7,435

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 －

投資有価証券の償還による収入 14 －

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 1 －

有形固定資産の取得による支出 △352 △456

有形固定資産の売却による収入 － 109

無形固定資産の取得による支出 △303 △16

貸付金の回収による収入 89 74

その他 53 92

投資活動によるキャッシュ・フロー △778 △197

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） △3,300 14,850

リース債務の返済による支出 △2 △7

長期借入れによる収入 4,000 －

長期借入金の返済による支出 △11,808 △6,806

社債の発行による収入 10,000 －

配当金の支払額 △334 △321

その他 2 8

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,442 7,722
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（単位：百万円）

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)

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 108 89

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 455 220

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,355 3,608

㈱サンケイビル (8809)　平成24年３月期　第2四半期決算短信

－11－



該当事項はありません。 

  

【セグメント情報】 

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） 

  
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△341百万円には、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△308百万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当第２四

半期連結累計期間における償却額は37百万円及び当第２四半期連結会計期間末未償却残高は2,911

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
8,569 1,798 7,099 920 1,052 1,121 20,561 180 20,742 ― 20,742

(2)セグメント間の 

内部売上高又は 

振替高
154 1 ― 134 77 832 1,200 83 1,283 △1,283 ―

計 8,724 1,800 7,099 1,055 1,129 1,954 21,761 264 22,025 △1,283 20,742
セグメント利益又は 

損失(△)
2,886 1,660 △1,542 △46 0 48 3,007 △63 2,944 △341 2,602
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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） 

  

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△347百万円には、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△296百万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。 

  

(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
8,198 839 939 787 869 1,045 12,678 187 12,866 ― 12,866

(2)セグメント間の 

内部売上高又は 

振替高
158 3 ― 115 464 860 1,601 90 1,692 △1,692 ―

計 8,356 842 939 902 1,334 1,905 14,280 278 14,558 △1,692 12,866
セグメント利益又は 

損失(△)
2,398 194 △110 △45 △28 40 2,449 △37 2,411 △347 2,063

（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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（７）重要な後発事象

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)

― （社債発行に関する事項）

 平成23年10月３日開催の当社取締役会の決議に基づ

き、以下のように社債を発行しております。

(1)社債の概要

①社債の種類

 第４回無担保社債

 (社債間限定同順位特約付)

②社債総額

 金100億円

③各社債の金額

 金１億円

④利率

 年0.79％

⑤払込価額

 各社債の金額100円につき

 金100円

⑥償還価額

 各社債の金額100円につき

 金100円

⑦償還方法

 満期一括償還及び買入消却

⑧償還期限

 平成28年11月２日

(2)発行の時期

平成23年11月２日

(3)資金の使途

社債償還資金
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