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

21年3月期第3四半期 24,335 ― △338 ― △319 ― △731 ―

20年3月期第3四半期 24,918 4.9 30 ― 298 ― △41 ―

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3四半期 △53.28 ―

20年3月期第3四半期 △3.04 ―

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3四半期 27,071 14,922 54.7 1,078.47
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3四半期  14,806百万円 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） ――― ――― ――― 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  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 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11月７日に公表いたしました連結業績予想から変更はありません。 
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3四半期 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3四半期 11,246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3四半期 13,728,937株 20年3月期第3四半期 13,728,940株
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 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、世界的な金融危機を契機とした世界景気の後退を受け、国内に

おいても企業収益、設備投資は減少し、雇用情勢は急速に悪化しつつあり、個人消費はさらに低迷しております。先

行きについても、当面、景気の悪化が続くものとみられます。 

 不動産業界におきましても、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いまだに回復が低い水準にと

どまっており、厳しい経営環境が想定されます。 

 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。しかしながら、当第３四半期連結累計期間の業績は景気の停滞や雇用情勢の悪化等による賃貸住宅の借り換え

意欲の減退や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ま

す。 

 以上の結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は24,335百万円、経費削減に努めたものの売上高が伸び悩んだた

め営業損失338百万円、経常損失319百万円となりました。四半期純損失は特別損失として当社所有物件の減損損失

156百万円の計上、持分法適用関連会社の整理損の計上169百万円等により731百万円となりました。 

 なお、当社グループの営業形態として、賃貸入居需要は１月から３月が最繁忙期であり業績は季節的変動が高く売

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にあります。   

 主要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） 

 景気の停滞や雇用情勢の悪化等を要因に賃貸住宅の借り換え意欲の減退により厳しさの増す状況が続いており、売

上高18,158百万円、営業損失853百万円となりました。 

（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4,885百万円、営業利

益958百万円となりました。 

  

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 

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３四半期末における総資産は、前連結会計年度末に比べ4,032百万減少し、27,071百万円となりました。こ

れは主として現金及び預金が3,315百万円及び営業未収入金が482百万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当社グループの営業形態として、賃貸入居需要の最繁忙期である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2,816百万円減少し、12,148百万円となりました。これは主として営業未払金

が532百万円減少したこと及び、未払法人税等1,009百万円、営業にともなう預り金950百万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1,216百万円減少し、14,922百万円となりました。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３四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9,817百万円となり、前連結会計年度末と比較

して3,315百万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、2,148百万円となりました。これは主に、収入として減価償却費410百万円、営

業債権の減少482百万円となりましたが、支出として税金等調整前四半期純損失の計上が752百万円、法人税等の支

払1,159百万円、仕入債務の減少532百万円及び営業にともなう預り金の減少917百万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、515百万円となりました。これは主として有形及び無形固定資産の取得586百万

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、632百万円となりました。これは主として配当金の支払によるものでありま

す。 
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 通期の業績につきましては平成20年11月7日に公表いたしました業績予想に変更はありません。 

  

 該当事項はありません。  

   

 ①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 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．連結業績予想に関する定性的情報 

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 

（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３四半期連結会計期間末 
(平成20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20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 9,817 13,132 

営業未収入金 792 1,275 

有価証券 954 950 

貯蔵品 86 101 

前払費用 366 455 

繰延税金資産 670 572 

その他 449 434 

貸倒引当金 △38 △54 

流動資産合計 13,099 16,868 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,131 3,143 

土地 3,356 3,131 

その他（純額） 283 328 

有形固定資産合計 6,771 6,603 

無形固定資産   

のれん 69 76 

その他 693 888 

無形固定資産合計 763 964 

投資その他の資産   

投資有価証券 2,594 2,747 

差入保証金 2,641 2,824 

繰延税金資産 532 426 

その他 795 842 

貸倒引当金 △128 △174 

投資その他の資産合計 6,435 6,666 

固定資産合計 13,970 14,234 

繰延資産   

創立費 0 0 

繰延資産合計 0 0 

資産合計 27,071 31,103 
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末 
(平成20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20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

営業未払金 605 1,138 

短期借入金 5 2 

未払法人税等 16 1,025 

賞与引当金 533 1,015 

預り金 8,281 9,232 

その他 1,626 1,394 

流動負債合計 11,070 13,808 

固定負債   

長期借入金 3 8 

退職給付引当金 898 970 

受入保証金 176 177 

固定負債合計 1,078 1,156 

負債合計 12,148 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 9,294 10,558 

自己株式 △9 △9 

株主資本合計 14,738 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 78 31 

評価・換算差額等合計 68 36 

少数株主持分 116 100 

純資産合計 14,922 16,138 

負債純資産合計 27,071 31,103 
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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：百万円）

当第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) 

売上高 24,335 

売上原価 5,909 

売上総利益 18,425 

販売費及び一般管理費 18,764 

営業損失（△） △338 

営業外収益  

受取利息 17 

受取配当金 2 

不動産賃貸料 130 

債務勘定整理益 30 

その他 91 

営業外収益合計 271 

営業外費用  

支払利息 2 

賃貸収入原価 33 

事務所移転費用 40 

為替差損 65 

持分法による投資損失 69 

その他 40 

営業外費用合計 252 

経常損失（△） △319 

特別損失  

固定資産売却損 3 

固定資産除却損 91 

前期損益修正損 12 

減損損失 156 

関係会社整理損 169 

特別損失合計 432 

税金等調整前四半期純損失（△） △752 

法人税、住民税及び事業税 157 

法人税等調整額 △194 

法人税等合計 △36 

少数株主利益 15 

四半期純損失（△） △731 
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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) 

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損失（△） △752 

減価償却費 410 

減損損失 156 

のれん償却額 6 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △61 

賞与引当金の増減額（△は減少） △482 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △71 

受取利息及び受取配当金 △19 

支払利息 2 

為替差損益（△は益） 65 

持分法による投資損益（△は益） 69 

関係会社整理損 169 

有形固定資産売却損益（△は益） 3 

有形固定資産除却損 91 

債務勘定整理益 △30 

営業債権の増減額（△は増加） 482 

貯蔵品の増減額（△は増加） 14 

その他の流動資産の増減額（△は増加） 132 

仕入債務の増減額（△は減少） △532 

未払金の増減額（△は減少） 177 

預り金の増減額（△は減少） △917 

その他 97 

小計 △988 

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 △1,159 

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,148 

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形及び無形固定資産の取得による支出 △586 

有形及び無形固定資産の売却による収入 4 

投資有価証券の取得による支出 △4 

投資有価証券の売却による収入 0 

長期前払費用の取得による支出 △59 

差入保証金の差入による支出 △65 

差入保証金の回収による収入 195 

その他 0 

投資活動によるキャッシュ・フロー △515 
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（単位：百万円）

当第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) 

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 

自己株式の取得による支出 △0 

配当金の支払額 △631 

財務活動によるキャッシュ・フロー △632 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △18 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,315 

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 9,817 
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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。 

  

 該当事項はありません。 

  

 当第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 

  

 当第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） 

 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。 

  

 当第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） 

 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。 

  

（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〕 

  
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 
  18,158   4,885   520   451   320   24,335  －   24,335

(2) セグメント間の

内部売上又は振

替高 

  －   －   －   －   －   －   －   －

計   18,158   4,885   520   451   320   24,335  －   24,335

営業利益（又は営業損

失） 
  △853   958   167  △6   84   350   (689)  △338

〔所在地別セグメント情報〕 

〔海外売上高〕 

（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等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～12月31日） 

  

科目 

前年同四半期 
（平成20年３月期 
第３四半期） 

金額（百万円） 

Ⅰ 売上高  24,918

Ⅱ 売上原価  5,751

売上総利益  19,166

Ⅲ 販売費及び一般管理費  19,135

営業利益  30

Ⅳ 営業外収益  384

Ⅴ 営業外費用  116

経常利益  298

Ⅵ 特別利益  0

Ⅶ 特別損失  154

 税金等調整前四半期純利益  144

 税金費用  185

 四半期純利益  △41
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