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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） 

 

(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 4,566 △21.2 643 △29.2 413 △46.2 195 △19.9

20年10月期第1四半期 5,791 △1.0 908 △27.9 769 △45.7 243 △70.0

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 357.80 ―

20年10月期第1四半期 444.76 ―

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 18,212 13,283 72.9 24,311.76
20年10月期 17,076 13,320 78.0 24,379.96

（参考） 自己資本  21年10月期第1四半期  13,283百万円 20年10月期  13,320百万円

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10月期 ― 925.00 ― 400.00 1,325.00
21年10月期 0.00 ――― ――― ――― ―――

21年10月期（予想） ――― 775.00 ― 775.00 1,550.00

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  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

第2四半期連結累計期間 9,200 △13.9 1,720 △25.6 1,830 △14.3 1,100 5.1 2,013.21
通期 15,810 △14.3 2,570 △20.9 2,950 20.0 1,590 53.6 2,910.00

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、4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、4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)本資料に記載されている業務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。 
(2)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 有

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 550,348株 20年10月期 550,348株

② 期末自己株式数 21年10月期第1四半期 3,957株 20年10月期 3,957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 546,391株 20年10月期第1四半期 548,585株



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１四半期連結会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および設備投資が減少し雇用情勢も急速に悪化しており、これを受けて個人消費も低迷してお

ります。 

  当社グループの主要ビジネス領域と密接に関連する不動産賃貸市場におきましても、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いることから新たな物件供給の力が弱まって

きております。また、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が見受けられます。 

  このような環境下、当社グループにおいてはメディア事業における媒体力強化と売上向上に注力してまいりまし

た。 

平成20年12月にユーザーの利便性向上のため、サイトリニューアル及び新機能「住むマチサーチ」、「flashビュ

ー検索」を開始しました。これにより、ユニークユーザー数が大幅に向上いたしました。また、検索スピードや見

易さなどのユーザーの利便性が向上しております。 

平成21年１月28日開催の定時株主総会及び取締役会におきまして、当社の経営陣は新しい代表取締役社長のもと

新体制となっております。当社メディア事業の強化並びに当社グループ会社の再構築については、新体制となった

経営陣によってより一層強化・推進してまいります。 

なお、当第１四半期連結会計期間の連結子会社が営む事業につきましては、各事業毎の施策を実行し業績向上に

取り組んでおりますが、一部業績が好転していない事業がございます。 

  以上の結果、当第１四半期連結会計期間の業績は、売上高 千円（前年同期比 ％減）、営業利益

千円（前年同期比 ％減）、経常利益 千円（前年同期比 ％減）、四半期純利益 千円

（前年同期比 ％減）となりました。 

  

  当第１四半期連結会計期間における事業の種類別セグメントの業績（セグメント間内部取引消去前）は、次のと

おりであります。 

  

（メディア事業） 

   ユーザーの利便性向上を目的に、サイトリニューアル及び新機能「住むマチサーチ」、「flashビュー検索」を平

成20年12月に開始しました。インターネット・サイト「CHINTAIネット」の新機能「住むマチサーチ」は、既存サイ

トにてほとんど追及されてこなかった「住みたい街を見つけること」に焦点を絞り、趣味嗜好にまでスポットをあ

てその人にピッタリの街が探せるCHINTAIだけの新サービスです。CHINTAIモバイルでの新機能「flashビュー検索」

は、TOPページから物件詳細画面までの遷移画面数を減少させ、検索時間も従来の150秒から90秒で物件詳細まで

（※当社比）到達することを可能としました。 

  また、雑誌「CHINTAI」へ掲載する仕組みの改善として、更なるシステム出稿化を推進し、出稿プロセスにおける

人的介在を無くすことで情報の信頼性向上およびコストダウンを実現しました。 

  平成21年１月上旬から、春の繁忙期に照準を合わせ、TVCMをはじめとした広告活動を展開しました。タレント

の小林麻央さんと昨年秋から登場のキャラクター「チンタイガー」を共演させ、新機能の訴求をメインとしたCM
で、他社との差別化を強調しました。 

  このような施策が功を奏し、賃貸物件ポータルサイトとしてユニークユーザー数トップの座を維持しております

（ビデオリサーチインタラクティブ社調べ平成20年12月末直近１年間調査）。あわせて、携帯電話向け情報提供サ

ービス「CHINTAIモバイル」においても、主なキャリアにおいて公式メニュー順位が１位(iモード、EZweb)（平成

21年１月現在）となっております。  

  当社のクライアントである不動産賃貸仲介業者様は春先が繁忙期であり、そのための準備として広告活動や新機

能開始等、ユーザーへの訴求に注力しております。 

  以上の結果、売上高は 千円（前年同期比 ％減）、営業利益は 千円（前年同期比 ％増）と

なりました。 

  

（システム関連事業） 

  株式会社サンスイ（連結子会社）においては、不動産仲介業者様向けのシステム開発及びその保守・運用に注力

いたしました。しかしながら、前年同期比については大幅な減収減益となっており、これは主に、システム開発な

どの受注を前年度並みに獲得するに至らなかった結果によるものであります。 

  以上の結果、売上高は 千円（前年同期比 ％減）、営業損失は 千円（前年同期 千円減）と

なりました。 

  

4,566,289 21.2

643,516 29.2 413,833 46.2 195,497

19.9

2,202,076 5.0 611,131 8.5

242,374 57.6 3,190 142,664



（旅行事業） 

  株式会社ＣＨＩＮＴＡＩトラベルサービス（連結子会社）では、より波及効果の高い広告の精査を実施するなど

顧客誘導に注力いたしましたが、前第１四半期連結会計期間に比べ減収減益となりました。これは主に、年末年始

の出入国者数が前年同期比で大幅に減少しているなど、金融危機に端を発した世界的な景気後退などの影響をう

け、海外旅行を差し控える傾向が強まっていることによる影響を受けたものと分析しております。また、昨年度に

は不採算店舗３店舗の統廃合も行っており、売上高全体を減少させる要因となりました。 

  以上の結果、売上高は 千円（前年同期比 ％減）、営業損失は 千円（前年同期比 ％増）とな

りました。 

  

（保険代理事業） 

  株式会社エーシーサービスでは、契約満期日が到来するご契約者様に対してダイレクトメール及びアウトバンド

コールによる更新のご案内をいたしておりますが、アウトバンドコールを一部外部委託しご契約者様との対応可能

時間を拡大させ、更新率を高めるための活動を推進しております。また、昨今懸念されております大地震に対して

地震保険も合わせて積極的にご案内いたしました。 

  以上の結果、売上高は 千円（前年同期比 ％増）、営業利益は 千円（前年同期比 ％増）と

なりました。 

  

（保証人代行事業） 

  株式会社ＨＤＡ（連結子会社）では、「保証名人Advance」が定着・浸透いたしました。一方業務委託先との業務

分担に伴う契約内容を見直し、業務委託費用の見直しを行いました。 

  以上の結果、売上高は 千円（前年同期比 ％減）、営業損失は 千円（前年同期 千円減）と

なりました。 

  なお、平成21年２月に、連結子会社であった株式会社ＨＤＡ（保証人代行事業）は、当社が保有する株式をすべ

て売却したため、子会社ではなくなりました。 売却の内容については、四半期報告書（第18期第１四半期）「第５

経理の状況 １．四半期連結財務諸表 注記事項（重要な後発事象）」に記載のとおりであります。 

  

（マンスリー事業） 

  株式会社ＭｏｎｔｈｌｙＣＨＩＮＴＡＩ（連結子会社）では、サービス提供先を外資系企業・外国人顧客利用に

よりシフトするとともに、一部老朽化が進む物件のリニューアルを実施いたしました。 

 以上の結果、売上高は 千円（前年同期比 ％増）、営業損失は 千円（前年同期比 ％減）とな

りました。 

 なお、平成21年２月24日開催の取締役会において、連結子会社である株式会社ＭｏｎｔｈｌｙＣＨＩＮＴＡＩを

解散し、マンスリー事業を撤退することを決議しております。当該内容については、四半期報告書（第18期第１四

半期）「第５経理の状況 １．四半期連結財務諸表 注記事項（重要な後発事象）」に記載のとおりであります。 

  

（興行事業） 

 株式会社光藍社（連結子会社）及び非連結子会社である株式会社グッドホーププロダクション（株式会社光藍社

の100％子会社）は需要期を迎えて、株式会社光藍社におけるキエフオペラやレニングラードバレエを中心とした興

行事業を展開いたしましたが、前年同期に比べ公演数が減少するなどの影響により減収減益となっております。 

 以上の結果、売上高は 千円（前年同期比 ％減）、営業利益は 千円（前年同期比 ％減）

となりました。 

  

340,713 45.3 36,179 10.4

221,460 14.4 131,461 38.5

172,947 14.9 19,337 24,577

71,640 10.6 13,396 41.8

1,381,748 27.5 113,059 60.4



２．連結財政状態に関する定性的情報 

①当第1四半期における資産、負債、純資産の状況に関する分析 

資産合計は前連結会計年度末に比べ 千円増加し、 千円となりました。この主な要因は、投資

不動産の取得によるものでありますが、その一部は、現金及び預金の減少額 千円などと相殺されておりま

す。 

負債合計は前連結会計年度末に比べ 千円増加し、 千円となりました。この主な要因は、流動

負債のその他が 千円増加したことによるもので、流動負債のその他に含まれる複数の勘定科目の増減が相

殺された結果によるものであります。 

純資産合計は前連結会計年度末に比べ 千円減少し、 千円となりました。この主な要因は、四半

期純利益の減少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（以下「資金」という）は、法人税等の支払や配当金の

支払が減少した一方、投資不動産を取得したことにより前第１四半期連結会計期間末に比べ 千円（前年同

期比 ％減）減少し、 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・フローの状況とそれらの要因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） 

営業活動の結果得られた資金は、前第１四半期連結会計期間末に比べ 千円増加し、 千円とな

りました。これは主に、前第１四半期連結会計期間に比べ法人税等の支払額が 千円減少したことが大きく影

響した結果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、前第１四半期連結会計期間末に比べ 千円増加し、 千円とな

りました。これは主に、投資不動産の取得による支出 千円が影響した結果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、前第１四半期連結会計期間末に比べ 千円減少し、 千円となりま

した。これは主に、社債の償還による支出が 千円、配当金の支払が 千円となったことによるもので

あります。 

  

1,135,912 18,212,598

544,367

1,173,177 4,928,873

1,151,705

37,264 13,283,724

1,360,678

14.6 7,902,159

1,839,642 1,631,251

948,473

1,850,488 1,877,551

1,835,586

170,685 305,082

100,000 196,082



３．連結業績予想に関する定性的情報 

 平成21年１月29日の平成20年10月期決算発表時に公表しました連結業績予想について下記のとおり修正します。 

  

（１）平成21年10月期の連結業績予想の修正 

 ①第２四半期連結累計期間（平成20年11月１日～平成21年４月30日） 

 ②通期（平成20年11月１日～平成21年10月31日） 

  

（２）修正の理由  

平成21年２月に連結子会社であった株式会社ＨＤＡ（保証人代行事業）は、当社が保有する株式をすべて売却した

ため子会社ではなくなりました。また、平成21年２月24日開催の取締役会において、連結子会社である株式会社Ｍｏ

ｎｔｈｌｙＣＨＩＮＴＡＩを解散し、マンスリー事業を撤退することを決議しております。 

当該２社の異動により、当初の連結業績予測について修正をしたものであります。 

なお、売上高については当初予測値を下回りますが、営業利益、経常利益及び当期純利益については当初予測した

水準を達成する見通しであります。 

  

  売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益 
１株当たり 

四半期純利益 

  百万円 百万円 百万円 百万円 円 銭 

前回発表予想（Ａ）    9,570  1,720  1,830  1,100  2,013.21

今回修正予想（Ｂ）  9,200  1,720  1,830  1,100  2,013.21

増減額（Ｂ－Ａ）  △370  －  －  － － 

増減率  △3.9  －  －  － － 

（ご参考） 

前第２四半期連結累計

期間実績 

（平成20年10月期）  

 10,689  2,311  2,134  1,046  1,908.08

  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 

前回発表予想（Ａ）  16,770  2,570  2,950  1,590  2,910.00

今回修正予想（Ｂ）  15,810  2,570  2,950  1,590  2,910.00

増減額（Ｂ－Ａ）  △960  －  －  － － 

増減率  △5.7  －  －  － － 

（ご参考） 

前連結会計年度実績 

（平成20年10月期）  

 18,450  3,249  2,457  1,034  1,888.83



 当第１四半期連結会計期間において、重要な子会社の異動はありません。 

 なお、平成21年２月において、連結子会社であった株式会社ＨＤＡ（保証人代行事業）は、当社が保有する株式

をすべて売却したため、子会社ではなくなりました。また、平成21年２月24日開催の取締役会におきまして、連結

子会社である株式会社ＭｏｎｔｈｌｙＣＨＩＮＴＡＩを解散し、マンスリー事業を撤退することを決議しておりま

す。当該内容については、四半期報告書の「第５経理の状況 １．四半期連結財務諸表 注記事項（重要な後発事

象）」に記載のとおりであります。 

  

   

平成21年３月13日開催の取締役会において重要な自己株式の取得について決議しております。四半期報告書の

「第５経理の状況 １．四半期連結財務諸表 注記事項（重要な後発事象）」に記載のとおりであります。 

  

  

（棚卸資産の評価方法） 

棚卸資産の簿価切下げに関して収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価格を見積り、簿価切下げ

を行う方法によっております。 

  

（法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法）  

法人等の納付額の算定に関しては、加味する加減算項目及び税額控除項目を重要なものに限定する方法によっ

ております。 

また、繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、前連結会計年度末以降に経営環境に著しい変化が生じてお

らず、かつ一時差異等の発生状況に著しい変化がないため、前連結会計年度決算において使用した将来の業績予

測やタックスプランニングを利用する方法により算定しております。 

  

  

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）重要な自己株式の取得について 

（３）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 

（４）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 

（四半期財務諸表に関する会計基準）  

 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。 

  

（棚卸資産の評価に関する会計基準） 

 通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として個別法による原価法によっておりました

が、当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月

５日）が適用されたことに伴い、主として個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づ

く簿価切下げの方法）により算定しております。 

 なお、これによる連結財務諸表及びセグメントに与える影響は軽微であります。 

  

（リース取引に関する会計基準）  

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

おりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成５年６月17日 最終改正平成19年

３月30日 企業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 平成

６年１月18日 最終改正平成19年３月30日 企業会計基準適用指針第16号）が平成20年４月１日以降開始する連

結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができるようになったことに伴い、当第１四半期連結会

計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっております。 

 また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース期間を

耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法を採用しております。 

 なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃

貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引続き採用しております。 

 なお、これによる連結財務諸表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 7,952,159 8,496,526

受取手形及び売掛金 1,577,096 1,089,013

製品 4,551 6,465

仕掛品 18,005 15,271

その他 1,353,182 1,918,114

貸倒引当金 △34,962 △23,271

流動資産合計 10,870,030 11,502,121

固定資産   

有形固定資産 350,306 363,416

無形固定資産   

のれん 1,090,661 1,126,617

その他 1,193,061 1,170,990

無形固定資産合計 2,283,723 2,297,608

投資その他の資産   

投資不動産 1,830,504 －

その他 2,950,970 2,982,983

貸倒引当金 △72,937 △69,444

投資その他の資産合計 4,708,537 2,913,539

固定資産合計 7,342,567 5,574,564

資産合計 18,212,598 17,076,685

負債の部   

流動負債   

買掛金 344,377 320,278

短期借入金 1,436,000 1,436,000

1年内償還予定の社債 220,000 320,000

未払法人税等 203,788 196,081

賞与引当金 43,610 88,122

役員賞与引当金 1,926 12,850

その他 2,063,384 911,678

流動負債合計 4,313,087 3,285,011

固定負債   

長期借入金 62,000 71,000

退職給付引当金 42,069 41,006

その他 511,717 358,677

固定負債合計 615,786 470,684

負債合計 4,928,873 3,755,695



（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 2,070,079 2,070,079

資本剰余金 3,165,016 3,165,016

利益剰余金 8,367,881 8,390,939

自己株式 △286,959 △286,959

株主資本合計 13,316,017 13,339,075

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △32,292 △18,086

評価・換算差額等合計 △32,292 △18,086

純資産合計 13,283,724 13,320,989

負債純資産合計 18,212,598 17,076,685



（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 4,566,289

売上原価 2,375,694

売上総利益 2,190,595

販売費及び一般管理費 1,547,079

営業利益 643,516

営業外収益  

受取利息 3,383

受取配当金 5,000

投資不動産賃貸料 21,206

その他 14,027

営業外収益合計 43,618

営業外費用  

支払利息 5,578

デリバティブ評価損 175,880

その他 91,841

営業外費用合計 273,300

経常利益 413,833

特別利益  

役員賞与引当金戻入額 3,175

その他 491

特別利益合計 3,667

税金等調整前四半期純利益 417,500

法人税、住民税及び事業税 254,750

法人税等調整額 △32,747

法人税等合計 222,002

四半期純利益 195,497



（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 417,500

減価償却費 95,172

のれん償却額 35,955

貸倒引当金の増減額（△は減少） 15,184

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △10,924

賞与引当金の増減額（△は減少） △44,512

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,062

為替差損益（△は益） △37,198

受取利息及び受取配当金 △8,383

支払利息 5,578

デリバティブ評価損益（△は益） 175,880

投資事業組合運用損益（△は益） 39,622

売上債権の増減額（△は増加） △489,929

たな卸資産の増減額（△は増加） △434

仕入債務の増減額（△は減少） 24,099

その他 1,653,521

小計 1,872,197

利息及び配当金の受取額 8,383

利息の支払額 △6,099

法人税等の支払額 △243,231

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,631,251

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 △74,919

投資不動産の取得による支出 △1,835,586

定期預金の払戻による収入 30,182

貸付金の回収による収入 3,765

その他 △994

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,877,551

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入金の返済による支出 △9,000

社債の償還による支出 △100,000

配当金の支払額 △196,082

財務活動によるキャッシュ・フロー △305,082

現金及び現金同等物に係る換算差額 37,198

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △514,184

現金及び現金同等物の期首残高 8,416,344

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,902,159



  

 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  

事業は、サービスの種類及び性質により区分しております。 

  ２．各区分に属する主要なサービス  

  

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存在する連結子会社及び支店がないため、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。  

  

（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〕 

  
メディア 
事業 
(千円) 

システム 
関連事業 
（千円）  

旅行事業
(千円) 

保険
代理事業 
(千円) 

保証人
代行事業 
（千円） 

マンスリー
事業 

（千円） 

興行事業
（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 
 2,201,676  186,377 331,499 221,460 172,947 71,640 1,380,688  4,566,289 － 4,566,289

(2)セグメント間の内

部売上高又は振替

高 
 400  55,996 9,213 － － － 1,059  66,670 △66,670 －

計  2,202,076  242,374 340,713 221,460 172,947 71,640 1,381,748  4,632,960 △66,670 4,566,289

営業利益 

（又は営業損失△） 
 611,131  △3,190 △36,179 131,461 △19,337 △13,396 113,059  783,548 △140,032 643,516

事業区分 主要なサービス 

 メディア事業 
 情報誌「CHINTAI」、インターネット・サイト及び携帯電話向け情報サ 

 ービスを媒体とする広告掲載サービス等  

 システム関連事業 
 システム開発・運営、保守メンテナンス、機器ソフト販売、不動産会社

 の基幹システム構築及びグループウエア運用等 

 旅行事業  海外旅行航空チケットの販売、海外アパートメント・ホテルの紹介等 

 保険代理事業  入居者保険の販売代理 

 保証人代行事業  賃貸住宅の保証人代行 

 マンスリー事業  マンスリー物件の斡旋 

 興行事業 
 バレエ、音楽、舞台芸術などの各種イベント公演の企画・制作及び興行

の仲介斡旋 

〔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  5,791,588

Ⅱ 売上原価  3,282,094

売上総利益  2,509,494

Ⅲ 販売費及び一般管理費  1,601,086

営業利益  908,407

Ⅳ 営業外収益  35,416

１．受取利息  3,053

２．受取配当金  15,000

３．為替差益  7,621

４．受取手数料  4,021

５．その他  5,719

Ⅴ 営業外費用  174,662

１．支払利息  6,588

２．デリバティブ評価損  167,213

３．その他  860

経常利益  769,161

Ⅵ 特別利益  5,750

１．投資有価証券売却益  5,750

Ⅶ 特別損失  360,681

１．固定資産除却損  360,681

税金等調整前四半期純利益  414,229

税金費用  170,240

四半期純利益  243,988



（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21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  414,229

減価償却費  120,074

のれん償却額  35,955

貸倒引当金の増減額 
（減少：△）  3,856

賞与引当金の増減額 
（減少：△） 

△43,226

役員賞与引当金の増減額
（減少：△） 

△40,300

退職給付引当金の増減額
（減少：△） 

△34,396

為替差損益 △7,621

受取利息及び受取配当金 △18,053

支払利息  6,588

固定資産除却損  360,681

投資有価証券売却益 △5,750

デリバティブ評価損益  167,213

匿名組合投資損益  328

売上債権の増減額 
（増加：△） 

△771,525

たな卸資産の増減額 
（増加：△）  104,409

仕入債務の増減額 
（減少：△）   242,322

未払金の増減額 
（増加:△）  764,678

その他  △327,018

小計  972,448

利息及び配当金の受取額  18,053

利息の支払額 △7,188

法人税等の支払額 △1,191,705

営業活動によるキャッシュ・
フロー 

△208,391

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 △65,096

投資有価証券の取得による
支出 

△20,772

投資有価証券の売却による
収入  55,750

貸付金の回収による収入  3,711

その他 △655

投資活動によるキャッシュ・
フロー 

△27,063



  

  
前年同四半期 

（平成20年10月期第１四半期） 

区分 金額（千円） 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・
フロー   

長期借入金の純増減 △9,000

配当金の支払額  △466,768

財務活動によるキャッシュ・
フロー 

 △475,768

Ⅳ  現金及び現金同等物に係る
換算差額 

 △9,370

Ⅴ  現金及び現金同等物の増加
額（減少：△） 

 △720,593

Ⅵ  現金及び現金同等物の期首
残高  9,983,431

Ⅶ  現金及び現金同等物の第１
四半期末残高  9,262,838



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．事業区分の方位 

事業は、サービスの種類及び性質により区分しております。 

２．各区分に属する主要なサービス 

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、122,034千円であります。その主

なものは提出会社の管理部門等に係る費用であります。 

  

前第１四半期連結累計期間（自平成19年11月１日 至平成20年１月31日） 

本邦以外の国又は地域に存在する連結子会社及び支店がないため、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〕 

  
メディア 
事業 

（千円） 

システム 
関連事業 
（千円） 

旅行事業

（千円） 

保険代理

事業 
（千円） 

保証人代

行事業 
（千円） 

マンス

リー事業 
（千円） 

興行事業

（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 
2,317,586 499,225 613,632 193,651 203,124 64,765 1,899,603 5,791,588 － 5,791,588

(2)セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

－ 72,702  9,422 4  － －  6,381  88,511 △88,511 －

計 2,317,586 571,927  623,054  193,655  203,124  64,765  1,905,985  5,880,099 △88,511 5,791,588

営業費用 1,754,149 432,454  655,840  98,709  197,884  87,799  1,620,719  4,847,555 35,625 4,883,180

営業利益 

（又は営業損失） 
563,436 139,473  △32,785  94,946  5,239  △23,033  285,266 1,032,543 △124,136 908,407

事業区分 主要なサービス 

メディア事業 
情報誌「CHINTAI」、インターネット・サイト及び携帯電話向け情報サービスを媒体

とする広告掲載サービス等 

システム関連事業 
システム開発・運営、保守メンテナンス、機器ソフト販売、不動産会社の基幹シス

テム構築及びグループウェア運用等 

旅行事業 海外旅行航空チケット販売及び海外アパートメント・ホテルの紹介等 

保険代理事業 入居者保険の販売代理 

保証人代行事業 賃貸住宅の保証人代行 

マンスリー事業 マンスリー物件の斡旋 

興行事業 バレエ、音楽、舞台芸術などの各種イベント公演の企画・制作及び興行の仲介斡旋 

〔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（自平成19年11月１日 至平成20年１月31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。  

  



該当事項はありません。 

  

  

６．その他の情報 
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