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1. 平成20年12月期第３四半期の連結業績（平成20年１月１日～平成20年９月30日）

 (1) 連結経営成績

売上高 営業利益 経常利益 四半期(当期)純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年12月期第３四半期 4,107 △13.8 4 △98.7 △26 ─ △21 ─

19年12月期第３四半期 4,764 △5.4 329 △39.8 333 △38.9 128 △62.8

19年12月期 6,265 333 325 119

１株当たり四半期 
(当期)純利益

潜在株式調整後
１株当たり四半期 
(当期)純利益

円 銭 円 銭

20年12月期第３四半期 △1 29 ─ ─

19年12月期第３四半期 7 12 ─ ─

19年12月期 6 58 ─ ─

 (2) 連結財政状態

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

20年12月期第３四半期 7,617 4,345 56.3 285 52

19年12月期第３四半期 8,591 5,546 64.0 303 36 

19年12月期 8,714 5,533 62.9 302 63 

 (3) 連結キャッシュ・フローの状況

営業活動による 
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による 
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

20年12月期第３四半期  △63 △111 △1,151 2,091

19年12月期第３四半期 377 8 △384 3,079

19年12月期 535 △3 △191 3,418
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  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。 

  

2. 配当の状況

１株当たり配当金

(基準日) 中間期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭

19年12月期 ─ ─ 10 00 10 00

20年12月期(実績) ─ ─ ─ ─
8 00

20年12月期(予想) ─ ─ 8 00

3. 平成20年12月期の連結業績予想（平成20年１月１日～平成12年12月31日）【参考】

(％表示は、対前期増減率)

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 5,715 △8.8 19 △94.3 △56 ─ △51 ─ △3 13

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) 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 ： 有

 (3) 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 ： 無

  [(注) 詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。]

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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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(平成20年１月１日から平成20年９月30日まで)におけるわが国経済は、原油等原材料価

格の値上げや金融証券市場混乱の長期化等により、企業の設備投資や個人消費に減速感が強まっており

景気の先行きは一段と不透明感を増しております。 

このような経済環境に加え、金融機関の不動産投資に対する融資抑制を受け、不動産投資市場が停滞

しており、不動産流通業界におきましても都心部の地価の下落、消費者の購入意欲の低下も見受けられ

事業環境は厳しい局面を迎えております。 

このような環境のもと当社グループでは不動産売上、売買仲介手数料が減少した結果、売上高は41億

7百万円(対前年同四半期比13.8％減少)となりました。営業利益は4百万円(同98.7％減少)、経常損失は

26百万円(前年同四半期は経常利益3億33百万円)、また四半期純損失は21百万円(前年同四半期は四半期

純利益1億28百万円)となりました。 

  

2. 連結財政状態に関する定性的情報 

当第３四半期末（平成20年９月30日現在）における総資産は、たな卸資産が1億55百万円増加したも

のの、現金及び預金が13億26百万円減少したこと等により76億17百万円で、前連結会計年度末と比較し

て10億96百万円の減少となりました。 

負債については、従業員賞与引当金が76百万円、退職給付引当金が19百万円増加したこと等により32

億72百万円で、前連結会計年度末と比較して90百万円の増加となりました。 

また、純資産は利益剰余金が2億2百万円減少したこと、及び、自己株式が9億70百万円増加したこと

等により43億45百万円で、前連結会計年度末と比較して11億87百万円の減少となりました。 

当第３四半期（平成20年１月１日から平成20年９月30日まで）の連結キャッシュ・フローの状況につ

きましては次のとおりであります。 

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純損失が30百万円計上され、たな卸資産

が1億20百万円増加したこと等により63百万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、有形固定資産の取得による支出1億7百万円等により1億11百

万円の減少となりました。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払額1億80百万円、及び、自己株式の取得による

支出9億70百万円等により11億51百万円の減少となりました。 

以上の結果、現金及び現金同等物の当第３四半期末残高は20億91百万円で、前連結会計年度末と比較

して13億26百万円の減少となりました。 

  

3. 連結業績予想に関する定性的情報 

平成20年８月18日に公表いたしました平成20年12月期の連結業績予想に変更はありません。 

  

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) 

該当事項はありません。 

  

(2) 会計処理の方法における簡便な方法の採用 

中間連結財務諸表の作成基準を基本とし、投資者等の利害関係者の判断を大きく誤らせない範囲で引

当金及び税金費用等の計上基準で一部簡便な方法を採用しております。 

  

(3) 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更 

該当事項はありません。 

  

【定性的情報・財務諸表等】
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 （単位：千円、％） 

 
  

5. (要約）四半期連結財務諸表

(1) (要約）四半期連結貸借対照表

科  目

前年同四半期末

(平成19年12月期

第３四半期末)

当四半期末

(平成20年12月期

第３四半期末)

増  減
（参考）前期末

平成19年12月期

金額 金額 金額 増減率 金額

(資産の部)

Ⅰ 流動資産 3,993,959 3,054,752 △939,207 △23.5 4,147,736

 1. 現金及び預金 3,124,620 2,136,343 △988,277 △31.6 3,463,112

 2. 営業未収入金 264,623 238,045 △26,577 △10.0 235,269

 3. 工事未収入金 59,848 58,904 △943 △1.6 43,326

 4. たな卸資産 342,640 364,268 21,627 6.3 208,723

 5. 繰延税金資産 106,500 141,120 34,620 32.5 114,071

 6. その他 96,681 116,267 19,586 20.3 83,422

 7. 貸倒引当金 △955 △197 758 79.4 △189

Ⅱ 固定資産 4,597,539 4,559,734 △37,804 △0.8 4,562,698

 1. 有形固定資産 2,236,981 2,240,992 4,011 0.2 2,218,457

  (1) 建物及び構築物 524,470 522,974 △1,496 △0.3 518,534

  (2) 土地 1,680,601 1,682,768 2,167 0.1 1,667,219

  (3) その他 31,909 35,250 3,340 10.5 32,702

 2. 無形固定資産 58,778 57,893 △884 △1.5 65,052

 3. 投資その他の資産 2,301,779 2,260,848 △40,931 △1.8 2,279,189

  (1) 投資有価証券 493,358 480,995 △12,363 △2.5 489,216

  (2) 差入敷金保証金 1,042,675 1,018,334 △24,340 △2.3 1,032,308

  (3) 長期性預金 500,000 500,000 ─ ─ 500,000

  (4) 繰延税金資産 249,326 250,772 1,445 0.6 246,448

  (5) その他 16,418 12,745 △3,672 △22.4 13,216

  (6) 貸倒引当金 ─ △2,000 △2,000 ─ △2,000

Ⅲ 繰延資産 ─ 3,308 3,308 ─ 3,888

 1. 社債発行費 ─ 3,308 3,308 ─ 3,888

   資産合計 8,591,498 7,617,795 △973,702 △11.3 8,714,323
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 （単位：千円、％） 

 
  

科  目

前年同四半期末

(平成19年12月期

第３四半期末)

当四半期末

(平成20年12月期

第３四半期末)

増  減
（参考）前期末

平成19年12月期

金額 金額 金額 増減率 金額

(負債の部)

Ⅰ 流動負債 2,424,212 2,423,939 △273 △0.0 2,356,617

 1. 工事未払金 121,087 121,290 202 0.2 119,552

 2. 短期借入金 1,400,000 1,400,000 ─ ─ 1,400,000

 3. 未払法人税等 23,993 25,069 1,075 4.5 26,045

 4. 預り金 515,458 534,594 19,136 3.7 524,506

 5. 従業員賞与引当金 102,500 100,833 △1,667 △1.6 23,925

 6. 役員賞与引当金 21,375 10,687 △10,687 △50.0 24,600

 7. その他 239,797 231,463 △8,334 △3.5 237,987

Ⅱ 固定負債 620,417 848,267 227,849 36.7 824,644

 1. 社債 ─ 200,000 200,000 ─ 200,000

 2. 退職給付引当金 387,934 411,324 23,390 6.0 391,635

 3. 役員退職慰労引当金 129,100 140,300 11,200 8.7 131,900

 4. 長期預り金 103,183 96,556 △6,627 △6.4 100,959

 5. 負ののれん 155 86 △69 △44.4 138

 6. その他 44 ─ △44 ─ 10

   負債合計 3,044,630 3,272,207 227,576 7.5 3,181,261

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本 5,466,660 4,282,191 △1,184,468 △21.7 5,455,676

 1. 資本金 1,568,500 1,568,500 ─ ─ 1,568,500

 2. 資本準備金 1,726,833 1,726,823 △10 △0.0 1,726,842

 3. 利益剰余金 2,657,568 2,445,066 △212,501 △8.0 2,647,771

 4. 自己株式 △486,241 △1,458,198 △971,956 200.0 △487,437

Ⅱ 評価・換算差額等 29,781 6,504 △23,277 △78.2 26,557

 1. その他有価証券 

   評価差額金
29,781 6,504 △23,277 △78.2 26,557

Ⅲ 少数株主持分 50,425 56,892 6,467 12.8 50,828

  純資産合計 5,546,867 4,345,588 △1,201,279 △21.7 5,533,062

  負債及び純資産合計 8,591,498 7,617,795 △973,702 △11.3 8,714,323

(株)日住サービス(8854)　平成20年12月期　第３四半期財務・業績の概況

－5－



 （単位：千円、％） 

 
  

(2) (要約）四半期連結損益計算書

科  目

前年同四半期

(平成19年12月期

第３四半期)

当四半期

(平成20年12月期

第３四半期)

増  減
（参考）前期

平成19年12月期

金額 金額 金額 増減率 金額

Ⅰ 売上高 4,764,556 4,107,512 △657,043 △13.8 6,265,500

Ⅱ 売上原価 1,751,239 1,408,076 △343,163 △19.6 2,374,092

   売上総利益 3,013,316 2,699,436 △313,880 △10.4 3,891,408

Ⅲ 販売費及び一般管理費 2,684,140 2,695,268 11,127 0.4 3,557,534

   営業利益 329,175 4,168 △325,007 △98.7 333,873

Ⅳ 営業外収益 29,315 23,477 △5,838 △19.9 35,827

 1. 受取利息 13,492 12,032 △1,459 △10.8 15,977

 2. 負ののれんの償却額 51 51 ─ ─ 69

 3. 雑収入 15,770 11,392 △4,378 △27.8 19,781

Ⅴ 営業外費用 24,998 54,038 29,040 116.2 43,972

 1. 支払利息 19,186 21,892 2,705 14.1 26,249

 2. 雑支出 5,811 32,146 26,335 453.1 17,723

   経常利益又は 

   経常損失(△)
333,493 △26,393 △359,886 ─ 325,728

Ⅵ 特別利益 5,878 ─ △5,878 ─ 4,864

 1. 固定資産売却益 5,878 ─ △5,878 ─ 4,864

Ⅶ 特別損失 152,907 3,903 △149,003 △97.4 151,630

 1. 固定資産売却損 1,778 ─ △1,778 ─ ─

 2. 固定資産除却損 329 3,903 3,574 1,085.2 830

 3. 過年度役員退職慰労 

   引当金繰入額
150,800 ─ △150,800 ─ 150,800

   税金等調整前四半期 

   (当期)純利益又は 

   税金等調整前四半期 

   純損失(△)

186,464 △30,297 △216,761 ─ 178,963

   法人税、住民税及び 

   事業税
13,605 13,153 △451 △3.3 17,357

   法人税等調整額 36,096 △28,060 △64,157 ─ 32,269

   少数株主利益 7,780 6,158 △1,621 △20.8 10,152

   四半期(当期)純利益 

   又は四半期純損失(△)
128,981 △21,549 △150,531 ─ 119,183
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前年同四半期(自 平成19年１月１日 至 平成19年９月30日) 

  

 
  

  

当四半期(自 平成20年１月１日 至 平成20年９月30日) 

  

 
  

  

  

(3) (要約）四半期連結株主資本等変動計算書

株主資本
評価・換
算差額等

少数株主 

持分

純資産 

合計
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式

株主資本
合計

その他
有価証券 
評価差額金

平成18年12月31日
残高(千円)

1,568,500 1,726,725 2,709,859 △482,663 5,522,421 53,839 42,699 5,618,960

第３四半期連結会
計期間中の変動額

 剰余金の配当 △181,272 △181,272 △181,272

 第３四半期 
 純利益

128,981 128,981 128,981

 自己株式の取得 △3,794 △3,794 △3,794

 自己株式の処分 108 215 323 323

 株主資本以外の 
 項目の第３四半 
 期連結会計期間 
 中の変動額 
 (純額)

△24,057 7,725 △16,331

第３四半期連結会
計期間中の変動額
合計(千円)

─ 108 △52,290 △3,578 △55,761 △24,057 7,725 △72,092

平成19年９月30日
残高(千円)

1,568,500 1,726,833 2,657,568 △486,241 5,466,660 29,781 50,425 5,546,867

株主資本
評価・換
算差額等

少数株主 

持分

純資産 

合計
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式

株主資本
合計

その他
有価証券 
評価差額金

平成19年12月31日
残高(千円)

1,568,500 1,726,842 2,647,771 △487,437 5,455,676 26,557 50,828 5,533,062

第３四半期連結会
計期間中の変動額

 剰余金の配当 △181,154 △181,154 △181,154

 第３四半期 
 純損失

△21,549 △21,549 △21,549

 自己株式の取得 △970,842 △970,842 △970,842

 自己株式の処分 △18 80 61 61

 株主資本以外の 
 項目の第３四半 
 期連結会計期間 
 中の変動額 
 (純額)

△20,053 6,063 △13,989

第３四半期連結会
計期間中の変動額
合計(千円)

─ △18 △202,704 △970,761 △1,173,484 △20,053 6,063 △1,187,473

平成20年９月30日
残高(千円)

1,568,500 1,726,823 2,445,066 △1,458,198 4,282,191 6,504 56,892 4,345,588
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前期(自 平成19年１月１日 至 平成19年12月31日) 

  

 
  

  

株主資本
評価・換
算差額等

少数株主 
持分

純資産
合計

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式
株主資本
合計

その他
有価証券 
評価差額金

平成18年12月31日 
残高(千円)

1,568,500 1,726,725 2,709,859 △482,663 5,522,421 53,839 42,699 5,618,960

連結会計年度中の
変動額

 剰余金の配当 △181,272 △181,272 △181,272

 当期純利益 119,183 119,183 119,183

 自己株式の取得 △5,015 △5,015 △5,015

  自己株式の処分 117 241 358 358

 株主資本以外の 
 項目の連結会計 
 年度中の変動額 
 (純額)

△27,281 8,129 △19,152

連結会計年度中の
変動額合計(千円)

― 117 △62,088 △4,774 △66,745 △27,281 8,129 △85,898

平成19年12月31日 
残高(千円)

1,568,500 1,726,842 2,647,771 △487,437 5,455,676 26,557 50,828 5,533,062
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 （単位：千円） 

 
  

(4) (要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前年同四半期
(平成19年12月期

第３四半期)

当四半期
(平成20年12月期

第３四半期)

（参考）前期
（平成19年12月期）

区分 金額 金額 金額

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

   税金等調整前四半期(当期)純利益又は 
   税金等調整前四半期純損失(△)

186,464 △30,297 178,963

   減価償却費 49,970 52,524 70,277

   社債発行費償却 ─ 580 128

   負ののれんの償却額 △51 △51 △69

   貸倒引当金の増加額 768 8 2,002

   従業員賞与引当金の増加額 78,774 76,908 199

   役員賞与引当金の減少額 △7,125 △13,912 △3,900

   退職給付引当金の増加額 16,717 19,689 20,418

   役員退職慰労引当金の増加額 129,100 8,400 131,900

   受取利息及び受取配当金 △14,062 △12,610 △16,818

   支払利息 19,186 21,892 26,249

   有形固定資産売却益 △5,878 ─ △4,864

   有形固定資産売却損 1,778 ─ ─

   有形固定資産除却損 329 3,903 830

   売上債権の減少額(増加額△) △21,994 △18,354 23,880

   たな卸資産の減少額(増加額△) 95,381 △120,270 238,863

   仕入債務の増加額(減少額△) △46,921 12,817 △63,811

   預り金の増加額(減少額△) △41,300 10,088 △32,251

   長期預り金の減少額 △29,215 △4,403 △31,439

   その他の流動資産の減少額(増加額△) 2,075 △36,340 18,735

   その他の流動負債の減少額 △19,449 △14,354 △11,848

   差入敷金保証金の減少額(増加額△) 3,055 △1,120 13,424

   長期前払費用の減少額 948 470 1,150

   その他(減少額△) 607 5,554 △159

    小計 399,157 △38,879 561,861

   利息及び配当金の受取額 13,782 13,500 17,265

   利息の支払額 △19,180 △22,803 △25,802

   法人税等の支払額 △19,802 △19,684 △21,789

   法人税等の還付額 3,500 4,053 3,500

  営業活動によるキャッシュ・フロー 377,457 △63,813 535,035
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 （単位：千円）

 
  

前年同四半期
(平成19年12月期

第３四半期)

当四半期
（平成20年12月期

第３四半期)

（参考）前期 
（平成19年12月期）

区分 金額 金額 金額

Ⅱ 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 △245,000 △45,000 △245,000

   定期預金の払戻による収入 45,000 45,000 45,000

   有形固定資産の取得による支出 △37,710 △107,544 △45,711

   有形固定資産の売却による収入 52,360 ─ 60,163

   無形固定資産の取得による支出 △6,500 △3,650 △18,053

   投資有価証券の取得による支出 ─ △95 ─

   投資有価証券の償還による収入 200,000 ─ 200,000

   その他 ─ 0 ─

  投資活動によるキャッシュ・フロー 8,149 △111,289 △3,601

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

   短期借入金の増加額 ─ 100,000 ─

   長期借入金の返済による支出 ─ △100,000 ─

   自己株式の取得による支出 △3,794 △970,842 △5,015

   自己株式の売却による収入 323 61 358

   社債発行による収入 ─ ─ 195,982

   社債の償還による支出 △200,000 ─ △200,000

   配当金の支払額 △180,707 △180,836 △180,888

   少数株主への配当金の支払額 △50 △50 △2,000

  財務活動によるキャッシュ・フロー △384,228 △1,151,666 △191,562

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 ─ ─ ─

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 1,378 △1,326,769 339,870

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 3,078,241 3,418,112 3,078,241

Ⅶ 現金及び現金同等物の 
  四半期末(期末)残高

3,079,620 2,091,343 3,418,112
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