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1.  平成22年12月期第3四半期の連結業績（平成22年1月1日～平成22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12月期第3四半期 23,649 0.7 10,682 △1.9 8,633 4.9 16,771 △22.4

21年12月期第3四半期 23,474 ― 10,900 ― 8,227 ― 21,615 ―

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3四半期 108.84 ―

21年12月期第3四半期 148.46 ―

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3四半期 457,032 100,853 21.7 582.43
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3四半期  99,488百万円 21年12月期  68,142百万円

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  
 

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

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） 
（％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 33,500 7.2 15,500 7.7 12,000 9.6 10,500 △52.3 66.32



(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。 

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。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年12月期3Q  171,645,800株 21年12月期  146,428,700株

② 期末自己株式数 22年12月期3Q  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3Q  154,094,932株 21年12月期3Q  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３四半期（１～９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、デフレ傾向や失業率が高水準にあるなど、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は鈍化しているものの、賃料水準は下落傾向が続いて

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、良質な賃貸物件を有し、

財務内容強固な千秋商事株式会社及び芙蓉総合開発株式会社を合併し、安定したポートフォリオを拡充してまい

りました。 

  

 その結果、当第３四半期（１～９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174百万円、0.7％増）、営業利益 百万円

（前年同期比△217百万円、1.9％減）、経常利益 百万円（前年同期比406百万円、4.9％増）、四半期純利

益 百万円（前年同期比△4,843百万円、22.4％減）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40万㎡強を活用した

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３四半期（１～９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）、ヒューリックレジデンス西宮北口（平成22年６月竣工）、ヒューリック荏原

（平成22年８月竣工）及び虎ノ門ファーストガーデン（平成22年８月竣工）が竣工いたしました。 

 そのほか、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３四半期（１～９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）及び駒

込富士ビル（オフィス棟 平成23年１月竣工予定、住居棟 平成23年４月竣工予定）の建替を決定いたしまし

た。 

 また、当社は、将来にわたる収益力の増強の観点から、優良な新規物件の選別取得を進めておりますが、当

第３四半期（１～９月）におきましては、千秋商事株式会社及び芙蓉総合開発株式会社との合併に伴い、都心

５区を中心とした東京23区内の15物件を取得したほか、スターホテル横浜（横浜市中区）、第一田村町ビル

(東京都港区）を取得し、更に現在その他の物件を検討中であります。 

 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、東京都台東区が実施した「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事業者として決定しておりますほか、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、前期に中目黒センタービルを売却したものの、竣

工物件や合併により承継した物件の賃料収入が寄与した影響等もあり、当第３四半期（１～９月）におきまし

ては、営業収益は21,406百万円（前年同期比161百万円、0.7％増）、営業利益は12,248百万円（前年同期比

△27百万円、0.2％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引き続き厳しい状況にありますが、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。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

23,649 10,682

8,633

16,771
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 この結果、当セグメントにおける営業収益は1,647百万円（前年同期比46百万円、2.9％増）、営業利益は

398百万円（前年同期比△108百万円、21.3％減）となりました。 

   

（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ビルド株式会社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。 

 この結果、当セグメントにおける営業収益は1,145百万円（前年同期比121百万円、11.9％増）、営業利益は

110百万円（前年同期比33百万円、43.0％増）となりました。 

  

 所在地別セグメントの業績は、当第３四半期（１～９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９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９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          24,301           23,474               △826               △3.40

 営業利益          10,115           10,900                 784                 7.75

 経常利益           8,061            8,227                 166                 2.06

 四半期純利益           21,535            21,615                  80                 0.37

  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          24,048           23,649               △399               △1.66

 営業利益           9,779           10,682                 903                 9.23

 経常利益           8,463            8,633                 169                 2.00

 四半期純利益           16,673            16,771                  98                 0.59

 資産          432,309          457,032              24,723                 5.71

 負債          332,900           356,179              23,278                 6.99

 純資産           99,409           100,853               1,444                 1.45
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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３四半期末の資産合計は、 百万円となり、対前期末比 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、当第３四半期（１～９月）においては、中長期的な収益力の強

化と成長基盤を確立するため、良質な賃貸物件を有し、財務内容強固な千秋商事株式会社及び芙蓉総合開発株式

会社と合併しております。 

 なお、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３四半期（１～９月）において、株式市況の下落に

より上場株式の含み益は1,668百万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。 

  ①現金及び預金    百万円増加 

  ②建物及び構築物   百万円増加（合併、建替物件の竣工等） 

  ③土地       百万円増加（合併、物件の取得等） 

  ④建設仮勘定     百万円増加（建替計画の進行等）   

  ⑤投資有価証券      百万円増加（合併、ＳＰＣ出資及び売却、上場株式含み益の減少等） 

  

（負債） 

 当第３四半期末の負債合計は、 百万円となり、対前期末比で 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一方、設備投資等に伴い資金調達をおこなったほか、合併に伴う繰延税金負

債が増加したためであります。また、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 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 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３四半期末の純資産合計は、 百万円となり、対前期末比で 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 百万円増加いたしました。これは合併に伴う資

本金及び資本剰余金の増加のほか、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 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３四半期（１～９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、合併に伴う現金及び

現金同等物の増加額 百万円を加え、当第３四半期末には 百万円となりました。 

  

                                         （単位：百万円）   

  

 当第３四半期（１～９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 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のほか多額の負ののれん発生益を起因とした税金等調整前四半期純利益が 百

457,032 77,738

1,247

13,406

41,292

1,711

14,327

356,179 46,624

285,515

22,425

100,853 31,114

96,437 32,495

3,051 1,149

577

25,536 21,137

5,069 8,743

  
平成21年12月期
第３四半期 

平成22年12月期 
第３四半期  

営業活動によるキャッシュ・フロー  6,132  577

投資活動によるキャッシュ・フロー  16,505  △25,536

財務活動によるキャッシュ・フロー  △31,665  21,137

現金及び現金同等物の四半期末残高  9,696  8,743

577 △5,555

19,616
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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 百万円）となりました。これ

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 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に資金調達をおこなったためであります。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 当第３四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 

(企業結合に関する会計基準等の適用) 

 当第３四半期より、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成20年12月26日）、「連結財

務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）、「「研究開発費等に係る会計基準」

の一部改正」（企業会計基準第23号 平成20年12月26日）、「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準

第７号 平成20年12月26日）、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年12月26日公表

分）及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平

成20年12月26日）を適用しております。 

  

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３四半期（１～９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 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。 

  

  

3,296 8,435

25,536 △42,042

21,137 52,802

２．その他の情報

1,167,648
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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３四半期連結会計期間末
(平成22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12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 8,861,815 7,613,852

営業未収入金 784,596 653,978

販売用不動産 5,308,374 4,584,506

未成工事支出金 34,847 442

貯蔵品 2,980 5,238

営業投資有価証券 1,458,200 －

繰延税金資産 41,353 415,835

その他 2,943,330 566,386

貸倒引当金 △2,028 △2,847

流動資産合計 19,433,470 13,837,391

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 71,222,903 57,816,000

機械装置及び運搬具（純額） 483,450 196,231

土地 258,446,242 217,153,673

建設仮勘定 8,656,163 6,944,984

その他（純額） 254,132 245,662

有形固定資産合計 339,062,892 282,356,551

無形固定資産   

のれん 469,361 489,724

借地権 19,454,040 19,103,504

その他 724,082 731,600

無形固定資産合計 20,647,484 20,324,829

投資その他の資産   

投資有価証券 75,289,479 60,961,970

差入保証金 836,239 782,583

繰延税金資産 183,013 103,011

その他 1,492,277 777,234

貸倒引当金 △68 △1,558

投資その他の資産合計 77,800,942 62,623,242

固定資産合計 437,511,318 365,304,624

繰延資産   

繰延資産合計 88,161 152,117

資産合計 457,032,950 379,294,133
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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 136,370,500 69,276,144

短期社債 3,999,348 10,995,930

未払費用 966,289 1,145,242

未払法人税等 145,564 5,117,887

繰延税金負債 155,865 －

前受金 2,342,942 2,006,025

賞与引当金 123,186 36,359

役員賞与引当金 28,286 34,472

その他 1,367,088 2,188,057

流動負債合計 145,499,071 90,900,119

固定負債   

社債 12,100,000 －

長期借入金 149,145,000 180,523,924

繰延税金負債 18,208,273 10,668,274

退職給付引当金 292,974 291,581

役員退職慰労引当金 49,600 44,200

長期預り保証金 30,423,054 26,674,011

その他 461,248 452,500

固定負債合計 210,680,151 218,654,491

負債合計 356,179,223 309,554,611

純資産の部   

株主資本   

資本金 12,326,879 3,879,151

資本剰余金 11,966,879 3,519,151

利益剰余金 72,266,388 56,665,903

自己株式 △123,023 △122,970

株主資本合計 96,437,124 63,941,235

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 3,051,682 4,200,811

評価・換算差額等合計 3,051,682 4,200,811

少数株主持分 1,364,921 1,597,474

純資産合計 100,853,727 69,739,521

負債純資産合計 457,032,950 379,294,133
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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21年１月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年９月30日) 

営業収益 23,474,770 23,649,144

営業原価 8,607,579 8,686,958

営業総利益 14,867,191 14,962,185

販売費及び一般管理費 3,966,809 4,279,679

営業利益 10,900,381 10,682,506

営業外収益   

受取利息 48,615 71,485

受取配当金 459,884 431,042

持分法による投資利益 272,583 682,618

賃貸解約関係収入 126,929 407,813

その他 112,967 52,332

営業外収益合計 1,020,980 1,645,291

営業外費用   

支払利息 3,307,649 3,287,762

その他 386,474 406,420

営業外費用合計 3,694,123 3,694,183

経常利益 8,227,238 8,633,614

特別利益   

固定資産売却益 30,776,443 357,378

投資有価証券売却益 38,944 678,346

貸倒引当金戻入額 － 2,309

負ののれん発生益 － 12,029,448

段階取得に係る差益 － 100,732

その他 － 8,000

特別利益合計 30,815,387 13,176,215

特別損失   

たな卸資産評価損 417,201 －

固定資産除却損 1,248,272 1,410,003

建替関連損失 256,794 606,829

投資有価証券売却損 179 3,282

投資有価証券評価損 311,467 163,758

その他 42,753 9,594

特別損失合計 2,276,668 2,193,468

税金等調整前四半期純利益 36,765,957 19,616,362

法人税、住民税及び事業税 5,300,356 1,602,120

法人税等調整額 9,752,495 1,161,019

法人税等合計 15,052,851 2,763,140

少数株主損益調整前四半期純利益 － 16,853,222

少数株主利益 97,194 81,307

四半期純利益 21,615,911 16,771,914
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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21年１月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22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 36,765,957 19,616,362

減価償却費 2,759,887 3,296,253

貸倒引当金の増減額（△は減少） 367 △2,309

賞与引当金の増減額（△は減少） 80,447 86,827

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △7,900 △6,186

退職給付引当金の増減額（△は減少） 5,517 △17,578

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 5,400 5,400

受取利息及び受取配当金 △508,499 △502,527

支払利息 3,307,649 3,287,762

持分法による投資損益（△は益） △272,583 △682,618

たな卸資産評価損 576,162 －

有形固定資産売却損益（△は益） △30,776,443 △357,378

有形固定資産除却損 1,248,272 1,410,003

投資有価証券売却損益（△は益） △46,654 △673,284

投資有価証券評価損益（△は益） 311,467 163,758

負ののれん発生益 － △12,029,448

段階取得に係る差損益（△は益） － △100,732

売上債権の増減額（△は増加） △139,697 △114,151

たな卸資産の増減額（△は増加） 356,309 △756,006

差入保証金の増減額（△は増加） △5,111 △40,500

預り保証金の増減額（△は減少） △2,695,588 123,476

その他の資産の増減額（△は増加） △660,891 △213,620

その他の負債の増減額（△は減少） 513,324 △515,340

小計 10,817,391 11,978,161

利息及び配当金の受取額 506,560 541,550

利息の支払額 △3,820,266 △3,506,859

法人税等の支払額 △1,635,896 △8,435,300

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 6,132,791 577,552
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年９月30日) 

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 △70,000 －

有形固定資産の取得による支出 △22,756,411 △19,799,974

有形固定資産の売却による収入 46,078,415 2,213,921

無形固定資産の取得による支出 △3,135,429 △175,633

投資有価証券の取得による支出 △3,804,289 △9,009,561

投資有価証券の売却による収入 424,850 1,697,310

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 738 1,850

その他 37,887 △8,369

投資活動によるキャッシュ・フロー 16,505,928 △25,536,456

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） △27,970,000 12,625,000

短期社債の純増減額（△は減少） △15,120,235 △7,011,586

長期借入れによる収入 44,680,000 39,350,000

長期借入金の返済による支出 △32,310,144 △34,537,068

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 △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 － △59,505

財務活動によるキャッシュ・フロー △31,665,251 21,137,722

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △9,026,531 △3,821,181

現金及び現金同等物の期首残高 18,723,303 7,495,852

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 5,069,144

現金及び現金同等物の四半期末残高 9,696,772 8,743,815
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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３四半期（自 平成21年１月１日 至 平成21年９月30日） 

  

当第３四半期（自 平成22年１月１日 至 平成22年９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３四半期 

  （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 千円減少しております。 

  

当第３四半期 

（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 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 
 21,232,706  1,600,701  641,362  23,474,770  －  23,474,770

(2）セグメント間の内部

営業収益又は振替高 
 11,881  －  382,064  393,946 ( )393,946  －

計  21,244,588  1,600,701  1,023,427  23,868,717 ( )393,946  23,474,770

営業利益  12,276,426  506,140  76,951  12,859,518 ( )1,959,136  10,900,381

  
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 
 21,375,609  1,647,500  626,033  23,649,144  －  23,649,144

(2）セグメント間の内部

営業収益又は振替高 
 30,810  －  519,368  550,179 ( )550,179  －

計  21,406,420  1,647,500  1,145,402  24,199,324 ( )550,179  23,649,144

営業利益  12,248,459  398,109  110,114  12,756,683 ( )2,074,177  10,682,506

158,961

1,167,648
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〔所在地別セグメント情報〕 

前第３四半期（自 平成21年１月１日 至 平成21年９月30日）及び当第３四半期（自 平成22年１月１日 

至 平成22年９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３四半期（自 平成21年１月１日 至 平成21年９月30日）及び当第３四半期（自 平成22年１月１日 

至 平成22年９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。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

   

（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
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