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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20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 ％

21年3月期第1四半期 8,589 ― 121 ― 177 ― 61 ―

20年3月期第1四半期 8,496 ― 73 ― 125 ― 45 ―

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

21年3月期第1四半期 4.47 ―

20年3月期第1四半期 3.34 ―

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

21年3月期第1四半期 28,334 15,564 54.6 1,125.92
20年3月期 31,103 16,138 51.6 1,168.20

（参考） 自己資本  21年3月期第1四半期  15,457百万円 20年3月期  16,038百万円

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  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― ― ― 46.00 46.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 77.00 77.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率） 

（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

第2四半期連結累計期間 17,860 4.5 660 121.6 820 78.0 320 258.2 23.31
通期 38,000 5.0 2,850 31.0 3,250 32.6 1,570 66.3 114.36

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３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。  

(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） 

（注）詳細は３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

＊ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．平成20年５月23日発表の通期連結業績の修正は行っておりません 
２．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。 
３．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指  針
第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

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） 21年3月期第1四半期 13,740,173株 20年3月期 13,740,173株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期 11,233株 20年3月期 11,233株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期 13,728,940株 20年3月期第1四半期 13,728,940株
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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１四半期におけるわが国経済は、原油・原材料価格が上昇する中、景気減速の様相を強めました。企業収益は

弱含んでおり、設備投資や個人消費が伸び悩んでおります。先行きについても、海外経済や国際金融市場の動向に影

響されつつ、当面の間は景気の減速が続くとみられています。

　住宅投資についても貸家の新設住宅着工戸数は前年同月比減少が続いており回復は低い水準にとどまっています。

　こうした経済状況の下、当社グループは各営業店の利益性の向上を図り経費削減を含めた直営拠点の充実に努めま

した。

　この結果、当第１四半期の業績は前期に利益性の低い店舗を退店したことにより仲介手数料収入が伸び悩んだもの

の、更新仲介手数料・リフォーム売上・集金管理手数料が順調な伸びを示した事により売上高は8,589百万円となりま

した。利益の面におきましては経費の削減を含めた各営業店の利益性の向上により、営業利益121百万円、経常利益

177百万円、四半期純利益61百万円となりました。

　前年同期と比較し増収増益を実現することができましたが、なお一層の企業努力が必要と考えております。

　なお、当社グループの営業形態として賃貸入居需要の繁忙期である１月から３月に賃貸仲介件数が増加することか

ら、業績は季節的に変動し、売上高・利益ともに上期より下期、特に第4四半期の割合が大きくなる傾向があります。

２．連結財政状態に関する定性的情報

(1) 資産、負債及び純資産の状況

　当第１四半期における総資産は、前連結会計年度末に比べ2,769百万減少し、28,334百万円となりました。これは主

として現金及び預金が2,291百万円及び営業未収入金が345百万円減少したことによるものであります。

　なお、連結経営成績と同様に当社グループの営業形態として、賃貸入居需要の繁忙期である１月から３月に取引高

が増加することから、連結会計年度末に流動資産、流動負債が一時的に大幅に積み上がる傾向にあります。

　負債は、前連結会計年度末に比べ2,194百万円減少し、12,770百万円となりました。これは主として営業未払金が

455百万円減少したこと及び、未払法人税等939百万円、営業預り金463百万円、賞与引当金483百万円が減少したこと

によるものであります。

　純資産は、前連結会計年度末に比べ574百万円減少し、15,564百万円となりました。これは、主として利益剰余金が

減少したことによるものであります。

(2) キャッシュ・フローの状況

　当第１四半期連結会計期間における現金及び現金同等物の残高は10,841百万円となり、前連結会計年度末と比較し

て2,291百万円の減少となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果使用した資金は、1,741百万円となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益の計上が143百

万円となりましたが、法人税等の支払973百万円、仕入債務の減少455百万円及び営業預り金の減少465百万円によるも

のであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果使用した資金は、42百万円となりました。これは主に有形固定資産の取得55百万円によるものであ

ります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果使用した資金は、493百万円となりました。これは主に配当金の支払によるものであります。

３．連結業績予想に関する定性的情報

　業績は計画通り推移しており、通期の業績につきましては平成20年５月23日に公表いたしました業績予想に変更は

ありません。
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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）

　当該事項はありません。

（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

　①一般債権の貸倒見積高の算定方法

　　当第１四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ないと認め

られるため、前連結会計年度決算において算定した貸倒実績率等の合理的な基準を使用して一般債権の貸倒見

積高を算定する方法によっております。

　②固定資産の減価償却費の算定方法

　　減価償却の方法として定率法を採用している固定資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期

間按分して算定する方法によっております。

（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

　当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関

する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表

規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。
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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：百万円）

当第１四半期連結会計期間末 
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 10,841 13,132 

営業未収入金 930 1,275 

有価証券 951 950 

貯蔵品 94 101 

前払費用 485 455 

繰延税金資産 524 572 

その他 366 434 

貸倒引当金 △40 △54 

流動資産合計 14,153 16,868 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,089 3,143 

土地 3,138 3,131 

その他（純額） 312 328 

有形固定資産合計 6,540 6,603 

無形固定資産   

のれん 74 76 

その他 868 888 

無形固定資産合計 942 964 

投資その他の資産   

投資有価証券 2,765 2,747 

差入保証金 2,821 2,824 

繰延税金資産 450 426 

その他 819 842 

貸倒引当金 △160 △174 

投資その他の資産合計 6,696 6,666 

固定資産合計 14,179 14,234 

繰延資産   

創立費 0 0 

繰延資産合計 0 0 

資産合計 28,334 31,103 
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末 
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

営業未払金 682 1,138 

短期借入金 1 2 

未払法人税等 86 1,025 

賞与引当金 532 1,015 

預り金 8,768 9,232 

その他 1,574 1,394 

流動負債合計 11,646 13,808 

固定負債   

長期借入金 9 8 

退職給付引当金 940 970 

受入保証金 174 177 

固定負債合計 1,124 1,156 

負債合計 12,770 14,965 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,622 2,622 

資本剰余金 2,831 2,831 

利益剰余金 9,988 10,558 

自己株式 △9 △9 

株主資本合計 15,431 16,002 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 10 4 

為替換算調整勘定 15 31 

評価・換算差額等合計 25 36 

少数株主持分 106 100 

純資産合計 15,564 16,138 

負債純資産合計 28,334 31,103 

㈱エイブル(8872)平成21年３月期第１四半期決算短信

- 5 -



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

売上高 8,589 

売上原価 2,162 

売上総利益 6,427 

販売費及び一般管理費 6,305 

営業利益 121 

営業外収益  

受取利息 6 

不動産賃貸料 43 

持分法による投資利益 1 

為替差益 2 

その他 35 

営業外収益合計 89 

営業外費用  

支払利息 0 

賃貸収入原価 11 

事務所移転費用 8 

その他 13 

営業外費用合計 33 

経常利益 177 

特別損失  

固定資産除却損 22 

前期損益修正損 12 

特別損失合計 34 

税金等調整前四半期純利益 143 

法人税、住民税及び事業税 54 

法人税等調整額 21 

法人税等合計 75 

少数株主利益 6 

四半期純利益 61 
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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）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20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 143 

減価償却費 133 

のれん償却額 2 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △27 

賞与引当金の増減額（△は減少） △483 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △30 

受取利息及び受取配当金 △6 

支払利息 0 

為替差損益（△は益） △2 

持分法による投資損益（△は益） △1 

有形固定資産除却損 22 

営業債権の増減額（△は増加） 345 

貯蔵品の増減額（△は増加） 6 

仕入債務の増減額（△は減少） △455 

未払金の増減額（△は減少） 73 

預り金の増減額（△は減少） △465 

その他 △21 

小計 △766 

利息及び配当金の受取額 0 

利息の支払額 △0 

法人税等の支払額 △973 

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,741 

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 △55 

投資有価証券の取得による支出 △4 

長期前払費用の取得による支出 △13 

差入保証金の差入による支出 △24 

差入保証金の回収による収入 56 

投資活動によるキャッシュ・フロー △42 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入れによる収入 0 

長期借入金の返済による支出 △0 

配当金の支払額 △493 

財務活動によるキャッシュ・フロー △493 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △14 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,291 

現金及び現金同等物の期首残高 13,132 

現金及び現金同等物の四半期末残高 10,841 
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　当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結財務諸表を作成しております。

（４）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（５）セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

当第１四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日）

 
仲介事業
(百万円)

管理事業
(百万円)

ＮＷ事業
(百万円)

パーキン
グ事業
(百万円)

その他事
業
(百万円)

計
(百万円)

消去又は
全社
(百万円)

連結
(百万円)

売上高         

(1）外部顧客に対す

る売上高
6,556 1,613 170 140 108 8,589 － 8,589

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高

－ － － － － － － －

計 6,556 1,613 170 140 108 8,589 － 8,589

営業利益（又は営業損

失）
82 315 56 △5 20 469 (△347) 121

　（注）１．事業区分の方法

事業は内部管理上採用している区分によっております。

２．各区分の主要な事業の内容

（1）仲介事業 ・・・・・・ 不動産の仲介及び不動産の仲介に附帯する業務

（2）管理事業 ・・・・・・ 不動産の集金管理及び保守管理業務

（3）ＮＷ事業 ・・・・・・ フランチャイズ業務

（4）パーキング事業 ・・・ 時間貸駐車場の管理・運営業務

（5）その他事業 ・・・・・ コンサルティング、リース業務等

ｂ．所在地別セグメント情報

　当第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年６月30日）

　本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報の

記載を省略しております。

ｃ．海外売上高

　当第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年６月30日）　

　海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　該当事項はありません。
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「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期連結損益計算書

科目

前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

金額（百万円）

Ⅰ　売上高 8,496

Ⅱ　売上原価 2,039

売上総利益 6,456

Ⅲ　販売費及び一般管理費 6,383

営業利益 73

Ⅳ　営業外収益 88

Ⅴ　営業外費用 35

経常利益 125

Ⅵ　特別利益 －

Ⅶ　特別損失 32

税金等調整前四半期純利益 93

税金費用 47

四半期純利益 45
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