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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9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2四半期 16,938 ― 220 ― 320 ― 62 ―

20年3月期第2四半期 17,083 6.5 297 ― 460 133.8 89 ―

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2四半期 4.57 ―

20年3月期第2四半期 6.51 ―

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2四半期 28,555 15,581 54.2 1,126.79
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2四半期  15,469百万円 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  有  
 

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） ――― ――― ― 32.00 32.00

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  有  
 

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 35,400 △2.2 1,410 △35.2 1,660 △32.3 650 △31.2 47.35

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日に公表いたしました平成21年３月期の連結業績予想及び配当予想につきましては、本資料において修正しております。詳細は平成20年11月７日に
別途公表いたしました「業績予想の修正ならびに平成21年３月期配当予想修正に関するお知らせ」をご参照ください。 
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2四半期 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2四半期 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2四半期 13,728,940株 20年3月期第2四半期 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２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、原油・原材料価格の上昇等により景気減速の様相が強まるなか、

海外経済減速に伴い輸出増加の勢いが鈍化し停滞局面を迎えています。企業収益も減少傾向を示しており、設備投資

が減少し始め、また個人消費も伸び悩んでいます。先行きにつきましても、当面の間、景気停滞を続ける可能性が高

いとみられています。

　不動産業界においても、平成20年都道府県地価調査によると、地価は、三大都市圏で3年連続の上昇を示したものの、

その上昇幅は大きく縮小しており、地価持ち直し傾向にも陰りが見られました。また、貸家の新設住宅着工戸数は、

改正建築基準法改正前に比べて回復が低い水準にとどまっており、これは特に、東京・愛知・大阪における当社仲介

実績にマイナスの影響を与えたと考えられます。

　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

したが、しかしながら、当第２四半期連結累計期間の業績は景気の停滞による賃貸住宅の借り換え意欲の減退等によ

り売上高は16,938百万円となりました。これにより、営業利益220百万円、経常利益320百万円、四半期純利益62百万

円となりました。

　主な事業の種類別セグメントの業績は次のとおりです。

　（仲介事業）

　景気先行きの不透明感を背景とした消費者の購入意欲の低下と金融市場の信用収縮による金融機関の不動産向け

融資姿勢の厳格化等厳しさの増す状況が続いており、売上高12,848百万円、営業損失9百万円となりました。

　（管理事業）

　不動産の集金及び保守管理業務というストック事業であり、管理物件数の増加により売上高3,232百万円、営業利

益618百万円となりました。

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２四半期末における総資産は、前連結会計年度末に比べ2,548百万減少し、28,555百万円となりました。これは

主として現金及び預金が1,931百万円及び営業未収入金が353百万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1,991百万円減少し、12,974百万円となりました。これは主として営業未払金が

445百万円減少したこと及び、未払法人税等808百万円、営業預り金414百万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556百万円減少し、15,581百万円となりました。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11,201百万円となり、前連結会計年度末と比較して

1,931百万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、1,169百万円となりました。これは主に、収入として税金等調整前四半期純利益

の計上が245百万円、営業債権の減少353百万円となりましたが、支出として法人税等の支払974百万円、仕入債務の

減少445百万円及び営業預り金の減少386百万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、117百万円となりました。これは主に有形及び無形固定資産の取得118百万円に

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、631百万円となりました。これは主に配当金の支払によるものであります。
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３．連結業績予想に関する定性的情報

　今後の見通しにつきましては、世界経済の減速と欧米における金融危機の深刻化等、景気は当面停滞するものと考

えられ、賃貸仲介事業におきましては賃貸住宅の借り替え意欲の減退が更に顕著となると思われる事、また、新設住

宅着工戸数が低調に推移しており、当社を取り巻く経営環境は非常に厳しい状況が続くものと予想されます。

　このような経営環境の下、第２四半期決算の業績及び今後の業界予想などを踏まえて、平成20年５月23日に公表い

たしました平成21年３月期の通期業績予想（連結・個別）及び配当予想を修正いたしました。

　詳細は平成20年11月７日に別途公表いたしました「業績予想の修正ならびに平成21年３月期配当予想修正に関する

お知らせ」をご参照ください。

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）

　該当事項はありません。

（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。

㈱エイブル(8872)平成21年３月期第２四半期決算短信
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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２四半期連結会計期間末 
(平成20年９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 11,201 13,132 

営業未収入金 922 1,275 

有価証券 953 950 

貯蔵品 104 101 

前払費用 415 455 

繰延税金資産 530 572 

その他 489 434 

貸倒引当金 △43 △54 

流動資産合計 14,572 16,868 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,039 3,143 

土地 3,138 3,131 

その他（純額） 300 328 

有形固定資産合計 6,478 6,603 

無形固定資産   

のれん 72 76 

その他 843 888 

無形固定資産合計 915 964 

投資その他の資産   

投資有価証券 2,752 2,747 

差入保証金 2,713 2,824 

繰延税金資産 461 426 

その他 805 842 

貸倒引当金 △145 △174 

投資その他の資産合計 6,587 6,666 

固定資産合計 13,982 14,234 

繰延資産   

創立費 0 0 

繰延資産合計 0 0 

資産合計 28,555 31,103 
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末 
(平成20年９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 692 1,138 

短期借入金 2 2 

未払法人税等 217 1,025 

賞与引当金 1,068 1,015 

預り金 8,818 9,232 

その他 1,075 1,394 

流動負債合計 11,873 13,808 

固定負債   

長期借入金 7 8 

退職給付引当金 916 970 

受入保証金 176 177 

固定負債合計 1,100 1,156 

負債合計 12,974 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 9,989 10,558 

自己株式 △9 △9 

株主資本合計 15,433 16,002 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 7 4 

為替換算調整勘定 28 31 

評価・換算差額等合計 36 36 

少数株主持分 111 100 

純資産合計 15,581 16,138 

負債純資産合計 28,555 31,103 

㈱エイブル(8872)平成21年３月期第２四半期決算短信

- 5 -



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 16,938 

売上原価 4,116 

売上総利益 12,822 

販売費及び一般管理費 12,601 

営業利益 220 

営業外収益  

受取利息 12 

受取配当金 2 

不動産賃貸料 87 

債務勘定整理益 30 

その他 64 

営業外収益合計 196 

営業外費用  

支払利息 2 

賃貸収入原価 22 

事務所移転費用 24 

為替差損 9 

持分法による投資損失 9 

その他 27 

営業外費用合計 96 

経常利益 320 

特別損失  

固定資産除却損 62 

前期損益修正損 12 

特別損失合計 74 

税金等調整前四半期純利益 245 

法人税、住民税及び事業税 165 

法人税等調整額 5 

法人税等合計 171 

少数株主利益 11 

四半期純利益 62 

㈱エイブル(8872)平成21年３月期第２四半期決算短信
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９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 245 

減価償却費 272 

のれん償却額 4 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △39 

賞与引当金の増減額（△は減少） 52 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △54 

受取利息及び受取配当金 △14 

支払利息 2 

持分法による投資損益（△は益） 9 

有形固定資産除却損 62 

債務勘定整理益 △30 

営業債権の増減額（△は増加） 353 

貯蔵品の増減額（△は増加） △3 

その他の流動資産の増減額（△は増加） 56 

仕入債務の増減額（△は減少） △445 

未払金の増減額（△は減少） △45 

預り金の増減額（△は減少） △386 

その他 △235 

小計 △194 

利息及び配当金の受取額 2 

利息の支払額 △2 

法人税等の支払額 △974 

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,169 

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 △118 

有形固定資産の売却による収入 0 

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 △38 

差入保証金の差入による支出 △59 

差入保証金の回収による収入 103 

その他 0 

投資活動によるキャッシュ・フロー △117 

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 △1 

配当金の支払額 △631 

財務活動によるキャッシュ・フロー △631 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △13 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,931 
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（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

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 11,201 
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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

〔事業の種類別セグメント情報〕

当第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年９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
12,848 3,232 342 292 222 16,938 － 16,938

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高

－ － － － － － － －

計 12,848 3,232 342 292 222 16,938 － 16,938

営業利益（又は営業損

失）
△9 618 113 △9 57 770 (△550) 220

　（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

〔所在地別セグメント情報〕

　当第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年９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。

〔海外売上高〕

　当第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年９月30日）

　　海外売上高が連結売上高の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」

前年同四半期に係る財務諸表

（１）中間連結損益計算書

前中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

区分 金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高  17,083 100.0

Ⅱ　売上原価  3,941 23.1

売上総利益  13,142 76.9

Ⅲ　販売費及び一般管理費  12,844 75.2

営業利益  297 1.7

Ⅳ　営業外収益    

１．受取利息 14   

２．受取配当金 2   

３．不動産賃貸収入 86   

４．長期預り金振替益 33   

５．持分法による投資利益 3   

６．その他 106 246 1.4

Ⅴ　営業外費用    

１．支払利息 1   

２．不動産賃貸原価 22   

３．契約違約金 2   

４．店舗等解約原状回復費 41   

５．その他 16 83 0.4

経常利益  460 2.7

Ⅵ　特別利益    

１．固定資産売却益 0 0 0.0

Ⅶ　特別損失    

１．固定資産除却損 109 109 0.6

税金等調整前中間純利益  352 2.1

法人税、住民税及び事業税 200   

法人税等調整額 49 250 1.5

少数株主利益  12 0.1

中間純利益  89 0.5
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（２）中間連結キャッシュ・フロー計算書

前中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

区分 金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・
フロー

税金等調整前中間純利益 352

減価償却費 276

のれん償却額　 4

貸倒引当金の減少額 △141

賞与引当金の増加額 115

退職給付引当金の増加額 47

受取利息及び受取配当金 △16

支払利息 1

持分法による投資利益 △3

固定資産除却損 109

長期預り金振替益 △33

営業未収入金の減少額 474

たな卸資産の減少額 11

その他流動資産の増加額 △351

営業未払金の減少額 △505

営業預り金の減少額 △638

未払金の減少額 △192

その他 △39

小計 △529

利息及び配当金の受取額　 7

利息の支払額 △1

法人税等の支払額　 △950

営業活動によるキャッシュ・
フロー

△1,473
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前中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

区分 金額（百万円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・
フロー

固定資産の取得による支出 △243

固定資産の売却による収入 17

有価証券の取得による支出 △33

有価証券の売却による収入 315

関係会社株式取得による支
出　

△131

連結の範囲の変更を伴う子
会社株式の取得による支出

36

貸付金の回収による収入 206

長期前払費用の支払 △24

差入保証金の支払　 △54

差入保証金返還による収入
　

105

その他　 △14

投資活動によるキャッシュ・
フロー

179

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・
フロー

 

配当金の支払額 △481

財務活動によるキャッシュ・
フロー

△481

Ⅳ　現金及び現金同等物の減少額 △1,776

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残
高

11,886

Ⅵ　現金及び現金同等物の中間期
末残高

10,110
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（３）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

前中間連結会計期間（自平成19年４月１日　至平成19年９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
13,396 2,955 374 203 153 17,083 － 17,083

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高

－ － － － － － － －

計 13,396 2,955 374 203 153 17,083 － 17,083

営業費用 13,008 2,604 250 213 182 16,258 (527) 16,786

営業利益（又は営業損

失）
387 351 124 △9 △28 825 (△527) 297

〔所在地別セグメント情報〕

前中間連結会計期間（自平成19年４月１日　至平成19年９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。

〔海外売上高〕

前中間連結会計期間（自平成19年４月１日　至平成19年９月30日）

　海外売上高が連結売上高の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。
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