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1.  平成22年11月期第3四半期の連結業績（平成21年12月1日～平成22年8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11月期第3四半期 9,161 31.7 813 33.6 699 42.0 448 73.7
21年11月期第3四半期 6,954 ― 609 ― 492 ― 258 ―

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11月期第3四半期 50.28 50.27
21年11月期第3四半期 28.55 28.53

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11月期第3四半期 12,705 4,048 31.9 455.40
21年11月期 13,045 3,739 28.7 414.43

（参考） 自己資本   22年11月期第3四半期  4,048百万円 21年11月期  3,739百万円

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  

(注) 22年11月期の予想配当には、記念配当2円00銭を含めております。 

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11月期 ― 0.00 ― 11.00 11.00
22年11月期 ― 0.00 ―

22年11月期 
（予想）

13.00 13.00

3.  平成22年11月期の連結業績予想（平成21年12月1日～平成22年11月30日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 10,150 14.3 650 33.5 500 49.2 295 981.7 32.69



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（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 

（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を実施中です。 

※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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四
半期決算短信(添付資料)３ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P．4「その他」をご覧ください。）

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11月期3Q 9,458,600株 21年11月期  9,446,600株

② 期末自己株式数 22年11月期3Q  567,820株 21年11月期  423,220株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 22年11月期3Q 8,921,653株 21年11月期3Q 9,048,811株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国の経済環境は、世界的な金融不安による急激な景気悪化から
は回復の兆しが見られたものの、依然、雇用情勢の悪化や個人消費の低迷が続くなど厳しい状況の中で推
移いたしました。 

その環境下にあっても、当社グループの主要顧客層である大学生マーケットにおきましては、平成22年
春の大学入学者数が61.9万人、大学生総数は288.7万人(文部科学省「学校基本調査」による)といずれも
前年を上回り、過去 高水準を維持しております。引き続き、少子化時代にあっても安定的に推移する大
学生市場においては、さまざまなサービス分野において彼等の多様化するライフスタイルとニーズに応え
る低廉で高品質なサービスが求められていると言えます。 

このような市場環境の中で当社グループは、事業の方向性を明確にし、戦略的投資を促進するため、開
発部門と学生マンション部門の２部門からなる「不動産ソリューション事業」と課外活動支援部門と人材
ソリューション部門の２部門からなる「学生生活支援事業」の２事業(セグメント)計４部門で事業展開を
図っております。 

特に、景気動向の影響を比較的受けにくい不動産ソリューション事業における学生マンション部門は、
ますます高まる学生の安心・快適な住居ニーズに支えられ順調に推移いたしました。また、開発部門にお
いても、第２四半期の計画からずれ込んだものを含め、販売用不動産の売却が順調に推移いたしました。

その結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は9,161,180千円(前年同四半期比31.7％増)、営業利益
は813,569千円(同33.6％増)、経常利益は699,636千円(同42.0％増)、四半期純利益は448,579千円(同
73.7％増)となりました。 

なお、当社グループでは、学生マンション部門において、３月及び４月の入学シーズン時期にあわせた
学生マンション入居者募集関連売上により第２四半期(３月～５月)に、課外活動支援部門において、合
宿・研修旅行のピークシーズンである第３四半期(６月～８月)に売上高が増加する傾向があります。 

  

当第３四半期連結累計期間の売上高は9,161,180千円(前年同四半期比31.7％増)となりました。事業
別には不動産ソリューション事業の売上高は7,668,362千円(同39.7％増)、学生生活支援事業の売上高
は1,492,818千円(同2.0％増)となりました。また、部門別では、不動産ソリューション事業の開発部門
は3,104,243千円(同143.2％増)、学生マンション部門は4,564,119千円(同8.3％増)、学生生活支援事業
の課外活動支援部門は1,461,862千円(同1.2％増)、人材ソリューション部門は30,955千円(同52.3％増)
となりました。 
 なお、不動産ソリューション事業の開発部門の大幅な増加については、販売用不動産の５物件を売却
したことによるものであります。 

当第３四半期連結累計期間の売上総利益は2,274,404千円(前年同四半期比10.3％増)となりました。
事業別には不動産ソリューション事業の売上総利益は1,507,607千円(同16.8％増)、学生生活支援事業
の売上総利益は766,797千円(同0.7％減)となりました。 
また、当第３四半期連結累計期間の販売費及び一般管理費は1,460,834千円(同0.5％増)となり、営業

利益は813,569千円(同33.6％増)となりました。 

当第３四半期連結累計期間の営業外収支は営業外収益に受取利息等9,858千円(前年同四半期比4.0％
増)、営業外費用に支払利息等123,791千円(同1.7％減)を計上したことによりマイナス113,933千円とな
りました。 
 その結果、当第３四半期連結累計期間の経常利益は699,636千円(同42.0％増)となりました。 

当第３四半期連結累計期間の特別利益に退職給付制度終了益1,186千円、投資有価証券売却益1,290千
円、移転補償金68,279千円及び特別損失に固定資産除却損7,620千円を計上いたしました。 
 その結果、当第３四半期連結累計期間の四半期純利益は448,579千円(前年同四半期比73.7％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

(1) 連結経営成績に関する定性的情報

① 売上高

② 営業利益

③ 経常利益

④ 四半期純利益
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当第３四半期連結会計期間末の資産合計は12,705,959千円となり前連結会計年度末に比べ339,284千円
減少いたしました。この減少の主な要因は、現金及び預金が1,188,642千円の増加、有形固定資産が
391,830千円の増加、投資その他の資産のその他が197,909千円の増加、販売用不動産が1,855,719千円の
減少及び流動資産のその他が268,121千円減少したことによります。 

負債合計は8,657,064千円となり前連結会計年度末に比べ648,611千円減少いたしました。この減少の主
な要因は、支払手形及び買掛金が122,185千円の増加、未払法人税等が213,010千円の増加、流動負債その
他が296,833千円の増加、固定負債その他が442,589千円の増加、短期借入金が700,000千円の減少及び長
期借入金(１年内返済予定分を含む)が1,061,654千円の減少したことによるものであります。また、純資
産合計は4,048,895千円となり前連結会計年度末に比べ309,326千円増加いたしました。この増加の主な要
因は、前期の剰余金の処分による配当金の支払99,257千円、自己株式の取得43,932千円及び四半期純利益
448,579千円を計上したことによります。 

その結果、１株当たり純資産額は455円40銭となり、自己資本比率は前連結会計年度の28.7％から
31.9％となりました。 

  

第４四半期連結会計期間は事業の季節性により、販売用不動産の売却利益が発生しない場合には損益が
恒常的にマイナスとなります。そのため第３四半期連結累計期間の利益については通期計画を上回る数値
となります。 
 通期の連結業績予想につきましては、当第３四半期連結累計期間の業績は計画を上回り順調に推移して
おりますが、現時点では、平成22年１月14日に公表いたしました業績予想に変更はございません。 
 なお、変更の必要が生じた場合には速やかに開示いたします。 
  

  

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

(3) 連結業績予想に関する定性的情報

㈱毎日コムネット（8908）　平成22年11月期第3四半期決算短信

- 3 -



該当事項はありません。 

  

1. 簡便な会計処理 

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。 

②たな卸資産の評価方法 
当第３四半期連結会計期間末のたな卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなも

のについてのみ正味売却価額を見積り、簿価切下げを行う方法によっております。 
③固定資産の減価償却費の算定方法 

定率法を採用している資産については、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。 

④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 
法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や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。 
繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時

差異等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度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っております。 

2. 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

 該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

 退職給付引当金 
当社は、確定拠出年金法の施行に伴い、平成22年１月に適格退職年金制度を確定拠出年金制度へ移

行し、「退職給付制度間の移行等に関する会計処理」(企業会計基準適用指針第１号)を適用しており
ます。 
 本移行により、特別利益として1,186千円を計上しております。 

  

  

  

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

(4) 追加情報

㈱毎日コムネット（8908）　平成22年11月期第3四半期決算短信

- 4 -



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３四半期連結会計期間末
(平成22年８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11月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,227,289 3,038,646

受取手形及び売掛金 62,773 39,184

販売用不動産 3,595,572 5,451,291

原材料及び貯蔵品 8,215 13,173

その他 764,474 1,032,596

貸倒引当金 △96 △79

流動資産合計 8,658,227 9,574,811

固定資産   

有形固定資産 2,200,279 1,808,449

無形固定資産 78,914 88,938

投資その他の資産   

その他 1,702,790 1,504,881

貸倒引当金 △52 △9

投資その他の資産合計 1,702,738 1,504,871

固定資産合計 3,981,932 3,402,259

繰延資産 65,799 68,172

資産合計 12,705,959 13,045,244

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 293,395 171,210

短期借入金 1,500,000 2,200,000

1年内返済予定の長期借入金 1,306,475 746,229

1年内償還予定の社債 354,200 314,200

未払法人税等 289,541 76,531

引当金 54,910 28,000

その他 625,381 328,548

流動負債合計 4,423,904 3,864,719

固定負債   

社債 2,066,000 2,102,300

長期借入金 1,020,070 2,641,970

引当金 － 1,186

役員退職慰労引当金 172,800 163,800

その他 974,289 531,700

固定負債合計 4,233,159 5,440,956

負債合計 8,657,064 9,305,676
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年８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11月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 775,066 773,614

資本剰余金 508,820 507,368

利益剰余金 3,014,865 2,665,543

自己株式 △240,054 △196,121

株主資本合計 4,058,699 3,750,405

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △9,804 △10,837

評価・換算差額等合計 △9,804 △10,837

純資産合計 4,048,895 3,739,568

負債純資産合計 12,705,959 13,045,244
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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：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年12月１日 
 至 平成21年８月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年12月１日 
 至 平成22年８月31日) 

売上高 6,954,968 9,161,180

売上原価 4,892,515 6,886,776

売上総利益 2,062,453 2,274,404

販売費及び一般管理費 1,453,323 1,460,834

営業利益 609,130 813,569

営業外収益   

受取利息 7,005 5,534

受取配当金 697 647

その他 1,778 3,676

営業外収益合計 9,480 9,858

営業外費用   

支払利息 93,082 95,598

資金調達費用 9,311 －

社債発行費 22,567 26,952

その他 978 1,241

営業外費用合計 125,938 123,791

経常利益 492,672 699,636

特別利益   

投資有価証券売却益 － 1,290

退職給付制度終了益 － 1,186

移転補償金 － 68,279

特別利益合計 － 70,756

特別損失   

固定資産除却損 － 7,620

投資有価証券売却損 30,000 －

投資有価証券評価損 1,096 －

特別損失合計 31,096 7,620

税金等調整前四半期純利益 461,576 762,772

法人税、住民税及び事業税 146,590 336,141

法人税等調整額 56,665 △21,949

法人税等合計 203,256 314,192

四半期純利益 258,319 448,579
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年12月１日 
 至 平成21年８月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年12月１日 
 至 平成22年８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 461,576 762,772

減価償却費 102,688 101,629

貸倒引当金の増減額（△は減少） △179 60

賞与引当金の増減額（△は減少） △39,320 26,910

工事損失引当金の増減額（△は減少） △14,100 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） △908 △1,186

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 9,000 9,000

受取利息及び受取配当金 △7,702 △6,182

支払利息 93,082 95,598

社債発行費償却 22,421 26,952

投資有価証券売却損益（△は益） 30,000 △1,290

投資有価証券評価損益（△は益） 1,096 －

固定資産除却損 － 7,620

売上債権の増減額（△は増加） △12,942 △23,632

たな卸資産の増減額（△は増加） △100,892 1,822,079

仕入債務の増減額（△は減少） △26,696 122,185

その他の資産の増減額（△は増加） 414,524 273,837

その他の負債の増減額（△は減少） 285,543 282,300

未払又は未収消費税等の増減額 10,095 60,433

その他 △222 △217

小計 1,227,063 3,558,871

利息及び配当金の受取額 7,165 6,318

利息の支払額 △87,335 △89,865

法人税等の支払額 △347,555 △129,025

その他の支出 △67,757 △17,624

営業活動によるキャッシュ・フロー 731,579 3,328,673

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 △1,123,000 △3,503,000

定期預金の払戻による収入 803,000 3,673,000

有形固定資産の取得による支出 △1,475 △25,206

無形固定資産の取得による支出 △9,060 △2,807

投資有価証券の売却による収入 50,000 2,290

有価証券の取得による支出 － △99,910

関係会社株式の取得による支出 － △95,000

貸付けによる支出 △70,000 △13,854

貸付金の回収による収入 9,752 14,805

投資活動によるキャッシュ・フロー △340,783 △49,683
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年12月１日 
 至 平成21年８月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年12月１日 
 至 平成22年８月31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） △1,100,000 △700,000

長期借入れによる収入 950,000 904,000

長期借入金の返済による支出 △1,034,390 △1,965,654

社債の発行による収入 1,460,000 200,000

社債の償還による支出 △125,600 △196,300

株式の発行による収入 175 2,904

自己株式の取得による支出 △35,182 △43,932

リース債務の返済による支出 － △22,046

配当金の支払額 △181,576 △99,318

財務活動によるキャッシュ・フロー △66,574 △1,920,347

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） 324,222 1,358,642

現金及び現金同等物の期首残高 2,618,444 2,205,646

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,942,666 3,564,289
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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12月１日 至 平成21年８月31日) 

 
(注) １ 事業の区分は、市場の類似性を考慮して区分しております。 

２ 各区分の事業の内容 

(1) 不動産ソリューション事業・・・学生マンションの開発、不動産有効活用コンサルティング、学生マン

ションの賃貸及び管理、入居者募集及び仲介 

(2) 学生生活支援事業・・・・・・・合宿・研修旅行及び一般旅行、イベントの企画・運営、スポーツ施設

の運営、福利厚生事業サポートプランの提供、新卒採用支援 

３ 当連結会計年度の第１四半期連結会計期間から平成18年７月５日公表の「棚卸資産の評価に関する会計基

準」(企業会計基準第９号)を適用し、評価基準については、原価法から原価法(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。 

  

当第３四半期連結累計期間(自 平成21年12月１日 至 平成22年８月31日) 

 
(注) １ 事業の区分は、市場の類似性を考慮して区分しております。 

２ 各区分の事業の内容 

(1) 不動産ソリューション事業・・・学生マンションの開発、不動産有効活用コンサルティング、学生マン

ションの賃貸及び管理、入居者募集及び仲介 

(2) 学生生活支援事業・・・・・・・合宿・研修旅行及び一般旅行、イベントの企画・運営、スポーツ施設

の運営、新卒採用支援 

  

(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】

不動産ソリュー
ション事業

学生生活支援事
業

計 消去又は全社 連結

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

5,490,710 1,464,258 6,954,968 ― 6,954,968

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― ― ― ― ―

計 5,490,710 1,464,258 6,954,968 ― 6,954,968

営業利益 740,345 284,180 1,024,525 (415,395) 609,130

不動産ソリュー
ション事業

学生生活支援事
業

計 消去又は全社 連結

(千円) (千円) (千円) (千円) (千円)

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

7,668,362 1,492,818 9,161,180 ― 9,161,180

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― ― ― ― ―

計 7,668,362 1,492,818 9,161,180 ― 9,161,180

営業利益 947,784 282,862 1,230,647 (417,077) 813,569
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前第３四半期連結累計期間(自 平成20年12月１日 至 平成21年８月31日) 

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はありませんので、該当事項はありませ

ん。 

  

当第３四半期連結累計期間(自 平成21年12月１日 至 平成22年８月31日) 

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はありませんので、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12月１日 至 平成21年８月31日) 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

当第３四半期連結累計期間(自 平成21年12月１日 至 平成22年８月31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。 

  

  

  

  

  

【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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