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1.  平成21年12月期第2四半期の連結業績（平成21年1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 ％

21年12月期第2四半期 2,796 ― 37 ― 31 ― 48 ―

20年12月期第2四半期 2,802 △17.2 49 △84.4 20 △93.7 11 △90.6

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2四半期 3.21 ―

20年12月期第2四半期 0.67 ―

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2四半期 7,302 4,130 55.7 271.01
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2四半期  4,069百万円 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 ― ― ― 8.00 8.00
21年12月期 ― ―

21年12月期 
（予想）

― 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  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

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） 

(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2四半期 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2四半期  4,882,949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2四半期 15,016,891株 20年12月期第2四半期 17,452,295株
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当第２四半期(平成21年１月１日～平成21年６月30日)におけるわが国経済は、昨年９月の金融危機の影
響により、企業収益の大幅な減少や設備投資の抑制、雇用情勢の悪化等により不透明な状況で推移しまし
た。 
一部では株価や在庫調整の一巡による生産の回復等で景気底入れの兆しが見えるものの、不動産業界に

おきましては、消費者の雇用情勢や景気の先行きに対する不安や生活防衛意識の高まりから住宅購入に対
して今まで以上に慎重な姿勢が続いており、市場は停滞局面が続いております。 
また、新築市場におきましてはマンション販売在庫戸数が依然として高い水準となっており、戸建住宅

の販売状況も弱含んで推移しております。 
このような環境のもと当社グループは経営目標の達成に向け売上の増加と利益の増大に注力してまいり

ました。 
不動産売上につきましては、中古マンションを買取り、設備機器全面交換を含むリフォーム工事をして

お客様へ再販することで好評をいただき、売上高は増加いたしました。 
不動産売買仲介では常にコンサルティングの立場でお客様に接し不動産に関するトータルサービスの提

供を心がけた結果、取扱件数は増加いたしましたが、消費者の節約志向による住宅投資マインドの低下や
不動産融資に対する金融機関の慎重な姿勢が続いたこともあり、事業用物件の取引や高額物件の取引が減
少いたしました。そのため売買仲介取扱高が減少し、中核業務である売買仲介手数料収入が減少いたしま
した。 
その結果、当第２四半期連結累計期間における当社グループの売上高は2,796百万円（前年同期比0.2％

減少）、営業利益は37百万円（同23.7％減少）、経常利益は31百万円（同57.0％増加）四半期純利益は48
百万円（同309.9％増加）となりました。 

 
  

  

当第２四半期末（平成21年６月30日現在）における流動資産は、不動産売上が増加したこと、及び一部
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、長期預金の振替え、及び
債券の償還等により現金及び預金が506百万円増加したこと等により、前連結会計年度末と比較して346百
万円の増加となりました。 
固定資産につきましては、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87百万円増加し

たものの、一部を現金及び預金へ振替えたこと等により長期預金が200百万円減少したこと、及び債券の
償還により投資有価証券が292百万円減少したこと等により、前連結会計年度末と比較して418百万円減少
しました。 
その結果、総資産は前連結会計年度末と比較して72百万円の減少となりました。 
流動負債は、従業員賞与等の未払費用が90百万円増加したこと等により、前連結会計年度末と比較して

79百万円の増加となりました。 
固定負債につきましては、役員退職慰労引当金が79百万円減少したこと等により、前連結会計年度末と

比較して86百万円減少しました。 
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等により4,130百万円となり、前連結会計年

度末と比較して65百万円の減少となりました。 
  

当第２四半期連結累計期間末（平成21年６月30日現在）における現金及び現金同等物残高は2,425百万
円となり、前連結会計年度末の2,119百万円より306百万円の増加となりました。各キャッシュ・フローの
状況は次のとおりであります。 
営業活動によるキャッシュ・フローの状況につきましては、減価償却費が30百万円、たな卸資産の減少

額が103百万円、仕入債務の増加額が50百万円等により120百万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、投資有価証券の償還による収入が300百万円あったこと等によ

り、306百万円の増加となり、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120
百万円の減少となりました。 

・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

(単位：百万円)

前第２四半期 当第２四半期
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６月30日) 至 平成21年６月30日) 増減 増減率

売上高 2,802 2,796 △5 △0.2％

営業利益 49 37 △11 △23.7％

経常利益 20 31 11 57.0％

四半期純利益 11 48 36 309.9％

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
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業績予想につきましては、平成21年２月13日に公表いたしました「平成21年12月期決算短信」の業績予
想に変更はございません。 
  
  

  

該当事項はありません。 
  

当第２四半期連結会計期間末の貸倒実績率の算定において、当第２四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。 

  

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、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２四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、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２四半期連結会計期間の損益に与える影響はありません。 

  

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
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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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20年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,670,431 2,164,249

営業未収入金 200,901 175,046

完成工事未収入金 63,613 43,792

販売用不動産 102,214 324,155

繰延税金資産 212,746 179,529

その他 152,656 173,837

貸倒引当金 △1,630 △6,178

流動資産合計 3,400,932 3,054,433

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 535,301 484,851

土地 1,680,977 1,643,708

その他（純額） 31,922 34,185

有形固定資産合計 2,248,200 2,162,745

無形固定資産 51,119 55,635

投資その他の資産   

投資有価証券 174,752 466,957

敷金及び保証金 933,627 937,743

長期預金 300,000 500,000

繰延税金資産 180,426 183,434

その他 12,596 13,049

貸倒引当金 △2,000 △2,000

投資その他の資産合計 1,599,403 2,099,185

固定資産合計 3,898,724 4,317,566

繰延資産   

社債発行費 2,720 3,113

繰延資産合計 2,720 3,113

資産合計 7,302,377 7,375,112
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（単位：千円）

当第２四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20年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

工事未払金 128,873 107,796

短期借入金 1,400,000 1,400,000

未払法人税等 15,505 25,675

預り金 504,759 532,003

賞与引当金 22,829 22,129

役員賞与引当金 7,125 14,250

その他 319,569 216,939

流動負債合計 2,398,661 2,318,792

固定負債   

社債 200,000 200,000

退職給付引当金 416,271 420,117

役員退職慰労引当金 64,050 143,600

長期預り金 93,180 96,567

負ののれん 34 69

固定負債合計 773,536 860,353

負債合計 3,172,197 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 1,726,730 1,726,823

利益剰余金 2,225,988 2,297,976

自己株式 △1,458,956 △1,458,622

株主資本合計 4,062,262 4,134,677

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 7,126 4,402

評価・換算差額等合計 7,126 4,402

少数株主持分 60,790 56,886

純資産合計 4,130,179 4,195,965

負債純資産合計 7,302,377 7,375,112
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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21年１月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 2,796,833

売上原価 1,081,819

売上総利益 1,715,014

販売費及び一般管理費 1,677,234

営業利益 37,780

営業外収益  

受取利息 5,480

負ののれん償却額 34

雑収入 3,855

営業外収益合計 9,369

営業外費用  

支払利息 12,437

雑損失 3,315

営業外費用合計 15,753

経常利益 31,396

特別利益  

固定資産売却益 2,329

貸倒引当金戻入額 105

特別利益合計 2,435

特別損失  

固定資産除却損 3,714

特別損失合計 3,714

税金等調整前四半期純利益 30,117

法人税、住民税及び事業税 8,191

法人税等調整額 △30,229

法人税等合計 △22,038

少数株主利益 3,999

四半期純利益 48,156
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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21年１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 30,117

減価償却費 30,380

社債発行費償却 393

負ののれん償却額 △34

貸倒引当金の増減額（△は減少） △4,547

賞与引当金の増減額（△は減少） 700

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △7,125

退職給付引当金の増減額（△は減少） △3,845

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △79,550

受取利息及び受取配当金 △5,771

支払利息 12,437

有形固定資産売却損益（△は益） △2,329

有形固定資産除却損 3,714

売上債権の増減額（△は増加） △45,676

たな卸資産の増減額（△は増加） 103,680

仕入債務の増減額（△は減少） 50,132

預り金の増減額（△は減少） △27,243

長期預り金の増減額（△は減少） △3,387

その他の流動資産の増減額（△は増加） 16,679

その他の流動負債の増減額（△は減少） 72,318

敷金及び保証金の増減額（△は増加） △987

長期前払費用の増減額（△は増加） 453

その他 △140

小計 140,367

利息及び配当金の受取額 6,167

利息の支払額 △12,075

法人税等の支払額 △18,221

法人税等の還付額 3,828

営業活動によるキャッシュ・フロー 120,066

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

投資有価証券の償還による収入 300,000

定期預金の預入による支出 △30,000

定期預金の払戻による収入 30,000

有形固定資産の取得による支出 △10,711

有形固定資産の売却による収入 17,400

投資活動によるキャッシュ・フロー 306,613
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（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年６月30日) 

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 106

自己株式の取得による支出 △533

配当金の支払額 △120,020

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 △120,497

現金及び現金同等物に係る換算差額 －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 306,182

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 2,425,431
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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 

  

 
  

  

「参考資料」

(1) (要約）四半期連結損益計算書

前中間連結会計期間

(自 平成20年１月１日

至 平成20年６月30日)

区分 金額(千円)

Ⅰ 売上高 2,802,159

Ⅱ 売上原価 963,457

   売上総利益 1,838,701

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,789,184

   営業利益 49,516

Ⅳ 営業外収益 15,994

 1. 受取利息 7,509

 2. 負ののれんの償却額 34

 3. 雑収入 8,450

Ⅴ 営業外費用 45,507

 1. 支払利息 14,487

 2. 雑支出 31,019

   経常利益 20,003

Ⅵ 特別損失 3,903

 1. 固定資産除却損 3,903

   税金等調整前中間純利益 16,099

   法人税、住民税及び事業税 5,351

   法人税等調整額 △4,970

   少数株主利益 3,972

   中間純利益 11,747
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(2) (要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前中間連結会計期間

(自 平成20年１月１日

至 平成20年６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 16,099

   減価償却費 35,624

   社債発行費償却 385

   負ののれんの償却額 △34

   貸倒引当金の増加額 8

   従業員賞与引当金の増加額 1,698

   役員賞与引当金の減少額 △17,475

   退職給付引当金の増加額 10,572

   役員退職慰労引当金の増加額 5,600

   受取利息及び受取配当金 △8,071

   支払利息 14,487

   有形固定資産除却損 3,903

   売上債権の減少額 34

   たな卸資産の増加額 △32,301

   仕入債務の増加額 5,047

   預り金の増加額 29,892

   長期預り金の減少額 △3,985

   その他の流動資産の増加額 △11,519

   その他の流動負債の増加額 115,191

   差入敷金保証金の増加額 △1,235

   長期前払費用の減少額 308

   その他 1,251

    小計 165,484

   利息及び配当金の受取額 7,034

   利息の支払額 △16,648

   法人税等の支払額 △18,341

   法人税等の還付額 4,053

  営業活動によるキャッシュ・フロー 141,581
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前中間連結会計期間

(自 平成20年１月１日

至 平成20年６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

   定期預金の預入による支出 △30,000

   定期預金の払戻による収入 30,000

   有形固定資産の取得による支出 △103,663

   無形固定資産の取得による支出 △3,650

   その他 0

  投資活動によるキャッシュ・フロー △107,312

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

   短期借入金の増加額 100,000

   長期借入金の返済による支出 △100,000

   自己株式の取得による支出 △629,174

   配当金の支払額 △180,836

   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 △810,060

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減少額 △775,791

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中間期末残高 2,642,320
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