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1.  平成22年10月期第1四半期の連結業績（平成21年11月1日～平成22年1月31日） 

（注） 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益は、希薄化効果を有する潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

(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10月期第1四半期 4,345 △4.8 788 22.4 740 78.5 438 123.6
21年10月期第1四半期 4,566 △21.2 644 △29.1 414 △46.1 196 △19.6

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10月期第1四半期 848.34 ―

21年10月期第1四半期 359.14 ―

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10月期第1四半期 16,429 12,562 76.5 24,292.14
21年10月期 16,366 12,521 76.5 24,213.48

（参考） 自己資本  22年10月期第1四半期  12,562百万円 21年10月期  12,521百万円

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10月期 ― 775.00 ― 775.00 1,550.00
22年10月期 ―

22年10月期 
（予想） 900.00 ― 900.00 1,800.00

3.  平成22年10月期の連結業績予想（平成21年11月1日～平成22年10月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率） 

（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

第2四半期 
連結累計期間

8,835 △0.9 2,149 9.3 2,110 △1.0 1,181 7.7 2,283.68

通期 15,800 5.5 3,450 9.5 3,600 4.7 1,980 266.6 3,828.69



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、３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務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10月期第1四半期 550,348株 21年10月期 550,348株

② 期末自己株式数 22年10月期第1四半期 33,200株 21年10月期 33,200株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年10月期第1四半期 517,148株 21年10月期第1四半期 546,391株



当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、中国をはじめとした海外経済の回復や政府による経済対策等

の効果により持ち直し傾向にあるものの、国内民間需要の自律的回復には至らず、雇用環境に対する不安、円高進

行やデフレの景気に対する悪影響など、依然として先行き不透明な状況が続いております。 

当社グループの主要ビジネス領域と密接に関連する不動産賃貸市場におきましても、貸家の新設住宅着工戸数は

引き続き前年同月比減少しており、新たな賃貸住宅の供給数は低迷を続けております。また、消費者の雇用・所得

が厳しい環境にある中で、賃貸住宅の借り換え意欲にも減退傾向が見受けられます。 

旅行、コンサート等レジャーの面におきましても、消費者の生活防衛意識の高まりから支出を控える傾向は変わ

らず、依然として厳しい状況が続いております。 

このような環境下、当社グループにおいては「消費者の皆様に“自由度の高い、豊かな生活”を提案し続ける」

を経営方針に掲げ、事業推進に努めてまいりました。 

以上の結果、当第１四半期連結会計期間の業績は、売上高 千円（前年同期比 ％減）、営業利益

千円（前年同期比 ％増）、経常利益 千円（前年同期比 ％増）、四半期純利益 千円

（前年同期比 ％増）となりました。 

  

当第１四半期連結会計期間における事業の種類別セグメントの業績（セグメント間内部取引消去前）は、次のと

おりであります。 

  

（メディア事業） 

 株式会社CHINTAI（当社）では、大都市圏を中心とするコアマーケットにおける売上・利益の 大化に注力いたし

ました。 

 平成21年12月17日には、CHINTAIネットの検索サービスの一つである「住むマチサーチ」のエリアを拡大し、「近

畿圏版」をリリースいたしました。従来の「首都圏版」と横断して利用できるこのサービスにより、近畿圏にお住

まいの方が首都圏に引越しをする際、もしくは首都圏にお住まいの方が近畿圏に引越しをする際に、それぞれの住

みたい街から、近畿圏と首都圏の似ている街を相互に探すことが可能になりました。 

 平成22年１月には、春の引越し商戦に向け、ＴＶＣＭや主要ターミナルにおける広告の集中投下等、インパクト

のあるマスプロモーションを展開いたしました。また、当社イメージキャラクターのチンタイガーによる宣伝活動

にも取組みました。 

 営業面においては、コンサルティング営業による不動産仲介業者様の集客力強化に、引き続き注力しておりま

す。しかしながら、景気低迷による引越し需要の伸び悩みを受け、依然厳しい状況にあります。こうしたなか、コ

スト配分の 適化による営業利益の維持に努めました。 

 以上の結果、売上高は 千円（前年同期比 ％減）、営業利益は 千円（前年同期比 ％増）と

なりました。 

  

（システム関連事業） 

 株式会社サンスイ（連結子会社）では、各企業におけるＩＴ設備投資は依然低迷していることから、前期末より

行っている不動産仲介業者様向けのシステム開発及びその保守・運用におけるスキームの見直しを強化することに

より、利益確保に努めました。 

 以上の結果、売上高は 千円（前年同期比 ％増）、営業利益は 千円（前年同期は 千円の営

業損失）となりました。 

  

（旅行事業） 

 株式会社ＣＨＩＮＴＡＩトラベルサービス（連結子会社）では、消費の冷え込みにより依然厳しい状況にあるな

かで、法人に対する営業を強化いたしました。また、コスト管理の徹底により、営業損益の改善に努めました。 

 以上の結果、売上高は 千円（前年同期比 ％増）、営業損失は 千円（前年同期は 千円の営

業損失）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

4,345,926 4.8

788,247 22.4 740,093 78.5 438,716

123.6

2,126,365 3.4 713,225 16.7

299,652 23.6 23,100 3,190

406,717 19.4 8,288 35,449
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（保険代理事業） 

 株式会社エーシーサービス（連結子会社）では、新規契約件数の拡大が厳しいなか、契約満期日が到来するご契

約者様に対するダイレクトメール及びアウトバウンドコールによる更新のご案内を強化することにより、更新率の

向上を図り、売上高の維持に努めました。 

 以上の結果、売上高は 千円（前年同期比 ％増）、営業利益は 千円（前年同期比 ％増）とな

りました。 

  

（興行事業） 

 株式会社光藍社（連結子会社）及び非連結子会社である株式会社グッドホーププロダクション（株式会社光藍社

の100％子会社）では、レニングラード国立バレエ等の主力公演を実施いたしましたが、消費の冷え込みにより、厳

しい集客となりました。 

 以上の結果、売上高は 千円（前年同期比 ％増）、営業利益は 千円（前年同期比 ％減）と

なりました。 

  

（1）当第１四半期連結会計期間における資産、負債、純資産の状況に関する分析  

資産合計は、前連結会計年度末に比べ 千円増加し、 千円となりました。この主な要因は、受

取手形及び売掛金の増加と、流動資産のその他に含まれる短期貸付金の減少が、相殺された結果によるものであ

ります。 

負債の合計は、前連結会計年度末に比べ 千円増加し、 千円となりました。この主な要因は、買

掛金や流動負債のその他に含まれる未払金及び預り金の増加と、未払法人税等の減少が、相殺された結果による

ものであります。 

純資産の合計は、前連結会計年度末に比べ 千円増加し、 千円となりました。この主な要因

は、配当金の支払による減少と、利益剰余金の増加が、相殺された結果によるものであります。  

（2）キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期連結会計期間（平成21年11月１日から平成22年１月31日）における現金及び現金同等物（以下

「資金」という）は、前第１四半期連結会計期間末に比べ 千円増加し、 千円となりました。 

当第１四半期連結会計期間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とおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は、 千円（前年同期比 ％減）となりました。これは主に、法人税等の

支払額が 千円増加したことが大きく影響した結果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、 千円（前年同期は 千円の支出）となりました。これは主に、

固定資産の取得による支出 千円が影響した結果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、 千円（前年同期は 千円の支出）となりました。これは主に、

配当金の支払額 千円が影響した結果によるものであります。 

平成21年12月15日に公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。   

228,829 3.3 140,018 6.5

1,438,768 4.1 78,970 30.2

２．連結財政状態に関する定性的情報

62,366 16,429,285

21,686 3,866,654

40,679 12,562,630

1,707,118 9,609,277

192,615 88.2

504,204

32,369 1,877,551

38,064

334,515 305,082

365,515

３．連結業績予想に関する定性的情報
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当第１四半期連結累計期間において、重要な子会社の異動はありません。 

  

（棚卸資産の評価方法） 

 棚卸資産の簿価切下げに関して収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価格を見積り、簿価切下

げを行う方法によっております。 

（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） 

 法人税等の納付額の算定に関しては、加味する加減算項目及び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。 

 また、繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、前連結会計年度末以降に経営環境に著しい変化が生じて

おらず、かつ一時差異等の発生状況に著しい変化がないため、前連結会計年度決算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り算定しております。 

  

①会計処理の原則・手続きの変更  

該当事項はありません。 

②表示方法の変更 

（四半期連結損益計算書関係） 

前第１四半期連結累計期間において、営業外費用の「その他」に含めて表示しておりました「投資事業組合運

用損」は、営業外費用総額の100分の20を超えたため、当第１四半期連結累計期間より区分掲記することとしま

した。 

なお、前第１四半期連結累計期間の営業外費用の「その他」に含まれる「投資事業組合運用損」は 千円

であります。 

また、前第１四半期連結累計期間において、営業外費用の「その他」に含めて表示しておりました「不動産賃

貸費用」は、当第１四半期連結累計期間において金額的重要性が増したため、区分掲記することとしました。 

なお、前第１四半期連結累計期間の営業外費用の「その他」に含まれる「不動産賃貸費用」は 千円であ

ります。 

     該当事項はありません。 

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

39,622

6,833

（４）継続企業に前提に関する重要事象等
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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１四半期連結会計期間末
(平成22年１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10月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 9,633,277 9,821,946

受取手形及び売掛金 1,423,790 805,005

製品 10,156 7,023

仕掛品 12,442 11,616

貯蔵品 3,032 2,951

その他 852,247 1,272,066

貸倒引当金 △7,377 △4,643

流動資産合計 11,927,569 11,915,966

固定資産   

有形固定資産 259,575 266,643

無形固定資産 982,472 1,033,680

投資その他の資産   

投資不動産（純額） 1,789,130 1,798,618

その他 1,493,016 1,373,191

貸倒引当金 △22,478 △21,181

投資その他の資産合計 3,259,668 3,150,629

固定資産合計 4,501,715 4,450,952

資産合計 16,429,285 16,366,919

負債の部   

流動負債   

買掛金 343,608 125,020

短期借入金 1,576,000 1,536,000

未払法人税等 185,770 717,850

賞与引当金 35,532 66,135

役員賞与引当金 13,282 35,290

その他 1,219,298 903,871

流動負債合計 3,373,492 3,384,167

固定負債   

長期借入金 26,000 35,000

退職給付引当金 48,337 48,775

その他 418,824 377,023

固定負債合計 493,161 460,799

負債合計 3,866,654 3,844,967

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,070,079 2,070,079

資本剰余金 3,165,016 3,165,016

利益剰余金 8,242,151 8,204,225

自己株式 △886,941 △886,941

株主資本合計 12,590,305 12,552,378

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △27,675 △30,427

評価・換算差額等合計 △27,675 △30,427

純資産合計 12,562,630 12,521,951

負債純資産合計 16,429,285 16,366,919
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年11月１日 
 至 平成21年１月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年11月１日 
 至 平成22年１月31日) 

売上高 4,566,289 4,345,926

売上原価 2,374,963 2,182,360

売上総利益 2,191,325 2,163,565

販売費及び一般管理費 1,547,079 1,375,317

営業利益 644,246 788,247

営業外収益   

受取利息 3,383 2,921

受取配当金 5,000 2,000

投資不動産賃貸料 21,206 39,227

その他 14,027 19,418

営業外収益合計 43,618 63,567

営業外費用   

支払利息 5,578 2,986

デリバティブ評価損 175,880 51,028

投資事業組合運用損 － 29,412

不動産賃貸費用 － 13,204

その他 91,841 15,090

営業外費用合計 273,300 111,721

経常利益 414,564 740,093

特別利益   

保険解約返戻金 － 1,968

役員賞与引当金戻入額 3,175 2,254

その他 491 163

特別利益合計 3,667 4,386

税金等調整前四半期純利益 418,231 744,479

法人税、住民税及び事業税 254,750 233,684

法人税等調整額 △32,747 72,079

法人税等合計 222,002 305,763

四半期純利益 196,228 438,716
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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）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年11月１日 
 至 平成21年１月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年11月１日 
 至 平成22年１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 418,231 744,479

減価償却費 95,172 97,904

のれん償却額 35,955 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 15,184 4,031

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △10,924 △22,007

賞与引当金の増減額（△は減少） △44,512 △30,603

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,062 △438

為替差損益（△は益） △37,198 14,399

受取利息及び受取配当金 △8,383 △4,921

支払利息 5,578 2,986

デリバティブ評価損益（△は益） 175,880 51,028

投資事業組合運用損益（△は益） 39,622 29,412

保険返戻金 － △1,968

売上債権の増減額（△は増加） △489,929 △620,295

たな卸資産の増減額（△は増加） △434 △4,039

仕入債務の増減額（△は減少） △83,297 218,588

その他 1,760,187 459,402

小計 1,872,197 937,957

利息及び配当金の受取額 8,383 4,921

利息の支払額 △6,099 △2,828

法人税等の支払額 △243,231 △747,435

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,631,251 192,615

投資活動によるキャッシュ・フロー   

固定資産の取得による支出 △74,919 △38,064

投資不動産の取得による支出 △1,835,586 －

定期預金の払戻による収入 30,182 －

貸付金の回収による収入 3,765 6,989

保険積立金の積立による支出 － △2,563

保険積立金の解約による収入 － 4,229

その他 △994 △2,961

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,877,551 △32,369

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） － 40,000

長期借入金の返済による支出 △9,000 △9,000

社債の償還による支出 △100,000 －

配当金の支払額 △196,082 △365,515

財務活動によるキャッシュ・フロー △305,082 △334,515

現金及び現金同等物に係る換算差額 37,198 △14,399

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △514,184 △188,669

現金及び現金同等物の期首残高 8,416,344 9,797,946

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,902,159 9,609,277
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 該当事項はありません。 

  

前第１四半期連結累計期間（自 平成20年11月１日 至 平成21年１月31日） 

  

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年11月１日 至 平成22年１月31日） 

(注)１．事業区分の方法  

事業は、サービスの種類及び性質により区分しております。 

  ２．各区分に属する主要なサービス  

３．前連結会計年度において、賃貸住宅の保証人代行事業を連結子会社（㈱ＨＤＡ）で行っておりましたが、平成

21年２月20日付をもって当該連結子会社の保有株式の全部を売却しております。 

また、前連結会計年度において、マンスリー物件の斡旋事業を連結子会社（㈱ＭｏｎｔｈｌｙＣＨＩＮＴＡ

Ｉ）で行っておりましたが、平成21年９月25日付をもって当該連結子会社を清算しております。 

  

前第１四半期連結累計期間（自平成20年11月１日 至平成21年１月31日）及び当第１四半期連結累計期間

（自平成21年11月１日 至平成22年１月31日）  

本邦以外の国又は地域に存在する連結子会社及び支店がないため、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〕

  
メディア 
事業 
(千円) 

システム 
関連事業 
（千円）  

旅行事業
(千円) 

保険
代理事業 
(千円) 

保証人
代行事業 
（千円） 

マンスリー
事業 

（千円） 

興行事業
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は
全社 

（千円） 

連結
（千円） 

売上高                    

(1)外部顧客に対する

売上高 
 2,201,676  186,377 331,499 221,460 172,947 71,640 1,380,688  4,566,289 － 4,566,289

(2)セグメント間の内

部売上高又は振替

高 
 400  55,996 9,213 － － － 1,059  66,670 △66,670 －

計  2,202,076  242,374 340,713 221,460 172,947 71,640 1,381,748  4,632,960 △66,670 4,566,289

営業利益 

（又は営業損失△） 
 611,131  △3,190 △35,449 131,461 △19,337 △13,396 113,059  784,279 △140,032 644,246

  
メディア 
事業 
(千円) 

システム 
関連事業 
（千円）  

旅行事業
(千円) 

保険
代理事業 
(千円) 

興行事業
（千円） 

計
（千円） 

消去又は
全社 

（千円） 

連結 
（千円） 

売上高                 

(1)外部顧客に対する

売上高 
 2,125,865  154,027 403,773 228,829 1,433,429 4,345,926 －  4,345,926

(2)セグメント間の内

部売上高又は振替

高 
 500  145,625 2,943 － 5,339 154,407 △154,407  －

計  2,126,365  299,652 406,717 228,829 1,438,768 4,500,333 △154,407  4,345,926

営業利益 

（又は営業損失△） 
 713,225  23,100 △8,288 140,018 78,970 947,026 △158,778  788,247

事業区分 主要なサービス 

 メディア事業 
 情報誌「CHINTAI」、インターネット・サイト及び携帯電話向け情報サ 

 ービスを媒体とする広告掲載サービス等  

 システム関連事業 
 システム開発・運営、保守メンテナンス、機器ソフト販売、不動産会社 

 の基幹システム構築及びグループウエア運用等 

 旅行事業  海外旅行航空チケットの販売及び海外アパートメント・ホテルの紹介等 

 保険代理事業  入居者保険の販売代理 

 興行事業 
 バレエ、音楽、舞台芸術などの各種イベント公演の企画・制作及び興行の

仲介斡旋 

〔所在地別セグメント情報〕
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前第１四半期連結累計期間（自平成20年11月１日 至平成21年１月31日）及び当第１四半期連結累計期間

（自平成21年11月１日 至平成22年１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。 

   

 該当事項はありません。 

〔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

６．その他の情報
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