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1.  平成21年10月期第2四半期の連結業績（平成20年11月1日～平成21年4月30日） 

（注） 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益は、希薄化効果を有する潜在株式が存在しないため記載しておりません。  

(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2四半期 8,914 △16.6 1,959 △15.2 2,126 △0.4 1,090 4.2
20年10月期第2四半期 10,689 △3.3 2,311 △21.7 2,134 △33.4 1,046 △43.7

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2四半期 2,018.94 ―

20年10月期第2四半期 1,908.08 ―

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2四半期 17,603 13,585 77.2 26,270.13
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2四半期  13,585百万円 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 ― 775.00

21年10月期 
（予想）

― 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  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

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  

 (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  

(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)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 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年10月期第2四半期 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2四半期  33,200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2四半期 540,300株 20年10月期第2四半期 548,585株



  平成20年11月1日から平成21年４月30日の６ヶ月間（以下当第２四半期）におけるわが国経済は、昨年秋からの

世界的金融市場の混乱や先行き不透明感の高まりを受け、国内においても企業収益および設備投資の減少や、雇用

情勢の悪化等、引き続き厳しい状況が続いております。 

  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

平成20年12月から平成21年４月までの５ヶ月連続減少傾向が見られるなど、新たな物件の供給数は低迷を続けてお

ります。また、景気の停滞や雇用情勢の悪化等を受け、賃貸住宅の借り換え意欲の減退が見受けられます。 

  また、消費マインドの冷え込みは顕著であり、レジャー等への個人消費の低迷が見受けられました。 

  このような環境下、当社グループにおいては「消費者の皆様に“自由度の高い、豊かな生活”を提案し続ける」

を経営方針に掲げ、平成21年１月28日より新体制下において事業推進、組織の強化および再編に努めてまいりまし

た。 

  なお、当第２四半期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２四半期の業績は、売上高 千円、営業利益 千円、経常利益 千

円、四半期純利益 千円となりました。 

  

  当第２四半期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） 

   株式会社ＣＨＩＮＴＡＩ（当社）においては、春の引越し商戦に向け、消費者に対するメディアバリューの向上

を図りました。平成21年1月上旬から、TVCMをはじめとした広告活動を展開いたしました。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「住むマチサーチ」および「Flashビュ

ー検索」の訴求をメインとしたCMや、インターネット広告の展開により、他社との差別化を強調いたしました。 

   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となりました（ビデオリ

サーチインタラクティブ社調べ平成21年４月末現在）。 

   また、平成21年３月までの半年間に渡り「ガクセイCHINTAI2009」のクーポン企画を実施する等、当社のクライ

アントである既存の不動産賃貸仲介業者様の引越し商戦における集客力強化に注力いたしました。あわせて、平成

21年４月より、ローカルエリアにおける新規クライアントの獲得のため、鹿児島・山梨・徳島エリアにおいて集中

的な営業活動にも取組みました。 

  以上の結果、売上高は 千円、営業利益は 千円となりました。 

  

（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、平成21年１月に役員変更を伴う新組織体制を構築いたしました。

これに伴い、不動産仲介業者様向けのシステム開発及びその保守・運用におけるスキームの見直しに着手しており

ます。 

  以上の結果、売上高は 千円、営業損失は 千円となりました。 

  

（旅行事業） 

  株式会社ＣＨＩＮＴＡＩトラベルサービス（連結子会社）では、依然として低迷が続く個人消費の冷え込みや、

景気後退による法人需要の減退を受けたことにより、売上高が伸び悩みました。また、新型インフルエンザの影響

等により、予約キャンセルや渡航延期が相次ぐなど、依然として厳しい需要環境が続きました。 

  以上の結果、売上高は 千円、営業損失は 千円となりました。 

  

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

8,914,081 1,959,907 2,126,659

1,090,833

5,160,267 2,019,258

540,770 10,771

747,281 66,481
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（保険代理事業） 

  株式会社エーシーサービス（連結子会社）では、契約満期日が到来するご契約者様に対する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強化することにより、更新率の向上を図りました。 

  以上の結果、売上高は 千円、営業利益は 千円となりました。 

  

（保証人代行事業） 

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、連結範囲から除外しております。それに伴い、保証人代行事業からも撤退してお

ります。 

 当第２四半期における売上高は 千円、営業損失は 千円となりました。 

  

（マンスリー事業） 

  株式会社ＭｏｎｔｈｌｙＣＨＩＮＴＡＩ（連結子会社）は、１週間から利用できる家具家電付マンションの提

案・運営管理を行ってまいりました。物件リニューアルや人員削減などを含む事業見直しを進め、昨年度より外資

系企業を中心とした法人営業に注力し、稼働率向上を図ってまいりましたが、世界経済の急激な悪化及び円高の進

行により、当初見込んでいた業績回復には至りませんでした。当該マーケットの回復には時間を要すると思われる

ことから、平成21年２月24日開催の取締役会において同社を解散し、マンスリー事業から撤退することを決議して

おります。なお、同社における解散臨時株主総会は、平成21年５月29日に開催しております。  

  当第２四半期における売上高は 千円、営業損失は 千円となりました。  

  

（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、個人消費の冷え込みを受ける一方で、平成21年４月に主催した、日本を代表するプリマ・バ

レリーナ草刈民代氏の引退公演「エスプリ」では、チケットの完売および追加公演を実施するなど、好評を博しま

した。また、平成21年３月に代表取締役の交代を含む役員の異動等、組織力の強化にも注力いたしました。 

 以上の結果、売上高は 千円、営業利益は 千円となりました。 

  

①当第２四半期における資産、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、未払

法人税等が 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 千円増加し、 千円となりました。この主な要因は、利

益剰余金の増加によるものであります。 

  

②キャッシュ・フローの状況 

  当第２四半期における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比べ 千円増

加し、 千円となりました。 

  

当第２四半期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 千円となりました。主なプラス要因は、税金等調整前四半期純利益

千円等であり、主なマイナス要因は、デリバティブ評価損益 千円等であります。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果支出した資金は 千円となりました。主なプラス要因は、投資事業組合の清算による収入

千円等であり、主なマイナス要因は、投資不動産の取得による支出 千円等であります。 

  

531,184 355,640

172,947 19,337

107,626 40,878

1,861,466 7,742

２．連結財政状態に関する定性的情報

527,047 17,603,732

262,489 4,018,185

702,960

264,558 13,585,547

705,203

9,121,547

2,615,479

2,040,822 150,260

993,422

856,215 1,835,586
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（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 千円となりました。主な要因は、自己株式の取得による支出 千

円、配当金の支払額 千円等によるものです。 

   

平成21年10月期の通期の連結業績予想につきましては、平成21年３月13日に公表いたしました連結業績予想数値

に変更はございません。 

  

 当第２四半期連結累計期間において、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。   

  

（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）  

法人税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。 

  

（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、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 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 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、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。  

  

937,459 599,982

219,477

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
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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：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年４月30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 9,171,547 8,496,526

受取手形及び売掛金 992,972 1,089,013

製品 9,258 6,465

仕掛品 14,043 15,271

その他 1,190,277 1,918,114

貸倒引当金 △5,317 △23,271

流動資産合計 11,372,781 11,502,121

固定資産   

有形固定資産 340,467 363,416

無形固定資産   

のれん 1,054,705 1,126,617

その他 1,130,029 1,170,990

無形固定資産合計 2,184,735 2,297,608

投資その他の資産   

投資不動産（純額） 1,822,883 －

その他 1,946,211 2,982,983

貸倒引当金 △63,346 △69,444

投資その他の資産合計 3,705,748 2,913,539

固定資産合計 6,230,951 5,574,564

資産合計 17,603,732 17,076,685

負債の部   

流動負債   

買掛金 224,685 320,278

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 899,042 196,081

賞与引当金 78,733 88,122

役員賞与引当金 5,568 12,850

その他 838,486 911,678

流動負債合計 3,702,515 3,285,011

固定負債   

長期借入金 53,000 71,000

退職給付引当金 45,066 41,006

その他 217,602 358,677

固定負債合計 315,669 470,684

負債合計 4,018,185 3,755,695

㈱ＣＨＩＮＴＡＩ（2420）平成21年10月期　第２四半期決算短信

－4－



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年４月30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 9,263,216 8,390,939

自己株式 △886,941 △286,959

株主資本合計 13,611,370 13,339,075

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △25,822 △18,086

評価・換算差額等合計 △25,822 △18,086

純資産合計 13,585,547 13,320,989

負債純資産合計 17,603,732 17,076,685
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年11月１日 
 至 平成21年４月30日) 

売上高 8,914,081

売上原価 3,948,885

売上総利益 4,965,196

販売費及び一般管理費 3,005,289

営業利益 1,959,907

営業外収益  

受取利息 7,075

受取配当金 5,000

デリバティブ評価益 150,260

投資不動産賃貸料 60,647

その他 65,713

営業外収益合計 288,696

営業外費用  

支払利息 9,724

不動産賃貸費用 28,649

匿名組合投資損失 48,791

その他 34,778

営業外費用合計 121,943

経常利益 2,126,659

特別利益  

固定資産売却益 874

保険解約返戻金 18,650

役員賞与引当金戻入額 7,900

その他 274

特別利益合計 27,699

特別損失  

投資有価証券売却損 31,994

関係会社株式売却損 77,480

その他 4,061

特別損失合計 113,536

税金等調整前四半期純利益 2,040,822

法人税、住民税及び事業税 924,635

法人税等調整額 25,353

法人税等合計 949,989

四半期純利益 1,090,833

㈱ＣＨＩＮＴＡＩ（2420）平成21年10月期　第２四半期決算短信

－6－



（第２四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年２月１日 
 至 平成21年４月30日) 

売上高 4,347,791

売上原価 1,573,190

売上総利益 2,774,601

販売費及び一般管理費 1,458,210

営業利益 1,316,390

営業外収益  

受取利息 3,691

デリバティブ評価益 326,141

投資不動産賃貸料 39,440

その他 110,075

営業外収益合計 479,348

営業外費用  

支払利息 4,145

不動産賃貸費用 21,815

匿名組合投資損失 51,465

その他 5,486

営業外費用合計 82,913

経常利益 1,712,826

特別利益  

固定資産売却益 874

保険解約返戻金 18,650

貸倒引当金戻入額 △217

役員賞与引当金戻入額 4,724

特別利益合計 24,032

特別損失  

投資有価証券売却損 31,994

関係会社株式売却損 77,480

その他 4,061

特別損失合計 113,536

税金等調整前四半期純利益 1,623,322

法人税、住民税及び事業税 669,885

法人税等調整額 58,101

法人税等合計 727,986

四半期純利益 895,335
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成20年11月１日 
 至 平成21年４月30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 2,040,822

減価償却費 193,855

のれん償却額 71,911

貸倒引当金の増減額（△は減少） 16,058

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △6,855

賞与引当金の増減額（△は減少） △6,481

退職給付引当金の増減額（△は減少） 4,059

為替差損益（△は益） △20,606

受取利息及び受取配当金 △12,075

支払利息 9,724

固定資産売却損益（△は益） △874

固定資産除却損 4,061

関係会社株式売却損益（△は益） 77,480

投資有価証券売却損益（△は益） 31,994

デリバティブ評価損益（△は益） △150,260

匿名組合投資損益（△は益） 48,791

投資事業組合運用損益（△は益） △24,299

保険解約返戻金 △18,650

売上債権の増減額（△は増加） 22,021

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,171

仕入債務の増減額（△は減少） △95,592

その他 658,202

小計 2,842,114

利息及び配当金の受取額 12,075

利息の支払額 △9,618

法人税等の支払額 △229,092

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,615,479

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 △129,967

固定資産の売却による収入 2,073

投資不動産の取得による支出 △1,835,586

投資事業組合の清算による収入 856,215

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
支出

△394,831

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 467,544

保険積立金の積立による支出 △16,111

保険積立金の解約による収入 20,969

その他 6,086

投資活動によるキャッシュ・フロー △993,422
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（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年11月１日 
 至 平成21年４月30日) 

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 △18,000

社債の償還による支出 △100,000

自己株式の取得による支出 △599,982

配当金の支払額 △219,477

財務活動によるキャッシュ・フロー △937,459

現金及び現金同等物に係る換算差額 20,606

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 705,203

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 9,121,547
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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２四半期連結累計期間（自 平成20年11月１日 至 平成21年４月30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２四半期連結累計期間（自平成20年11月１日 至平成21年４月30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２四半期連結累計期間（自平成20年11月１日 至平成21年４月30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。 

  

 当社は、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156 条の規定に基づき、当第２四半期

連結累計期間において自己株式の取得を行い、この取得により自己株式が 千円（ 株）増加してお

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 
 5,159,717  360,432 725,256 531,184 172,947 107,565 1,856,978  8,914,081 － 8,914,081

(2)セグメント間の内

部売上高又は振替

高 
 550  180,337 22,024 － － 60 4,488  207,461 △207,461 －

計  5,160,267  540,770 747,281 531,184 172,947 107,626 1,861,466  9,121,543 △207,461 8,914,081

営業利益 

（又は営業損失△） 
 2,019,258  △10,771 △66,481 355,640 △19,337 △40,878 7,742  2,245,173 △285,266 1,959,907

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

599,982 29,243
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「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（１）中間連結損益計算書 

  

  
前中間連結会計期間

（自 平成19年11月１日 
  至 平成20年4月30日） 

区分 金額（千円）
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高        10,689,249  100.0

Ⅱ 売上原価        5,235,433  49.0

売上総利益        5,453,816  51.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費        3,142,772  29.4

営業利益        2,311,044  21.6

Ⅳ 営業外収益                  

１．受取利息  7,799            

２．受取配当金  15,000            

３．匿名組合投資利益   18,359            

４．受取手数料   8,874            

５．その他      13,707  63,740  0.6

Ⅴ 営業外費用                  

１．支払利息  13,378            

２. デリバティブ損失      211,347            

３．投資事業組合投資損失  14,656            

４．その他  681  240,063  2.2

経常利益        2,134,721  20.0

Ⅵ 特別利益                  

１．投資有価証券売却益  5,750            

２．役員賞与引当金戻入益  10,150            

３．保険解約返戻金  20,824  36,724  0.3

Ⅶ 特別損失                  

１．固定資産除却損  360,852            

２．その他  217  361,069  3.4

税金等調整前中間純利益        1,810,375  16.9

法人税、住民税及び事業
税  729,233            

法人税等調整額  34,397  763,631  7.1

中間純利益        1,046,744  9.8
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（２）中間連結キャッシュ・フロー計算書

  
前中間連結会計期間

（自 平成19年11月１日  
  至 平成20年４月30日） 

区分 金額（千円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・
フロー   

税金等調整前中間純利益  1,810,375

減価償却費  228,424

のれん償却額  71,911

貸倒引当金の増減額 
（減少：△）  1,085

賞与引当金の増減額 
（減少：△）  1,766

役員賞与引当金の増減額
（減少：△） 

△34,600

退職給付引当金の増減額
（減少：△） 

△33,191

為替差損益 △6,060

受取利息及び受取配当金 △22,799

支払利息  13,378

固定資産除却損  360,852

デリバティブ評価損益  211,347

投資有価証券売却益 △5,750

投資有価証券評価損   217

保険解約返戻金  △20,824

投資事業組合投資損益  14,656

売上債権の増減額 
（増加：△）  28,474

たな卸資産の増減額 
（増加：△）  103,282

仕入債務の増減額 
（減少：△）  

△8,569

その他   85,683

小計  2,799,660

利息及び配当金の受取額  22,799

利息の支払額 △12,553

法人税等の支払額 △1,189,743

営業活動によるキャッシュ・
フロー  1,620,162
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前中間連結会計期間
（自 平成19年11月１日  

  至 平成20年４月30日） 

区分 金額（千円） 

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 △593,914

投資有価証券の取得による
支出 

△1,220,772

投資有価証券の売却による
収入  55,750

定期預金の預入による支
出  

△61,276

定期預金の払戻による収
入   159,406

貸付金の回収による収入  7,439

保証金の返還による収入  4,692

保険積立金の積立による支
出 

△11,598

保険積立金の解約による収
入  45,467

その他 △2,489

投資活動によるキャッシュ・
フロー 

△1,617,296

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・
フロー   

短期借入金の純増減   291,650

長期借入金の返済による支
出  

△18,000

社債の償還による支出 △110,000

配当金の支払額  △519,242

財務活動によるキャッシュ・
フロー 

 △355,592

Ⅳ  現金及び現金同等物に係る
換算差額 

 △7,970

Ⅴ  現金及び現金同等物の増加
額（減少：△） 

 △360,696

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中間
期末残高  9,622,734
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前中間連結会計期間（自 平成19年11月１日 至 平成20年４月30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  

  

前中間連結会計期間（自 平成19年11月１日 至 平成20年４月30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。 

  

前中間連結会計期間（自 平成19年11月１日 至 平成20年４月30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。 

  

（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 
 5,468,383  699,951 1,321,782 490,998 486,405 145,032 2,076,696  10,689,249 － 10,689,249

(2)セグメント間の内

部売上高又は振替

高 
 1,364  129,791 24,635 9 － － 6,381  162,182 △162,182 －

計  5,469,747  829,742 1,346,418 491,007 486,405 145,032 2,083,077  10,851,432 △162,182 10,689,249

営業費用     3,304,182    749,035  1,420,420  187,128  458,216  185,649  1,971,819    8,276,453  101,752  8,378,205

営業利益 

（又は営業損失△） 
 2,165,564  80,706 △74,002 303,878 28,189 △40,616 111,258  2,574,978 △263,934 2,311,044

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〕
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該当事項はありません。  

  

  

６．その他の情報
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