
  

  

１．平成22年12月期第２四半期の連結業績（平成22年１月１日～平成22年６月30日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無：無 

  

３．平成22年12月期の連結業績予想（平成22年１月１日～平成22年12月31日） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無：無 

  

        

平成22年12月期  第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

        平成22年７月29日

上場会社名 ヒューリック株式会社 上場取引所  東 

コード番号 3265 ＵＲＬ  http://www.hulic.co.jp 

代表者          （役職名） 代表取締役社長 （氏名）西浦 三郎 

問合せ先責任者  （役職名） 
常務執行役員 

経理部長  
（氏名）中根 繁男 （ＴＥＬ）  03（3271）7541 

四半期報告書提出予定日 平成22年８月10日 配当支払開始予定日 － 

四半期決算補足説明資料作成の有無：有     

四半期決算説明会開催の有無      ：有（機関投資家・アナリスト向け）    

  （百万円未満切捨て）

（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12月期第２四半期  15,254  △1.2  7,150  △2.3  5,831  5.3  3,236  61.1

21年12月期第２四半期  15,441  －  7,322  －  5,537  －  2,008  －

  
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12月期第２四半期  22  23 －  

21年12月期第２四半期  13  79 － 

  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12月期第２四半期  392,560  71,304  17.8  480  53

21年12月期  379,294  69,739  17.9  468  01

（参考）自己資本 22年12月期第２四半期 69,964百万円 21年12月期 68,142百万円

  
年間配当金

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12月期 －  0 00 － 8 00  8  00

22年12月期 －  0 00

22年12月期（予想） － 9 00  9  00

  （％表示は、対前期増減率）

  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  33,500  7.2  15,500  7.7  12,000  9.6  6,500  △70.5  41  05



４．その他（詳細は、［添付資料］Ｐ．５「その他の情報」をご覧ください。） 

（１）当四半期中における重要な子会社の異動 ：無 

新規    －社 （社名）                        、除外    －社  （社名） 

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用：有 

（注）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の有無となります。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

①  会計基準等の改正に伴う変更：無 

②  ①以外の変更              ：有 

（注）「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、表示方法等の変更の有無となります。 

  

（４）発行済株式数（普通株式） 

  
  

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示

時点において、四半期財務諸表に対する四半期レビュー手続が実施中です。 

  

※  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。   

  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年12月期２Ｑ 146,428,700株 21年12月期 146,428,700株

②  期末自己株式数 22年12月期２Ｑ 831,882株 21年12月期 831,802株

③  期中平均株式数（四半期累計） 22年12月期２Ｑ 145,596,884株 21年12月期２Ｑ 145,596,900株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

① 連結経営成績に関する分析 

 当第２四半期（１～６月）における我が国経済は、企業収益の改善など着実に持ち直しの動きが見られるもの

の、デフレ傾向や雇用情勢は依然として厳しく、不安定な状況にあると考えられます。 

 不動産業界においても、賃貸事業における空室率の上昇、賃料水準の下落傾向が続いており、足下景気の影響

を受けております。 

  

 このような環境のもと、当社グループは、都心を中心に数多くの賃貸物件を有して安定的かつ効率的な不動産

賃貸収入を得ておりますが、更に中長期的な収益力の強化と成長基盤を確立するため、新中期経営計画“Step-

Up2012”に基づき、既存ビルの建替えを積極的に推進し、リーシングの強化にもあたってまいりました。 

  

 その結果、当第２四半期（１～６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（前年同期比△187百万円、1.2％減）、営業利益は 百万

円（前年同期比△172百万円、2.3％減）、経常利益は 百万円（前年同期比294百万円、5.3％増）、四半期

純利益 百万円（前年同期比1,227百万円、61.1％増）となりました。 

  

 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引き続き 大の経営課題として取り組んでおります。 

 当第２四半期（１～６月）におきましては、ヒューリック両国ビル（平成22年１月竣工）、ヒューリックレ

ジデンス草加（平成22年２月竣工）、ヒューリックコート元代々木（平成22年３月竣工）、アイリスガーデン

北浦和（平成22年４月竣工）及びヒューリックレジデンス西宮北口（平成22年６月竣工）が竣工いたしまし

た。 

 そのほか、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）、数寄屋橋富士ビル（平成23年２月竣工予定）、雪ヶ谷家庭寮（平成23年３月竣

工予定）、千里山寮（平成23年９月竣工予定）、荻窪富士ビル（平成23年12月竣工予定）、経堂家庭寮（平成

24年１月竣工予定）、大伝馬町ビル・第二大伝馬町ビル（平成24年３月竣工予定）及び雷門Ｆビル（平成24年

７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２四半期（１～６月）におきましては、新たに大森山王家庭寮（平成23年５月竣工予定）の建替

を決定いたしました。 

 また、新たな収益源として積極的に展開をはかっておりますＰＰＰ（パブリック・プライベート・パートナ

ーシップ）事業におきましても、新たに台東区が実施した「旧福井中学校跡地活用事業」の公募型プロポーザ

ルにおいて、当社を代表企業とする企業グループが優先交渉権者として選定されましたほか、既存の「奈良県

養徳学舎整備事業」（平成22年10月竣工予定）及び「芝浦水再生センター再構築に伴う上部利用事業」も順調

に進行しております。 

 このように、当セグメントにおける事業は順調に進行しておりますが、当第２四半期（１～６月）におきま

しては、前期に中目黒センタービルを売却した影響等もあり、営業収益は13,840百万円（前年同期比△173百

万円、1.2％減）、営業利益は7,972百万円（前年同期比△359百万円、4.3％減）となりました。   

  

（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。保険業界の事業環境は厳しい状況にありますが、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1,118百万円（前年同期比49百万円、4.5％増）、営業利益は

348百万円（前年同期比45百万円、15.2％増）となりました。 

   

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

15,254 7,150

5,831

3,236
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（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458百万円（前年同期比△244百万円、

34.7％減）、営業利益は22百万円（前年同期比△29百万円、57.2％減）となりました。 

  

 所在地別セグメントの業績は、当第２四半期（１～６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を通じて保有する特別目的会社

（ＳＰＣ）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。  

 特別目的会社（ＳＰＣ）の連結化の影響は以下の通りであります。 

  

前四半期（自 平成21年１月１日 至 平成21年６月30日）  

（単位：百万円）

  

前期（平成21年12月31日）  

（単位：百万円）

  

当四半期（自 平成22年１月１日 至 平成22年６月30日）  

（単位：百万円）

  

  

  連結しない場合 連結した場合 影響額 影響度（％） 

 営業収益          16,091           15,441               △650               △4.03

 営業利益           6,811            7,322                 511                 7.50

 経常利益           5,469            5,537                  67                 1.23

 四半期純利益            1,985             2,008                  23                 1.19

  連結しない場合 連結した場合 影響額 影響度（％） 

 資産          345,248          379,294              34,045                 9.86

 負債          276,773           309,554              32,781                11.84

 純資産           68,475           69,739               1,264                 1.84

  連結しない場合 連結した場合 影響額 影響度（％） 

 営業収益          15,658           15,254               △404               △2.58

 営業利益           6,585            7,150                 564                 8.57

 経常利益           5,728            5,831                 103                 1.80

 四半期純利益           3,191             3,236                  45                 1.41

 資産          359,174          392,560              33,386                 9.29

 負債          289,235           321,256              32,020                11.07

 純資産           69,938           71,304               1,365                 1.95
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（２）連結財政状態に関する定性的情報 

① 財政状態の変動状況 

（資産）   

 当第２四半期末の資産合計は、 百万円となり、対前期末比13,266百万円増加いたしました。当社グル

ープにおいては、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ております。 

 また、当社グループは資産合計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２四半期（１～６月）において、株式市況の下落に

より上場株式の含み益は304百万円減少いたしました。  

主な項目の増減は以下の通りであります。 

 ・現金及び預金   1,879百万円増加 

 ・建物及び構築物   3,356百万円増加（建替物件の竣工等） 

・土地       1,712百万円減少（物件の売却等） 

・建設仮勘定    2,063百万円増加（建替計画の進行等）  

・投資有価証券     6,490百万円増加（ＳＰＣ出資及び売却、上場株式含み益の減少等） 

  

（負債） 

  当第２四半期末の負債合計は、 百万円となり、対前期末比で11,701百万円増加いたしました。これは

納税により未払法人税等が減少したほか、設備投資等に伴い資金調達をおこなったためであります。また、当第

２四半期より資金調達の多様化を目的として、普通社債の発行をおこなっております。 

 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263,606百万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31,174百万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２四半期末の純資産合計は、 百万円となり、対前期末比で1,564百万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2,065百万円増加いたしました。これは四半期純利益に

よる利益剰余金の増加及び配当金の支払による利益剰余金の減少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242百万円減少いたしました。これは上場

株式の含み益の減少により、その他有価証券評価差額金が減少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（１～６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 百万円減少し、財務活動において 百万円増加し、当第２四半期末に

は 百万円となりました。  

                                        （単位：百万円）   

  

 当第２四半期（１～６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（前年同期比△5,724百万円）となりました。これは

主に、安定した不動産賃貸収入をベースに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、法人税等の支払額 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 百万円の支出（前年同期比△4,951百万円）となりました。これ

392,560

321,256

71,304

66,006

3,957

1,273

13,963 14,570

9,375

  
平成21年12月期
第２四半期 

平成22年12月期 
第２四半期  

営業活動によるキャッシュ・フロー  6,998  1,273

投資活動によるキャッシュ・フロー  △9,012  △13,963

財務活動によるキャッシュ・フロー  △4,102  14,570

現金及び現金同等物の四半期末残高  12,606  9,375

1,273

5,370 2,020

5,210

13,963
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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たほか、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 百万円の収入（前年同期比18,672百万円）となりました。これ

は、積極的な投資等を支えるための資金調達をおこなう一方で、配当金の支払額 百万円があったためであ

ります。なお、当第２四半期より資金調達の多様化を目的として、普通社債の発行をおこなっております。 

  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 当第２四半期の業績は概ね計画通りに推移しており、平成22年12月期の業績予想に変更はありません。   

  

  

（１）重要な子会社の異動の概要 

該当事項はありません。 

  

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

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。 

  

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

① 会計基準等の変更に伴う変更 

該当事項はありません。  

  

② ①以外の変更 

(不動産の取得に付随して発生する登録免許税及び不動産取得税の会計処理) 

 従来、当社の不動産取得に付随して発生する登録免許税及び不動産取得税については、発生時に費用処理して

おりましたが、第１四半期より取得原価に算入する方法に変更しております。この変更は、近年の不動産取得の

本格化に伴い、上記付随費用の発生額の重要性が増してきたこと及び収益が長期的・安定的に実現する賃貸事業

の性質上、これらの付随費用を取得原価に算入する方法がより合理的であり、費用収益対応の観点から期間損益

をより適正に表示すると判断したためにおこなったものであります。 

 この変更により、従来の方法によった場合と比較して、当第２四半期（１～６月）の営業利益、経常利益及び

税金等調整前四半期純利益はそれぞれ503,227千円増加しております。 

 なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 

  

  

14,570

1,171

２．その他の情報
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年６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12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 9,493,196 7,613,852

営業未収入金 742,291 653,978

販売用不動産 5,026,365 4,584,506

未成工事支出金 6,339 442

貯蔵品 3,946 5,238

繰延税金資産 118,912 415,835

その他 733,757 566,386

貸倒引当金 △3,291 △2,847

流動資産合計 16,121,518 13,837,391

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 61,172,664 57,816,000

機械装置及び運搬具（純額） 272,596 196,231

土地 215,441,483 217,153,673

建設仮勘定 9,008,935 6,944,984

その他（純額） 237,372 245,662

有形固定資産合計 286,133,053 282,356,551

無形固定資産   

のれん 523,237 489,724

借地権 19,099,281 19,103,504

その他 759,974 731,600

無形固定資産合計 20,382,492 20,324,829

投資その他の資産   

投資有価証券 67,452,177 60,961,970

差入保証金 826,459 782,583

繰延税金資産 103,184 103,011

その他 1,432,439 777,234

貸倒引当金 △8 △1,558

投資その他の資産合計 69,814,251 62,623,242

固定資産合計 376,329,797 365,304,624

繰延資産   

繰延資産合計 109,479 152,117

資産合計 392,560,796 379,294,133
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年６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12月31日) 

負債の部   

流動負債   

1年内償還予定の社債 － 100,000

短期借入金 109,283,144 69,276,144

短期社債 999,523 10,995,930

未払費用 1,158,478 1,145,242

未払法人税等 857,609 5,117,887

前受金 2,041,878 2,006,025

賞与引当金 21,501 36,359

役員賞与引当金 17,610 34,472

その他 1,553,445 2,188,057

流動負債合計 115,933,190 90,900,119

固定負債   

社債 12,100,000 －

長期借入金 154,323,352 180,523,924

繰延税金負債 11,274,847 10,668,274

退職給付引当金 292,992 291,581

役員退職慰労引当金 47,800 44,200

長期預り保証金 26,822,634 26,674,011

その他 461,702 452,500

固定負債合計 205,323,328 218,654,491

負債合計 321,256,519 309,554,611

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 58,731,288 56,665,903

自己株式 △123,023 △122,970

株主資本合計 66,006,566 63,941,235

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 3,957,951 4,200,811

評価・換算差額等合計 3,957,951 4,200,811

少数株主持分 1,339,758 1,597,474

純資産合計 71,304,276 69,739,521

負債純資産合計 392,560,796 379,294,133
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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：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年６月30日) 

営業収益 15,441,887 15,254,248

営業原価 5,402,668 5,419,438

営業総利益 10,039,219 9,834,809

販売費及び一般管理費 2,716,300 2,684,440

営業利益 7,322,919 7,150,369

営業外収益   

受取利息 8,648 46,966

受取配当金 433,146 406,272

持分法による投資利益 189,289 163,449

賃貸解約関係収入 123,210 364,424

その他 31,586 28,979

営業外収益合計 785,881 1,010,093

営業外費用   

支払利息 2,266,649 2,113,862

その他 305,055 215,000

営業外費用合計 2,571,705 2,328,863

経常利益 5,537,095 5,831,598

特別利益   

固定資産売却益 － 357,378

投資有価証券売却益 38,444 670,334

貸倒引当金戻入額 1,294 1,106

その他 － 8,000

特別利益合計 39,739 1,036,819

特別損失   

たな卸資産評価損 417,201 －

固定資産除却損 1,007,728 967,621

建替関連損失 126,794 376,563

投資有価証券売却損 179 3,282

投資有価証券評価損 248,513 144,429

その他 38,703 5,959

特別損失合計 1,839,120 1,497,856

税金等調整前四半期純利益 3,737,713 5,370,561

法人税、住民税及び事業税 1,672,395 1,011,074

法人税等調整額 2,278 1,066,527

法人税等合計 1,674,673 2,077,602

少数株主利益 54,097 56,144

四半期純利益 2,008,942 3,236,814
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年６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 3,737,713 5,370,561

減価償却費 1,795,465 2,020,739

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,294 △1,106

賞与引当金の増減額（△は減少） △12,639 △14,858

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △16,000 △16,862

退職給付引当金の増減額（△は減少） 4,046 1,410

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3,600 3,600

受取利息及び受取配当金 △441,795 △453,239

支払利息 2,266,649 2,113,862

持分法による投資損益（△は益） △189,289 △163,449

たな卸資産評価損 576,162 －

有形固定資産売却損益（△は益） － △357,378

有形固定資産除却損 1,007,728 967,621

投資有価証券売却損益（△は益） △45,938 △665,271

投資有価証券評価損益（△は益） 248,513 144,429

売上債権の増減額（△は増加） △87,713 △88,313

たな卸資産の増減額（△は増加） 22,027 △446,464

差入保証金の増減額（△は増加） △1,462 △43,875

預り保証金の増減額（△は減少） 444,484 148,622

その他の資産の増減額（△は増加） △331,847 △222,349

その他の負債の増減額（△は減少） 378,589 △152,591

小計 9,356,999 8,145,089

利息及び配当金の受取額 456,776 469,699

利息の支払額 △2,445,799 △2,131,023

法人税等の支払額 △634,894 △5,210,563

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 6,998,084 1,273,201

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 △50,000 －

有形固定資産の取得による支出 △5,309,525 △9,194,750

有形固定資産の売却による収入 － 2,213,921

無形固定資産の取得による支出 △204,015 △154,646

投資有価証券の取得による支出 △3,569,238 △8,007,060

投資有価証券の売却による収入 373,884 1,650,363

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 △456,000

貸付金の回収による収入 492 492

その他 15,964 △16,193

投資活動によるキャッシュ・フロー △9,012,271 △13,963,875
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年６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） △18,470,000 2,560,000

短期社債の純増減額（△は減少） 379,764 △10,006,802

長期借入れによる収入 38,980,000 23,900,000

長期借入金の返済による支出 △24,147,572 △12,653,572

社債の発行による収入 － 12,042,365

社債の償還による支出 － △100,000

自己株式の取得による支出 － △53

配当金の支払額 △878,572 △1,171,429

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 －

その他 － △489

財務活動によるキャッシュ・フロー △4,102,679 14,570,018

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △6,116,866 1,879,344

現金及び現金同等物の期首残高 18,723,303 7,495,852

現金及び現金同等物の四半期末残高 12,606,437 9,375,196
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該当事項はありません。  

  

  

〔事業の種類別セグメント情報〕  

前第２四半期（自 平成21年１月１日 至 平成21年６月30日） 

  

当第２四半期（自 平成22年１月１日 至 平成22年６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 

前第２四半期 

（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２四半期  

（不動産の取得に付随して発生する登録免許税及び不動産取得税の会計処理） 

 ２．その他の情報に記載の通り、従来、当社の不動産取得に付随して発生する登録免許税及び不動産取得

税については、発生時に費用処理しておりましたが、第１四半期より取得原価に算入する方法に変更してお

ります。この変更により、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503,227千円増加して

おります。 

  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）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 
 14,008,477  1,069,249  364,160  15,441,887  －  15,441,887

(2）セグメント間の内部

営業収益又は振替高 
 6,175  －  338,183  344,359 ( )344,359  －

計  14,014,653  1,069,249  702,344  15,786,247 ( )344,359  15,441,887

営業利益  8,332,240  302,140  52,062  8,686,443 ( )1,363,524  7,322,919

  
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 
 13,833,783  1,118,277  302,186  15,254,248  －  15,254,248

(2）セグメント間の内部

営業収益又は振替高 
 7,120  －  155,855  162,976 ( )162,976  －

計  13,840,903  1,118,277  458,042  15,417,224 ( )162,976  15,254,248

営業利益  7,972,534  348,078  22,245  8,342,858 ( )1,192,489  7,150,369
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〔所在地別セグメント情報〕 

前第２四半期（自 平成21年１月１日 至 平成21年６月30日）及び当第２四半期（自 平成22年１月１日 

至 平成22年６月30日） 

     本邦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。 

  

  

〔海外売上高〕 

前第２四半期（自 平成21年１月１日 至 平成21年６月30日）及び当第２四半期（自 平成22年１月１日 

至 平成22年６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。  

  

  

取得による企業結合 

 当社、千秋商事株式会社（以下、「千秋商事」）及び芙蓉総合開発株式会社（以下、「芙蓉総合開発」）は、

平成22年２月４日に、当社を存続会社とし千秋商事及び芙蓉総合開発を消滅会社とする吸収合併を行う合併契約

を締結し、平成22年７月１日に合併いたしました。 

①  被取得企業の名称及び事業の内容、企業結合をおこなった主な理由、企業結合日、企業結合の法的形式、結

合後企業の名称 

a．被取得企業の名称及び事業の内容 

b．企業結合をおこなった主な理由 

 当社の成長戦略の柱と位置付けております不動産賃貸事業の強化をはかるため。 

c．企業結合日 

 平成22年７月１日 

d．企業結合の法的形式 

 当社を存続会社とし、千秋商事及び芙蓉総合開発を消滅会社とする吸収合併 

e．結合後企業の名称 

 ヒューリック株式会社 

②  株式の種類別の交換比率及びその算定方法並びに交付した株式数 

a．株式の種類別の交換比率 

b．株式交換比率の算定方法 

 当社は株式会社KPMG FASを、千秋商事はエスエヌコーポレートアドバイザリー株式会社を、芙蓉総合

開発は長谷川公認会計士事務所を本合併における交換比率算定のための第三者評価機関としてそれぞれ

任命して交換比率の算定を依頼し、その算定結果を参考にし、当社の市場株価を踏まえつつ、当事者間

で交換比率について検討・交渉をおこない、算定いたしました。 

c．交付した株式数 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（７）重要な後発事象に関する注記

 ⅰ.被取得企業の名称  千秋商事  芙蓉総合開発 

 ⅱ.事業の内容  不動産事業  不動産事業 

 ⅰ．会社名称 当社 千秋商事 芙蓉総合開発 

 ⅱ．交換比率 

  （普通株式） 
１ 231 17 

 ⅰ．被取得企業の名称 千秋商事 芙蓉総合開発 計 

 ⅱ．交付した株式数 23,585,100株 1,632,000株 25,217,100株 
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③  被取得企業の概要 

※千秋商事については平成22年４月期、芙蓉総合開発については平成22年３月期を記載しております。 

  

   

 a．被取得企業の名称 千秋商事 芙蓉総合開発 

 b．流動資産※ 5,541百万円 302百万円

 c．固定資産※ 34,361百万円 4,946百万円 

 d．資産合計※ 39,903百万円 5,249百万円 

 e．流動負債※ 2,673百万円 448百万円 

 f．固定負債※ 17,383百万円 4,101百万円 

 g．負債合計※ 20,057百万円 4,549百万円 
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