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配当支払開始予定日 ―

1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4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 ％

22年3月期第2四半期 17,055 0.7 559 153.7 636 98.7 275 339.3
21年3月期第2四半期 16,938 ― 220 ― 320 ― 62 ―

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

22年3月期第2四半期 20.44 ―

21年3月期第2四半期 4.57 ―

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

22年3月期第2四半期 28,785 15,792 54.4 1,163.49
21年3月期 29,796 15,866 52.8 1,159.37

（参考） 自己資本  22年3月期第2四半期  15,668百万円 21年3月期  15,741百万円

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

21年3月期 ― ― ― 19.00 19.00
22年3月期 ― ―

22年3月期 
（予想）

― 28.00 28.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3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 35,600 1.2 2,140 23.7 2,290 17.6 840 104.6 62.31
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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） 

(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．平成21年５月20日に公表いたしました平成22年３月期の連結業績予想につきましては、本資料において修正しております。詳細は平成21年11月10日
に別途公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 
２．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。 

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第2四半期 13,740,173株 21年3月期 13,740,173株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期 273,293株 21年3月期 162,393株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 13,496,397株 21年3月期第2四半期 13,728,940株
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 当第２四半期連結累計期間における我が国経済は、アジアを中心とした海外経済の回復を背景に、輸出や生産の持

ち直しが鮮明になっており、緩やかな改善傾向が見られます。企業収益は、大幅な減少が続いておりますが、そのテ

ンポは緩やかなものとなる一方で、設備過剰感が依然解消されておらず、設備投資は減少しております。 

 個人消費は、政府経済対策の効果もあり、持ち直しの傾向があり、消費者マインドも低水準ながら持ち直している

ものの、雇用情勢は８月の完全失業率が5.5％となるなど悪化傾向が続き、景気は依然として厳しい状況にありま

す。 

 地価動向につきましては、厳しい景気動向を反映し、全国的に住宅地・商業地を含む全用途で下落しております。

また、貸家の新設住宅着工戸数は、引続き前年同月比減少しており、先行きにつきましても、雇用・所得環境が厳し

いことから当面弱い動きが続くと見込まれ、賃貸住宅の供給面で制約を受けると考えられます。 

 こうした厳しい事業環境下、当社グループはフラットで効率的な組織体制確立により各営業店の生産性向上・経費

節減を図り、収益性改善に努めております。景気停滞による賃貸住宅の借り換え意欲減退により、仲介手数料収入が

伸び悩んだものの、仲介関連事業収入、管理事業収入等が堅調な伸びを示すとともに、年度当初から取組んでおりま

す経費節減の効果により、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高17,055百万円（前年同期は16,938百万円）、

営業利益559百万円（前年同期は220百万円）、経常利益636百万円（前年同期は320百万円）、四半期純利益275百万

円（前年同期は62百万円）と、前年同期と比較し当社グループ全体において増収増益となりました。 

 なお、当社グループの営業形態として、賃貸入居需要は１月から３月が最繁忙期であり業績は季節的変動が高く、

売上高・利益ともに上期より下期、特に第４四半期の割合が大きくなる傾向があります。 

主要な事業のセグメント別の売上高は次のとおりです。 

 仲介事業の売上高は12,758百万円（前年同期は12,848百万円）となり前年同期と比較し、90百万円減少しました。

 管理事業の売上高は3,396百万円（前年同期は3,232百万円）となり前年同期と比較し、164百万円と堅調に増加し

ました。 

  

（１） 資産、負債及び純資産の状況 

 当第２四半期累計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ1,011百万減少し、28,785百万円となりま

した。これは主として現金及び預金が854百万円、営業未収入金が345百万円及びその他流動資産が212百万円減少

し、有価証券が609百万円増加したことによるものであります。 

 なお、連結経営成績と同様に当社グループの営業形態として、賃貸入居需要の繁忙期である１月から３月に取引

高が増加することから、連結会計年度末に流動資産、流動負債が一時的に大幅に積み上がる傾向にあります。 

 負債は、前連結会計年度末に比べ937百万円減少し、12,992百万円となりました。これは主として営業未払金が

415百万円及び、営業預り金504百万円減少したことによるものであります。 

 純資産は、前連結会計年度末に比べ73百万円減少し、15,792百万円となりました。これは、主として自己株式が

△97百万円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２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の残高は11,698百万円となり、前連結会計年度末と比較

して854百万円の減少となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果獲得した資金は、145百万円となりました。これは主に増加要因として税金等調整前四半期純利

益が617百万円、減価償却費が288百万円及び、営業未収入金の減少336百万円、減少要因として法人税等の支払568

百万円、営業預り金の減少502百万円によるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は、620百万円となりました。これは主に投資有価証券（国債）の取得620百万円に

よるものであります。 

（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、375百万円となりました。これは配当金の支払257百万円、自己株式の購入97百万

円によるものであります。 

  

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．連結財政状態に関する定性的情報
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 景気全般の今後の先行きにつきまして、海外経済の改善などを背景に、景気の持ち直し傾向が続くことが期待され

る一方で、依然、自律性に乏しく、雇用情勢の一層の悪化や海外景気の下振れ懸念、金融資本市場の変動の影響など

景気を下押しするリスクがあります。 

 このような経営環境の下、第２四半期決算の業績及び今後の業界予想などを踏まえて、平成21年５月20日に公表い

たしました平成22年３月期の通期業績予想（連結・個別）を修正いたしました。 

 詳細は平成21年11月10日に別途公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

  

 該当事項はありません。  

①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 当第２四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、前連結会計年度決算において算定した貸倒実績率等の合理的な基準を使用して一般債権の貸倒見積高

を算定する方法によっております。 

②固定資産の減価償却費の算定方法 

 減価償却の方法として定率法を採用している固定資産については、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。 

 該当事項はありません。 

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

（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：百万円）

当第２四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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 11,698 12,552 

営業未収入金 961 1,307 

有価証券 631 283 

貯蔵品 63 58 

前払費用 394 390 

繰延税金資産 478 495 

その他 104 317 

貸倒引当金 △32 △44 

流動資産合計 14,300 15,360 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,851 3,905 

土地 3,584 3,584 

その他（純額） 385 481 

有形固定資産合計 7,821 7,971 

無形固定資産   

のれん 63 67 

その他 551 615 

無形固定資産合計 614 683 

投資その他の資産   

投資有価証券 2,254 1,992 

差入保証金 2,595 2,613 

繰延税金資産 549 507 

その他 745 755 

貸倒引当金 △96 △89 

投資その他の資産合計 6,048 5,780 

固定資産合計 14,484 14,435 

資産合計 28,785 29,796 
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（単位：百万円）

当第２四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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

営業未払金 694 1,110 

短期借入金 2 2 

未払法人税等 399 614 

賞与引当金 915 917 

営業預り金 8,289 8,793 

その他 1,273 1,160 

流動負債合計 11,573 12,597 

固定負債   

長期借入金 5 6 

退職給付引当金 1,155 1,076 

その他 257 249 

固定負債合計 1,418 1,333 

負債合計 12,992 13,930 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,622 2,622 

資本剰余金 2,831 2,831 

利益剰余金 10,355 10,337 

自己株式 △213 △115 

株主資本合計 15,595 15,675 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1 1 

為替換算調整勘定 71 65 

評価・換算差額等合計 72 66 

新株予約権 0 － 

少数株主持分 123 124 

純資産合計 15,792 15,866 

負債純資産合計 28,785 29,796 
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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：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 16,938 17,055 

売上原価 4,116 4,026 

売上総利益 12,822 13,028 

販売費及び一般管理費 12,601 12,469 

営業利益 220 559 

営業外収益   

受取利息 12 9 

受取配当金 2 1 

不動産賃貸料 87 78 

債務勘定整理益 30 － 

その他 64 83 

営業外収益合計 196 173 

営業外費用   

支払利息 2 4 

不動産賃貸原価 22 21 

事務所移転費用 24 13 

訴訟関連費用 － 23 

為替差損 9 10 

持分法による投資損失 9 － 

その他 27 22 

営業外費用合計 96 96 

経常利益 320 636 

特別損失   

固定資産除却損 62 18 

前期損益修正損 12 － 

特別損失合計 74 18 

税金等調整前四半期純利益 245 617 

法人税、住民税及び事業税 165 355 

法人税等調整額 5 △24 

法人税等合計 171 330 

少数株主利益 11 10 

四半期純利益 62 275 

㈱エイブル(8872)平成22年３月期第２四半期決算短信

- 7 -



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４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 245 617 

減価償却費 272 288 

のれん償却額 4 4 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △39 △4 

賞与引当金の増減額（△は減少） 52 △2 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △54 78 

受取利息及び受取配当金 △14 △11 

支払利息 2 4 

為替差損益（△は益） － 10 

持分法による投資損益（△は益） 9 － 

有形固定資産除却損 62 18 

債務勘定整理益 △30 － 

営業債権の増減額（△は増加） 353 336 

貯蔵品の増減額（△は増加） △3 △4 

その他の流動資産の増減額（△は増加） 56 172 

営業債務の増減額（△は減少） △445 △415 

営業預り金の増減額（△は減少） △386 △502 

未払金の増減額（△は減少） △45 △30 

その他 △235 144 

小計 △194 705 

利息及び配当金の受取額 2 13 

利息の支払額 △2 △4 

法人税等の支払額 △974 △568 

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,169 145 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △118 △40 

有形固定資産の売却による収入 0 － 

無形固定資産の取得による支出 － △2 

投資有価証券の取得による支出 △4 △620 

匿名組合出資金の払戻による収入 － 9 

長期前払費用の取得による支出 △38 △10 

差入保証金の差入による支出 △59 △11 

差入保証金の回収による収入 103 55 

その他 0 0 

投資活動によるキャッシュ・フロー △117 △620 
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（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４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   

長期借入れによる収入 0 － 

長期借入金の返済による支出 △1 △1 

自己株式の取得による支出 － △97 

リース債務の返済による支出 － △7 

配当金の支払額 △631 △257 

少数株主への配当金の支払額 － △12 

財務活動によるキャッシュ・フロー △631 △375 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △13 △3 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,931 △854 

現金及び現金同等物の期首残高 13,132 12,552 

現金及び現金同等物の四半期末残高 11,201 11,698 
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 該当事項はありません。 

  

前第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

 （注）１．事業区分の方法 

事業は内部管理上採用している区分によっております。 

２．各区分の主要な事業の内容 

（1）仲介事業 ・・・・・・ 不動産の仲介及び不動産の仲介に附帯する業務 

（2）管理事業 ・・・・・・ 不動産の集金管理及び保守管理業務 

（3）ＮＷ事業 ・・・・・・ フランチャイズ業務 

（4）パーキング事業 ・・・ 時間貸駐車場の管理・運営業務 

（5）その他事業 ・・・・・ コンサルティング、リース業務等 

 前第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間

（自平成21年４月１日 至平成21年９月30日）   

 本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報

の記載を省略しております。 

 前第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自

平成21年４月１日 至平成21年９月30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。 

  

 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〕

  
仲介事業 
(百万円) 

管理事業 
(百万円) 

ＮＷ事業 
(百万円) 

パーキン
グ事業 
(百万円) 

その他事
業 
(百万円) 

計 
(百万円) 

消去又は
全社 
(百万円) 

連結 
(百万円) 

売上高                 

(1）外部顧客に対す

る売上高 
 12,848  3,232  342  292  222  16,938  －  16,938

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高 

 －  －  －  －  －  －  －  －

計  12,848  3,232  342  292  222  16,938  －  16,938

営業利益（又は営業損

失） 
 △9  618  113  △9  57  770  △550    220

  
仲介事業 
(百万円) 

管理事業 
(百万円) 

ＮＷ事業 
(百万円) 

パーキン
グ事業 
(百万円) 

その他事
業 
(百万円) 

計 
(百万円) 

消去又は
全社 
(百万円) 

連結 
(百万円) 

売上高                 

(1）外部顧客に対す

る売上高 
 12,758  3,396  357  336  206  17,055  －  17,055

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高 

 －  －  －  －  134  134  △134  －

計  12,758  3,396  357  336  341  17,190  △134  17,055

営業利益（又は営業損

失） 
 53  776  145  39  82  1,096  △537  559

〔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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