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1.  平成21年11月期第3四半期の連結業績（平成20年12月1日～平成21年8月31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11月期第3四半期 6,954 ― 609 ― 492 ― 258 ―

20年11月期第3四半期 8,491 53.9 1,556 187.1 1,458 205.0 842 221.8

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11月期第3四半期 28.55 28.53
20年11月期第3四半期 89.65 88.59

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11月期第3四半期 13,791 3,977 28.8 440.83
20年11月期 13,571 3,936 29.0 431.64

（参考） 自己資本   21年11月期第3四半期  3,977百万円 20年11月期  3,936百万円

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

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年11月期 ― 0.00 ― 20.00 20.00
21年11月期 ― 0.00 ―

21年11月期 
（予想）

11.00 11.00

3.  平成21年11月期の連結業績予想（平成20年12月1日～平成21年11月30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 10,000 △0.1 765 △49.7 610 △55.8 345 △47.5 37.83
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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 

・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。 
・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、現時点で入手可能な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作成した
ものであり、実際の業績等は様々な要因により予想数値と大きく異なる結果と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 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11月期第3四半期 9,446,600株 20年11月期  9,445,600株

② 期末自己株式数 21年11月期第3四半期  423,180株 20年11月期  325,080株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年11月期第3四半期 9,048,811株 20年11月期第3四半期 9,395,268株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国の経済環境は、世界的な金融不安による急激な景気悪化から
は回復の兆候が見られたものの、依然、雇用情勢の悪化や個人消費の低迷が続くなど厳しい状況の中で推
移いたしました。 

その環境下にあっても、当社グループの主要顧客層である大学生マーケットにおきましては、平成21年
春の大学入学者数が60.9万人、大学生総数は284.6万人(文部科学省「学校基本調査」による)といずれも
前年を上回り、過去 高水準を維持しております。引き続き、少子化時代にあっても安定的に推移する大
学生市場においては、さまざまなサービス分野において彼等の多様化するライフスタイルとニーズに応え
る低廉で高品質なサービスが求められていると言えます。 

このような市場環境の中で当社グループは、事業の方向性を明確にし、戦略的投資を促進するため、開
発部門と学生マンション部門の２部門からなる「不動産ソリューション事業」と課外活動支援部門と人材
ソリューション部門の２部門からなる「学生生活支援事業」の２事業(セグメント)計４部門で事業展開を
図っております。 

その結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は6,954,968千円、営業利益は609,130千円、経常利益は
492,672千円、四半期純利益は258,319千円となりました。 
 特に、ピークシーズンを迎えた学生生活支援事業は、新型インフルエンザの影響が懸念されたものの底
堅い需要に支えられ、順調に推移いたしました。 

  

当第３四半期連結累計期間の売上高は6,954,968千円となりました。事業別には不動産ソリューショ
ン事業の売上高は5,490,710千円、学生生活支援事業の売上高は1,464,258千円となりました。また、部
門別では、不動産ソリューション事業の開発部門は1,276,634千円、学生マンション部門は4,214,076千
円、学生生活支援事業の課外活動支援部門は1,443,929千円、人材ソリューション部門は20,329千円と
なりました。 

当第３四半期連結累計期間の売上総利益は2,062,453千円となりました。事業別には不動産ソリュー
ション事業の売上総利益は1,290,254千円、学生生活支援事業の売上総利益は772,198千円となりまし
た。 
また、当第３四半期連結累計期間の販売費及び一般管理費は1,453,323千円となり、営業利益は

609,130千円となりました。 

当第３四半期連結累計期間の営業外収支は営業外収益に受取利息等9,480千円、営業外費用に支払利
息等125,938千円を計上したことによりマイナス116,458千円となりました。 
その結果、当第３四半期連結累計期間の経常利益は492,672千円となりました。 

当第３四半期連結累計期間の特別損失に投資有価証券売却損30,000千円及び投資有価証券評価損
1,096千円を計上いたしました。 
その結果、当第３四半期連結累計期間の四半期純利益は258,319千円となりました。 

  

当第３四半期連結会計期間末の資産合計は13,791,416千円となり前連結会計年度末に比べ219,436千円
増加いたしました。この増加の主な要因は、現金及び預金が644,222千円の増加、販売用不動産が913,527
千円の減少、流動資産のその他が572,901千円の減少及び有形固定資産が927,977千円増加したことにより
ます。 

負債合計は9,813,617千円となり前連結会計年度末に比べ178,458千円増加いたしました。この増加の主
な要因は、短期借入金が1,100,000千円の減少、未払法人税等が197,406千円の減少、流動負債その他が
286,580千円の増加、長期借入金(１年内返済予定分を含む)が84,390千円の減少及び社債(１年内償還予定
分を含む)が1,334,400千円増加したことによるものであります。また、純資産合計は3,977,799千円とな
り前連結会計年度末に比べ40,977千円増加いたしました。この増加の主な要因は、前期の剰余金の処分に
よる配当金の支払182,410千円、自己株式の取得35,182千円及び四半期純利益258,319千円を計上したこと
によります。 

その結果、１株当たり純資産額は440円83銭となり、自己資本比率は前連結会計年度の29.0％から
28.8％となりました。 

  

通期の連結業績予想につきましては、平成21年１月15日に公表いたしました業績予想に変更はございま
せん。 

・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

① 売上高

② 営業利益

③ 経常利益

④ 四半期純利益

2. 連結財政状態に関する定性的情報

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。 
  

1. 簡便な会計処理 
①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第３四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。 

②たな卸資産の評価方法 
当第３四半期連結会計期間末のたな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。 
③固定資産の減価償却費の算定方法 

定率法を採用している資産については、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。 

④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 
法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や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。 
繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時

差異等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度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っております。 

2. 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 
 該当事項はありません。 

  

①当連結会計年度の第１四半期連結会計期間から「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当連結会計年度の第１四半期連結会計期間から平成18年７月５日公表の「棚卸資産の評価に関する会
計基準」(企業会計基準第９号)を適用し、評価基準については、原価法から原価法(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、これによる損益に与える影響はありません。 

  

①減価償却引当金の計上 
当連結会計年度の第１四半期連結会計期間から、販売用不動産のうち販売するまでに賃貸用に供し

たものについてはその重要性を考慮し、減価償却費相当額を見積り、損益計算書の売上原価に減価償
却引当金繰入額として、また、貸借対照表の流動資産の販売用不動産の控除項目として減価償却引当
金を計上することといたしました。 
これにより、当第３四半期連結累計期間の売上総利益、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半

期純利益は、それぞれ77,713千円減少しております。 

②有形固定資産への振替計上 

当第３四半期連結会計期間中に、販売用不動産のうち一物件について保有目的を販売用から長期保
有に変更したことにより、その取得価額956,027千円とこれに対応する減価償却引当金15,413千円を
販売用不動産から有形固定資産に振替えております。 

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

(4) 追加情報
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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８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11月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,455,666 2,811,444

受取手形及び売掛金 61,211 47,284

販売用不動産 6,689,930 7,603,458

貯蔵品 7,822 11,729

その他 770,659 1,343,560

貸倒引当金 △906 △477

流動資産合計 10,984,384 11,816,999

固定資産   

有形固定資産 996,235 68,257

無形固定資産 54,953 56,346

投資その他の資産   

その他 1,685,611 1,596,471

貸倒引当金 △411 △1,021

投資その他の資産合計 1,685,199 1,595,450

固定資産合計 2,736,388 1,720,054

繰延資産 70,643 34,925

資産合計 13,791,416 13,571,979

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 260,054 286,751

短期借入金 2,780,000 3,880,000

1年内返済予定の長期借入金 745,644 1,072,296

1年内償還予定の社債 314,200 172,800

未払法人税等 116,625 314,032

引当金 18,180 71,600

その他 533,048 246,468

流動負債合計 4,767,753 6,043,947

固定負債   

社債 2,220,200 1,027,200

長期借入金 2,154,341 1,912,079

引当金 － 908

役員退職慰労引当金 163,800 154,800

その他 507,523 496,222

固定負債合計 5,045,864 3,591,210

負債合計 9,813,617 9,635,158

㈱毎日コムネット（8908）　平成21年11月期第3四半期決算短信

-5-



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年８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11月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 773,614 773,526

資本剰余金 507,368 507,281

利益剰余金 2,896,591 2,820,681

自己株式 △196,108 △160,925

株主資本合計 3,981,466 3,940,565

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △3,667 △3,744

評価・換算差額等合計 △3,667 △3,744

純資産合計 3,977,799 3,936,821

負債純資産合計 13,791,416 13,571,979
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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12月１日 
 至 平成21年８月31日) 

売上高 6,954,968

売上原価 4,892,515

売上総利益 2,062,453

販売費及び一般管理費 1,453,323

営業利益 609,130

営業外収益  

受取利息 7,005

受取配当金 697

その他 1,778

営業外収益合計 9,480

営業外費用  

支払利息 93,082

資金調達費用 9,311

社債発行費 22,567

その他 978

営業外費用合計 125,938

経常利益 492,672

特別損失  

投資有価証券売却損 30,000

投資有価証券評価損 1,096

特別損失合計 31,096

税金等調整前四半期純利益 461,576

法人税、住民税及び事業税 146,590

法人税等調整額 56,665

法人税等合計 203,256

四半期純利益 258,319
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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12月１日 
 至 平成21年８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 461,576

減価償却費 102,688

貸倒引当金の増減額（△は減少） △179

賞与引当金の増減額（△は減少） △39,320

工事損失引当金の増減額（△は減少） △14,100

退職給付引当金の増減額（△は減少） △908

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 9,000

受取利息及び受取配当金 △7,702

支払利息 93,082

社債発行費 22,421

投資有価証券売却損益（△は益） 30,000

投資有価証券評価損益（△は益） 1,096

売上債権の増減額（△は増加） △12,942

たな卸資産の増減額（△は増加） △100,892

仕入債務の増減額（△は減少） △26,696

その他の資産の増減額（△は増加） 414,524

その他の負債の増減額（△は減少） 285,543

未払又は未収消費税等の増減額 10,095

その他 △222

小計 1,227,063

利息及び配当金の受取額 7,165

利息の支払額 △87,335

法人税等の支払額 △347,555

その他の支出 △67,757

営業活動によるキャッシュ・フロー 731,579

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 △1,123,000

定期預金の払戻による収入 803,000

有形固定資産の取得による支出 △1,475

無形固定資産の取得による支出 △9,060

投資有価証券の売却による収入 50,000

貸付けによる支出 △70,000

貸付金の回収による収入 9,752

投資活動によるキャッシュ・フロー △340,783
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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12月１日 
 至 平成21年８月31日) 

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） △1,100,000

長期借入れによる収入 950,000

長期借入金の返済による支出 △1,034,390

社債の発行による収入 1,460,000

社債の償還による支出 △125,600

株式の発行による収入 175

自己株式の取得による支出 △35,182

配当金の支払額 △181,576

財務活動によるキャッシュ・フロー △66,574

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） 324,222

現金及び現金同等物の期首残高 2,618,444

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,942,666
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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12月１日 至 平成21年８月31日) 

 
(注) １ 事業の区分は、市場の類似性を考慮して区分しております。 

２ 各区分の事業の内容 

(1) 不動産ソリューション事業・・・学生マンションの開発、不動産有効活用コンサルティング、学生マン

ションの賃貸及び管理、入居者募集及び仲介 

(2) 学生生活支援事業・・・・・・・合宿・研修旅行及び一般旅行、イベントの企画・運営、スポーツ施設

の運営、福利厚生事業サポートプランの提供、新卒採用支援 

３ 当連結会計年度の第１四半期連結会計期間から平成18年７月５日公表の「棚卸資産の評価に関する会計基

準」(企業会計基準第９号)を適用し、評価基準については、原価法から原価法(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。 

  

当第３四半期連結累計期間(自 平成20年12月１日 至 平成21年８月31日) 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店はありませんので、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12月１日 至 平成21年８月31日) 

海外売上高がないため、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) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

不動産ソリュー
ション事業

学生生活支援事
業

計 消去又は全社 連結

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

5,490,710 1,464,258 6,954,968 ― 6,954,968

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― ― ― ― ―

計 5,490,710 1,464,258 6,954,968 ― 6,954,968

営業利益 740,345 284,180 1,024,525 (415,395) 609,130

【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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(要約) 前四半期連結損益計算書 

 
  

「参考」

科目

前第３四半期連結累計期間
(自 平成19年12月１日 
  至 平成20年８月31日)

金額(千円)

Ⅰ 売上高 8,491,914

Ⅱ 売上原価 5,281,491

   売上総利益 3,210,422

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,653,452

   営業利益 1,556,970

Ⅳ 営業外収益 11,145

Ⅴ 営業外費用 109,211

   経常利益 1,458,904

Ⅵ 特別利益 8,662

Ⅶ 特別損失 735

   税金等調整前四半期純利益 1,466,831

   法人税、住民税及び事業税 613,338

   法人税等調整額 11,174

   四半期純利益 842,318
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