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1.  平成21年10月期第1四半期の連結業績（平成20年11月1日～平成21年1月31日） 

（注）平成19年10月期第１四半期については、四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、平成20年10月期第１四半期の各項目の対前年同四半期増減率の記載
は省略しております。  

(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10月期第1四半期 1,079 ― 170 ― 156 ― 79 ―
20年10月期第1四半期 1,224 ― 230 ― 220 ― 113 ―

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10月期第1四半期 5,072.20 5,009.98
20年10月期第1四半期 7,302.84 7,147.93

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10月期第1四半期 5,179 1,260 24.3 80,299.52
20年10月期 5,039 1,220 24.2 77,733.33

（参考） 自己資本   21年10月期第1四半期  1,260百万円 20年10月期  1,220百万円

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  

平成21年10月期（予想）の１株当たり配当金につきましては、平成21年２月３日付けで公表しております株式分割を勘案しております。  

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10月期 ― 0.00 ― 2,500.00 2,500.00
21年10月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年10月期（予想） ――― 0.00 ― 1,250.00 1,250.00

3.  平成21年10月期の連結業績予想（平成20年11月1日～平成21年10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  

１株当たり当期純利益につきましては、平成21年２月３日付けで公表しております株式分割を勘案しております。  

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 1,900 △20.4 227 △41.9 200 △46.0 112 △44.4 3,566.20
通期 4,104 1.8 479 △12.4 420 △18.9 235 △18.1 7,482.65

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．その他をご覧ください。  

(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．その他をご覧ください。  

(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 
 上記記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な予想を含んでおります。 
実際の実績等は、業績の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。なお、業績予想に関する事項は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】「３．連結業績予
想に関する定性的情報」をご覧ください。 
 １株当たり配当金及び１株当たり当期純利益につきましては、平成21年２月３日付けで公表しております株式分割を勘案しております。 

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10月期第1四半期  15,703株 20年10月期  15,703株
② 期末自己株式数 21年10月期第1四半期  ―株 20年10月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年10月期第1四半期  15,703株 20年10月期第1四半期  15,550株
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当第１四半期連結会計期間(自 平成20年11月１日 至 平成21年１月31日)におけるわが国の経済は、世界的に

拡がった金融市場の混乱が続く中で景気は急速に悪化しました。企業の業況は一段と深刻さを増しており、設備投

資は減少し、また、個人消費も弱含みを示しております。為替の変動リスク等、予断を許さない環境にあり、景気

をさらに下押しするリスクが存在していると言えます。国際金融市場の混乱に収束の見込みがつかず、実体経済の

悪化に伴ない企業の生産設備や雇用に対する過剰感が強まっていることなどから、景気は引き続き厳しい状況が継

続するものと考えられます。 

当社の事業領域である不動産市場においては、金融機関による資金供給が抑制され需給バランスが悪化してお

り、不動産市場全体で取引が停滞傾向にあります。また、賃貸住宅の住み替え意欲にも減退傾向が顕れてきており

ます。  

このような状況の下、当社グループは、入居者及び物件オーナー等ニーズを直接感知できるお客様に軸足を置い

た、高品質なサービス提供に基づく営業基盤の拡充と優良な物件開発に努めてまいりました。この結果、当第１四

半期連結会計期間の業績として、売上高は1,079,128千円、営業利益は170,028千円、経常利益は156,684千円、四

半期純利益は79,648千円となりました。今後も、経営環境、市場の変動に的確に対応し、効率化と収益力の強化を

図ってまいります。 

    

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

  

＜不動産管理運営事業＞ 

本事業におきましては、既存オーナーとの信頼関係を基盤にした、サブリース受注、管理室数の拡大を図りま

した。また、自社開発物件（不動産開発販売事業）を中心とする新築物件の管理委託受注または自社所有を強化

し、同時にスケールメリット生かしたコスト削減による管理業務の採算向上に努めてまいりました。この結果、

不動産管理運営事業の売上高は690,289千円、営業利益は112,326千円となりました。 

  

＜不動産開発販売事業＞ 

当第１四半期連結会計期間に引渡した物件は、賃貸事業用自社開発物件３棟34室を売却いたしました。この結

果、不動産開発販売事業の売上高は300,747千円、営業利益は56,893千円となりました。 

  

＜不動産仲介コンサル事業＞ 

 本事業においては、優良な賃貸物件の獲得と多様な物件情報の提供に努め、オーナーのキャッシュ・フローを

増加させるべく稼働率の向上に注力してまいりました。また、人材育成を図るとともに効率化によるコストの削

減に取組んでまいりました。この結果、不動産仲介コンサル事業の売上高は88,091千円、営業利益は47,641千円

となりました。  

  

 当社グループにおける財政状態の分析は以下のとおりであります。 

 なお、文中における将来に関する事項については、本資料提出日現在において判断したものであります。 

  

①資産、負債及び純資産の状況 

 当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末より139,876千円増加し5,179,718千円(前期比2.8％

増）になりました。流動資産は29,718千円減少して、2,807,898千円（前期比1.0％減）となりました。流動資産減

少の主な要因は、販売用不動産の売却に伴い、たな卸資産が94,383千円減少（前期比4.5％減）した一方、現金及

び預金が55,116千円増加（前期比8.9％増）したためであります。また、固定資産は169,595千円増加して、

2,371,820千円（前期比7.7％増）となりました。この主な要因は、千葉県船橋市の賃貸マンション開発事業（プラ

イムスクエア）の完成により、有形固定資産が154,910千円増加したことであります。 

 当第１四半期連結会計期間末の負債の合計は99,579千円増加して3,918,774千円（前期比2.6％増）となりまし

た。流動負債は15,260千円増加して、709,747千円(前期比2.2%増)となりました。固定負債は84,319千円増加して

3,209,027千円（前期比2.7％増）となりました。長期借入金が75,614千円増加したことが要因であります。 

 当第１四半期連結会計期間末の純資産は、40,297千円増加して1,260,943千円（前期比3.3％増）となりました。

四半期純利益を79,648千円計上し、株主配当を39,257千円行ったことが要因であります。 

  

  

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 



②キャッシュ・フロー 

 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(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末から

55,116千円増加し、当第１四半期連結会計期間末現在の残高は676,034千円となりました。当第１四半期連結会計

期間における各キャッシュ・フローの状況と変動の要因は以下のとおりであります。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果、当第１四半期連結会計期間で増加した資金は146,521千円となりました。税金等調整前四半

期純利益158,196千円の計上及びたな卸資産の減少90,444千円等に対し、法人税等を127,654千円支払ったことが

主な要因であります。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果、当第１四半期連結会計期間で減少した資金は182,307千円となりました。これは、千葉県船

橋市の賃貸マンション開発事業（プライムスクエア）を中心として有形固定資産取得のため支出を181,823千円

行ったこと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、当第１四半期連結会計期間で増加した資金は90,902千円となりました。これは、長期借入金

の増加による収入288,000千円に対し、長期借入金の返済による支出が157,840千円及び配当金の支払による支出

が39,257千円あったこと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 

  当第１四半期連結会計期間におきましては、入居者及び物件オーナー等ニーズを直接感知できるお客様に軸足を

置いたサービス提供に基づく信頼関係を基盤に収益力の強化を図り、概ね予想通り推移しております。 

しかしながら、わが国の経済は世界的に拡がった金融市場の混乱が続く中、景気は急速に悪化し、個人消費も

弱含みを示しております。当社の事業領域である不動産市場におきましても、金融機関による資金供給の抑制、需

給バランスの悪化により市場全体の取引が停滞傾向にあり、賃貸住宅の住み替え意欲にも減退傾向が顕れ、依然と

して混沌とした状況が続いております。 

平成21年10月期の業績予想につきましては、今後の見通しおよび現在の状況を総合的に勘案し、現時点におい

て、平成20年12月12日発表の平成20年10月期決算短信の業績予想から変更はありません。 

  



該当事項はありません。 

   

① 固定資産の減価償却費の算定方法 

 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

法を採用しています。 

  

② 税金費用 

 税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果

会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しておりま

す。 

  

③ 棚卸資産の評価方法 

 棚卸資産の簿価切下げについては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、簿

価切下げを行う方法によっております。  

  

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 

① 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。 

② 棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 

 「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９号）を

当第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の低下による簿価切

下げの方法）に変更しております。 

 当該変更に伴う損益に与える影響はありません。  



５．四半期連結財務諸表 
（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21年１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10月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 676,034 620,917

営業未収入金 68,817 65,244

販売用不動産 989,372 1,186,489

仕掛販売用不動産 1,023,154 920,421

その他 66,028 61,564

貸倒引当金 △15,509 △17,020

流動資産合計 2,807,898 2,837,616

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,064,284 737,089

土地 994,085 994,085

その他（純額） 53,863 226,147

有形固定資産合計 2,112,233 1,957,322

無形固定資産   

その他 7,673 8,014

無形固定資産合計 7,673 8,014

投資その他の資産 251,913 236,887

固定資産合計 2,371,820 2,202,225

資産合計 5,179,718 5,039,841

負債の部   

流動負債   

営業未払金 35,949 51,978

短期借入金 50,000 50,000

1年内返済予定の長期借入金 311,739 257,193

未払法人税等 74,157 123,974

賞与引当金 6,567 14,352

その他 231,334 196,988

流動負債合計 709,747 694,486

固定負債   

長期借入金 2,714,758 2,639,144

その他 494,269 485,564

固定負債合計 3,209,027 3,124,708

負債合計 3,918,774 3,819,195

- 1 -



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年１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10月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 165,635 165,635

資本剰余金 64,485 64,485

利益剰余金 1,030,916 990,524

株主資本合計 1,261,037 1,220,646

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △94 －

評価・換算差額等合計 △94 －

純資産合計 1,260,943 1,220,646

負債純資産合計 5,179,718 5,039,841
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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）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年11月１日 
 至 平成21年１月31日) 

売上高 1,079,128

売上原価 765,046

売上総利益 314,082

販売費及び一般管理費 144,053

営業利益 170,028

営業外収益  

受取利息 45

保険配当金 70

その他 3

営業外収益合計 119

営業外費用  

支払利息 13,463

営業外費用合計 13,463

経常利益 156,684

特別利益  

貸倒引当金戻入額 1,511

特別利益合計 1,511

税金等調整前四半期純利益 158,196

法人税等 78,547

四半期純利益 79,648
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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）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年11月１日 
 至 平成21年１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 158,196

減価償却費 16,556

賞与引当金の増減額（△は減少） △7,785

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,511

受取利息及び受取配当金 △45

支払利息 13,463

営業債権の増減額（△は増加） △3,573

たな卸資産の増減額（△は増加） 90,444

営業債務の増減額（△は減少） △16,029

その他 37,540

小計 287,256

利息及び配当金の受取額 45

利息の支払額 △13,126

法人税等の支払額 △127,654

営業活動によるキャッシュ・フロー 146,521

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 △181,823

その他 △484

投資活動によるキャッシュ・フロー △182,307

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 288,000

長期借入金の返済による支出 △157,840

配当金の支払額 △39,257

財務活動によるキャッシュ・フロー 90,902

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 55,116

現金及び現金同等物の期首残高 620,917

現金及び現金同等物の四半期末残高 676,034
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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１四半期連結累計期間（自 平成20年11月１日 至 平成21年１月31日） 

 （注）１．事業区分の方法 

当社グループの事業は、事業の性質及び役務内容の類似性を考慮して区分しております。 

２．各区分に属する主要な役務内容 

  

  

 当第１四半期連結累計期間（自 平成20年11月１日 至 平成21年１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重要な在外支店がないため、該当事項はありません。  

  

 当第１四半期連結累計期間（自 平成20年11月１日 至 平成21年１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〕 

  
不動産管理
運営事業 
（千円） 

不動産開発
販売事業 
（千円） 

不動産仲介
コンサル事
業（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  690,289  300,747  88,091  1,079,128  －  1,079,128

(2）セグメント間の内部売上高又は振

替高 
 1,215  －    －  1,215  △1,215  －

計  691,504  300,747  88,091  1,080,343  △1,215  1,079,128

営業利益  112,326  56,893  47,641  216,861  △46,833  170,028

事業区分 主要な役務内容 

不動産管理運営事業 賃貸マンションの一括借上げ（サブリース）、賃貸マンションの自社所有、 

居住用賃貸物件と駐車場の賃料収受及び管理業務、大型リフォーム、 

ウィークリーステイ事業 

不動産開発販売事業 賃貸マンション及び戸建住宅の企画・開発・販売 

不動産仲介コンサル事業 居住用賃貸物件及び駐車場の仲介業務 

〔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。  



「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１四半期連結累計期間（平成19年11月１日～平成20年１月31日） 

  

  

科目 

前年同四半期 
（平成20年10月期 
第１四半期） 

金額（千円） 

Ⅰ 売上高  1,224,737

Ⅱ 売上原価  837,613

売上総利益  387,123

Ⅲ 販売費及び一般管理費  156,860

営業利益  230,262

Ⅳ 営業外収益  385

１．受取利息   12

２．保険金収入  72

３．その他  300

Ⅴ 営業外費用  10,433

１．支払利息  10,433

経常利益  220,214

Ⅵ 特別利益  1,340

１．貸倒引当金戻入益  1,340

税金等調整前四半期純利益  221,554

法人税等  107,995

四半期純利益  113,559



（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

前第１四半期連結累計期間（平成19年11月１日～平成20年１月31日） 

  
前年同四半期 

（平成20年10月期 
第１四半期） 

区分 金額（千円） 

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純利
益 

221,554 

減価償却費 10,583 

貸倒引当金の減少額 △1,068 

賞与引当金の減少額 △11,026 

受取利息及び受取配当金 △12 

支払利息 10,433 

営業債権の減少額 1,755 

たな卸資産の減少額 127,305 

営業債務の減少額 △89,138 

前受金の減少額 △3,452 

未払消費税等の増加額 14,281 

預り敷金・保証金の減少
額 

△252 

その他 9,589 

小計 290,551 

利息及び配当金の受取額 12 

利息の支払額 △10,806 

法人税等の支払額 △131,891 

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

147,865 



  

   

  
前年同四半期 

（平成20年10月期 
第１四半期） 

区分 金額（千円） 

Ⅱ 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 

△139,827 

敷金・保証金差入による
支出 

△1,600 

敷金・保証金返還による
収入 

500 

その他 △675 

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△141,602 

    

Ⅲ 財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

  

短期借入金の純減少額 △448,000 

長期借入れによる収入 468,000 

長期借入金の返済による
支出 

△132,005 

配当金の支払額 △31,100 

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△143,105 

Ⅳ 現金及び現金同等物の減少
額 

△136,842 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首
残高 

498,868 

Ⅵ 現金及び現金同等物の四半
期末残高 

362,025 

  



前第１四半期連結累計期間（平成19年11月１日～平成20年１月31日） 

 （注）１．事業の区分の方法 

      当社の事業は、事業の性質及び役務内容の類似性を考慮して区分しております。 

２．各区分に属する主要な役務内容 

  

前第１四半期連結累計期間（平成19年11月１日～平成20年１月31日） 

本邦以外の国また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。 

  

（３）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

  
不動産管理
運営事業 
（千円） 

不動産開発
販売事業 
（千円） 

不動産仲介
コンサル事
業（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 616,043 536,956 71,738 1,224,737 － 1,224,737 

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
1,120 － － 1,120 △1,120 － 

計 617,163 536,956 71,738 1,225,857 △1,120 1,224,737 

営業費用 521,214 370,601 46,205 938,021 56,453 994,474 

営業利益 95,948 166,354 25,532 287,836 △57,573 230,262 

事業区分 主要な役務内容 

不動産管理運営事業 
賃貸マンションの一括借上げ（サブリース）、賃貸マンションの自社所有、居住用賃

貸物件と駐車場の賃料収受及び管理業務、大型リフォーム、ウィークリーステイ事業 

不動産開発販売事業 賃貸マンション及び戸建住宅の企画・開発・販売 

不動産仲介コンサル事業 居住用賃貸物件及び駐車場の仲介業務 

〔所在地別セグメント情報〕 

〔海外売上高〕 

前第１四半期連結累計期間（平成19年11月１日～平成20年１月31日） 

海外売上高がないため、該当事項はありません 
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