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1.  平成21年10月期第3四半期の連結業績（平成20年11月1日～平成21年7月31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3四半期 11,777 △18.3 2,638 △8.7 2,707 △4.6 1,425 3.0
20年10月期第3四半期 14,421 △4.6 2,889 △26.8 2,837 △34.9 1,384 △41.5

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3四半期 2,677.93 ―

20年10月期第3四半期 2,524.28 ―

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3四半期 16,901 13,411 79.4 25,933.85
20年10月期 17,076 13,213 77.4 24,183.40

（参考） 自己資本   21年10月期第3四半期  13,411百万円 20年10月期  13,213百万円

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  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 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、４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、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） 

(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 

(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3四半期 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3四半期  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3四半期 532,500株 20年10月期第3四半期 548,372株



 当第３四半期連結会計期間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。しかしながら、６月の日銀短観では景況感が２年半ぶりに改善、輸出などの持ち直しを背景に急速な悪化には歯

止めがかかりました。 

 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７月までの８ヶ月、前年同月比で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。 

 一方では、レジャー等に対する消費マインドの冷え込みは顕著であり、とりわけ平成21年４月末に発生した新型イ

ンフルエンザの流行を受け、海外旅行に対する個人消費の低迷が強く見受けられました。 

 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。

  以上の結果、当第３四半期連結会計期間の業績は、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３四半期連結会計期間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）では、秋の引越し商戦に向け、当社のメディアを有効的に活用する事例を店舗別にフォ

ローアップする等、クライアントである既存の不動産仲介業者様の集客力強化に注力いたしました。 

 また、平成21年７月１日には、「一部地域におけるメディア戦略の変更」を発表し、更なる媒体価値の向上と、エ

リア特性に応じた経営資源の効率的な配置をすることで、より消費者の皆様に公正で有用な空室情報を提供する方針

を固めております。あわせて、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、エリア特性に応じた集中的

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）では、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、営業利益は 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、平成21年４月末に発生した新型

インフルエンザの影響等により、繁忙期であるゴールデンウィーク等にかかる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。 

  

（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。 

  

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

2,863,222 672,832

575,778 329,752

1,962,262 869,134

279,605 3,086

374,269 20,117

192,264 111,541
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（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３四半期連結会計期間（平成21年５月１日から平成21年７月31日）の営業損失は 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）では、冬季の公演に向け、レニングラード国立バレエ等の劇場との契約交渉および、国内における営

業活動に注力いたしました。 

 なお、事業の特性上、公演が冬季に集中していることにより、当第3四半期連結会計期間における売上高は季節変

動の影響があります。 

 以上の結果、売上高は 千円、営業損失は 千円となりました。 

  

  

501

187,089 138,820
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①当第３四半期における資産、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 千円減少し、 千円となりました。この主な要因は、流動

資産のその他と投資その他の資産のその他に含まれる複数の勘定科目の増減と、投資不動産の取得による増加額

が相殺された結果によるものです。 

負債合計は前連結会計年度末に比べ 千円減少し、 千円となりました。この主な要因は、買掛

金残高の減少と社債の償還により流動負債が減少したことによるもので、未払法人税等の増加が相殺された結果

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が、自己株式の取得による減少額が相殺されております。 

  

②キャッシュ・フローの状況 

  当第３四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３四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、仕入債務の減少 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。 

  

（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。 

  

２．連結財政状態に関する定性的情報

175,213 16,901,471

373,261 3,489,830

198,048 13,411,641

480,390

8,896,734

2,887,561

2,651,311 240,402

924,454

856,215 1,835,586

1,458,127 599,982

611,145

３．連結業績予想に関する定性的情報
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当第３四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。 

  

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３四半期連結会計期間末
(平成21年７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10月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 8,932,734 8,496,526

受取手形及び売掛金 913,025 1,089,013

製品 10,147 6,465

仕掛品 20,598 15,271

その他 1,102,379 1,918,114

貸倒引当金 △5,083 △23,271

流動資産合計 10,973,802 11,502,121

固定資産   

有形固定資産 322,327 363,416

無形固定資産   

のれん 1,018,749 1,126,617

その他 1,057,392 1,170,990

無形固定資産合計 2,076,142 2,297,608

投資その他の資産   

投資不動産（純額） 1,815,261 －

その他 1,777,106 2,982,983

貸倒引当金 △63,168 △69,444

投資その他の資産合計 3,529,199 2,913,539

固定資産合計 5,927,669 5,574,564

資産合計 16,901,471 17,076,685

負債の部   

流動負債   

買掛金 187,272 427,675

短期借入金 1,536,000 1,436,000

1年内償還予定の社債 － 320,000

未払法人税等 404,065 196,081

賞与引当金 41,936 88,122

役員賞与引当金 21,534 12,850

その他 896,970 911,678

流動負債合計 3,087,779 3,392,408

固定負債   

長期借入金 44,000 71,000

退職給付引当金 48,016 41,006

その他 310,034 358,677

固定負債合計 402,050 470,684

負債合計 3,489,830 3,863,092
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年７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 9,090,193 8,283,542

自己株式 △886,941 △286,959

株主資本合計 13,438,347 13,231,678

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △26,705 △18,086

評価・換算差額等合計 △26,705 △18,086

純資産合計 13,411,641 13,213,592

負債純資産合計 16,901,471 17,076,685
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年11月１日 
 至 平成21年７月31日) 

売上高 11,777,304

売上原価 5,029,925

売上総利益 6,747,379

販売費及び一般管理費 4,109,228

営業利益 2,638,150

営業外収益  

受取利息 10,235

受取配当金 5,000

デリバティブ評価益 57,126

投資不動産賃貸料 99,669

その他 64,359

営業外収益合計 236,390

営業外費用  

支払利息 13,628

不動産賃貸費用 60,419

匿名組合投資損失 46,283

その他 46,360

営業外費用合計 166,692

経常利益 2,707,849

特別利益  

固定資産売却益 1,062

保険解約返戻金 52,954

役員賞与引当金戻入額 7,900

その他 154

特別利益合計 62,071

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 9,134

特別損失合計 118,609

税金等調整前四半期純利益 2,651,311

法人税、住民税及び事業税 1,018,548

法人税等調整額 206,766

法人税等合計 1,225,314

四半期純利益 1,425,996

㈱ＣＨＩＮＴＡＩ（2420）平成21年10月期　第３四半期決算短信

－7－



（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年５月１日 
 至 平成21年７月31日) 

売上高 2,863,222

売上原価 1,086,450

売上総利益 1,776,772

販売費及び一般管理費 1,103,939

営業利益 672,832

営業外収益  

受取利息 3,160

投資不動産賃貸料 39,022

その他 9,167

営業外収益合計 51,349

営業外費用  

支払利息 3,903

不動産賃貸費用 31,770

デリバティブ評価損 93,134

その他 19,595

営業外費用合計 148,404

経常利益 575,778

特別利益  

固定資産売却益 188

保険解約返戻金 34,303

貸倒引当金戻入額 △120

特別利益合計 34,371

特別損失  

固定資産除却損 5,072

特別損失合計 5,072

税金等調整前四半期純利益 605,077

法人税、住民税及び事業税 93,912

法人税等調整額 181,412

法人税等合計 275,324

四半期純利益 329,752
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年11月１日 
 至 平成21年７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 2,651,311

減価償却費 293,304

のれん償却額 107,867

貸倒引当金の増減額（△は減少） 15,646

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 9,110

賞与引当金の増減額（△は減少） △43,278

退職給付引当金の増減額（△は減少） 7,009

為替差損益（△は益） 24,588

受取利息及び受取配当金 △15,235

支払利息 13,628

固定資産売却損益（△は益） △1,062

固定資産除却損 9,134

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） △57,126

匿名組合投資損益（△は益） 46,283

投資事業組合運用損益（△は益） △16,286

保険解約返戻金 △52,954

売上債権の増減額（△は増加） 101,658

たな卸資産の増減額（△は増加） △8,642

仕入債務の増減額（△は減少） △240,402

その他 749,269

小計 3,703,300

利息及び配当金の受取額 15,235

利息の支払額 △14,350

法人税等の支払額 △816,623

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,887,561

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 △138,920

固定資産の売却による収入 2,262

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

子会社株式の取得による支出 △13,615

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

定期預金の預入による支出 △36,000

定期預金の払戻による収入 80,182

貸付金の回収による収入 471,337

保険積立金の積立による支出 △18,227

保険積立金の解約による収入 96,135
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（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年11月１日 
 至 平成21年７月31日) 

その他 6,591

投資活動によるキャッシュ・フロー △924,454

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） 100,000

長期借入金の返済による支出 △27,000

社債の償還による支出 △320,000

自己株式の取得による支出 △599,982

配当金の支払額 △611,145

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,458,127

現金及び現金同等物に係る換算差額 △24,588

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 480,390

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 8,896,734
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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３四半期連結累計期間（自 平成20年11月１日 至 平成21年７月31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  

  

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。 

  

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。 

  

（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 
 7,121,829  517,443 1,091,193 723,448 172,947 107,565 2,042,876  11,777,304 － 11,777,304

(2)セグメント間の内

部売上高又は振替

高 
 700  302,932 30,357 － － 60 5,678  339,730 △339,730 －

計  7,122,529  820,376 1,121,551 723,448 172,947 107,626 2,048,555  12,117,034 △339,730 11,777,304

営業利益 

（又は営業損失△） 
 2,888,393  △7,684 △81,188 467,181 △19,337 △41,379 △131,077  3,074,907 △436,757 2,638,150

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
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「参考資料」  

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

  

  
前年同四半期

（自 平成19年11月１日 
   至 平成20年７月31日） 

区分 金額（千円）
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高  14,421,132  100.0

Ⅱ 売上原価       7,133,987  49.5

売上総利益       7,287,145  50.5

Ⅲ 販売費及び一般管理費       4,397,705  30.5

営業利益       2,889,439  20.0

Ⅳ 営業外収益           

１．受取利息  12,866           

２．受取配当金  16,019           

３．為替差益   26,205

４．匿名組合投資利益   20,109

５．受取手数料   10,579

６．その他      12,187  97,969  0.7

Ⅴ 営業外費用                

１．支払利息  22,164           

２. デリバティブ損失      112,227

３．投資事業組合投資損失  14,656           

４．その他  1,276  150,325  1.0

経常利益       2,837,083  19.7

Ⅵ 特別利益                

１．固定資産売却益  352           

２．投資有価証券売却益  5,750           

３．貸倒引当金戻入益  11,836           

４．役員賞与引当金戻入益  12,250           

５．保険解約返戻金  24,191  54,379  0.4
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前年同四半期

（自 平成19年11月１日 
   至 平成20年７月31日） 

区分 金額（千円）
百分比
（％） 

Ⅶ 特別損失                

１．固定資産除却損  361,247           

２．その他  236  361,483  2.5

税金等調整前第３四半期
純利益       2,529,973  17.6

法人税、住民税及び事業
税  1,022,092           

法人税等調整額  123,642  1,145,735  8.0

第３四半期純利益       1,384,244  9.6
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（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

（自 平成19年11月１日  
  至 平成20年７月31日） 

区分 金額（千円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・
フロー   

税金等調整前第３四半期純
利益  2,529,979

減価償却費  332,583

のれん償却額  107,867

貸倒引当金の増減額 
（減少：△） 

△137,895

賞与引当金の増減額 
（減少：△） 

△42,752

役員賞与引当金の増減額
（減少：△） 

△34,126

退職給付引当金の増減額
（減少：△） 

△34,784

為替差損益 △26,205

受取利息及び受取配当金 △28,886

支払利息  22,164

固定資産売却益 △352

固定資産除却損  361,247

投資有価証券売却益 △5,750

投資有価証券評価損益  236

デリバティブ評価損益  112,227

保険解約返戻金  △24,191

投資事業組合投資損益  14,656

売上債権の増減額 
（増加：△）  60,780

たな卸資産の増減額 
（増加：△）  112,911

仕入債務の増減額 
（減少：△）   65,312

その他  △204,211

小計  3,180,812

利息及び配当金の受取額  28,886

利息の支払額 △22,573

法人税等の支払額 △2,186,858

営業活動によるキャッシュ・
フロー  1,000,267
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前年同四半期
（自 平成19年11月１日  

  至 平成20年７月31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 △670,487

固定資産の売却による収入  746

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   193,837

貸付金の回収による収入  11,178

保証金の差入による支出 △1,543

保証金の返還による収入  5,006

保険積立金の積立による支
出 

△34,580

保険積立金の解約による収
入  52,391

その他 △1,380

投資活動によるキャッシュ・
フロー 

△1,671,131

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   691,650

長期借入金の返済による支
出  

△27,000

社債の償還による支出 △110,000

自己株式の取得による支出 △57,457

配当金の支払額  △1,001,976

財務活動によるキャッシュ・
フロー 

 △504,784

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換
算差額  9,471

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額
（減少：△） 

 △1,166,176

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第３四
半期末残高 

 8,817,255
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前第３四半期連結累計期間（自 平成19年11月１日 至 平成20年７月31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  

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、 千円であります。その主

なものは提出会社の管理部門等に係る費用であります。 

  

前第３四半期連結累計期間（自 平成19年11月１日 至 平成20年７月31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。 

  

前第３四半期連結累計期間（自 平成19年11月１日 至 平成20年７月31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 
 7,488,373  914,082 2,113,428 685,853 742,660 226,354 2,250,379  14,421,132 － 14,421,132

(2)セグメント間の内

部売上高又は振替

高 
 1,599  183,361 36,750 11 － － 6,381  228,104 △228,104 －

計  7,489,972  1,097,443 2,150,179 685,864 742,660 226,354 2,256,761  14,649,237 △228,104 14,421,132

営業利益 

（又は営業損失△） 
 2,948,858  84,588 △75,448 417,344 53,521 △52,716 △91,017  3,285,131 △395,691 2,889,439

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 

394,395

〔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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