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1.  平成21年12月期第1四半期の連結業績（平成21年1月1日～平成21年3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12月期第1四半期 1,372 ― 10 ― 8 ― 29 ―
20年12月期第1四半期 1,425 △18.6 63 △74.0 65 △73.5 38 △69.4

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12月期第1四半期 1.95 ―
20年12月期第1四半期 2.10 ―

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12月期第1四半期 7,339 4,103 55.1 269.34
20年12月期 7,375 4,195 56.1 275.61

（参考） 自己資本   21年12月期第1四半期  4,044百万円 20年12月期  4,139百万円

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12月期 ― 0.00 ― 8.00 8.00
21年12月期 ―
21年12月期 

（予想）
0.00 ― 8.00 8.00

3.  平成21年12月期の連結業績予想（平成21年1月1日～平成21年12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   

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

2,979 6.3 215 336.1 202 914.3 124 957.8 8.26

通期 5,720 4.9 280 ― 251 ― 145 ― 9.66
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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・財務情報等 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、４ページ「定性的情報・財務情報等 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 
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．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。 

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12月期第1四半期 19,898,450株 20年12月期  19,898,450株
② 期末自己株式数 21年12月期第1四半期  4,881,275株 20年12月期  4,880,348株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年12月期第1四半期 15,017,953株 20年12月期第1四半期 18,115,112株
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当第１四半期(平成21年１月１日～平成21年３月31日)におけるわが国経済は、世界的な景気の後退等に
より企業収益が大幅に減少するとともに設備投資も減少しました。 
また、雇用情勢の急速な悪化による先行き不透明感により消費マインドが一層冷え込み、景気の後退感

が長期化する様相となりました。 
不動産業界におきましては、厳しい雇用情勢や景気の後退を反映して、消費者の生活防衛意識の高まり

が購入住宅価格の低下を誘い、また、金融機関の不動産融資に対する慎重な姿勢が継続したこともあり、
法人取引や高額物件の取引が減少しており、業界を取り巻く事業環境は厳しい状況となっております。 
このような環境のもと当社グループでは、不動産売買・賃貸仲介業務を中心に地元密着、常にコンサル

ティングの立場でお客様に接し、管理・リフォーム等を含め不動産に関するトータルサービスの提供を心
がけてまいりましたが、不動産売買仲介について取扱件数は増加しましたが、取扱単価が減少したことも
あり減収となりました。 
その結果、当第1四半期における当社グループの売上高は1,372百万円(前年同期比3.8％減)、営業利益

は10百万円(同83.4％減)、経常利益は8百万円(同87.4％減)、四半期純利益は29百万円(同22.9％減)とな
りました。 

 
  

  

当第１四半期末（平成21年３月31日現在）における流動資産は、一棟収益マンションを固定資産へ振替
えたこと等により販売用不動産が221百万円減少しましたが、長期預金からの振替え等により、現金及び
預金が331百万円増加したため、前連結会計年度末と比較して166百万円の増加となりました。 
固定資産については、販売用不動産からの振替え等により建物及び構築物、土地が109百万円増加しま

したが、長期預金の一部300百万円を現金及び預金に振替えたことにより前連結会計年度末と比較して201
百万円の減少となりました。 
その結果、総資産は前連結会計年度末と比較して35百万円の減少となりました。 
流動負債については、工事未払金が27百万円、賞与引当金が61百万円増加したこと等により、前連結会

計年度末と比較して147百万円増加しました。 
固定負債については、役員退職慰労引当金が82百万円減少したこと等により、前連結会計年度末と比較

して90百万円減少しました。 
また、純資産は配当金の支払い等による利益剰余金の減少により4,103百万円となり、前連結会計年度

末と比較して92百万円の減少となりました。 
  

当第１四半期間の営業活動によるキャッシュ・フローの状況につきましては、減価償却費が14百万円、
たな卸資産の減少額が103百万円、仕入債務の増加額が64百万円等により143百万円の増加となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、1百万円の減少でした。また、財務活動によるキャッシュ・フ

ローは、配当金の支払い等により110百万円の減少となりました。 
その結果、現金及び現金同等物の当第１四半期末残高は2,150百万円となり、前連結会計年度末と比較

して31百万円の増加となりました。 
  

  

不動産業界も、経済環境同様、厳しい事業環境が続いておりますが、現時点においては、平成21年２月
13日の決算発表時の業績予想を変更いたしません。 
  

  

・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

(単位：百万円)

前第1四半期 当第1四半期
前年同期比

(自 平成20年1月1日 (自 平成21年1月1日

至 平成20年3月31日) 至 平成21年3月31日) 増減 増減率

売上高 1,425 1,372 △53 △3.8％

営業利益 63 10 △53 △83.4％

経常利益 65 8 △57 △87.4％

四半期純利益 38 29 △10 △22.9％

2. 連結財政状態に関する定性的情報
(1)資産、負債、純資産の状況

(2)キャッシュ・フローの状況

3. 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 
  

当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率の算定において、当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績
率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、前連結会計年度末の貸倒
実績率を使用して貸倒見積高を算定しております。 

  

一部の経過勘定項目の算定については、合理的な算定方法による概算額で計上する方法によっており
ます。 

  

当第１四半期連結会計期間より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準委員会 企業会
計基準第12号 平成19年３月14日）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
準委員会 企業会計基準適用指針第14号平成19年３月14日）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。 
  

通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、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」（企業会計基準委員会 企業
会計基準第９号 平成18年７月５日）を適用したことに伴い、個別法による原価法（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。 
なお、これに伴う当第１四半期連結会計期間の損益に与える影響はありません。 
  

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
を行っておりましたが、当第１四半期連結会計期間より「リース取引に関する会計基準（企業会計基準
第13号 平成19年３月30日改正）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針（企業会計基準適用指
針第16号 平成19年３月30日改正）を早期に適用し、通常の売買取引に係る会計処理に変更しておりま
す。なお、リース取引開始日が前連結会計年度以前の所有権移転外ファイナンス・リース取引について
は、引き続き通常の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零とする定額法を採用しております。 
なお、これに伴う当第１四半期連結会計期間の損益に与える影響はありません。 

  

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)

(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

②経過勘定項目の算定方法

(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「四半期財務諸表に関する会計基準」等の適用

②たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更

③リース取引に関する会計基準の適用
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１【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３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12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,495,661 2,164,249

営業未収入金 220,501 175,046

完成工事未収入金 58,872 43,792

販売用不動産 102,123 324,155

繰延税金資産 210,238 179,529

その他 139,807 173,837

貸倒引当金 △6,240 △6,178

流動資産合計 3,220,964 3,054,433

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 543,543 484,851

土地 1,694,261 1,643,708

その他（純額） 31,935 34,185

有形固定資産合計 2,269,740 2,162,745

無形固定資産 53,377 55,635

投資その他の資産   

投資有価証券 467,988 466,957

敷金及び保証金 933,644 937,743

長期預金 200,000 500,000

繰延税金資産 180,359 183,434

その他 12,823 13,049

貸倒引当金 △2,000 △2,000

投資その他の資産合計 1,792,815 2,099,185

固定資産合計 4,115,933 4,317,566

繰延資産   

社債発行費 2,917 3,113

繰延資産合計 2,917 3,113

資産合計 7,339,815 7,375,112
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年３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12月31日) 

負債の部   

流動負債   

工事未払金 135,352 107,796

短期借入金 1,400,000 1,400,000

未払法人税等 7,848 25,675

預り金 544,222 532,003

賞与引当金 83,950 22,129

役員賞与引当金 4,125 14,250

その他 290,534 216,939

流動負債合計 2,466,033 2,318,792

固定負債   

社債 200,000 200,000

退職給付引当金 413,859 420,117

役員退職慰労引当金 61,100 143,600

長期預り金 95,202 96,567

負ののれん 51 69

固定負債合計 770,213 860,353

負債合計 3,236,246 3,179,146

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,568,500 1,568,500

資本剰余金 1,726,775 1,726,823

利益剰余金 2,207,188 2,297,976

自己株式 △1,458,722 △1,458,622

株主資本合計 4,043,741 4,134,677

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,056 4,402

評価・換算差額等合計 1,056 4,402

少数株主持分 58,770 56,886

純資産合計 4,103,568 4,195,965

負債純資産合計 7,339,815 7,375,112
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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21年１月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 1,372,268

売上原価 501,610

売上総利益 870,658

販売費及び一般管理費 860,187

営業利益 10,470

営業外収益  

受取利息 3,407

負ののれん償却額 17

雑収入 2,135

営業外収益合計 5,559

営業外費用  

支払利息 6,365

雑損失 1,481

営業外費用合計 7,846

経常利益 8,184

税金等調整前四半期純利益 8,184

法人税、住民税及び事業税 3,802

法人税等調整額 △26,945

法人税等合計 △23,143

少数株主利益 1,970

四半期純利益 29,356
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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21年１月１日 
 至 平成21年３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 8,184

減価償却費 14,921

社債発行費償却 196

負ののれん償却額 △17

貸倒引当金の増減額（△は減少） 62

賞与引当金の増減額（△は減少） 61,821

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △10,125

退職給付引当金の増減額（△は減少） △6,257

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △82,500

受取利息及び受取配当金 △3,407

支払利息 6,365

売上債権の増減額（△は増加） △60,534

たな卸資産の増減額（△は増加） 103,771

仕入債務の増減額（△は減少） 64,445

預り金の増減額（△は減少） 12,219

長期預り金の増減額（△は減少） △1,365

その他の流動資産の増減額（△は増加） 34,090

その他の流動負債の増減額（△は減少） 25,844

敷金及び保証金の増減額（△は増加） △963

長期前払費用の増減額（△は増加） 226

その他 △3,967

小計 163,008

利息及び配当金の受取額 3,032

利息の支払額 △5,272

法人税等の支払額 △17,661

営業活動によるキャッシュ・フロー 143,107

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有価証券の取得による支出 △75

定期預金の預入による支出 △20,000

定期預金の払戻による収入 20,000

有形固定資産の取得による支出 △1,398

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,473

財務活動によるキャッシュ・フロー  

自己株式の売却による収入 50

自己株式の取得による支出 △198

配当金の支払額 △110,023

少数株主への配当金の支払額 △50

財務活動によるキャッシュ・フロー △110,220

現金及び現金同等物に係る換算差額 －
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（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年３月31日) 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 31,412

現金及び現金同等物の期首残高 2,119,249

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,150,661
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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。 

  

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) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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前年同四半期に係る財務諸表等 

前第１四半期累計期間（平成20年１月１日～平成20年３月31日） 

 
  

  

「参考資料」

(1) (要約）四半期連結損益計算書

科  目

前年同四半期

(平成20年12月期

第１四半期)

金額(千円)

Ⅰ 売上高 1,425,965

Ⅱ 売上原価 454,610

   売上総利益 971,354

Ⅲ 販売費及び一般管理費 908,117

   営業利益 63,237

Ⅳ 営業外収益 10,088

 1. 受取利息 5,106

 2. 負ののれんの償却額 17

 3. 雑収入 4,965

Ⅴ 営業外費用 8,167

 1. 支払利息 7,230

 2. 雑支出 937

   経常利益 65,158

Ⅵ 特別損失 73

 1. 固定資産除却損 73

   税金等調整前四半期(当期)純利益 65,085

   法人税、住民税及び事業税 4,302

   法人税等調整額 20,350

   少数株主利益 2,349

   四半期(当期)純利益 38,082
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前第１四半期累計期間（平成20年１月１日～平成20年３月31日） 

 
  

(2) (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20年12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(当期)純利益 65,085

   減価償却費 16,749

   社債発行費償却 192

   負ののれんの償却額 △17

   貸倒引当金の増加額 39

   従業員賞与引当金の増加額 69,675

   役員賞与引当金の減少額 △17,025

   退職給付引当金の増加額(減少額△) 704

   役員退職慰労引当金の増加額 2,799

   受取利息及び受取配当金 △5,110

   支払利息 7,230

   有形固定資産除却損 73

   売上債権の減少額(増加額△) △65,159

   たな卸資産の減少額(増加額△) △26,108

   仕入債務の増加額(減少額△) 100,917

   預り金の増加額(減少額△) 41,088

   長期預り金の増加額(減少額△) 560

   その他の流動資産の減少額(増加額△) △13,636

   その他の流動負債の増加額(減少額△) 14,467

   差入敷金保証金の減少額(増加額△) △1,406

   長期前払費用の減少額(増加額△) △488

   その他 △1,359

    小計 189,271

   利息及び配当金の受取額 3,976

   利息の支払額 △6,816

   法人税等の支払額 △17,884

  営業活動によるキャッシュ・フロー 168,546
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前年同四半期

(平成20年12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

   定期預金の預入による支出 △20,000

   定期預金の払戻による収入 20,000

   有形固定資産の取得による支出 △78,321

   その他 0

  投資活動によるキャッシュ・フロー △78,320

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

   自己株式の取得による支出 △245

   配当金の支払額 △171,166

   少数株主への配当金の支払額 △50

  財務活動によるキャッシュ・フロー △171,462

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 △81,236

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 3,418,112

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高 3,336,876
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