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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6月30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 ％

22年3月期第1四半期 12,073 △1.0 1,175 7.6 1,205 △0.8 718 34.4
21年3月期第1四半期 12,191 ― 1,092 ― 1,216 ― 534 ―

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

22年3月期第1四半期 25.13 ―

21年3月期第1四半期 18.69 ―

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

22年3月期第1四半期 95,815 60,256 62.9 2,106.88
21年3月期 98,963 60,211 60.8 2,105.32

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  60,256百万円 21年3月期  60,211百万円

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

21年3月期 ― 60.00 ― 60.00 120.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

40.00 ― 60.00 100.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3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

25,000 △5.8 3,000 △8.7 3,000 △15.4 1,700 △8.7 59.44

通期 55,000 8.8 8,500 30.7 8,500 24.8 4,900 37.2 171.33
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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、６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） 

(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 

 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。 
 その他業績予想に関する事項については、５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 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 28,600,000株 21年3月期  28,600,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  174株 21年3月期  174株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 28,599,826株 21年3月期第1四半期 28,599,843株
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、昨年来の深刻な景気後退局面から生産・輸出に持

ち直しの動きが見られましたが、企業収益・設備投資は回復しておらず、雇用情勢・所得環境の悪化か

ら個人消費も低迷するなど、依然として厳しい状況が続いております。 

このような経済環境の中、当不動産流通業界における取引は、低金利、住宅ローン減税等の政府の経

済対策の効果、価格調整の進展等を背景として、エンドユーザーを中心とした潜在需要が顕在化し、成

約件数は増加基調で推移いたしましたが、金融機関の不動産向け融資に対する慎重な姿勢はさほど改善

されておらず、法人取引等の回復には至っておりません。 

以上のような経済・業界環境の下、当第１四半期連結累計期間における当社グループの営業収益は

12,073百万円(前年同期比1.0％減)、営業利益は1,175百万円(同7.6％増)、経常利益は1,205百万円(同

0.8％減)、四半期純利益は718百万円(同34.4％増)となりました。 

  

(単位：百万円) 

 
  

(セグメント別の概況) 

事業の種類別セグメントの業績を示すと次のとおりであります。 

  

〔仲介業務〕 

仲介業務におきましては、中古住宅等の取引環境が回復傾向で推移する中、取扱件数は7,509件(前年

同期比0.8％減)とほぼ前年同期並みの水準を確保したものの、平均取扱単価が大きく下落した為、取扱

高は185,742百万円(同17.3％減)、営業収益は9,131百万円(同11.7％減)、営業利益は1,604百万円(同

14.3％減)の計上となりました。 

なお、当第１四半期連結累計期間における仲介店舗の新規出店はありません。 

  

(単位：百万円) 

 
  

【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

前第１四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日 
至 平成21年６月30日)

前年同期比

増減 増減率

営業収益 12,191 12,073 △117 △1.0％

営業利益 1,092 1,175 ＋82 ＋7.6％

経常利益 1,216 1,205 △10 △0.8％

四半期純利益 534 718 ＋183 ＋34.4％

前第１四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日 
至 平成21年６月30日)

前年同期比

増減 増減率

取扱件数(件) 7,566 7,509 △57 △0.8％

取扱高 224,623 185,742 △38,881 △17.3％

営業収益 10,346 9,131 △1,214 △11.7％

営業利益 1,872 1,604 △267 △14.3％
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〔受託販売業務〕 

受託販売業務におきましては、新築マンションの供給戸数が、前年同期に比べて減少する一方、売れ

行きは堅調に推移する中、取扱件数は589件(前年同期比1.8％減)、取扱高は24,641百万円(同1.6％

増)、営業収益は754百万円(同0.6％減)、営業利益は102百万円(同182百万円増)の計上となりました。 

  

(単位：百万円) 

 
  

〔賃貸業務〕 

賃貸業務におきましては、東京都心部のオフィスビル市場において、空室率が上昇傾向で推移すると

ともに、平均賃料も弱含みで推移する中、営業収益は629百万円(前年同期比0.5％減)、営業利益は364

百万円(同4.4％増)の計上となりました。 

  

(単位：百万円) 

 
  

〔不動産販売業務〕 

不動産販売業務におきましては、国内連結子会社において販売活動に弾みがつき、営業収益は1,508

百万円(前年同期比264.4％増)、営業利益は54百万円(同83百万円増)の計上となりました。 

  

(単位：百万円) 

 
  

〔その他の業務〕 

その他の業務におきましては、住宅ローンに係る事務代行業務等により、営業収益は128百万円(前年

同期比17.3％増)、営業利益は41百万円(同66.3％増)の計上となりました。 

  

前第１四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日 
至 平成21年６月30日)

前年同期比

増減 増減率

取扱件数(件) 600 589 △11 △1.8％

取扱高 24,254 24,641 ＋387 ＋1.6％

営業収益 758 754 △4 △0.6％

営業利益(△損失) △80 102 ＋182 ―

前第１四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日 
至 平成21年６月30日)

前年同期比

増減 増減率

営業収益 632 629 △3 △0.5％

営業利益 348 364 ＋15 ＋4.4％

前第１四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日 
至 平成21年６月30日)

前年同期比

増減 増減率

営業収益 414 1,508 ＋1,094 ＋264.4％

営業利益(△損失) △28 54 ＋83 ―
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当第１四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べて3,148百万円減少し、

95,815百万円となりました。これは、主に現金及び預金の減少により流動資産が減少したことによるも

のであります。 

負債は、前連結会計年度末に比べて3,192百万円減少し、35,559百万円となりました。これは、主に

短期借入金、賞与引当金及び未払法人税等の減少により流動負債が減少したことによるものでありま

す。 

純資産は、利益剰余金は減少しましたが、為替換算調整勘定等の増加により、前連結会計年度末に比

べて44百万円増加し、60,256百万円となりました。以上の結果、自己資本比率は前連結会計年度末に比

べて2.1ポイント上昇し、62.9％となりました。 

  

(単位：百万円) 

 
  

当第１四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末の16,895百万

円から3,087百万円減少(18.3％減)し、13,808百万円となりました。 

  

〔営業活動によるキャッシュ・フロー〕 

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益1,246百万円を計上し、預り金の

増加額894百万円がありましたが、賞与引当金の減少額1,153百万円、法人税等の支払額1,321百万円等

により、609百万円の支出(前年同期は31,862百万円の支出)となりました。 

なお、預り金は、受託販売業務において物件購入者が支払う分譲代金を、デベロッパー等に代わって

当社が受領するものであり、後にデベロッパー等に送金いたします。この預り金は、特に新築物件の竣

工・引渡が増加する第４四半期に残高が増加するという季節的変動があり、当社の営業活動によるキャ

ッシュ・フローに大きな影響を及ぼします。この預り金の増減額を除いた営業活動によるキャッシュ・

フローは、1,503百万円の支出(前年同期は5,084百万円の支出)であります。 

  

〔投資活動によるキャッシュ・フロー〕 

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形・無形固定資産の取得による支出等により、131百万円

の支出(前年同期は307百万円の収入)となりました。 

  

〔財務活動によるキャッシュ・フロー〕 

財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払い及び短期借入金の返済等により、3,109百万

円の支出(前年同期は4,193百万円の収入)となりました。 

  

当第１四半期の業績は堅調な足取りで推移しておりまして、平成21年５月11日の決算発表時の業績予

想を修正いたしません。 

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

前連結会計年度末
(平成21年３月31日)

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日)

前期比

増減 増減率

総資産 98,963 95,815 △3,148 △3.2％

負債 38,751 35,559 △3,192 △8.2％

純資産 60,211 60,256 ＋44 ＋0.1％

自己資本比率(％) 60.8 62.9 ＋2.1 ―

(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。 

  

たな卸資産の評価方法 

棚卸資産の簿価切下げに関しては、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。 

  

該当事項はありません。 

  

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

(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：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 13,805 16,892

営業未収入金 536 593

有価証券 2 2

販売用不動産 2,759 4,712

仕掛販売用不動産 835 －

未成業務支出金 1,976 1,701

その他 5,399 5,520

貸倒引当金 △2 △2

流動資産合計 25,312 29,420

固定資産   

有形固定資産   

建物 20,101 19,992

減価償却累計額 △10,094 △9,967

減損損失累計額 △40 △40

建物（純額） 9,966 9,985

土地 46,063 45,061

その他 1,755 1,742

減価償却累計額 △1,391 △1,370

その他（純額） 364 372

有形固定資産合計 56,393 55,419

無形固定資産 527 500

投資その他の資産   

破産更生債権等 11,195 11,234

その他 7,402 7,405

貸倒引当金 △5,016 △5,016

投資その他の資産合計 13,582 13,623

固定資産合計 70,503 69,543

資産合計 95,815 98,963
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

営業未払金 146 228

短期借入金 17,425 18,850

未払法人税等 40 1,243

賞与引当金 449 1,602

預り金 10,920 10,026

その他 1,835 1,993

流動負債合計 30,817 33,943

固定負債   

退職給付引当金 2,862 2,895

役員退職慰労引当金 172 209

その他 1,707 1,702

固定負債合計 4,742 4,807

負債合計 35,559 38,751

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,970 2,970

資本剰余金 3,543 3,543

利益剰余金 58,999 59,996

自己株式 △1 △1

株主資本合計 65,511 66,508

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1 △10

繰延ヘッジ損益 △47 △103

為替換算調整勘定 △5,205 △6,182

評価・換算差額等合計 △5,254 △6,296

純資産合計 60,256 60,211

負債純資産合計 95,815 98,963
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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：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

営業収益 12,191 12,073

営業原価 9,853 9,706

売上総利益 2,337 2,367

販売費及び一般管理費   

給料及び賞与 364 361

賞与引当金繰入額 1 0

退職給付費用 1 14

役員退職慰労引当金繰入額 8 7

貸倒引当金繰入額 － 0

その他 868 808

販売費及び一般管理費合計 1,245 1,192

営業利益 1,092 1,175

営業外収益   

受取利息 55 37

為替差益 94 22

その他 17 21

営業外収益合計 166 81

営業外費用   

支払利息 36 42

その他 6 8

営業外費用合計 42 50

経常利益 1,216 1,205

特別利益   

受取補償金 － 41

特別利益合計 － 41

特別損失   

固定資産除却損 3 0

たな卸資産評価損 253 －

特別損失合計 256 0

税金等調整前四半期純利益 959 1,246

法人税、住民税及び事業税 78 80

法人税等調整額 346 447

法人税等合計 424 528

四半期純利益 534 718
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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）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６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 959 1,246

減価償却費 212 208

貸倒引当金の増減額（△は減少） － 0

賞与引当金の増減額（△は減少） △1,630 △1,153

退職給付引当金の増減額（△は減少） 36 △32

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △41 △37

受取利息及び受取配当金 △68 △49

為替差損益（△は益） △94 △22

支払利息 36 42

固定資産除却損 3 0

たな卸資産評価損 253 －

受取補償金 － △41

売上債権の増減額（△は増加） 128 58

たな卸資産の増減額（△は増加） △486 △266

仕入債務の増減額（△は減少） △100 △83

預り金の増減額（△は減少） △26,777 894

破産更生債権等の増減額（△は増加） 44 38

その他 △352 △131

小計 △27,876 672

利息及び配当金の受取額 24 50

利息の支払額 △34 △44

補償金の受取額 － 33

法人税等の支払額 △3,976 △1,321

営業活動によるキャッシュ・フロー △31,862 △609

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 △150 △61

無形固定資産の取得による支出 △30 △66

その他 488 △3

投資活動によるキャッシュ・フロー 307 △131

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 6,000 △1,300

長期借入金の返済による支出 △125 △125

自己株式の取得による支出 △0 －

配当金の支払額 △1,681 △1,682

その他 － △1

財務活動によるキャッシュ・フロー 4,193 △3,109

現金及び現金同等物に係る換算差額 △729 763

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △28,091 △3,087

現金及び現金同等物の期首残高 35,785 16,895

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,694 13,808
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該当事項はありません。 

  

  

 
(注) １ 事業区分の方法 

 当社グループの事業内容を勘案して区分しております。 

２ 各事業区分の主な内容は次のとおりです。 

 仲介    ：不動産の仲介 

 受託販売  ：不動産の受託販売 

 賃貸    ：不動産の賃貸 

 不動産販売 ：不動産の売買 

 その他   ：住宅ローンに係る事務代行等 

  

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日) 

  

 
(注) １ 事業区分の方法 

 当社グループの事業内容を勘案して区分しております。 

２ 各事業区分の主な内容は次のとおりです。 

 仲介    ：不動産の仲介 

 受託販売  ：不動産の受託販売 

 賃貸    ：不動産の賃貸 

 不動産販売 ：不動産の売買 

 その他   ：住宅ローンに係る事務代行等 

  

(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〕

前第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日)

仲介 
(百万円)

受託販売
(百万円)

賃貸
(百万円)

不動産
販売 

(百万円)

その他
(百万円)

計 
(百万円)

消去 
又は全社 
(百万円)

連結
(百万円)

 営業収益

 (1) 外部顧客に対する 
      営業収益

10,332 728 606 414 109 12,191 ― 12,191

 (2) セグメント間の内部 
   営業収益又は振替高

13 30 26 ― ― 70 (70) ―

計 10,346 758 632 414 109 12,261 (70) 12,191

 営業費用 8,473 839 284 442 84 10,124 974 11,098

 営業利益(△損失) 1,872 △80 348 △28 24 2,137 (1,044) 1,092

仲介 
(百万円)

受託販売
(百万円)

賃貸
(百万円)

不動産
販売 

(百万円)

その他
(百万円)

計 
(百万円)

消去 
又は全社 
(百万円)

連結
(百万円)

 営業収益

 (1) 外部顧客に対する 
      営業収益

9,110 725 600 1,508 128 12,073 ― 12,073

 (2) セグメント間の内部 
   営業収益又は振替高

20 28 28 ― ― 78 (78) ―

計 9,131 754 629 1,508 128 12,152 (78) 12,073

 営業費用 7,526 651 265 1,454 87 9,985 913 10,898

 営業利益 1,604 102 364 54 41 2,167 (991) 1,175
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前第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日) 

全セグメントの営業収益の合計に占める「本邦」の割合が90％を超えているため、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１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日) 

全セグメントの営業収益の合計に占める「本邦」の割合が90％を超えているため、所在地別セグメン

ト情報の記載を省略しております。 

  

前第１四半期連結累計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日) 

海外営業収益は連結営業収益の10％未満であるため、記載を省略しております。 

  

当第１四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日) 

海外営業収益は連結営業収益の10％未満であるため、記載を省略しております。 

  

該当事項はありません。 

  

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外営業収益〕

(6) 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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(1) 生産、受注及び販売の状況 

当社グループの主たる事業は、仲介業務、受託販売業務という不動産流通事業であり、役務の提供を

主体とする事業の性格上、生産、受注及び販売の実績を区分して把握することは困難であります。 

したがって、当第１四半期連結累計期間における事業の種類別セグメント毎の営業収益を示すと、次

のとおりであります。 
                                          (単位：百万円) 

 
   (注)１．営業収益には、セグメント間の内部営業収益又は振替高を含めております。 

   ２．仲介業務の概要は、次のとおりであります。 

     (1) 取扱件数 

                                            (単位：件) 

 
  

     (2) 取扱高 

                                          (単位：百万円) 

 
  

     (3) 営業収益 

                                          (単位：百万円) 

 
   ３．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

６. その他の情報

事業の種類別 
セグメントの名称

前第１四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
 至 平成20年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年６月30日)

前年同期比

仲介業務 10,346 9,131 △11.7％

受託販売業務 758 754 △0.6％

賃貸業務 632 629 △0.5％

不動産販売業務 414 1,508 ＋264.4％

その他の業務 109 128 ＋17.3％

  小計 12,261 12,152 △0.9％

消去又は全社 △70 △78 ―

  合計 12,191 12,073 △1.0％

区分
前第１四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
 至 平成20年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年６月30日)

前年同期比

首都圏 3,483 3,373 △3.2％

関西圏 2,716 2,805 ＋3.3％

その他 1,367 1,331 △2.6％

  合計 7,566 7,509 △0.8％

区分
前第１四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
 至 平成20年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年６月30日)

前年同期比

首都圏 130,902 101,890 △22.2％

関西圏 61,770 58,094 △6.0％

その他 31,951 25,758 △19.4％

  合計 224,623 185,742 △17.3％

区分
前第１四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年６月30日)

前年同期比

首都圏 6,158 5,179 △15.9％

関西圏 2,709 2,649 △2.2％

その他 1,477 1,303 △11.8％

  合計 10,346 9,131 △11.7％
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