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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 4,003 ― 30 ― 13 ― △370 ―
20年12月期第3四半期 4,107 △13.8 4 △98.7 △26 ― △21 ―

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 △24.68 ―
20年12月期第3四半期 △1.29 ―

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 6,831 3,709 53.4 242.87
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3四半期  3,646百万円 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
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 ― ― ― 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  有   

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 5,491 0.7 36 ― 10 ― △383 ― △25.57
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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3四半期 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3四半期  4,883,280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3四半期 15,016,361株 20年12月期第3四半期 16,706,463株
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当第３四半期(平成21年１月１日～平成21年９月30日)におけるわが国経済は、一部では株価や生産の回
復等で景気回復の兆しが見受けられますが、企業収益は低迷し設備投資は抑制され、個人消費について
も、雇用情勢、所得環境の悪化等により極力支出を抑える傾向が強まり、景気の下振れ懸念は払拭されて
おらず不透明な状況で推移しました。 
不動産業界においては、事業用の大型物件や投資物件の流通は停滞しており、消費者の景気の先行きに

対する不安から住宅購入マインドの冷え込みが一層高まり、市況は厳しさを増してまいりました。 
このような環境のもと当社グループにおきましては買取再販業務に注力し、毎月の家賃並みの支払いで

購入できる中古マンションを中心に買取りをした後、全面リフォーム工事をしてお客様へ提供することで
好評をいただき、不動産売上は増加いたしました。 
不動産売買仲介では市場の価格調整が進んだことにより実需市場に絞り込み、主に一次取得者が購入で

きる価格帯の物件の仲介に注力した結果、取扱件数は増加いたしましたが、法人取引や高額物件の取引が
減少し、売買仲介取扱高が減少した結果、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３四半期連結累計期間における当社グループの売上高は4,003百万円（前年同期比2.5％

減少）、営業利益は30百万円（同631.8％増加）、経常利益は13百万円（前年同期は経常損失26百万円）
四半期純利益は繰延税金資産の取崩しの結果、四半期純損失370百万円（前年同期は四半期純損失21百万
円）となりました。 

 
  

当第３四半期末（平成21年９月30日現在）における流動資産は、繰延税金資産の取崩しにより179百万
円、その他の流動資産が80百万円減少したものの、長期預金からの振替え、及び債券の償還等で現金及び
預金が411百万円増加したこと等により、前連結会計年度末と比較して179百万円の増加となりました。 
固定資産につきましては、収益一棟マンションを販売用不動産から振替えたこと等により有形固定資産

が88百万円増加したものの、債券の償還等により投資有価証券が378百万円、流動資産への振替え等で長
期預金が200百万円減少し、さらに繰延税金資産を183百万円取崩したこと等により、前連結会計年度末と
比較して722百万円の減少となりました。 
その結果、総資産は前連結会計年度末と比較して543百万円の減少となりました。 
流動負債は、賞与引当金の増加等により、前連結会計年度末と比較して41百万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76百万円、長期預り金が20百万円減少したこと等によ

り、前連結会計年度末と比較して98百万円の減少となりました。 
純資産は、繰延税金資産取崩しの影響により四半期純損失が370百万円となったこと、及び配当金の支

払いが120百万円あったこと等により、利益剰余金が490百万円減少し、前連結会計年度末と比較して486
百万円の減少となりました。 
  

当第３四半期連結累計期間末（平成21年９月30日現在）における現金及び現金同等物残高は2,230百万
円となり、前連結会計年度末の2,119百万円より111百万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、税金等調整前四半期純利益11百万円、減価

償却費45百万円、その他流動資産の減少額77百万円、差入敷金保証金の減少額30百万円等の増加要因があ
った一方で、たな卸資産の増加額109百万円、売上債権の増加額32百万円等の減少要因があったことによ
り、42百万円の減少となりました。 
投資活動によるキャッシュ・フローの状況につきましては、有価証券の償還による収入400百万円、有

形固定資産の売却による収入17百万円、有形固定資産取得による支出23百万円等があったことにより274
百万円の増加となりました。 
財務活動によるキャッシュ・フローの状況につきましては、配当金の支払額120百万円等により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３四半期 当第３四半期
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９月30日) 至 平成21年９月30日) 増減 増減率

売上高 4,107 4,003 △103 △2.5％

営業利益 4 30 26 631.8％

経常利益 △26 13 40 ─

四半期純利益 △21 △370 △348 ─

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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平成21年２月13日に公表いたしました通期業績予想を修正しております。詳細は、本日（平成21年11月
９日公表の「業績予想の修正及び繰延税金資産取崩しに関するお知らせ」）をご参照ください。 
修正理由 
景気の底打ちの兆しが一部では見え始めておりますが、雇用情勢の急激な悪化等を反映し、個人消費は

減少し、実体経済は依然として厳しい状況にあります。 
不動産流通市場におきましては、事業用や大型物件の取引は停滞しており、消費者は住宅購入について

依然として慎重な姿勢が見受けられ、当社中核業務である受取手数料収入が期初予想値を下回る見込であ
ることや、繰延税金資産の取崩しにより通期の予想値を下回る見込であります。 
  

平成21年12月期通期連結累計期間業績予想数値の修正（平成21年1月1日～平成21年12月31日） 

 
（注）この資料に記載しております業績予想につきましては現時点で入手可能な情報に基づき作成しており、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場合があります。 

  

該当事項はありません。 
  

当第３四半期連結会計期間末の貸倒実績率の算定において、当第３四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日公表分）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３四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３四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

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

前回発表予想(Ａ) 5,720 280 251 145 9.66

今回発表予想(Ｂ) 5,491 36 10 △383 △25.57

増減額(Ａ－Ｂ) △228 △243 △240 △528 ─

増減率(％) △3.9 △86.8 △95.6 ─ ─

(ご参考)前期実績 
(平成20年12月期)

5,455 △79 △133 △168 △10.36

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 2,575,695 2,164,249

営業未収入金 197,128 175,046

完成工事未収入金 54,482 43,792

販売用不動産 305,994 324,155

未成工事支出金 9,676 －

繰延税金資産 － 179,529

その他 93,270 173,837

貸倒引当金 △2,338 △6,178

流動資産合計 3,233,907 3,054,433

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 529,652 484,851

土地 1,687,883 1,643,708

その他（純額） 28,289 34,185

有形固定資産合計 2,245,824 2,162,745

無形固定資産 68,496 55,635

投資その他の資産   

投資有価証券 88,317 466,957

敷金及び保証金 882,143 937,743

長期預金 300,000 500,000

繰延税金資産 － 183,434

その他 12,439 13,049

貸倒引当金 △2,000 △2,000

投資その他の資産合計 1,280,900 2,099,185

固定資産合計 3,595,222 4,317,566

繰延資産   

社債発行費 2,522 3,113

繰延資産合計 2,522 3,113

資産合計 6,831,652 7,375,112
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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   

工事未払金 115,781 107,796

短期借入金 1,400,000 1,400,000

未払法人税等 23,663 25,675

預り金 492,158 532,003

賞与引当金 79,408 22,129

役員賞与引当金 10,687 14,250

その他 238,375 216,939

流動負債合計 2,360,074 2,318,792

固定負債   

社債 200,000 200,000

退職給付引当金 417,781 420,117

役員退職慰労引当金 66,925 143,600

長期預り金 76,470 96,567

負ののれん 17 69

繰延税金負債 789 －

固定負債合計 761,982 860,353

負債合計 3,122,056 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 1,807,301 2,297,976

自己株式 △1,459,017 △1,458,622

株主資本合計 3,643,515 4,134,677

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 3,191 4,402

評価・換算差額等合計 3,191 4,402

少数株主持分 62,888 56,886

純資産合計 3,709,595 4,195,965

負債純資産合計 6,831,652 7,375,112

－6－

㈱日住サービス(8854) 平成21年12月期 第３四半期決算短信



(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) 

売上高 4,003,573

売上原価 1,475,308

売上総利益 2,528,265

販売費及び一般管理費 2,497,763

営業利益 30,501

営業外収益  

受取利息 7,753

負ののれん償却額 51

雑収入 5,273

営業外収益合計 13,079

営業外費用  

支払利息 18,531

雑損失 11,322

営業外費用合計 29,853

経常利益 13,727

特別利益  

固定資産売却益 2,329

特別利益合計 2,329

特別損失  

固定資産除却損 4,861

特別損失合計 4,861

税金等調整前四半期純利益 11,195

法人税、住民税及び事業税 11,793

法人税等調整額 363,863

法人税等合計 375,657

少数株主利益 6,068

四半期純損失（△） △370,529
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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 11,195

減価償却費 45,946

社債発行費償却 591

負ののれん償却額 △51

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,839

賞与引当金の増減額（△は減少） 57,279

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △3,562

退職給付引当金の増減額（△は減少） △2,336

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △76,675

受取利息及び受取配当金 △8,055

支払利息 18,531

投資有価証券償還損益（△は益） 2,300

有形固定資産売却損益（△は益） △2,329

有形固定資産除却損 4,861

売上債権の増減額（△は増加） △32,771

たな卸資産の増減額（△は増加） △109,775

仕入債務の増減額（△は減少） 37,935

預り金の増減額（△は減少） △39,844

長期預り金の増減額（△は減少） △20,097

その他の流動資産の増減額（△は増加） 77,686

その他の流動負債の増減額（△は減少） △9,862

敷金及び保証金の増減額（△は増加） 30,464

長期前払費用の増減額（△は増加） 679

その他 3,159

小計 △18,569

利息及び配当金の受取額 8,644

利息の支払額 △17,403

法人税等の支払額 △18,729

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 △42,229

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 400,000

定期預金の預入による支出 △145,000

定期預金の払戻による収入 45,000

有形固定資産の取得による支出 △23,384

有形固定資産の売却による収入 17,400

無形固定資産の取得による支出 △19,635

投資活動によるキャッシュ・フロー 274,305
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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  

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 △594

配当金の支払額 △120,092

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 △120,629

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） 111,446

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 2,230,695
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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

前年同四半期

(平成20年12月期

第３四半期)

区分 金額(千円)

Ⅰ 売上高 4,107,512

Ⅱ 売上原価 1,408,076

   売上総利益 2,699,436

Ⅲ 販売費及び一般管理費 2,695,268

   営業利益 4,168

Ⅳ 営業外収益 23,477

 1. 受取利息 12,032

 2. 負ののれんの償却額 51

 3. 雑収入 11,392

Ⅴ 営業外費用 54,038

 1. 支払利息 21,892

 2. 雑支出 32,146

   経常損失(△) △26,393

Ⅵ 特別損失 3,903

 1. 固定資産除却損 3,903

   税金等調整前四半期純損失(△) △30,297

   法人税、住民税及び事業税 13,153

   法人税等調整額 △28,060

   少数株主利益 6,158

   四半期純損失(△) △21,549
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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

(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損失(△) △30,297

   減価償却費 52,524

   社債発行費償却 580

   負ののれんの償却額 △51

   貸倒引当金の増加額 8

   従業員賞与引当金の増加額 76,908

   役員賞与引当金の減少額 △13,912

   退職給付引当金の増加額 19,689

   役員退職慰労引当金の増加額 8,400

   受取利息及び受取配当金 △12,610

   支払利息 21,892

   有形固定資産除却損 3,903

   売上債権の増加額 △18,354

   たな卸資産の増加額 △120,270

   仕入債務の増加額 12,817

   預り金の増加額 10,088

   長期預り金の減少額 △4,403

   その他の流動資産の増加額 △36,340

   その他の流動負債の減少額 △14,354

   差入敷金保証金の増加額 △1,120

   長期前払費用の減少額 470

   その他 5,554

    小計 △38,879

   利息及び配当金の受取額 13,500

   利息の支払額 △22,803

   法人税等の支払額 △19,684

   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 △63,813
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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

   定期預金の預入による支出 △45,000

   定期預金の払戻による収入 45,000

   有形固定資産の取得による支出 △107,544

   無形固定資産の取得による支出 △3,650

   投資有価証券の取得による支出 △95

   その他 0

  投資活動によるキャッシュ・フロー △111,289

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 △970,842

   自己株式の売却による収入 61

   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 △1,151,666

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 △1,326,769

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四半期末残高 2,091,343
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