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配当支払開始予定日 ―

1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12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 ％

22年3月期第3四半期 24,698 1.5 409 ― 555 ― 135 ―

21年3月期第3四半期 24,335 ― △338 ― △319 ― △731 ―

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3四半期 10.03 ―

21年3月期第3四半期 △53.28 ―

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

22年3月期第3四半期 28,298 15,654 54.9 1,152.79
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3四半期  15,524百万円 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  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 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 
・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3四半期 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3四半期 273,345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3四半期 13,486,546株 21年3月期第3四半期 13,728,937株
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 当第３四半期連結累計期間における我が国経済は、アジアを中心とする海外経済の改善や、個人消費拡大を目的と

する家計の支援など、内需を中心とした経済成長の実現を目指した政府経済対策等の効果により、景気面において持

ち直してきており、景気が再び底割れする「二番底」の懸念は和らいでおりますが、自律性に乏しく依然として厳し

い状況にあります。今後、雇用情勢の一層の悪化や海外景気の下振れ懸念、デフレの影響など、景気を下押しするリ

スクが存在することに留意する必要があります。 

 企業収益は、大幅な減少が続いておりますが、中国などのアジア向けを中心に輸出や生産の回復傾向を受け、その

減少テンポは緩やかなものになりつつあります。設備投資は、下げ止まりつつあるものの、高水準な設備過剰感、厳

しい企業収益の状況、世界景気の先行き不透明感などを背景に、当面、低調に推移する可能性が高い状況です。 

 個人消費は、エコポイント制度などの経済対策の効果もあり、耐久消費財を中心に持ち直しの動きが続いておりま

すが、消費者マインドは依然厳しい状況にあり、購入単価の低迷や外食差し控えなど、景気持ち直しの動きは力強さ

を欠く状況にあります。また、雇用情勢は平成21年12月の完全失業率（季節調整値）が5.1％となるなど、依然とし

て厳しい状況にあります。 

 貸家の新設住宅着工戸数（国土交通省発表）は、引続き前年同月比減少しており、平成21年12月単月において2万

9,604戸と前年同月比22.7％減となっております。また、平成21年通年（１月～12月）では、32万1,469戸と前年比

30.8％減と2年ぶりの減少となりました。先行きにつきましても、雇用・所得環境や資金調達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、人材の育成強化及びお客様満足・感動の追求とともに、フラットで

効率的な組織体制の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、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３四半期連結累計期間の業績は、売上高

24,698百万円（前年同期は24,335百万円）、営業利益409百万円（前年同期は営業損失338百万円）、経常利益555百

万円（前年同期は経常損失319百万円）、四半期純利益135百万円（前年同期は四半期純損失731百万円）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18,200百万円（前年同期は18,158百万円）となり前年同期と比較し、42百万円増加しました。

 管理事業の売上高は5,137百万円（前年同期は4,885百万円）となり前年同期と比較し、251百万円と堅調に増加し

ました。 

  

（１） 資産、負債及び純資産の状況 

 当第３四半期累計期間末における総資産は、前連結会計年度末と比較し1,497百万減少し、28,298百万円となり

ました。これは主として現金及び預金が714百万円、営業未収入金が496百万円及び、有形固定資産が260百万円減

少し、有価証券及び投資有価証券が616百万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、前連結会計年度末と比較し1,286百万円減少し、12,643百万円となりました。これは主として営業未払

金が498百万円、未払法人税等が605百万円及び、営業預り金が589百万円減少したことによるものであります。 

 純資産は、前連結会計年度末と比較し211百万円減少し、15,654百万円となりました。これは、主として利益剰

余金が122百万円減少、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。 

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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（２）キャッシュ・フローの状況 

 当第３四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11,838百万円となり、前連結会計年度末と比較

し714百万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、11百万円となりました。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480百万円、減価償却費が432百万円及び、営業債権の減少488百万円、減少要因として法人税等の支払955百万

円、営業預り金の減少587百万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、344百万円となりました。これは主に増加要因として保険積立金の解約による

収入335百万円、減少要因として投資有価証券（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、379百万円となりました。これは配当金の支払257百万円、自己株式の取得97百

万円によるものであります。 

  

 平成22年３月期の業績予想につきましては、平成21年11月10日に発表いたしました連結業績予想から修正は行って

おりません。 

  

 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３四半期連結会計期間末 
(平成21年12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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 11,838 12,552 

営業未収入金 810 1,307 

有価証券 1,351 283 

貯蔵品 49 58 

前払費用 360 390 

繰延税金資産 230 495 

その他 354 317 

貸倒引当金 △27 △44 

流動資産合計 14,969 15,360 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,779 3,905 

土地 3,584 3,584 

その他（純額） 346 481 

有形固定資産合計 7,710 7,971 

無形固定資産   

のれん 61 67 

その他 539 615 

無形固定資産合計 600 683 

投資その他の資産   

投資有価証券 1,540 1,992 

差入保証金 2,584 2,613 

繰延税金資産 573 507 

その他 414 755 

貸倒引当金 △94 △89 

投資その他の資産合計 5,017 5,780 

固定資産合計 13,329 14,435 

資産合計 28,298 29,796 
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末 
(平成21年12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21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

営業未払金 611 1,110 

短期借入金 2 2 

未払法人税等 8 614 

賞与引当金 458 917 

営業預り金 8,204 8,793 

その他 1,897 1,160 

流動負債合計 11,183 12,597 

固定負債   

長期借入金 4 6 

退職給付引当金 1,196 1,076 

その他 259 249 

固定負債合計 1,460 1,333 

負債合計 12,643 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 10,214 10,337 

自己株式 △213 △115 

株主資本合計 15,455 15,675 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2 1 

為替換算調整勘定 66 65 

評価・換算差額等合計 69 66 

新株予約権 2 － 

少数株主持分 127 124 

純資産合計 15,654 15,866 

負債純資産合計 28,298 29,796 
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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：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 24,335 24,698 

売上原価 5,909 5,890 

売上総利益 18,425 18,807 

販売費及び一般管理費 18,764 18,397 

営業利益又は営業損失（△） △338 409 

営業外収益   

受取利息 17 14 

受取配当金 2 1 

不動産賃貸料 130 115 

債務勘定整理益 30 － 

その他 91 130 

営業外収益合計 271 262 

営業外費用   

支払利息 2 6 

賃貸収入原価 33 33 

事務所移転費用 40 18 

訴訟関連費用 － 23 

為替差損 65 2 

持分法による投資損失 69 － 

その他 40 32 

営業外費用合計 252 116 

経常利益又は経常損失（△） △319 555 

特別損失   

固定資産売却損 3 － 

固定資産除却損 91 74 

前期損益修正損 12 － 

減損損失 156 － 

関係会社整理損 169 － 

特別損失合計 432 74 

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△752 480 

法人税、住民税及び事業税 157 131 

法人税等調整額 △194 198 

法人税等合計 △36 330 

少数株主利益 15 15 

四半期純利益又は四半期純損失（△） △731 135 
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△752 480 

減価償却費 410 432 

減損損失 156 － 

のれん償却額 6 6 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △61 △11 

賞与引当金の増減額（△は減少） △482 △458 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △71 119 

受取利息及び受取配当金 △19 △16 

支払利息 2 6 

為替差損益（△は益） 65 2 

持分法による投資損益（△は益） 69 － 

関係会社整理損 169 － 

有形固定資産売却損益（△は益） 3 － 

有形固定資産除却損 91 74 

債務勘定整理益 △30 － 

営業債権の増減額（△は増加） 482 488 

貯蔵品の増減額（△は増加） 14 8 

その他の流動資産の増減額（△は増加） 132 187 

営業債務の増減額（△は減少） △532 △498 

営業預り金の増減額（△は減少） △917 △587 

未払金の増減額（△は減少） 177 193 

その他 97 532 

小計 △988 960 

利息及び配当金の受取額 2 13 

利息の支払額 △2 △6 

法人税等の支払額 △1,159 △955 

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,148 11 

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 △586 △72 

有形固定資産の売却による収入 4 － 

無形固定資産の取得による支出 － △24 

投資有価証券の取得による支出 △4 △620 

投資有価証券の売却による収入 0 － 

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 △59 △18 

差入保証金の差入による支出 △65 △16 

差入保証金の回収による収入 195 68 

保険積立金の解約による収入 － 335 

その他 0 △5 

投資活動によるキャッシュ・フロー △515 △344 
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（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31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 △0 △97 

リース債務の返済による支出 － △10 

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 △632 △379 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △18 △1 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,315 △714 

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 9,817 11,838 
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 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20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日）及び、当第３四半期連結累計期間

（自平成21年４月１日 至平成21年12月31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３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日）及び、当第３四半期連結累計期間

（自平成21年４月１日 至平成21年12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。 

 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 
 18,158  4,885  520  451  320  24,335  －  24,335

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高 

 －  －  －  －  －  －  －  －

計  18,158  4,885  520  451  320  24,335  －  24,335

営業利益（又は営業損

失） 
 △853  958  167  △6  84  350  △689  △338

  
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 
 18,200  5,137  532  511  316  24,698  －  24,698

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高 

 －  －  －  －  244  244  △244  －

計  18,200  5,137  532  511  560  24,942  △244  24,698

営業利益（又は営業損

失） 
 △460  1,242  209  63  119  1,174  △764  409

〔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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