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配当支払開始予定日 ―

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 8,218 △4.3 △52 ― 31 △82.5 △21 ―

21年3月期第1四半期 8,589 ― 121 ― 177 ― 61 ―

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 △1.62 ―

21年3月期第1四半期 4.47 ―

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 28,964 15,492 53.0 1,140.71
21年3月期 29,796 15,866 52.8 1,159.37

（参考） 自己資本  22年3月期第1四半期  15,361百万円 21年3月期  15,741百万円

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 ― ― ― 19.00 19.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

― ― 28.00 28.00

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

16,900 △0.2 190 △13.8 240 △25.0 35 △44.3 2.58

通期 35,600 1.2 1,850 6.9 2,000 2.7 650 58.3 47.87
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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） 

(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。 

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

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 13,740,173株 21年3月期 13,740,173株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期 273,293株 21年3月期 162,393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 13,525,913株 21年3月期第1四半期 13,728,940株
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 当第１四半期連結累計期間における我が国経済は、鉱工業生産及び輸出は持ち直しの傾向が見られるものの、企業

収益及び設備投資は大幅に減少し、個人消費は依然弱含んでおります。また、完全失業率は5％台に達し雇用情勢は

悪化する等、景気は依然厳しい状況にあります。 

 先行きにつきましては、在庫調整の一巡や政府経済対策の効果に加え、対外経済環境の改善により、景気は持ち直

しに向かうことが期待される一方で、生産活動は依然低い水準にあり、雇用情勢の一層の悪化が懸念されます。ま

た、世界的な金融資本市場変動の影響など、景気を下押しするリスクがあります。 

 地価動向につきましては、不動産投資減少等の影響を受け、全国的に下落傾向を示しております。また、貸家の新

設住宅着工戸数は前年同月比の減少幅が拡大している状況が続いており、景気の先行きを勘案すれば、今後、賃貸住

宅の供給面で制約を受けると考えられます。 

 こうした厳しい事業環境下、当社グループはフラットな組織体制確立により各営業店の生産性向上・経費節減を図

り、収益性改善に努めております。しかしながら、景気停滞による賃貸住宅の借り換え意欲減退により、仲介手数料

収入が伸び悩んだ結果、更新手数料、集金管理手数料は堅調な伸びを示しましたものの、当第１四半期連結累計期間

の業績は売上高は8,218百万円（前年同期は8,589百万円）、営業損失52百万円（前年同期は営業利益121百万円）、

経常利益31百万円（前年同期は177百万円）、四半期純損失21百万円（前年同期は四半期純利益61百万円）と、前年

同期と比較し減収減益となりました。本業績を厳粛に受け止め、今後より一層の企業努力が必要と考えております。

 なお、当社グループの営業形態として、賃貸入居需要は１月から３月が最繁忙期であり業績は季節的変動が高く、

売上高・利益ともに上期より下期、特に第４四半期の割合が大きくなる傾向があります。 

 主要な事業のセグメント別の売上高は次のとおりです。 

 仲介事業の売上高は6,091百万円となり前年同期と比較し、464百万円減少しました。なお、海外での仲介事業に関

しまして、前第１四半期連結累計期間ではその他事業に含めておりましたが、当第１四半期連結累計期間では仲介事

業に含めております。なお、前第１四半期連結累計期間における海外での仲介事業の売上高は15百万円であります。

 管理事業の売上高は1,681百万円となり前年同期と比較し、68百万円と堅調に増加しました。 

（１） 資産、負債及び純資産の状況 

 当第１四半期累計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ831百万減少し、28,964百万円となりまし

た。これは主として現金及び預金が1,239百万円及び営業未収入金が332百万円減少し、投資有価証券が631百万円増

加したことによるものであります。 

 なお、連結経営成績と同様に当社グループの営業形態として、賃貸入居需要の繁忙期である１月から３月に取引高

が増加することから、連結会計年度末に流動資産、流動負債が一時的に大幅に積み上がる傾向にあります。 

 負債は、前連結会計年度末に比べ458百万円減少し、13,472百万円となりました。これは主として営業未払金が427

百万円及び、営業預り金616百万円減少し、賞与引当金516百万円が増加したことによるものであります。 

 純資産は、前連結会計年度末に比べ373百万円減少し、15,492百万円となりました。これは、主として利益剰余金

が279百万円減少し、自己株式が△97百万円増加したこと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の残高は11,313百万円となり、前連結会計年度末と比較し

て1,239百万円の減少となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果使用した資金は、319百万円となりました。これは主に増加要因として税金等調整前四半期純利益

の計上が22百万円、賞与引当金の増加516百万円、営業未収入金の減少332百万円がありましたが、減少要因として法

人税等の支払563百万円、営業預り金の減少616百万円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、614百万円となりました。これは主に投資有価証券（国債）の取得620百万円によ

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、305百万円となりました。これは配当金の支払204百万円、自己株式の購入97百万

円によるものであります。 

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
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 平成22年３月期の業績予想につきましては、平成21年５月20日に発表いたしました連結業績予想から修正は行って

おりません。 

該当事項はありません。 

①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等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、前連結会計年度決算において算定した貸倒実績率等の合理的な基準を使用して一般債権の貸倒見

積高を算定する方法によっております。 

②固定資産の減価償却費の算定方法 

 減価償却の方法として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によっております。 

該当事項はありません。  

  

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：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 11,313 12,552 

営業未収入金 974 1,307 

有価証券 283 283 

貯蔵品 95 58 

前払費用 453 390 

繰延税金資産 659 495 

その他 265 317 

貸倒引当金 △33 △44 

流動資産合計 14,011 15,360 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,859 3,905 

土地 3,584 3,584 

その他（純額） 446 481 

有形固定資産合計 7,890 7,971 

無形固定資産   

のれん 65 67 

その他 581 615 

無形固定資産合計 647 683 

投資その他の資産   

投資有価証券 2,624 1,992 

差入保証金 2,608 2,613 

繰延税金資産 520 507 

その他 768 755 

貸倒引当金 △107 △89 

投資その他の資産合計 6,414 5,780 

固定資産合計 14,953 14,435 

資産合計 28,964 29,796 
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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 682 1,110 

短期借入金 2 2 

未払法人税等 247 614 

賞与引当金 1,433 917 

営業預り金 8,177 8,793 

その他 1,596 1,160 

流動負債合計 12,139 12,597 

固定負債   

長期借入金 6 6 

退職給付引当金 1,063 1,076 

その他 262 249 

固定負債合計 1,332 1,333 

負債合計 13,472 13,930 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,622 2,622 

資本剰余金 2,831 2,831 

利益剰余金 10,057 10,337 

自己株式 △213 △115 

株主資本合計 15,298 15,675 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 5 1 

為替換算調整勘定 57 65 

評価・換算差額等合計 63 66 

少数株主持分 130 124 

純資産合計 15,492 15,866 

負債純資産合計 28,964 29,796 
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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) 

売上高 8,589 8,218 

売上原価 2,162 2,067 

売上総利益 6,427 6,150 

販売費及び一般管理費 6,305 6,202 

営業利益又は営業損失（△） 121 △52 

営業外収益   

受取利息 6 4 

不動産賃貸料 43 38 

持分法による投資利益 1 － 

為替差益 2 7 

その他 35 61 

営業外収益合計 89 112 

営業外費用   

支払利息 0 1 

賃貸収入原価 11 10 

事務所移転費用 8 5 

その他 13 10 

営業外費用合計 33 29 

経常利益 177 31 

特別損失   

固定資産除却損 22 8 

前期損益修正損 12 － 

特別損失合計 34 8 

税金等調整前四半期純利益 143 22 

法人税、住民税及び事業税 54 218 

法人税等調整額 21 △180 

法人税等合計 75 37 

少数株主利益 6 6 

四半期純利益又は四半期純損失（△） 61 △21 
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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 143 22 

減価償却費 133 143 

のれん償却額 2 2 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △27 7 

賞与引当金の増減額（△は減少） △483 516 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △30 △13 

受取利息及び受取配当金 △6 △4 

支払利息 0 1 

為替差損益（△は益） △2 △7 

持分法による投資損益（△は益） △1 － 

有形固定資産除却損 22 9 

営業債権の増減額（△は増加） 345 332 

貯蔵品の増減額（△は増加） 6 △37 

営業債務の増減額（△は減少） △455 △427 

営業預り金の増減額（△は減少） △465 △616 

未払金の増減額（△は減少） 73 △6 

その他 △21 323 

小計 △766 246 

利息及び配当金の受取額 0 － 

利息の支払額 △0 △1 

法人税等の支払額 △973 △563 

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,741 △319 

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 △55 △8 

投資有価証券の取得による支出 △4 △620 

長期前払費用の取得による支出 △13 △6 

差入保証金の差入による支出 △24 △10 

差入保証金の回収による収入 56 31 

その他 － 0 

投資活動によるキャッシュ・フロー △42 △614 

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 0 － 

長期借入金の返済による支出 △0 △0 

自己株式の取得による支出 － △97 

配当金の支払額 △493 △204 

その他 － △3 

財務活動によるキャッシュ・フロー △493 △305 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △14 0 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,291 △1,239 

現金及び現金同等物の期首残高 13,132 12,552 

現金及び現金同等物の四半期末残高 10,841 11,313 
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 該当事項はありません。 

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） 

 （注）１．事業区分の方法 

事業は内部管理上採用している区分によっております。 

２．各区分の主要な事業の内容 

（1）仲介事業 ・・・・・・ 不動産の仲介及び不動産の仲介に附帯する業務 

（2）管理事業 ・・・・・・ 不動産の集金管理及び保守管理業務 

（3）ＮＷ事業 ・・・・・・ フランチャイズ業務 

（4）パーキング事業 ・・・ 時間貸駐車場の管理・運営業務 

（5）その他事業 ・・・・・ コンサルティング、リース業務等 

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 

事業は内部管理上採用している区分によっております。 

２．各区分の主要な事業の内容 

（1）仲介事業 ・・・・・・ 不動産の仲介及び不動産の仲介に附帯する業務 

（2）管理事業 ・・・・・・ 不動産の集金管理及び保守管理業務 

（3）ＮＷ事業 ・・・・・・ フランチャイズ業務 

（4）パーキング事業 ・・・ 時間貸駐車場の管理・運営業務 

（5）その他事業 ・・・・・ コンサルティング、リース業務等 

（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〕

  
仲介事業 
(百万円) 

管理事業 
(百万円) 

ＮＷ事業 
(百万円) 

パーキン
グ事業 
(百万円) 

その他事
業 
(百万円) 

計 
(百万円) 

消去又は
全社 
(百万円) 

連結 
(百万円) 

売上高                 

(1）外部顧客に対す

る売上高 
 6,556  1,613  170  140  108  8,589  －  8,589

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高 

 －  －  －  －  －  －  －  －

計  6,556  1,613  170  140  108  8,589  －  8,589

営業利益（又は営業損

失） 
 82  315  56  △5  20  469  △347    121

  
仲介事業 
(百万円) 

管理事業 
(百万円) 

ＮＷ事業 
(百万円) 

パーキン
グ事業 
(百万円) 

その他事
業 
(百万円) 

計 
(百万円) 

消去又は
全社 
(百万円) 

連結 
(百万円) 

売上高                 

(1）外部顧客に対す

る売上高 
 6,091  1,681  176  164  103  8,218  －  8,218

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高 

 －  －  －  －  63  63  △63  －

計  6,091  1,681  176  164  167  8,282  △63  8,218

営業利益（又は営業損

失） 
 △274  381  68  15  42  233  △285  △52
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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）及び当第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）  

 本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、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）及び当第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。 

〔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
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