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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第3四半期 10,756 14.0 3,978 12.4 2,652 1.2 1,546 ―
21年3月期第3四半期 9,438 ― 3,539 ― 2,620 ― 72 ―

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

22年3月期第3四半期 154.32 ―
21年3月期第3四半期 8.53 ―

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

22年3月期第3四半期 134,206 15,514 11.6 1,449.05
21年3月期 128,293 10,004 7.8 1,179.14

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  15,514百万円 21年3月期  10,004百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
平成22年３月期第２四半期末の１株当たり配当金には、上場記念配当１株当たり10円を含んでおります。 

1株当たり配当金
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

21年3月期 ― 0.00 ― 40.00 40.00
22年3月期 ― 30.00 ―
22年3月期 

（予想）
20.00 50.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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 13,201 6.2 5,097 11.1 3,297 3.9 1,955 5.5 191.87
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4.  その他 
(1) 期中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) 簡便な会計処理及び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、５ページ【定性的情報・財務諸表等】 4.その他をご覧ください。 

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

（注）平成21年３月期第３四半期の期中平均株式数は、平成20年７月30日付で普通株式１株につき10株の株式分割を行っておりますので、当該期首
に当該株式分割が行われたと仮定した期中平均株式数としております。 

※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予想等の将来に関する記述は、発表日現在において入手可能な情報に基づいた分析・判断によるものであり、実際の業績
につきましては、経営環境の変化等により大きく異なる結果となる可能性があります。業績予想に関する事項は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 3.連
結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第3四半期 10,707,000株 21年3月期  8,485,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  ―株 21年3月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第3四半期 10,019,415株 21年3月期第3四半期 8,485,000株
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当第３四半期連結累計期間(平成21年４月１日～平成21年12月31日、以下「当第３四半期」という。)の

我が国経済は、世界的な金融・経済ショックにつながった「リーマン・ショック」から１年が経過し、企

業収益は製造業を中心に外需主導で緩やかな持ち直し傾向にあるものの、個人消費や民間設備投資の低

迷、高い失業率等、依然厳しい状況にあります。また、緩やかなデフレ傾向にある等景気を下押しするリ

スクもあります。 

オフィスビルマーケットにおきましては、全国的に空室率の上昇及び賃料水準の低下傾向が継続してお

ります。これは、新築大型ビル等の近年の行き過ぎた高額賃料が調整され、マーケットが正常化されると

ともに、景気低迷によりオフィス需要が弱含んでいるものと見られ、今後も引続き厳しい状況と認識して

おります。 
不動産価格につきましては、近年のミニバブル的な価格が調整され、正常な賃料水準に基づく収益価格

へ回帰したものと考えており、丸の内での大型物件の売買成約や中小型物件の売買の動きもみられており
ます。 
ホテル業界におきましては、景気低迷による国内出張需要の減退に加え、新型インフルエンザ感染拡大

による出張自粛や修学旅行の中止、円高・景気後退による訪日旅行者数の減少等もあり、客室稼働率及び
単価が低水準で推移しております。 
  
以上のような事業環境の中、オフィスビル事業、ホテル事業を中核とする当社グループは、持株会社を

中心とした透明性が高く、効率的経営が可能な事業体制の下、お客様をはじめ各ステークホルダーの視点

に立った事業推進を行い、収益力の強化、安定した経営基盤の構築に注力してまいりました。 

当社グループは、不動産価格の正常化を優良収益物件への投資チャンスと捉え、平成21年４月にホテル

ユニゾ大阪淀屋橋(不動産信託受益権)を取得し、同ホテルは、常和ホテルマネジメント㈱が運営するホテ

ルユニゾチェーン６番目のホテルとして、同年４月24日に開業いたしました。 

  

当第３四半期の連結業績につきましては、売上高10,756百万円（前年同四半期9,438百万円 前年同四

半期比14.0％増）となり、営業利益は3,978百万円（前年同四半期3,539百万円 前年同四半期比12.4％

増）、経常利益は2,652百万円（前年同四半期2,620百万円 前年同四半期比1.2％増）を計上し、四半期

純利益は1,546百万円（前年同四半期72百万円 前年同四半期比2,037.1％増）と、増収増益となりまし

た。 

なお、前年同四半期は、麹町プロジェクトに係る建物除却及び同解体費引当等による固定資産除却損

2,468百万円を含む特別損失2,487百万円を計上したため、前年四半期純利益は72百万円となっておりま

す。 
  

 
  

事業の種類別セグメントごとの業績は、次のとおりです。 
  

 
  

【定性的情報・財務諸表等】

1. 連結経営成績に関する定性的情報

［当第３四半期の連結業績］           （単位：百万円）

区分 平成21年３月期
第３四半期

平成22年３月期   
第３四半期 比較増減

 売  上  高 9,438 10,756 +1,318

 営 業 利 益 3,539 3,978 +438

 経 常 利 益 2,620 2,652 +32

 四 半 期 純 利 益 72 1,546 +1,473

［当第３四半期の連結セグメント業績］ （単位：百万円）

事業の種類別   
   セグメントの名称

平成21年３月期   
  第３四半期

平成22年３月期   
第３四半期 比較増減

売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益

オフィスビル事業 6,773 3,328 6,893 3,864 +119 +536

ホテル事業 1,916 504 2,105 258 +188 △246

ゴルフ事業 632 100 599 87 △32 △13

住宅事業 118 26 1,158 236 +1,040 +209

その他事業 231 2 242 48 +10 +45

消去又は全社 △ 233 △ 422 △ 241 △ 515 △8 △92

合計 9,438 3,539 10,756 3,978 +1,318 +438
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当第３四半期は、前連結会計年度に実施した優良収益物件への投資が寄与し、売上高6,893百万円
（前年同四半期6,773百万円 前年同四半期比1.8％増）、営業利益3,864百万円（前年同四半期3,328百
万円 前年同四半期比16.1％増）と、増収増益となりました。 
  

当第３四半期は、景気低迷による国内出張需要の減退に加え、新型インフルエンザの感染拡大の影響
を受けたことから、弾力的な営業施策を実施し、稼働率低下の防遏に努める一方、平成21年４月のホテ
ルユニゾ大阪淀屋橋の新規開業が寄与し、売上高は2,105百万円（前年同四半期1,916百万円 前年同四
半期比9.9％増）となりましたが、ホテルユニゾ大阪淀屋橋の新規開業費用の計上や同ホテル(不動産信
託受益権)を取得したことに伴う減価償却費の増加等により、営業利益258百万円（前年同四半期504百
万円 前年同四半期比48.9％減）となりました。 
  

当第３四半期は、景気低迷の影響を考慮し、弾力的な営業施策の実施により集客増に努めた結果、来
場者数は増加したものの、売上高は599百万円（前年同四半期632百万円 前年同四半期比5.2％減）と
なり、コスト削減等に努めましたが、営業利益は87百万円（前年同四半期100百万円 前年同四半期比
13.1％減）となりました。 

  

当第３四半期は、販売用宅地（都内）売却が寄与し、売上高1,158百万円（前年同四半期118百万円
前年同四半期比881.3％増）、営業利益236百万円（前年同四半期26百万円 前年同四半期比779.8％
増）となりました。 
  

当第３四半期は、常和ファクター㈱の貸付金利息収入等により、売上高242百万円（前年同四半期231
百万円 前年同四半期比4.5％増）、営業利益48百万円（前年同四半期2百万円 前年同四半期比
1,828.9％増）となりました。 

  

当第３四半期末の資産合計は、134,206百万円となり、前期末比5,912百万円の増加となりました。これ
は、販売用宅地（都内）売却により販売用不動産が前期末比826百万円減少し、一方、現金及び預金が前
期末比498百万円増加、ホテルユニゾ大阪淀屋橋取得等により有形固定資産が前期末比4,293百万円増加、
投資有価証券を一部売却する一方、期末時価補正等により投資その他の資産が前期末比1,546百万円増加
したこと等によるものです。 
当第３四半期末の負債合計は、118,691百万円となり、前期末比402百万円の増加となりました。これ

は、ホテルユニゾ大阪淀屋橋取得資金の借入れ等により、資金調達額が借入金返済額を上回り、当第３四
半期末の借入金残高が前期末比433百万円増加したこと等によるものです。 
当第３四半期末の純資産合計は、15,514百万円となり、前期末比5,509百万円の増加となりました。こ

れは、当社株式上場時の公募増資等により資本金及び資本剰余金が合計3,565百万円増加、それに加え利
益剰余金が885百万円増加、その他有価証券評価差額金が971百万円増加したこと等によるものです。 

  

当第３四半期の業績は、前年同四半期比増収増益を達成し、全体としては概ね計画どおり進捗しており
ます。通期の連結業績見通しは、平成21年６月23日に公表しました業績予想の通り、売上高13,201百万円
(前期12,424百万円、前期比6.2％増)、営業利益5,097百万円(前期4,586百万円、前期比11.1％増)、経常
利益3,297百万円(前期3,173百万円、前期比3.9％増)、当期純利益1,955百万円(前期1,852百万円、前期比
5.5％増)を計画しております。 
なお、期末配当は、既公表の利益配分に関する基本方針に基づき、通期業績予想の達成を前提に、１株

当たり20円を計画しております。 

  

①オフィスビル事業

②ホテル事業 

③ゴルフ事業

④住宅事業 

⑤その他事業

2. 連結財政状態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22年３月期の業績見通し）
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該当事項はありません。 
  

一般債権の貸倒見積高の算定方法について、当第３四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結
会計年度末に算定したものと著しい変化が無いと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等
を使用して貸倒見積高を算定しております。 
  

該当事項はありません。 
  

該当事項はありません。 
  

4. その他

(1) 期中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)

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

①簡便な会計処理

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
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5.【四半期連結財務諸表】 
(1)【四半期連結貸借対照表】 

(単位：千円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,110,071 2,611,907

受取手形及び売掛金 2,979,781 2,702,667

商品及び製品 2,159 2,302

販売用不動産 1,589,714 2,416,361

原材料及び貯蔵品 6,397 5,528

繰延税金資産 98,060 282,631

その他 1,043,377 613,008

貸倒引当金 △119,294 △3,345

流動資産合計 8,710,268 8,631,060

固定資産   

有形固定資産   

信託建物及び信託構築物（純額） 29,660,022 27,635,451

土地 5,139,587 5,118,265

コース勘定 1,489,299 1,489,299

信託土地 70,314,313 68,542,175

その他（純額） 1,403,363 928,091

有形固定資産合計 108,006,586 103,713,282

無形固定資産 4,081,680 4,088,280

投資その他の資産   

投資有価証券 12,270,703 10,894,567

繰延税金資産 1,758 82,597

その他 1,166,675 915,507

貸倒引当金 △31,600 △31,600

投資その他の資産合計 13,407,537 11,861,073

固定資産合計 125,495,803 119,662,636

資産合計 134,206,072 128,293,697

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,701 1,659

短期借入金 12,600,000 17,900,000

1年内返済予定の長期借入金 19,527,600 24,721,100

未払法人税等 161,929 799,856

賞与引当金 25,384 53,588

本社移転損失引当金 25,100 －

その他 2,607,438 2,430,551

流動負債合計 34,950,153 45,906,756

固定負債   

長期借入金 73,574,325 62,647,400

受入敷金保証金 7,894,800 8,648,185

繰延税金負債 1,117,180 －

退職給付引当金 716,083 695,757

役員退職慰労引当金 206,722 173,481

その他 231,862 217,124

固定負債合計 83,740,974 72,381,948

負債合計 118,691,128 118,288,704
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(単位：千円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,350,828 1,567,940

資本剰余金 3,266,234 1,483,346

利益剰余金 8,001,546 7,115,924

株主資本合計 14,618,609 10,167,210

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 950,486 △21,444

繰延ヘッジ損益 △54,152 △140,774

評価・換算差額等合計 896,334 △162,218

純資産合計 15,514,943 10,004,992

負債純資産合計 134,206,072 128,293,697
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(2)【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20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 9,438,176 10,756,849

売上原価 4,754,209 5,556,513

売上総利益 4,683,967 5,200,335

販売費及び一般管理費   

販売手数料 6,566 6,702

広告宣伝費 13,997 35,187

役員報酬 206,976 220,699

給料及び手当 369,610 370,776

賞与引当金繰入額 10,850 10,642

退職給付費用 23,732 25,194

役員退職慰労引当金繰入額 40,300 47,494

その他 472,049 504,810

販売費及び一般管理費合計 1,144,082 1,221,507

営業利益 3,539,884 3,978,828

営業外収益   

受取利息 4,761 1,589

受取配当金 264,832 201,582

匿名組合投資利益 221,660 103,417

その他 21,427 26,403

営業外収益合計 512,681 332,993

営業外費用   

支払利息 1,418,207 1,587,933

その他 14,350 71,590

営業外費用合計 1,432,557 1,659,524

経常利益 2,620,009 2,652,297

特別利益   

投資有価証券売却益 7 150,103

貸倒引当金戻入額 － 3,111

特別利益合計 7 153,215

特別損失   

固定資産除却損 2,468,417 1,240

本社移転損失引当金繰入額 － 25,100

貸倒引当金繰入額 － 119,060

投資有価証券評価損 19,161 －

役員退職慰労金 308 －

その他 0 －

特別損失合計 2,487,887 145,400

税金等調整前四半期純利益 132,129 2,660,112

法人税、住民税及び事業税 1,035,352 326,742

法人税等調整額 △975,574 787,137

法人税等合計 59,777 1,113,880

四半期純利益 72,351 1,546,231
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【第３四半期連結会計期間】 

（単位：千円）

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 3,423,425 4,481,584

売上原価 1,539,731 2,512,896

売上総利益 1,883,693 1,968,687

販売費及び一般管理費   

販売手数料 2,693 2,824

広告宣伝費 4,606 5,590

役員報酬 48,231 53,034

給料及び手当 117,415 115,816

賞与引当金繰入額 10,850 10,642

退職給付費用 7,872 7,480

役員退職慰労引当金繰入額 14,035 16,730

その他 161,721 156,460

販売費及び一般管理費合計 367,426 368,578

営業利益 1,516,267 1,600,108

営業外収益   

受取利息 788 284

受取配当金 51,055 41,977

匿名組合投資利益 29,109 －

その他 7,413 6,245

営業外収益合計 88,365 48,506

営業外費用   

支払利息 487,033 520,830

その他 3,495 3,609

営業外費用合計 490,528 524,440

経常利益 1,114,104 1,124,174

特別利益   

投資有価証券売却益 － 150,103

特別利益合計 － 150,103

特別損失   

固定資産除却損 2,467,059 464

本社移転損失引当金繰入額 － 25,100

貸倒引当金繰入額 － 119,060

投資有価証券評価損 6,831 －

特別損失合計 2,473,890 144,624

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（△）

△1,359,786 1,129,653

法人税、住民税及び事業税 440,358 151,368

法人税等調整額 △998,968 329,431

法人税等合計 △558,610 480,800

四半期純利益又は四半期純損失（△） △801,176 648,853
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31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 132,129 2,660,112

減価償却費 1,058,329 1,292,195

賞与引当金の増減額（△は減少） △25,125 △28,204

退職給付引当金の増減額（△は減少） △21,239 20,326

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 29,509 33,241

貸倒引当金の増減額（△は減少） 597 115,948

本社移転損失引当金の増減額(△は減少) － 25,100

受取利息及び受取配当金 △269,593 △203,172

支払利息 1,418,207 1,587,933

有形固定資産除却損 2,468,417 1,240

投資有価証券売却損益（△は益） △7 △150,103

投資有価証券評価損益（△は益） 19,161 －

株式交付費 － 14,160

売上債権の増減額（△は増加） △175,498 △354,596

たな卸資産の増減額（△は増加） △7,138 825,919

匿名組合出資金の増減額（△は増加） △59,988 1,728

仕入債務の増減額（△は減少） 1,195 1,042

未払費用の増減額（△は減少） △133,483 △568,597

その他 △1,051,516 △754,194

小計 3,383,956 4,520,082

利息及び配当金の受取額 269,687 203,183

利息の支払額 △1,396,943 △1,509,582

法人税等の支払額 △1,220,307 △1,004,752

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,036,393 2,208,930

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 △3,109,402 △5,383,079

無形固定資産の取得による支出 △14,491 －

投資有価証券の取得による支出 △442,469 －

投資有価証券の売却による収入 138 370,651

貸付金の回収による収入 5,870 3,938

貸付けによる支出 △1,725 △6,730

その他 8,845 1,004

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,553,234 △5,014,215

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） 3,115,000 △5,300,000

長期借入れによる収入 4,190,000 30,500,000

長期借入金の返済による支出 △3,299,500 △24,766,575

配当金の支払額 △254,550 △655,911

株式の発行による収入 － 3,551,616

リース債務の返済による支出 △916 △25,681

財務活動によるキャッシュ・フロー 3,750,033 3,303,448

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,233,192 498,163

現金及び現金同等物の期首残高 1,649,105 2,611,907

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,882,298 3,110,071

常和ホールディングス㈱　(3258)　平成22年３月期　第３四半期決算短信

―　10　―



当第３四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日) 

 該当事項はありません。 

  

【事業の種類別セグメント情報】 

前第３四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日) 

 
(注) １ 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業の主な内容 

 (1) オフィスビル事業・・・・・・・・・・オフィスビル等の賃貸・運営 

 (2) ホテル事業・・・・・・・・・・・・・ビジネスホテルの運営・管理 

 (3) ゴルフ事業・・・・・・・・・・・・・ゴルフコースの運営・管理 

 (4) 住宅事業・・・・・・・・・・・・・・住宅の賃貸、管理、仲介及び宅地分譲等 

 (5) その他事業・・・・・・・・・・・・・貸金業等 

  

当第３四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日) 
 

(注) １ 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業の主な内容 

 (1) オフィスビル事業・・・・・・・・・・オフィスビル等の賃貸・運営 

 (2) ホテル事業・・・・・・・・・・・・・ビジネスホテルの運営・管理 

 (3) ゴルフ事業・・・・・・・・・・・・・ゴルフコースの運営・管理 

 (4) 住宅事業・・・・・・・・・・・・・・住宅の賃貸、管理、仲介及び宅地分譲等 

 (5) その他事業・・・・・・・・・・・・・貸金業等 

  

当社は、東京証券取引所市場第二部上場にあたり、平成21年６月22日を払込期日とする公募増資を実
施し、また当該公募増資に伴うオーバーアロットメントによる株式売出しに関連し、平成21年７月23日
を払込期日とする第三者割当増資を実施いたしました。この結果、当第３四半期連結累計期間におい
て、資本金が1,782百万円、資本準備金が1,782百万円増加し、当第３四半期連結累計期間末における資
本金が3,350百万円、資本剰余金が3,266百万円となっております。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

オフィス 
ビル事業 
(千円)

ホテル
事業 
(千円)

ゴルフ
事業 
(千円)

住宅事業
(千円)

その他
事業 
(千円)

計 
(千円)

消去又は 
全社 
(千円)

連結
(千円)

売上高

(1) 外部顧客に 
  対する売上高

6,768,359 1,916,240 632,239 118,104 3,232 9,438,176 ― 9,438,176

(2) セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

5,035 ― ― ― 228,258 233,294 (233,294) ―

計 6,773,395 1,916,240 632,239 118,104 231,491 9,671,471 (233,294) 9,438,176

営業利益 3,328,179 504,889 100,364 26,887 2,499 3,962,820 (422,935) 3,539,884

オフィス 
ビル事業 
(千円)

ホテル
事業 
(千円)

ゴルフ
事業 
(千円)

住宅事業
(千円)

その他
事業 
(千円)

計 
(千円)

消去又は 
全社 
(千円)

連結
(千円)

売上高

(1) 外部顧客に 
  対する売上高

6,893,002 2,105,156 599,461 1,158,936 291 10,756,849 ― 10,756,849

(2) セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

― ― ― ― 241,713 241,713 (241,713) ―

計 6,893,002 2,105,156 599,461 1,158,936 242,004 10,998,562 (241,713) 10,756,849

営業利益 3,864,233 258,054 87,213 236,561 48,203 4,494,266 (515,437) 3,978,828

(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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