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1.  平成21年12月期第3四半期の連結業績（平成21年1月1日～平成21年9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3四半期 23,474 ― 10,900 ― 8,227 ― 21,615 ―

20年12月期第3四半期 23,875 ― 12,289 ― 9,599 ― 3,300 ―

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3四半期 148.46 ―

20年12月期第3四半期 24.31 ―

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3四半期 379,789 70,772 18.2 475.05
20年12月期 372,965 46,477 11.9 306.12

（参考） 自己資本   21年12月期第3四半期  69,165百万円 20年12月期  44,571百万円

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12月期 ― 0.00 ― 6.00 6.00
21年12月期 ― 0.00 ―

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 30,500 △2.3 15,000 △3.3 11,000 0.5 22,000 271.7 151.10

－ 1 －



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、５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、５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 

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。 
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。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年12月期第3四半期 146,428,700株 20年12月期  146,428,700株

② 期末自己株式数 21年12月期第3四半期  831,800株 20年12月期  831,800株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年12月期第3四半期 145,596,900株 20年12月期第3四半期 135,696,900株
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(1) 連結経営成績に関する分析 

 当第３四半期（１～９月）における我が国経済は、公共投資の増加、内外の在庫調整の進捗や海外経済の持

ち直し、とりわけ新興国の回復などを背景に輸出や生産が増加し、景気は持ち直しに転じつつあるものの、厳

しい収益状況などを背景に設備投資は減少を続け、個人消費も雇用・所得環境が厳しさを増す中で、全体とし

て弱めの動きとなっております。 

 不動産業界においても、賃貸事業における都心地区の空室率が上昇を続ける等景気悪化の影響を受けており

ます。 

  

 このような環境のもとで当社グループは、東京23区を中心に、数多くの賃貸物件を活用して安定的かつ効率

的に不動産賃貸収入を得るというビジネスモデルに基づき、「市場競争力と成長性を備えた企業」を目標（め

ざす姿）として掲げ、中長期的な収益力の強化と成長基盤の確立に邁進してまいりました。特に既存ビルの建

替を積極的に推進し、併せて収益用不動産の選別取得も推進してまいりました。 

  

 こうした中、当第３四半期（１～９月）の連結業績は、企業向けオフィスビルの賃貸を主とした安定した不

動産賃貸収入をベースとし、営業収益は 百万円、営業利益 百万円、経常利益 百万円、四半期

純利益 百万円となりました。なお、特別利益において、不動産ポートフォリオ戦略の一環として物件を

売却したことに伴う固定資産売却益 百万円を計上しております。また、特別損失において、現在推進し

ている既存賃貸物件の建替に伴う固定資産除却損 百万円、第１四半期より適用した「棚卸資産の評価に関

する会計基準」に伴うたな卸資産評価損 百万円を計上しております。 

  

 事業の種類別セグメントの業績は、次の通りであります。 

（各セグメントの営業収益は、セグメント間の内部営業収益、振替高を含みます。） 

  

（不動産事業）   

 当社グループの中核事業は、東京23区を中心に、100件以上の賃貸物件・賃貸可能面積約40万㎡を活用した

不動産賃貸業務であります。当社のビジネスモデルをより強固なものにすべく、築年数の古い物件を中心に

立地の特性に適した建替を進めることを 大の経営課題として取り組んでおります。 

 当第３四半期（１～９月）におきましては、ヒューリック八王子ビル（平成21年２月竣工）及びヒューリ

ックレジデンス元代々木（平成21年３月竣工）が竣工し、連結子会社仙台一番町開発特定目的会社が共同所

有する仙台ファーストタワー（商業棟・アトリウム）も、平成21年６月に竣工いたしました。 

 そのほか、本所富士ビル（平成22年１月竣工予定）、草加家庭寮（平成22年２月竣工予定）、荏原富士ビ

ル（平成22年８月竣工予定）、新虎ノ門ビル（平成22年８月竣工予定）、麹町富士ビル（平成22年10月竣工

予定）及び数寄屋橋富士ビル（平成23年２月竣工予定）の建替計画も順調に進行しております。 

 なお、当第３四半期（１～９月）におきましては、新たに西宮荘（平成22年６月竣工予定）、代々木寮

（平成22年３月竣工予定）及び北浦和家庭寮（平成22年４月竣工予定）の建替を決定しております。 

 また、当社は、将来にわたる収益力の増強の観点から、優良な新規物件の選別取得を進めておりますが、

当第３四半期（１～９月）において、第二大伝馬町ビル（東京都中央区）の区分所有部分を取得し、当社単

独の所有ビルといたしました。また、不動産ポートフォリオ戦略の一環として、平成21年７月に中目黒セン

タービル（東京都目黒区）を売却いたしましたが、実現化した含み益の再投資による賃料収入のさらなる向

上をはかるため、代替資産としてヒューリック神田ビル（東京都千代田区）及びヒューリック九段ビル（東

京都千代田区）を取得したほか、さらに現在その他の物件を検討中であります。 

 一方、前連結会計年度より取り組み始めたＰＰＰ（Public Private Partnership）事業におきましても、

「奈良県養徳学舎整備事業」（東京都文京区）の本体工事に着工いたしましたほか、新たに東京都下水道局

が主催する「芝浦水再生センター再構築に伴う上部利用事業公開募集」（東京都港区）で当社を含む企業グ

ループが落札者として選定されております。今後も不動産事業の新しい形態として積極的に展開をはかって

まいります。 

 不動産投資業務につきましては、 近の不動産及び金融環境等から当面慎重に対処してまいりましたが、

その中で、持分法適用関連会社である都市再開発インベストメント合同会社に658百万円の匿名組合出資をお

こない、その出資先である東池袋合同会社（持分法適用関連会社）を通じて、都心部の優良物件の区分所有

権を取得いたしました。   

 この結果、当セグメントにおける営業収益は21,244百万円、営業利益は12,276百万円となりました。   

  

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

23,474 10,900 8,227

21,615

30,776

1,248

417
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（保険事業）   

 保険事業におきましては、国内・外資系の保険会社と代理店契約を結んでおり、法人から個人まで多彩な

保険商品を販売しております。保険業界は規制緩和・制度改定による自由化の進展、少子高齢化、人口減少

という社会構造の転換に加え、経済環境の悪化などにより事業環境は一段と厳しくなっております。その中

で当社は、既存損保代理店の営業権取得を重点戦略として法人取引を中心に拡充に努めております。 

 この結果、当セグメントにおける営業収益は1,600百万円、営業利益は506百万円となりました。 

   

（その他事業） 

 その他事業におきましては、連結子会社であるヒューリック不動産サービス㈱による当社保有ビル等の営

繕工事、テナント退去時の原状回復工事、新規入居時の内装工事を中心に受注実績を積み上げております

が、営繕工事の受注が伸び悩んだ結果、当セグメントにおける営業収益は1,023百万円、営業利益は76百万円

となりました。 

  

 所在地別セグメントの業績は、当第３四半期（１～９月）において、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がないため、該当事項はありません。 

   

(2) 特別目的会社（ＳＰＣ）の連結について 

 当社においては、基金を全額拠出又はシェアの過半を拠出する一般社団法人（旧 有限責任中間法人）を通

じて保有する特別目的会社は、いずれも実質的に支配している事象があることから子会社と判定し連結してお

ります。 

 当第３四半期（１～９月）はＳＰＣ４社を連結しており、連結化の影響は以下の通りであります。 

（単位：百万円）

   

(1) 財政状態の変動状況   

（資産）  

 当第３四半期末の総資産は、 百万円となり、対前期末比6,824百万円増加いたしました。これは中核

事業である不動産賃貸業務をより強固なものにすべく、築年数の古い物件を中心に特性に適した建替を積極的

に推進したほか、不動産ポートフォリオ戦略の一環として物件の売却をおこない、代替資産として優良な新規

物件の選別取得を積極的に推進した結果であります。  

 なお、当社グループは総資産に占める不動産及び投資有価証券の割合が高く、特に投資有価証券については

今後市況変動により残高が増減する可能性があります。当第３四半期（１～９月）においては、株式市況の回

復により上場株式の含み益は5,916百万円増加いたしました。主な項目の増減は以下の通りであります。 

  ①現金及び預金   8,804百万円減少 

 ②販売用不動産   5,472百万円減少（固定資産への振替等） 

 ③建物及び構築物   6,393百万円増加（販売用不動産からの振替、建替物件の竣工、賃貸ビルの取得・売

                    却等）  

 ④土地       1,192百万円増加（販売用不動産からの振替、賃貸ビル底地の取得・売却等）  

 ⑤建設仮勘定     1,315百万円増加（建替計画等の進行）  

 ⑥借地権      2,754百万円増加（賃貸ビル借地権の取得） 

 ⑦投資有価証券     9,081百万円増加（上場株式含み益の増加、ＳＰＣ出資増等） 

  

  連結しない場合 連結した場合 影響額 影響度（％） 

 営業収益          24,301           23,474               △826               △3.40

 営業利益          10,115          10,900                  784                 7.75

 経常利益           8,061           8,227                 166                 2.06

 四半期純利益          21,535          21,615                  80                 0.37

 総資産          345,599          379,789              34,190                 9.89

 総負債          276,179          309,017              32,837                11.89

 純資産           69,419           70,772                1,352                 1.94

２．連結財政状態に関する定性的情報

379,789
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（負債） 

  当第３四半期末の負債合計は、 百万円となり、対前期末比で17,470百万円減少いたしました。これは

主に余資による有利子負債の返済や売却物件の長期預り保証金の返還をおこなったほか、株式市況の回復に伴

う上場株式の含み益が増加したことや多額の売却益を伴う固定資産の売却を実行したことによるものでありま

す。 

 当社グループは負債に占める借入金の割合が高く、借入金残高は259,727百万円となっておりますが、このう

ち特別目的会社（ＳＰＣ）のノンリコースローンが31,974百万円含まれております。金融機関からの資金調達

については、高い収益力を背景として安定的に低コストで調達をおこなっております。 

 なお、固定負債のうち繰延税金負債については、今後投資有価証券の時価評価により残高が増減する可能性

があります。                      

  

（純資産） 

 当第３四半期末の純資産合計は、 百万円となり、対前期末比で24,295百万円増加いたしました。この

うち株主資本合計は、 百万円となり、対前期末比で20,737百万円増加いたしました。これは主に、四半

期純利益による利益剰余金の増加によるものであります。 

 また、評価・換算差額等合計は、 百万円となり、対前期末比で3,857百万円増加いたしました。これは

上場株式の含み益の増加により、その他有価証券評価差額金が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３四半期（１～９月）における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動により

百万円増加し、投資活動により 百万円増加し、財務活動において 百万円減少し、当第３四半期末

には 百万円となりました。 

当第３四半期（１～９月）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通りであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動によるキャッシュ・フローは 百万円の収入となりました。これは主に、安定した不動産賃貸収

入のほか多額の固定資産売却益を起因とした税金等調整前四半期純利益が 百万円及び減価償却費が

百万円あった一方、預り保証金の減少額2,695百万円及び法人税等の支払額1,635百万円があったためでありま

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 百万円の収入となりました。これは主に、将来にわたる収益力

強化の観点から建替を積極的に進めるとともに、不動産ポートフォリオ戦略の一環として不動産の売却並びに

代替物件の取得をおこなったほか、ＳＰＣを活用した不動産関連投資を含む投資有価証券の取得をおこなった

ためであります。 

  

（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 百万円の支出となりました。これは主に、余資による有利子負

債の返済をおこなったほか、配当金の支払額 百万円があったためであります。 

   

     当第３四半期の業績は概ね計画通りに推移しており、平成21年12月期売上高、営業利益、経常利益及び当期純 

  利益の業績予想に変更はありません。  

  

  該当事項はありません。   

  

 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用に関しては、該当事項はありません。 

 また、記載すべき重要な簡便な会計処理の適用についても、該当事項はありません。   

  

① 会計基準等の変更に伴う変更  

・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

309,017

70,772

63,514

5,651

6,132

16,505 31,665

9,696

6,132

36,765 2,759

16,505

31,665

878

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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 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。 

     ・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。これにより、当第３四半期（１～９月）の営業利益及び経常利益は 

     158,961千円、税金等調整前四半期純利益は576,162千円それぞれ減少しております。 

     ② ①以外の変更 

    ・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」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議会

     第一部会）、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６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））が平成

     20年４月１日以後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ことになったこ

     とに伴い、第１四半期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、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

    ただし、リース取引開始日が平成20年12月31日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を適用しております。 

    なお、この変更により損益に与える影響はありません。    
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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９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 9,976,772 18,781,595

営業未収入金 644,285 504,588

有価証券 － 201,818

販売用不動産 4,865,033 10,337,425

未成工事支出金 18,022 1,601

貯蔵品 3,761 1,994

繰延税金資産 390,561 214,331

その他 623,386 801,851

貸倒引当金 △2,712 △2,155

流動資産合計 16,519,110 30,843,053

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 58,305,421 51,911,684

機械装置及び運搬具（純額） 194,917 150,571

土地 216,842,622 215,650,099

建設仮勘定 4,690,449 3,374,732

その他（純額） 274,195 265,315

有形固定資産合計 280,307,606 271,352,403

無形固定資産   

のれん 498,927 455,065

借地権 15,345,616 12,590,816

その他 668,445 509,741

無形固定資産合計 16,512,989 13,555,623

投資その他の資産   

投資有価証券 64,862,311 55,780,727

差入保証金 782,733 777,622

繰延税金資産 99,176 100,744

その他 534,293 304,493

貸倒引当金 △1,804 △1,993

投資その他の資産合計 66,276,711 56,961,594

固定資産合計 363,097,306 341,869,621

繰延資産   

繰延資産合計 173,435 252,696

資産合計 379,789,852 372,965,370
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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９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   

1年内償還予定の社債 100,000 100,000

短期借入金 76,422,144 108,925,144

短期社債 － 14,968,438

未払費用 882,900 1,308,051

未払法人税等 4,125,935 172,235

前受金 1,985,661 2,158,805

賞与引当金 113,727 33,280

役員賞与引当金 24,300 32,200

その他 2,334,308 1,886,043

流動負債合計 85,988,977 129,584,198

固定負債   

社債 － 100,000

長期借入金 183,305,424 166,402,568

繰延税金負債 12,409,996 403,862

退職給付引当金 289,807 284,290

役員退職慰労引当金 42,400 37,000

長期預り保証金 26,528,196 29,223,784

その他 452,500 452,500

固定負債合計 223,028,324 196,904,005

負債合計 309,017,302 326,488,203

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,879,151 3,879,151

資本剰余金 3,519,151 3,519,151

利益剰余金 56,238,833 35,501,494

自己株式 △122,969 △122,969

株主資本合計 63,514,166 42,776,827

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 5,651,721 1,794,544

評価・換算差額等合計 5,651,721 1,794,544

少数株主持分 1,606,662 1,905,794

純資産合計 70,772,550 46,477,166

負債純資産合計 379,789,852 372,965,370
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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21年１月１日 
 至 平成21年９月30日) 

営業収益 23,474,770

営業原価 8,607,579

営業総利益 14,867,191

販売費及び一般管理費 3,966,809

営業利益 10,900,381

営業外収益  

受取利息 48,615

受取配当金 459,884

持分法による投資利益 272,583

賃貸解約関係収入 126,929

その他 112,967

営業外収益合計 1,020,980

営業外費用  

支払利息 3,307,649

その他 386,474

営業外費用合計 3,694,123

経常利益 8,227,238

特別利益  

固定資産売却益 30,776,443

投資有価証券売却益 38,944

特別利益合計 30,815,387

特別損失  

たな卸資産評価損 417,201

固定資産除却損 1,248,272

建替関連損失 256,794

投資有価証券売却損 179

投資有価証券評価損 311,467

その他 42,753

特別損失合計 2,276,668

税金等調整前四半期純利益 36,765,957

法人税、住民税及び事業税 5,300,356

法人税等調整額 9,752,495

法人税等合計 15,052,851

少数株主利益 97,194

四半期純利益 21,615,911
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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21年１月１日 
 至 平成21年９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 36,765,957

減価償却費 2,759,887

貸倒引当金の増減額（△は減少） 367

賞与引当金の増減額（△は減少） 80,447

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △7,900

退職給付引当金の増減額（△は減少） 5,517

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 5,400

受取利息及び受取配当金 △508,499

支払利息 3,307,649

持分法による投資損益（△は益） △272,583

たな卸資産評価損 576,162

有形固定資産売却損益（△は益） △30,776,443

有形固定資産除却損 1,248,272

投資有価証券売却損益（△は益） △46,654

投資有価証券評価損益（△は益） 311,467

売上債権の増減額（△は増加） △139,697

たな卸資産の増減額（△は増加） 356,309

差入保証金の増減額（△は増加） △5,111

預り保証金の増減額（△は減少） △2,695,588

その他の資産の増減額（△は増加） △660,891

その他の負債の増減額（△は減少） 513,324

小計 10,817,391

利息及び配当金の受取額 506,560

利息の支払額 △3,820,266

法人税等の支払額 △1,635,896

法人税等の還付額 265,002

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,132,791

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 △70,000

有形固定資産の取得による支出 △22,756,411

有形固定資産の売却による収入 46,078,415

無形固定資産の取得による支出 △3,135,429

投資有価証券の取得による支出 △3,804,289

投資有価証券の売却による収入 424,850

投資有価証券の償還による収入 240,000

子会社株式の取得による支出 △509,833

貸付金の回収による収入 738

その他 37,887

投資活動によるキャッシュ・フロー 16,505,928
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（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年９月30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） △27,970,000

短期社債の純増減額（△は減少） △15,120,235

長期借入れによる収入 44,680,000

長期借入金の返済による支出 △32,310,144

社債の償還による支出 △100,000

配当金の支払額 △878,572

少数株主への配当金の支払額 △2,300

少数株主からの払込みによる収入 36,000

財務活動によるキャッシュ・フロー △31,665,251

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △9,026,531

現金及び現金同等物の期首残高 18,723,303

現金及び現金同等物の四半期末残高 9,696,772

ヒューリック㈱（3265） 平成21年12月期　第３四半期決算短信

－ 11 －



 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（自 平成21年１月１日 至 平成21年９月30日） 

 （注）１．事業区分は、売上集計区分によっております。 

２．各事業の主な内容 

（1）不動産事業・・・・・不動産賃貸業務、不動産開発・分譲業務、不動産投資業務等 

（2）保険事業・・・・・・保険代理店業務  

（3）その他事業・・・・・建築工事請負、設計・工事監理業務 

３．会計処理の方法の変更 

  （棚卸資産の評価に関する会計基準） 

   定性的情報・財務諸表等４．その他に記載の通り、第１四半期より「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）を適用しております。この変更に伴い、従来の方法によ

った場合に比べ、不動産事業の営業利益が158,961千円減少しております。    

  

 当第３四半期（自 平成21年１月１日 至 平成21年９月30日） 

  本国以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。   

  

 当第３四半期（自 平成21年１月１日 至 平成21年９月30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〕

  
不動産事業 
（千円） 

保険事業
（千円） 

その他事業
（千円） 

計
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結
（千円） 

営業収益             

(1）外部顧客に対する営

業収益 
 21,232,706  1,600,701  641,362  23,474,770  －  23,474,770

(2）セグメント間の内部

営業収益又は振替高 
 11,881  －  382,064  393,946 (393,946)  －

計  21,244,588  1,600,701  1,023,427  23,868,717 (393,946)  23,474,770

営業利益  12,276,426  506,140  76,951  12,859,518 (1,959,136)  10,900,381

〔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 

前第３四半期連結累計期間（平成20年１月１日～９月30日） 

  

科目 

前年同四半期
（平成20年12月期 
第３四半期） 

金額（千円）

Ⅰ 営業収益  23,875,449

Ⅱ 営業原価  8,215,604

営業総利益  15,659,844

Ⅲ 販売費及び一般管理費  3,370,653

営業利益  12,289,191

Ⅳ 営業外収益  1,238,635

１．受取利息   13,248

２．受取配当金   609,201

３．持分法による投資利益   248,491

４．賃貸解約関係収入   249,961

５．その他   117,732

Ⅴ 営業外費用  3,928,059

１．支払利息   3,592,862

２．その他   335,196

経常利益  9,599,767
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科目 

前年同四半期
（平成20年12月期 
第３四半期） 

金額（千円）

Ⅵ 特別利益  138,030

１．固定資産売却益   130,390

２．投資有価証券売却益  1,200

３．退職給付引当金戻入益   6,440

Ⅶ 特別損失  4,150,451

１．固定資産除却損   2,158,433

２．建替関連損失   1,765,960

３．投資有価証券売却損  5,020

４．投資有価証券評価損  171,369

５．貸倒引当金繰入額   15,871

６．過年度役員退職慰労引当 
  金繰入額   31,100

７．その他   2,695

税金等調整前四半期純利益  5,587,346

法人税、住民税及び事業税  2,040,969

法人税等調整額   166,218

少数株主利益  80,073

四半期純利益  3,300,084
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前第３四半期連結累計期間（平成20年１月１日～９月30日） 

（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

（平成20年12月期 
第３四半期） 

区分 金額（千円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・
フロー 

税金等調整前四半期純利益   5,587,346

減価償却費   2,451,482

貸倒引当金の増減額 
（減少△）   16,220

賞与引当金の増減額 
（減少△）   73,019

役員賞与引当金の増減額
（減少△）  

△6,420

退職給付引当金の増減額
（減少△）  

△8,978

役員退職慰労引当金の増減額 
（減少△）   35,200

受取利息及び受取配当金 △622,449

支払利息   3,592,862

持分法による投資利益  △248,491

有形固定資産売却益  △130,390

有形固定資産除却損   2,158,433

投資有価証券売却益 △50,488

投資有価証券売却損  5,020

投資有価証券評価損   171,369

売上債権の増減額 
（増加△）  

△68,999

たな卸資産の増減額 
（増加△）  

△3,553,194

差入保証金の増減額 
（増加△）  

△22,932

預り保証金の増減額 
（減少△）   34,094

その他の資産の増減額 
（増加△）  

△156,341

その他の負債の増減額 
（減少△） 

△797,347

小計  8,459,016

利息及び配当金の受取額  637,225

利息の支払額  △4,220,095

法人税等の支払額  △3,143,418

営業活動によるキャッシュ・
フロー  1,732,728
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前年同四半期

（平成20年12月期 
第３四半期） 

区分 金額（千円）

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・
フロー 

有価証券の償還による収入   50,000

有形固定資産の取得による支
出 

△3,968,828

有形固定資産の売却による収
入  546,285

無形固定資産の取得による支
出 

△275,766

投資有価証券の取得による支
出  

△12,014,137

投資有価証券の売却による収
入  1,209,206

出資金の払込みによる支出  △600

貸付金の回収による収入  1,123

その他   71,016

投資活動によるキャッシュ・
フロー 

△14,381,700

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・
フロー 

短期借入金の増減額 
（減少△）   22,350,000

短期社債の増減額 
（減少△）  6,892,498

長期借入れによる収入   45,200,000

長期借入金の返済による支出 △60,568,144

配当金の支払額 △409,286

少数株主への配当金の支払額 △4,610

財務活動によるキャッシュ・
フロー  13,460,458

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額
（減少△）  811,485

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残
高  6,190,634

Ⅵ 現金及び現金同等物の四半期
末残高  7,002,120
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前第３四半期連結累計期間（平成20年１月１日～９月30日） 

 （注）１．事業区分は、売上集計区分によっております。 

２．各事業の主な内容 

（1）不動産事業・・・・・不動産賃貸業務、不動産開発・分譲業務、不動産投資業務等 

（2）保険事業・・・・・・保険代理店業務  

（3）その他事業・・・・・建築工事請負、設計・工事監理業務 

  

前第３四半期連結累計期間（平成20年１月１日～９月30日） 

本国以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。  

  

前第３四半期連結累計期間（平成20年１月１日～９月30日） 

海外売上高がないため、該当事項はありません。  

  

（３）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  
不動産事業 
（千円） 

保険事業
（千円） 

その他事業
（千円） 

計
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結
（千円） 

営業収益             

(1）外部顧客に対する営

業収益 
 21,680,025  1,565,645  629,777  23,875,449  －  23,875,449

(2）セグメント間の内部

営業収益又は振替高 
 7,894  －  426,017  433,911 (433,911)  －

計  21,687,920  1,565,645  1,055,795  24,309,361 (433,911)  23,875,449

営業利益  13,339,797  551,335  103,670  13,994,804 (1,705,613)  12,289,191

〔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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