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1.  平成24年12月期第2四半期の連結業績（平成24年1月1日～平成24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）

営業収益 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12月期第2四半期 9,886 1.7 3,656 3.7 1,671 4.9 △1,161 ―
23年12月期第2四半期 9,724 △58.0 3,527 △35.0 1,593 △45.4 662 ―

（注）包括利益 24年12月期第2四半期 △1,010百万円 （―％） 23年12月期第2四半期 636百万円 （―％）

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12月期第2四半期 △507.15 ―
23年12月期第2四半期 289.06 288.23

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年12月期第2四半期 174,787 68,644 34.0
23年12月期 190,426 71,435 32.0
（参考） 自己資本   24年12月期第2四半期  59,477百万円 23年12月期  60,917百万円

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  
平成24年12月期の配当予想額については、現時点では未定であります。 

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12月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
24年12月期 ― 0.00
24年12月期（予想） ― ― ―

3. 平成24年12月期の連結業績予想（平成24年 1月 1日～平成24年12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   

営業収益 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 16,900 △13.3 4,600 △33.6 1,000 △59.4 △10,200 ― △4,451.84



(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  ：  有  
(注)詳細は、添付資料５ページ「２．サマリー情報(その他)に関する事項(２)四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。 

(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おります。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
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。 

※  注記事項

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12月期2Q 2,291,186 株 23年12月期 2,291,186 株
② 期末自己株式数 24年12月期2Q ― 株 23年12月期 ― 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年12月期2Q 2,291,186 株 23年12月期2Q 2,291,186 株
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当第２四半期連結累計期間（平成24年１月１日～平成24年６月30日）におけるわが国経済は、海外経

済が全体としてなお減速した状態から脱していないものの、復興関連需要等を背景として緩やかに持ち

直しつつあります。 

 当社グループが属する不動産及び不動産金融業界におきましては、包括的な金融緩和政策の一環とし

て、一昨年日本銀行により創設された資産買入等の基金におけるJ-REITを対象資産とした買入限度額が

４月に1,200億円まで引き上げられる等、政策的な後押しを受けています。これらを背景に資金調達環

境が改善傾向に転じており、J-REITの新規上場、物件取得が増加する等、不動産市場の流動性は回復局

面に入っております。 

 こうした中、当社グループでは、アセットマネジメントビジネスを当社グループのビジネスの基軸と

して位置付け、安定的かつ強固な収益構造の構築を図るべく諸施策を着実に実行しており、当第２四半

期連結累計期間におきましても順調に当該取り組みを進めております。特に本邦不動産への投資意欲を

有する国内外の投資家に対して、優良案件の発掘と投資機会の提供に注力し、アセットマネジメント業

務の機能を強化しながら、継続的な受託資産の増加を図っており、その一環として４月に、日本のREIT

としては４年半ぶりに住宅REITであるケネディクス・レジデンシャル投資法人を新規上場させておりま

す。 

 当第２四半期連結累計期間においては、オフィスや商業施設に関する新規ファンド組成やJ-REITの物

件取得等を中心として受託資産の増加があった一方で、引き続き物件売却が順調に推移したことによ

り、平成24年６月末現在、当社グループが受託するアセットマネジメント受託残高は１兆1,175億円

（前連結会計年度末比61億円、0.6%増）となっております。 

 しかしながら、不動産保有目的のために設立された連結子会社に対する匿名組合出資持分を譲渡する

こととし、1,172百万円を関係会社整理損に計上したこと、ケネディクス・レジデンシャル投資法人へ

の物件譲渡を中心として897百万円を減損損失に計上したこと等から、合計2,627百万円を特別損失に計

上することとなりました。 

 この結果、営業収益は前年同四半期比1.7%増の9,886百万円となり、営業利益、経常利益及び四半期

純損失はそれぞれ3,656百万円（前年同四半期比3.7%増）、1,671百万円（同4.9%増）、1,161百万円

（前年同四半期は662百万円の四半期純利益）となりました。 

  

セグメントの業績は、次のとおりであります。 

①アセットマネジメント事業  

 アセットマネジメント事業につきましては、管理報酬であるアセットマネジメントフィーが安定的に

推移した他、ケネディクス・レジデンシャル投資法人の上場により取得時報酬であるアクイジションフ

ィー等が増加したことから、前年同四半期と比較して増加しました。この結果、営業収益は3,250百万

円（前年同四半期比27.1%増）、営業利益は1,873百万円（同19.7%増）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
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②不動産投資事業  

 不動産投資事業につきましては、自己勘定保有物件の内、たな卸資産の保有期間における賃貸収入を

計上した他、バルク案件の物件売却を推進致しました。なお、前連結会計年度において、たな卸資産の

期末残高のうち25,715百万円を有形固定資産へ振替えており、前年同四半期と比較して減少しておりま

す。この結果、営業収益は1,827百万円（前年同四半期比51.2%減）、営業利益は380百万円（同57.9%

減）となりました。 

③不動産賃貸事業  

 不動産賃貸事業につきましては、自己勘定保有物件の内、長期保有目的不動産として位置付けた固定

資産から安定的な賃貸収入を計上した結果、営業収益は5,205百万円（前年同四半期比34.0%増）、営業

利益は1,724百万円（同21.6%増）となりました。 

  

（資産、負債及び純資産の状況）  

 当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べて15,639百万円減少し174,787百

万円となりました。これは主に、販売用不動産が物件売却等により933百万円減少したこと、有形固定

資産がケネディクス・レジデンシャル投資法人への譲渡等に伴い16,030百万円減少したことによるもの

であります。 

 負債合計につきましては、前連結会計年度末に比べて12,847百万円減少し、106,142百万円となりま

した。これは主に、物件売却に伴う有利子負債の減少によるものであります。 

 純資産合計につきましては、前連結会計年度末に比べて2,791百万円減少し、68,644百万円となりま

した。これは主に、四半期純損失の計上を中心に利益剰余金が1,425百万円減少したことの他、少数株

主持分が1,352百万円減少したことによるものであります。なお、少数株主持分は、主に、当社グルー

プが連結したファンドに対する当社グループ以外の顧客投資家の出資持分であります。 

 また、物件の取得にあたり連結子会社においてノンリコースローンによる資金調達を行う場合があり

ますが、当該ノンリコースローンは物件を保有している子会社を対象に融資され、返済原資はその子会

社が保有する資産に係るキャッシュフローの範囲内に限定されるため、当社グループの有利子負債への

依存の分析にあたっては、当該ノンリコースローンの影響を控除する必要があります。 

 有利子負債の自己資本に対する比率（デット・エクイティ・レシオ）の推移は以下の通りです。 

（単位：百万円） 

（２）連結財政状態に関する定性的情報

平成20年12月期 平成21年12月期 平成22年12月期 平成23年12月期 平成24年６月期

有利子負債① 202,806 153,038 123,625 109,767 96,607

（うちノンリコースローン②） (78,528) (68,419) (69,764) (60,444) (50,237)

純資産③ 57,558 54,525 71,147 71,435 68,644

現金及び預金④ 11,872 18,291 10,913 7,706 10,199

純有利子負債⑤(①-②-④） 112,404 66,327 42,947 41,617 36,170

 ノンリコースローン控除後 
 ネット・デット・エクイテ 
 ィ・レシオ⑤/③(%)

195.3 121.6 60.4 58.3 52.7
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（連結キャッシュ・フローの状況） 

当第２四半期連結累計期間のキャッシュ・フローについては、営業活動により3,360百万円増加し、

投資活動により13,356百万円増加し、財務活動により15,613百万円減少いたしました。この結果、当第

２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ、1,277百万円増加

し10,872百万円となりました。 

①営業活動によるキャッシュ・フロー  

 当第２四半期連結累計期間において営業活動の結果、得られた資金は、3,360百万円（前年同四半期

比15.0％増）となりました。これは主に、たな卸資産の増減額が933百万円、匿名組合出資金の増減額

が767百万円あったことによるものであります。 

②投資活動によるキャッシュ・フロー  

 当第２四半期連結累計期間において投資活動の結果、得られた資金は、13,356百万円（前年同四半期

比283.0％増）となりました。これは主に、ケネディクス・レジデンシャル投資法人への譲渡を中心と

した有形固定資産の売却による収入が15,246百万円あったことによるものであります。 

③財務活動によるキャッシュ・フロー  

 当第２四半期連結累計期間において財務活動の結果、使用した資金は、15,613百万円（前年同四半期

比78.0％増）となりました。これは主に、物件売却に伴い借入金の返済や社債の償還による支出があっ

たことによるものであります。 

  

  

平成24年12月期の業績予想につきましては、平成24年２月14日に公表いたしました業績予想を修正い

たしました。詳細につきましては、本日公表の「1.業績予想の修正、2.特別損失等の発生、3.子会社の

異動に関するお知らせ」をご参照ください。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

  （税金費用） 

税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税

効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算し

ております。  

 ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、

法定実効税率を使用しております。  

  

該当事項はありません。 

  

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用） 

第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更および過去の誤謬の訂正より、「会計上

の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の

変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４

日）を適用しております。 

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

（４）追加情報
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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：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年12月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,706 10,199

信託預金 2,375 1,927

営業未収入金 2,041 1,792

販売用不動産 15,306 14,372

買取債権 1,587 1,621

未収還付法人税等 380 246

繰延税金資産 61 70

その他 1,207 1,124

貸倒引当金 △506 △277

流動資産合計 30,161 31,078

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 57,245 48,054

減価償却累計額 △2,587 △2,951

建物及び構築物（純額） 54,658 45,103

土地 82,927 76,511

その他 241 189

減価償却累計額 △120 △127

その他（純額） 120 61

有形固定資産合計 137,707 121,676

無形固定資産   

のれん 117 111

その他 48 74

無形固定資産合計 165 185

投資その他の資産   

投資有価証券 16,524 15,991

出資金 422 441

長期貸付金 548 548

繰延税金資産 472 426

その他 4,624 4,745

貸倒引当金 △201 △306

投資その他の資産合計 22,391 21,846

固定資産合計 160,264 143,708

資産合計 190,426 174,787
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年12月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

営業未払金 492 274

短期借入金 6,489 4,659

1年内返済予定の長期借入金 32,121 33,940

1年内償還予定の社債 300 －

未払法人税等 520 536

関係会社整理損失引当金 － 920

その他 1,741 1,650

流動負債合計 41,665 41,980

固定負債   

社債 1,600 3,460

長期借入金 69,256 54,548

繰延税金負債 1,564 1,580

退職給付引当金 65 73

長期預り敷金 4,472 4,268

その他 364 231

固定負債合計 77,324 64,162

負債合計 118,990 106,142

純資産の部   

株主資本   

資本金 31,322 31,322

資本剰余金 31,581 31,581

利益剰余金 △1,289 △2,714

株主資本合計 61,613 60,188

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △206 △205

為替換算調整勘定 △490 △505

その他の包括利益累計額合計 △696 △710

少数株主持分 10,518 9,166

純資産合計 71,435 68,644

負債純資産合計 190,426 174,787
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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23年１月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年６月30日) 

営業収益 9,724 9,886

営業原価 4,558 4,522

営業総利益 5,166 5,364

販売費及び一般管理費 1,638 1,707

営業利益 3,527 3,656

営業外収益   

受取利息 31 12

消費税等簡易課税差額収入 121 39

還付消費税等 238 －

その他 78 58

営業外収益合計 470 111

営業外費用   

支払利息 2,124 1,682

持分法による投資損失 35 142

支払手数料 180 266

その他 63 3

営業外費用合計 2,404 2,096

経常利益 1,593 1,671

特別利益   

固定資産売却益 79 516

貸倒引当金戻入額 141 －

その他 31 29

特別利益合計 252 545

特別損失   

減損損失 83 897

投資有価証券売却損 190 382

災害による損失 311 －

関係会社整理損 － 1,172

その他 25 174

特別損失合計 611 2,627

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（△）

1,234 △410

匿名組合損益分配額 0 0

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（△）

1,233 △410

法人税等 258 593

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（△）

975 △1,004

少数株主利益 312 157

四半期純利益又は四半期純損失（△） 662 △1,161
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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23年１月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年６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（△）

975 △1,004

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △37 8

為替換算調整勘定 △301 △15

持分法適用会社に対する持分相当額 △0 0

その他の包括利益合計 △339 △6

四半期包括利益 636 △1,010

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 336 △1,175

少数株主に係る四半期包括利益 299 165
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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23年１月１日
 至 平成23年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日
 至 平成24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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

1,233 △410

減価償却費 674 793

減損損失 83 897

貸倒引当金の増減額（△は減少） △33 △123

関係会社整理損 － 1,172

災害損失 311 －

受取利息 △31 △12

支払利息 2,124 1,682

持分法による投資損益（△は益） 35 142

固定資産売却損益（△は益） △79 △446

投資有価証券売却損益（△は益） 190 357

売上債権の増減額（△は増加） △263 132

仕入債務の増減額（△は減少） △14 △218

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,248 933

買取債権の増減額（△は増加） 13 △34

匿名組合出資金の増減額（△は増加） 316 767

その他 549 △29

小計 6,361 5,606

利息及び配当金の受取額 56 18

利息の支払額 △2,793 △1,754

災害損失の支払額 △0 △90

法人税等の支払額 △1,020 △797

法人税等の還付額 318 378

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,922 3,360

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △442 △453

有形固定資産の売却による収入 3,371 15,246

無形固定資産の取得による支出 △4 △14

貸付金の回収による収入 257 －

投資有価証券の取得による支出 △7 △1,316

関係会社株式の取得による支出 △196 －

その他 508 △104

投資活動によるキャッシュ・フロー 3,487 13,356
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（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年６月30日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の増減額（△は減少） △2,531 △1,829

長期借入れによる収入 13,731 8,700

長期借入金の返済による支出 △15,510 △21,709

社債の発行による収入 998 1,960

社債の償還による支出 △5,450 △400

少数株主からの払込みによる収入 2 13

少数株主への配当金の支払額 △48 △58

少数株主への分配による支出 △208 △1,522

その他 247 △767

財務活動によるキャッシュ・フロー △8,769 △15,613

現金及び現金同等物に係る換算差額 △298 △1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,658 1,103

現金及び現金同等物の期首残高 12,616 9,595

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

△99 174

現金及び現金同等物の四半期末残高 9,857 10,872
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該当事項はありません。 

  

  

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間(自 平成23年１月１日 至 平成23年６月30日) 

  １．報告セグメントごとの営業収益及び利益又は損失の金額に関する情報 

                                                              (単位:百万円) 

 
（注）１．セグメント利益の調整額△362百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であり

ます。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費等であります。    

 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。  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

報告セグメント

計
調整額 
（注１）

四半期連結
損益計算書 
計上額 
（注２）

アセットマネ
ジメント事業

不動産投資
事業

不動産賃貸
事業

 営業収益

   (1) 外部顧客に対する 
       営業収益

2,091 3,747 3,885 9,724 ― 9,724

   (2) セグメント間の内部 
     営業収益又は振替高

465 ― ― 465 △465 ―

計 2,557 3,747 3,885 10,190 △465 9,724

セグメント利益 1,565 905 1,418 3,889 △362 3,527
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Ⅱ 当第２四半期連結累計期間(自 平成24年１月１日 至 平成24年６月30日) 

  １．報告セグメントごとの営業収益及び利益又は損失の金額に関する情報 

                                                              (単位:百万円) 

 
（注）１．セグメント利益の調整額△322百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であり

ます。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費等であります。    

 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。  

  

  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 

当第２四半期連結累計期間(自 平成24年１月１日 至 平成24年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間において、不動産賃貸事業で固定資産の減損損失を897百万円計上いたし

ました。 

  

  

  

該当事項はありません。 

  

  

  

  

報告セグメント

計
調整額 
（注１）

四半期連結
損益計算書 
計上額 
（注２）

アセットマネ
ジメント事業

不動産投資
事業

不動産賃貸
事業

 営業収益

   (1) 外部顧客に対する 
       営業収益

2,853 1,827 5,205 9,886 ― 9,886

   (2) セグメント間の内部 
     営業収益又は振替高

397 ― ― 397 △397 ―

計 3,250 1,827 5,205 10,283 △397 9,886

セグメント利益 1,873 380 1,724 3,978 △322 3,656

（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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