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1.  平成24年3月期第3四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年12月31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3四半期 4,628 △3.0 34 ― △76 ― 52 ―
23年3月期第3四半期 4,772 18.1 △47 ― △181 ― △423 ―

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 △0百万円 （―％） 23年3月期第3四半期 △519百万円 （―％）

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3四半期 2,698.39 ―
23年3月期第3四半期 △21,874.17 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第3四半期 11,873 2,214 18.6
23年3月期 11,780 2,215 18.7
（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  2,206百万円 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  

(注)詳細は、「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」をご覧ください。 

(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3Q 19,350 株 23年3月期 19,350 株
② 期末自己株式数 24年3月期3Q ― 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3Q 19,350 株 23年3月期3Q 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３四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、欧州における財政不安の影響による金融市場、株式市場

の停滞等に加え、タイで発生した大洪水の影響で生産拠点をもつ製造業が大打撃を受けるなど、依然厳しい経済環

境が続いております。 

当社グループが主たる事業とする不動産賃貸業は、企業間の設備投資抑制傾向により、地域の物件増加が少な

いことが幸いし、既存物件へのアプローチが継続しております。 

  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 ％減収の 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、年末の商戦期に関連する需要が一時的に発生し、既存の賃貸物件に関し

ては徐々に空床率は解消しているものの一進一退という状況にあります。長期契約の獲得は依然厳しい状況にあ

ります。また㈱本巣ショッピングワールドが収益に貢献しております。 

 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。 
  

〔建築工事関連事業〕  

 建築工事関連事業は、年度末が近づくにつれ売上実績はあがったものの利益貢献には至っておりません。 

 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の他に新たにＬＥＤ関係の業務に取組みを始めましたが収益貢献には至

っておりません。 

 その結果、売上高は 千円(前年同期比 ％減収)、営業損失は 千円(前年同期は営業利益

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、敷金及び保証金

千円等の減少があった一方で、建物及び構築物（純額） 千円、借地権 千円が増加したこ

と等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 千円の減少があった一方で、その他 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 ％減少し、 千円となりました。これは、長期借入金

千円等の減少があった一方で、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大きな変動はありませんでした。 

   

   

（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

3.0 4,628,941 34,526

47,994 76,950 181,723

52,213 423,265

3,975,090 3.4 229,034 126.7

480,359 68.6 79,722

65,621

173,491 53.5 13,394 7,850

7.8 2,021,980

263,569

2.8 9,851,699

231,843 290,302 260,662

0.8 11,873,680

6.5 2,354,671

106,509 214,607

0.7 7,304,628

862,639 650,162 120,412

1.0 9,659,299
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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、㈱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３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 394,414 435,229

受取手形及び売掛金 150,459 137,785

有価証券 15,483 9,681

商品及び製品 － 3,763

販売用不動産 1,063,515 1,036,515

原材料及び貯蔵品 3,275 3,259

繰延税金資産 2,647 2,168

1年内回収予定の長期貸付金 279,247 15,677

その他 304,646 396,716

貸倒引当金 △20,907 △18,815

流動資産合計 2,192,783 2,021,980

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,128,347 4,418,650

土地 1,928,209 1,912,750

リース資産（純額） 7,571 6,254

その他（純額） 8,688 20,309

有形固定資産合計 6,072,817 6,357,965

無形固定資産   

借地権 384,008 644,670

のれん 63,317 50,654

その他 4,363 5,072

無形固定資産合計 451,689 700,397

投資その他の資産   

投資有価証券 27,873 9,224

長期貸付金 379 59,749

繰延税金資産 50,943 48,037

敷金及び保証金 2,581,595 2,349,752

投資不動産 56,715 53,347

その他 374,665 284,198

貸倒引当金 △28,936 △10,972

投資その他の資産合計 3,063,236 2,793,336

固定資産合計 9,587,743 9,851,699

資産合計 11,780,526 11,873,680
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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３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 127,421 124,267

短期借入金 460,477 490,700

1年内返済予定の長期借入金 1,034,544 928,035

1年内償還予定の社債 98,000 68,000

未払法人税等 8,076 18,008

繰延税金負債 402 22,921

賞与引当金 － 6,403

リース債務 1,843 1,843

その他 479,884 694,491

流動負債合計 2,210,649 2,354,671

固定負債   

社債 439,000 390,000

長期借入金 2,489,609 1,626,970

繰延税金負債 5,584 76,359

長期預り敷金保証金 2,882,230 3,532,393

リース債務 6,115 4,733

資産除去債務 257,114 377,526

その他 1,275,165 1,296,645

固定負債合計 7,354,819 7,304,628

負債合計 9,565,469 9,659,299

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 1,050,359

株主資本合計 2,549,438 2,601,652

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △793 △1,702

為替換算調整勘定 △346,432 △393,808

その他の包括利益累計額合計 △347,226 △395,511

少数株主持分 12,846 8,239

純資産合計 2,215,057 2,214,380

負債純資産合計 11,780,526 11,873,680
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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３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

売上高 4,772,157 4,628,941

売上原価 4,113,963 3,953,414

売上総利益 658,193 675,526

販売費及び一般管理費 706,188 641,000

営業利益又は営業損失（△） △47,994 34,526

営業外収益   

受取利息 11,471 7,703

受取配当金 643 628

有価証券利息 52 27

違約金収入 3,225 4,307

貸倒引当金戻入額 － 14,647

その他 15,095 14,696

営業外収益合計 30,487 42,011

営業外費用   

支払利息 146,617 129,604

資金調達費用 － 12,403

投資有価証券売却損 － 3,367

投資有価証券評価損 8,709 5,802

持分法による投資損失 1,880 1,719

その他 7,007 590

営業外費用合計 164,216 153,487

経常損失（△） △181,723 △76,950

特別利益   

前期損益修正益 1,325 －

負ののれん発生益 － 246,433

その他 1,454 1,310

特別利益合計 2,779 247,744

特別損失   

固定資産売却損 28,000 －

固定資産除却損 216 27,197

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 185,037 37,316

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（△）

△363,982 133,477

匿名組合損益分配額 58,407 △24,439

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（△）

△422,390 157,916

法人税等 12,090 110,309

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（△）

△434,480 47,607

少数株主損失（△） △11,215 △4,606

四半期純利益又は四半期純損失（△） △423,265 52,213
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31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（△）

△434,480 47,607

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 49 △908

為替換算調整勘定 △82,809 △46,220

持分法適用会社に対する持分相当額 △2,210 △1,155

その他の包括利益合計 △84,971 △48,284

四半期包括利益 △519,451 △676

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △508,236 3,929

少数株主に係る四半期包括利益 △11,215 △4,606
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  該当事項はありません。 

  

   

   

  該当事項はありません。 

  

   

  

（第三者割当増資） 

  当社は、平成23年12月26日開催の取締役会において、第三者割当による新株式発行の決議を行い、平成24年１月

12日に払込を完了しております。 

 当該第三者割当による新株式発行の概要は以下のとおりであります。  

   

   

（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）重要な後発事象

 （1）  発行株式の種類及び数  普通株式  4,330株 

 （2）  発行価額  １株につき 23,100円 

 （3）  発行価額の総額  100,023,000円 

 （4）  増加する資本金及び資本準備金の額   

    増加する資本金の額  50,011,500円 

    増加する資本準備金の額  50,011,500円 

 （5）  申込期日  平成24年１月11日 

 （6）  払込期日  平成24年１月12日 

 （7）  割当先及び株式数  本荘 良一  4,330株 
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