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1.  平成23年12月期第1四半期の連結業績（平成23年1月1日～平成23年3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 ％

23年12月期第1四半期 1,348 0.3 82 32.1 76 25.6 43 △20.0
22年12月期第1四半期 1,344 △2.0 62 493.4 60 643.8 54 85.0

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

23年12月期第1四半期 2.90 ―
22年12月期第1四半期 3.62 ―

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

23年12月期第1四半期 6,963 3,676 51.8 240.20
22年12月期 6,869 3,748 53.6 245.07

（参考） 自己資本   23年12月期第1四半期  3,605百万円 22年12月期  3,678百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  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

22年12月期 ― 0.00 ― 8.00 8.00
23年12月期 ―
23年12月期 

（予想）
0.00 ― 8.00 8.00

3.  平成23年12月期の連結業績予想（平成23年1月1日～平成23年12月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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)

2,872 7.6 161 88.5 144 61.5 101 14.1 6.78

通期 5,747 4.8 242 48.9 209 23.0 146 9.7 9.78



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）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の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
示方法等の変更の有無となります。 

(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 
 本資料に掲載されている業績予想につきましては、現時点において入手可能な情報及び将来の経済環境予想等の前提に基づいて作成したものであり、
実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と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、(添付資料)３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 （詳細は、【添付資料】P.４「その他」をご覧ください。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年12月期1Q 19,898,450株 22年12月期  19,898,450株
② 期末自己株式数 23年12月期1Q  4,889,339株 22年12月期  4,887,253株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年12月期1Q  15,010,040株 22年12月期1Q  15,012,795株
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当第１四半期連結会計期間（平成23年１月１日～平成23年３月31日）におけるわが国経済は、昨年秋

以降の円高の進行やデフレ等による足踏み状態から、輸出の回復や個人消費の持ち直し等で回復傾向に

ありましたが、３月11日に東日本大震災が発生し、先行きの不透明感が増しております。 

こうした中、国土交通省から発表された公示地価によれば、依然として地価の下落は続いているもの

の全国的に下落幅は縮小し、京阪神地区については一部地域では下落基調からの転換の動きも見受けら

れます。 

不動産流通業界におきましては、フラット35S等の政策支援が下支えとなり低価格帯の流通物件を中

心に堅調に推移し、市況全体についても緩やかな回復傾向にありましたが、今般の大震災の影響で、住

宅設備機器が部品不足等で納品の遅延や出荷停止になる事態も発生しており、住宅市況へも大きな影響

を及ぼすことは避けられず、弱含みで推移していくことが予想されます。 

このような事業環境のもと、当社グループでは、安心・安全な長期優良住宅の販売、売買仲介では値

ごろ感のある物件を中心にリフォーム・リノベーションの提案を心がけ、賃貸仲介、管理等を含めた不

動産に関するトータルサービスの提供に取り組んでまいりました。また、2月には安定した賃料収入を

得るために、収益用のマンションを取得いたしました。 

その結果、当第１四半期連結会計期間における当社グループの売上高は1,348百万円（前年同期比

0.3％増加）、営業利益は82百万円（同32.1％増加）、経常利益は76百万円（同25.6％増加）、四半期

純利益については資産除去債務適用影響額及び投資有価証券評価損合計で25百万円計上したことによ

り、43百万円（同20.0％減少）となりました。 

 
  

当第１四半期連結会計期間末における流動資産の残高は2,866百万円となり、前連結会計年度末と

比較して149百万円減少しました。その主な要因は、販売用不動産が100百万円増加したものの、収益

用賃貸不動産の購入及び配当金の支払い等により現金及び預金が266百万円減少したこと等によるも

のであります。 

当第１四半期連結会計期間末における固定資産の残高は4,095百万円となり、前連結会計年度末と

比較して243百万円増加しました。その主な要因は、収益用賃貸不動産の取得等により有形固定資産

が269百万円増加したこと等によるものであります。 

1. 当四半期の連結業績等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)

前第１四半期 
(自 平成22年１月１日  
 至 平成22年３月31日)

当第１四半期
(自 平成23年１月１日  
 至 平成23年３月31日)

前年同期比

増減 増減率

売上高 1,344 1,348 4 0.3％

営業利益 62 82 19 32.1％

経常利益 60 76 15 25.6％

四半期純利益 54 43 △10 △20.0％

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

①資産、負債、純資産の状況

（流動資産）

（固定資産）
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当第１四半期連結会計期間末における流動負債の残高は2,528百万円となり、前連結会計年度末と

比較して178百万円増加しました。その主な要因は、短期借入金が100百万円、賞与引当金が60百万円

増加したこと等によるものであります。 

当第１四半期連結会計期間末における固定負債の残高は759百万円となり、前連結会計年度末と比

較して12百万円減少しました。その主な要因は、役員退職慰労引当金が11百万円減少したこと等によ

るものであります。 

当第１四半期連結会計期間末における純資産の残高は3,676百万円となり、前連結会計年度末と比

較して72百万円減少しました。その主な要因は、四半期純利益を43百万円計上したものの、配当金を

120百万円計上したことにより、利益剰余金が76百万円減少したこと等によるものであります。 

  

当第１四半期連結会計期間末（平成23年３月31日現在）における現金及び現金同等物残高は2,219

百万円となり、前連結会計年度末の2,485百万円より266百万円の減少となりました。各キャッシュ・

フローの状況は次のとおりであります。 

営業活動によるキャッシュ・フローの状況につきましては、税金等調整前四半期純利益が50百万

円、たな卸資産の増加が84百万円、仕入債務の増加が17百万円、賞与引当金の増加が60百万円あった

こと等により48百万円の増加（前第１四半期連結会計期間は335百万円の減少）となりました。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形・無形固定資産の取得による支出が305百万円あった

ことにより、305百万円の減少（前第１四半期連結会計期間は147百万円の増加）となりました。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払いが109百万円、短期借入金の増加が100百万

円あったこと等により、９百万円の減少（前第１四半期連結会計期間は109百万円の減少）となりま

した。 

  

現時点においては、平成23年２月14日の決算発表時の業績予想を変更いたしません。 

  

  

（流動負債）

（固定負債）

（純資産）

②キャッシュ・フローの状況

(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。 

  

当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率の算定において、当第１四半期連結会計期間末の貸倒実

績率が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認められるため、前連結会計年度末の

貸倒実績率を使用して貸倒見積高を算定しております。 

  

一部の経過勘定項目の算定については、合理的な算定方法による概算額で計上する方法によってお

ります。 

  

当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20

年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成

20年３月31日）を適用しております。 

なお、資産除去債務の負債計上及び対応する除去費用の資産計上に代えて、賃貸借契約に関連する敷

金の回収が 終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当第１四半期連結会計期

間の負担に属する金額を費用に計上する方法によっております。 

これにより、営業利益及び経常利益はそれぞれ301千円減少し、税金等調整前四半期純利益は19,246

千円減少しております。また、当会計基準等の適用開始により「敷金及び保証金」が19,246千円減少し

ております。 

  

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づき財務諸表

等規則等の一部を改正する内閣府令（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の適用に伴い、当第１四

半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目を表示しております。 

  

  

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

①一般債権の貸倒見積高の算定方法

②経過勘定項目の算定方法

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

①「資産除去債務に関する会計基準」等の適用

② 表示方法の変更

（四半期連結損益計算書関係）
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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）

当第１四半期連結会計期間末
(平成23年３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22年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,289,074 2,555,524

営業未収入金 232,700 230,658

完成工事未収入金 63,621 46,788

販売用不動産 207,454 106,992

その他 74,679 76,654

貸倒引当金 △794 △753

流動資産合計 2,866,736 3,015,864

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 827,816 643,971

土地 1,919,645 1,832,119

その他（純額） 18,858 21,062

有形固定資産合計 2,766,319 2,497,152

無形固定資産 100,975 103,786

投資その他の資産

投資有価証券 73,528 77,297

敷金及び保証金 855,453 874,798

長期預金 300,000 300,000

その他 1,269 1,388

貸倒引当金 △2,000 △2,000

投資その他の資産合計 1,228,251 1,251,484

固定資産合計 4,095,547 3,852,424

繰延資産

社債発行費 1,313 1,517

繰延資産合計 1,313 1,517

資産合計 6,963,596 6,869,806

負債の部

流動負債

工事未払金 146,324 133,197

短期借入金 1,500,000 1,400,000

未払法人税等 11,514 24,386

預り金 530,167 531,145

賞与引当金 80,770 20,629

役員賞与引当金 5,250 15,750

その他 254,184 224,354

流動負債合計 2,528,210 2,349,464
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成23年３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22年12月31日)

固定負債

社債 200,000 200,000

退職給付引当金 413,926 417,212

役員退職慰労引当金 56,670 68,000

長期預り金 88,191 86,066

繰延税金負債 590 942

固定負債合計 759,378 772,222

負債合計 3,287,589 3,121,686

純資産の部

株主資本

資本金 1,568,500 1,568,500

資本剰余金 1,726,730 1,726,730

利益剰余金 1,774,430 1,851,058

自己株式 △1,460,083 △1,459,730

株主資本合計 3,609,577 3,686,558

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △4,386 △7,748

評価・換算差額等合計 △4,386 △7,748

少数株主持分 70,817 69,310

純資産合計 3,676,007 3,748,120

負債純資産合計 6,963,596 6,869,806
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(2) 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22年１月１日
至 平成22年３月31日)

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

売上高 1,344,726 1,348,844

売上原価 442,004 444,417

売上総利益 902,721 904,427

販売費及び一般管理費 840,590 822,345

営業利益 62,131 82,082

営業外収益

受取利息 1,440 1,164

雑収入 4,288 539

営業外収益合計 5,728 1,703

営業外費用

支払利息 5,960 6,121

雑損失 1,029 1,200

営業外費用合計 6,990 7,322

経常利益 60,870 76,463

特別損失

固定資産除却損 289 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 18,945

投資有価証券評価損 － 6,784

特別損失合計 289 25,729

税金等調整前四半期純利益 60,581 50,733

法人税、住民税及び事業税 4,302 5,721

法人税等合計 4,302 5,721

少数株主損益調整前四半期純利益 － 45,012

少数株主利益 1,981 1,551

四半期純利益 54,296 43,461
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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１四半期連結累計期間
(自 平成22年１月１日
至 平成22年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年１月１日
至 平成23年３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 60,581 50,733

減価償却費 16,105 17,428

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 18,945

社債発行費償却 199 203

貸倒引当金の増減額（△は減少） 212 41

賞与引当金の増減額（△は減少） 59,031 60,141

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △9,000 △10,500

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,202 △3,286

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △8,550 △11,330

受取利息及び受取配当金 △1,440 △1,164

支払利息 5,960 6,121

有形固定資産除却損 289 －

投資有価証券評価損益（△は益） － 6,784

売上債権の増減額（△は増加） △98,507 △18,875

たな卸資産の増減額（△は増加） △372,828 △84,598

仕入債務の増減額（△は減少） △298 17,275

預り金の増減額（△は減少） 17,092 △978

長期預り金の増減額（△は減少） 12,024 2,125

その他の流動資産の増減額（△は増加） △12,503 3,258

その他の流動負債の増減額（△は減少） 15,008 19,548

敷金及び保証金の増減額（△は増加） 3,401 354

長期前払費用の増減額（△は増加） 216 119

その他 △2,972 △3,604

小計 △314,775 68,741

利息及び配当金の受取額 903 719

利息の支払額 △5,723 △5,942

法人税等の支払額 △15,633 △15,221

営業活動によるキャッシュ・フロー △335,228 48,297

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △120,000 △20,000

定期預金の払戻による収入 320,000 20,000

有形固定資産の取得による支出 △17,817 △296,614

無形固定資産の取得による支出 △34,505 △8,675

投資活動によるキャッシュ・フロー 147,677 △305,289
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（単位：千円）

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

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

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） － 100,000

自己株式の取得による支出 △112 △353

配当金の支払額 △109,439 △109,054

少数株主への配当金の支払額 △50 △50

財務活動によるキャッシュ・フロー △109,601 △9,457

現金及び現金同等物に係る換算差額 － －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △297,152 △266,449

現金及び現金同等物の期首残高 2,706,783 2,485,524

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,409,630 2,219,074
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該当事項はありません。 

  

  

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

  

 
(注) １ 事業区分の方法 

売上集計区分によっております。 

２ 各事業の主要な内容 

不動産売上：不動産の買取り販売業務及び建売分譲業務 

不動産賃貸収入：不動産の賃貸業務 

工事売上：増改築請負業務及び建築請負業務 

不動産管理収入：不動産の管理業務 

受取手数料：不動産売買・賃貸取引の仲介業務及び不動産取引における関連業務 

  

  

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

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

  

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

海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

不動産売上 
 (千円)

不動産 
 賃貸収入 
 (千円)

工事売上 
 (千円)

不動産 
 管理収入 
 (千円)

受取手数料 
 (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

109,470 93,057 333,171 113,802 695,224 1,344,726 ─ 1,344,726

 (2) セグメント間の 
    内部売上高又は 
    振替高

─ 2,430 ─ 234 3,734 6,399 (6,399) ─

計 109,470 95,487 333,171 114,037 698,959 1,351,125 (6,399) 1,344,726

営業利益 4,394 748 9,625 14,791 116,722 146,283 (84,152) 62,131

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕
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１  報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締

役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために定期的に検討を行う対象となっているものであり

ます。 

当社グループは、営業所及び連結子会社を拠点として事業活動を行っており、事業の内容、役務の提供

方法並びに類似性に基づき事業を集約し「不動産売上」「不動産賃貸収入」「工事売上」「不動産管理収

入」「受取手数料」の５つを報告セグメントとしております。 

  

各事業の主要な業務は以下の通りです。 

不動産売上：不動産の買取り販売業務及び建売分譲業務 

不動産賃貸収入：不動産の賃貸業務 

工事売上：増改築請負業務及び建築請負業務 

不動産管理収入：不動産の管理業務 

受取手数料：不動産売買・賃貸取引の仲介業務及び不動産取引における関連業務 

  

２  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 

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

  

 
(注) １ セグメント利益の調整額△73,263千円には、セグメント間取引消去6,290千円、各セグメントに配分してい

ない全社費用73,263千円が含まれております。全社費用は、主に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。 

３ 所有目的の変更により、有形固定資産の一部を販売用不動産に振替いたしました。この変更に伴うセグメン

ト利益に与える影響は軽微であります。 

  

３  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 

該当事項はありません。 

  

(追加情報) 

当第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号  平

【セグメント情報】

(単位：千円)

報告セグメント
調整額

(注) １

四半期連
結損益計
算書計上

額

(注) ２

不動産売
上

不動産賃
貸収入

工事売上
不動産管
理収入

受取手数
料

計

売上高

  外部顧客への売上高 124,315 101,145 313,395 113,703 696,286 1,348,844 ─ 1,348,844

  セグメント間の 
 内部売上高又は 
 振替高

─ 2,070 370 343 4,220 7,005 (7,005) ─

計 124,315 103,215 313,766 114,046 700,507 1,355,850 (7,005) 1,348,844

セグメント利益 5,710 12,306 8,105 14,057 115,164 155,345 (73,263) 82,082
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成21年３月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第

20号  平成20年３月21日)を適用しております。 

  

  

該当事項はありません。 

  

  

(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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