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1.  平成25年3月期第1四半期の連結業績（平成24年4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）

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 ％

25年3月期第1四半期 1,484 22.9 △77 ― △186 ― △106 ―

24年3月期第1四半期 1,207 8.4 △272 ― △437 ― △400 ―

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 △106百万円 （―％） 24年3月期第1四半期 △401百万円 （―％）

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

25年3月期第1四半期 △1.02 ―

24年3月期第1四半期 △4.69 ―

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

25年3月期第1四半期 14,056 3,245 23.1 30.70
24年3月期 17,984 2,827 15.7 32.67

（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  3,245百万円 24年3月期  2,826百万円

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

24年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
25年3月期 ―

25年3月期（予想） 0.00 ― 0.00 0.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日） 
 

（％表示は、通期は対前期、四半期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) 3,800 26.8 0 ― △100 ― 0 ― 0.00
通期 8,000 35.8 400 ― 100 ― 200 ― 1.89



(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
四半期財務諸表のレビュー手続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 
 本資料に掲載されている業績予想は、発表日現在において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、上記予想と異なる場合があります。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[添付書
類]３ページ「（３）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   ：  有

② ①以外の会計方針の変更   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  有

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期1Q 105,728,413 株 24年3月期 86,505,413 株

② 期末自己株式数 25年3月期1Q 14,751 株 24年3月期 14,751 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 103,178,761 株 24年3月期1Q 85,265,662 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、欧州債務問題などの世界経済の減速懸念はあるものの、製造

業の設備投資が復調傾向にあり、景況感に改善の兆しが見えてまいりました。当社グループの手がける宿泊業、不

動産業も震災後の復興需要を背景に、顕著な改善を見せております。 

このような経済状況のもとで当社グループは、復興事業者向けの中長期滞在型宿泊施設『バリュー・ザ・ホテ

ル』事業の展開を核としつつ、資産保有型で不動産販売の依存度の高い経営から、ホテルマネジメントを柱とする

フィービジネスへの、事業モデルの転換を積極的に推進いたしました。 

その重要な施策のひとつが、平成24年６月７日に実施した株式会社カンデオ・ホスピタリティ・マネジメントと

株式会社溜池管財の２社の全株式の譲渡であります。この全株式の売却により、リーマンショック以降の当社グル

ープ経営の重要な課題である有利子負債の圧縮を、一気に３割弱実現することとなりました。また、震災復興支援

事業プロジェクトの必要資金として、平成24年４月13日に払込完了の第三者割当による新株式発行により、資本金

及び資本剰余金と合わせて526百万円増加いたしました。 

当第１四半期連結累計期間の売上高は1,484百万円（前年同四半期比22.9％増）となりました。内訳は、不動産

事業が218百万円、ホテル事業が1,262百万円、その他の事業が４百万円であります。 

営業損失は77百万円となりました。主な要因は、不動産コンサルタント売上未達よる売上高の不足であります。

経常損失は186百万円となりました。営業外収益は、受取利息など、合計28百万円であります。営業外費用は、

支払利息90百万円や新株発行費45百万円など、合計136百万円であります。 

四半期純損失は106百万円となりました。特別利益は、役員退職慰労金制度廃止に伴う役員退職慰労引当金戻入

額など、合計215百万円であります。特別損失は、連結子会社の全株式売却による関係会社株式売却損など、合計

117百万円であります。 

  

セグメントの業績は、次のとおりであります。  

①不動産事業 

当セグメントの業績は、売上高370百万円、営業利益108百万円となりました。  

セグメント間の取引を消去した外部顧客との取引の結果は、売上高218百万円（前年同四半期比20.7％減）、営

業損失43百万円となりました。 

主な売上は、賃料売上であります。 

②ホテル事業 

当セグメントの業績は、売上高1,262百万円、営業損失63百万円となりました。 

セグメント間の取引を消去した外部顧客との取引の結果は、売上高1,262百万円（前年同四半期比35.6％増）、

営業利益88百万円となりました。 

主な売上は、ホテルマネジメント売上であります。 

③その他の事業 

 当セグメントの業績は、売上高４百万円、営業損失９百万円となりました。 

 その他の事業の売上は、報告セグメントに含まれない旅行業等の事業であります。 

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

当第１四半期連結会計期末の当社グループの総資産は14,056百万円となりました。これは、前連結会計年度末よ

り3,928百万円の減少であります。主な要因は、平成24年６月７日に連結子会社でありました株式会社カンデオ・

ホスピタリティ・マネジメントと株式会社溜池管財の２社の全株式を譲渡し連結範囲から除外したことによる建物

及び構築物の減少2,590百万円と土地の減少554百万円などによるものであります。 

（負債） 

当第１四半期連結会計期末の当社グループの負債合計は10,810百万円となりました。これは、前連結会計年度末

より4,346百万円の減少であります。主な要因は、連結子会社でありました株式会社溜池管財を連結範囲から除外

したことによる短期借入金の減少3,507百万円によるものであります。 

（純資産） 

当第１四半期連結会計期末の当社グループの純資産合計は3,245百万円となりました。これは、前連結会計年度

末より418百万円の増加であります。主な要因は、平成24年４月13日に払込完了した第三者割当増資による資本金

及び資本剰余金の増加526百万円と利益剰余金の減少106百万円の差額によるものであります。  

   

１．当四半期決算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 

平成24年６月７日に公表致しました業績予想に変更ありません。 

  

   

 （１）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（減価償却方法の変更） 

 当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に

取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

 これにより、従来の方法に比べて、当第１四半期連結累計期間の営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純

損失はそれぞれ15千円減少しております。   

   

   

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項



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24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 675,164 205,581

受取手形及び売掛金 275,326 190,941

有価証券 279 279

商品 13,712 13,494

原材料及び貯蔵品 17,701 10,827

その他 595,467 576,967

貸倒引当金 △24,565 △21,197

流動資産合計 1,553,084 976,892

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,218,588 629,025

土地 3,894,144 3,339,747

その他（純額） 338,526 245,578

有形固定資産合計 7,451,259 4,214,350

無形固定資産   

のれん 44,766 44,679

その他 26,679 26,980

無形固定資産合計 71,445 71,659

投資その他の資産   

投資有価証券 34,914 34,770

投資不動産（純額） 8,220,150 6,058,366

不動産信託受益権 50,100 2,175,354

その他 614,131 534,935

貸倒引当金 △11,250 △10,800

投資その他の資産合計 8,908,046 8,792,625

固定資産合計 16,430,750 13,078,634

資産合計 17,983,834 14,055,526

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 81,406 6,173

短期借入金 7,002,701 3,496,153

1年内返済予定の長期借入金 2,714,094 4,694,379

未払法人税等 17,400 17,004

引当金 6,000 －

その他 938,635 599,780

流動負債合計 10,760,236 8,813,489

固定負債   

長期借入金 3,541,995 1,497,752

引当金 180,845 12,007

その他 673,441 486,828

固定負債合計 4,396,280 1,996,587

負債合計 15,156,516 10,810,076



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,877,619 6,140,578

資本剰余金 4,219,007 4,481,966

利益剰余金 △7,341,151 △7,447,498

自己株式 △2,962 △2,962

株主資本合計 2,752,513 3,172,084

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 10 2

土地再評価差額金 79,710 79,710

為替換算調整勘定 △6,316 △6,345

その他の包括利益累計額合計 73,404 73,367

新株予約権 1,400 －

純資産合計 2,827,317 3,245,450

負債純資産合計 17,983,834 14,055,526



（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：千円）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 1,206,941 1,483,778

売上原価 329,444 309,281

売上総利益 877,498 1,174,497

販売費及び一般管理費   

給料 181,768 197,080

のれん償却額 5,000 3,189

貸倒引当金繰入額 2,910 －

退職給付引当金繰入額 785 432

役員退職慰労引当金繰入額 6,964 －

地代家賃 219,327 278,554

その他 732,682 772,363

販売費及び一般管理費合計 1,149,435 1,251,618

営業損失（△） △271,938 △77,122

営業外収益   

受取利息 7,630 7,275

受取配当金 52 4

負ののれん償却額 3,102 3,102

預り敷金保証金償却益 5,834 5,834

その他 1,763 11,564

営業外収益合計 18,381 27,778

営業外費用   

支払利息 87,533 89,815

投資事業組合運用損 85,909 －

新株発行費 － 44,603

その他 10,022 1,884

営業外費用合計 183,464 136,302

経常損失（△） △437,021 △185,645

特別利益   

負ののれん発生益 41,369 －

賞与引当金戻入額 20,432 －

役員退職慰労引当金戻入額 － 169,270

債権譲渡益 － 45,627

特別利益合計 61,801 214,897

特別損失   

固定資産売却損 20,366 －

固定資産除却損 3,866 －

投資有価証券評価損 91 131

関係会社株式売却損 － 116,548

特別損失合計 24,323 116,679

税金等調整前四半期純損失（△） △399,543 △87,427

法人税、住民税及び事業税 △12,237 12,095

法人税等調整額 12,685 6,138

法人税等合計 448 18,233

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △399,992 △105,659

四半期純損失（△） △399,992 △105,659



（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：千円）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４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損失（△） △399,992 △105,659

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △2 △8

為替換算調整勘定 △686 △29

その他の包括利益合計 △687 △37

四半期包括利益 △400,679 △105,697

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △400,679 △105,697

少数株主に係る四半期包括利益 － －



  該当事項はありません。 

   

 当社は、平成24年４月13日付で、阿部裕二、築キャピタル㈱、㈱トーショウビルサービス、豊栄建設㈱、杉コー

ポレーション㈲、他17人から第三者割当増資の払込みを受けました。この結果、当第１四半期連結会計期間におい

て資本金が262,959千円、資本準備金が262,959千円増加し、当第１四半期連結会計期間末において資本金が

6,140,578千円、資本準備金が4,481,966千円となっております。   

   

Ⅰ 前第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）「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、旅行業等を含んでおりま

す。 

 ２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の

主な内容（差異調整に関する事項）  

（注）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であります。 

  

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自平成24年４月１日 至平成24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）「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、旅行業等を含んでおりま

す。 

（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

（５）セグメント情報等

  （単位：千円）

  
報告セグメント その他 

（注） 
合計

不動産事業 ホテル事業 計

売上高           

外部顧客への売上高  275,241  930,649  1,205,890  1,051  1,206,941

セグメント間の内部売上高
又は振替高  151,122  －  151,122  －  151,122

計  426,363  930,649  1,357,012  1,051  1,358,063

セグメント利益 

又は損失（△） 
 124,863  △271,538  △146,676  △8,136  △154,811

  （単位：千円）

利益 金額   

報告セグメント計  △146,676

「その他」の区分の損失  △8,136

全社費用（注）  △117,127

四半期連結損益計算書の営業損失  △271,938

  （単位：千円）

  
報告セグメント その他 

（注） 
合計

不動産事業 ホテル事業 計

売上高           

外部顧客への売上高  218,384  1,261,880  1,480,264  3,514  1,483,778

セグメント間の内部売上高
又は振替高  151,122  －  151,122  －  151,122

計  369,506  1,261,880  1,631,386  3,514  1,634,900

セグメント利益 

又は損失（△） 
 108,159  △62,625  45,534  △8,605  36,929



 ２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の

主な内容（差異調整に関する事項）  

（注）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であります。 

   

（投資不動産の売却） 

 平成24年７月24日開催の当社取締役会において、当社が所有する固定資産の見直しを実施し、経営資源の有効活

用を図るため、賃貸用物件として所有していた土地及び建物の売却を決議いたしました。その概要は次のとおりで

あります。 

 １．譲渡する相手会社の名称   サムティ株式会社 

 ２．譲渡資産の種類       土地及び建物 

 ３．譲渡前の使途        住宅用賃貸マンション 

 ４．譲渡の時期         平成24年７月24日 

 ５．譲渡価額          311,861千円（消費税含む） 

   

   

  （単位：千円）

利益 金額   

報告セグメント計  45,534

「その他」の区分の損失  △8,605

全社費用（注）  △114,050

四半期連結損益計算書の営業損失  △77,122

（６）重要な後発事象
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