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1.  平成23年3月期第3四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22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 ％

23年3月期第3四半期 721 △63.1 128 ― 34 ― 13 ―

22年3月期第3四半期 1,951 △81.9 △79 ― △288 ― △290 ―

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

23年3月期第3四半期 1,224.58 ―

22年3月期第3四半期 △26,165.70 ―

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

23年3月期第3四半期 4,992 562 10.1 45,383.42
22年3月期 5,223 565 9.4 44,153.55

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  503百万円 22年3月期  490百万円

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

22年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
23年3月期 ― 0.00 ―

23年3月期 
（予想）

0.00 0.00

3.  平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3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 5,800 △27.4 580 △4.5 410 23.7 380 55.4 34,218.82



(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、金融商品取引法に
基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。 

※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。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）２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.3「その他の情報」をご覧ください。）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期3Q 11,105株 22年3月期  11,105株

② 期末自己株式数 23年3月期3Q  ―株 22年3月期  ―株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q 11,105株 22年3月期3Q 11,105株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、エコカー補助金終了の反動や家電エコポイント制度の縮小な

ど政策効果が薄れる中でも、中国を始めとする新興国需要が引続き堅調であること、円高の進行が一服しているこ

と、日本銀行の「包括緩和」と呼ぶ金融緩和策が開始されたこと等により、景気の底割れ懸念は後退し、スピードは

鈍るとはいえ企業の業績回復基調は続いております。 

不動産及び不動産金融業界におきましては、このような緩やかな回復基調の中、オフィス市況は引続き低迷して

おりビル賃貸事業は停滞しているものの、マンションの販売は 悪期を脱したとの声もあり、復調の兆しが顕著であ

ることから、不動産取引市場は、首都圏を中心に積極的な動きが出てきております。 

このような状況の下、当社グループの当第３四半期連結累計期間の業績は、利益率の高いコンサルティング事業

の強化が功を奏し堅調に推移しました。不動産ソリューション事業においては、引続き当社の基本戦略である「ＪＩ

ＮＵＳＨＩビジネス」の推進により、当連結会計年度当初から販売用不動産の売却促進を図っておりますが、採算の

確保ができる売却の実現は翌四半期連結会計期間になる見通しであります。 

この結果、売上高は721,026千円（前年同四半期比63.1％減）、営業利益は128,768千円（前年同四半期は営業損

失79,347千円）、経常利益は34,985千円（前年同四半期は経常損失288,433千円）、四半期純利益は13,598千円（前

年同四半期は四半期純損失290,570千円）となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

 流動資産は、4,669,103千円となりました。前連結会計年度末（平成22年３月31日）に比べ240,384千円減少して

おります。これは、現金及び預金が238,088千円減少したことなどによります。 

 固定資産は、323,360千円となり、前連結会計年度末に比べ、大きな増減はありません。 

 この結果、総資産は、4,992,463千円となりました。 

（負債） 

 流動負債は、4,240,651千円となりました。これは、前連結会計年度末に比べ235,151千円減少しております。こ

れは、短期借入金が86,000千円減少、１年内返済予定の長期借入金が59,815千円減少したことなどによります。 

 固定負債は、189,344千円となり、前連結会計年度末に比べ、大きな増減はありません。 

 この結果、負債合計は、4,429,996千円となりました。 

（純資産） 

 純資産合計は、562,467千円となり、前連結会計年度末に比べ、大きな増減はありません。これにより、自己資

本は503,982千円となり自己資本比率は10.1％となりました。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 当第３四半期連結累計期間の業績の概要につきましては上記のとおりであり、通期の連結業績予想につきまして

は、業績動向等に不透明感があるものの、安全で長期に安定収益を実現できる不動産投資商品を提供する「ＪＩＮ

ＵＳＨＩビジネス」に引続き注力することで、予想の売上、利益を確保できる見込みであることから、現時点では

据え置きとさせていただきます。  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（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 

・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する方法により算定し

ております。 

・一般債権の貸倒見積高の算定方法 

  一般債権の貸倒見積高の算定については、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、前連結会計年度において算定した貸倒実績率を使用しております。  

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

  第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31日）

及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を適用し

ております。 

これによる、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響はありません。 

  

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

該当事項はありません。 

  

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３四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 461,953 700,042

営業未収入金 3,978 5,133

販売用不動産 4,180,621 4,180,423

前払費用 19,988 22,883

その他 3,002 1,517

貸倒引当金 △441 △513

流動資産合計 4,669,103 4,909,487

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 48,984 54,275

車両運搬具（純額） 372 490

工具、器具及び備品（純額） 9,977 11,220

土地 11,166 11,166

リース資産（純額） 11,009 13,864

有形固定資産合計 81,510 91,017

無形固定資産   

商標権 － 8

その他 300 300

無形固定資産合計 300 308

投資その他の資産   

投資有価証券 3,888 3,378

出資金 201 201

敷金及び保証金 168,325 147,959

長期前払費用 58,052 60,344

その他 11,406 11,618

貸倒引当金 △325 △325

投資その他の資産合計 241,549 223,175

固定資産合計 323,360 314,501

資産合計 4,992,463 5,223,988
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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22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

営業未払金 24,182 53,348

短期借入金 3,878,500 3,964,500

1年内返済予定の長期借入金 48,056 107,872

未払金 2,160 5,636

未払法人税等 21,580 53,038

未払消費税等 1,943 －

前受金 54,600 13,559

1年内返還予定の預り保証金 145,800 145,800

その他 63,828 132,047

流動負債合計 4,240,651 4,475,802

固定負債   

長期借入金 16,245 21,647

長期預り敷金保証金 165,455 150,639

その他 7,643 10,605

固定負債合計 189,344 182,892

負債合計 4,429,996 4,658,695

純資産の部   

株主資本   

資本金 194,280 194,280

資本剰余金 172,725 172,725

利益剰余金 136,971 123,372

株主資本合計 503,976 490,377

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 6 △51

評価・換算差額等合計 6 △51

少数株主持分 58,484 74,967

純資産合計 562,467 565,292

負債純資産合計 4,992,463 5,223,988
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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４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 1,951,768 721,026

売上原価 1,663,281 245,853

売上総利益 288,486 475,173

販売費及び一般管理費 367,834 346,404

営業利益又は営業損失（△） △79,347 128,768

営業外収益   

受取利息 110 140

その他 718 153

営業外収益合計 828 294

営業外費用   

支払利息 206,772 94,005

その他 3,142 72

営業外費用合計 209,914 94,077

経常利益又は経常損失（△） △288,433 34,985

特別利益   

貸倒引当金戻入額 3,965 72

特別利益合計 3,965 72

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（△）

△284,468 35,057

法人税、住民税及び事業税 1,345 23,941

法人税等調整額 △2,350 －

法人税等合計 △1,004 23,941

少数株主損益調整前四半期純利益 － 11,115

少数株主利益又は少数株主損失（△） 7,106 △2,483

四半期純利益又は四半期純損失（△） △290,570 13,598
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（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 169,980 241,196

売上原価 68,206 86,208

売上総利益 101,774 154,987

販売費及び一般管理費 114,012 109,363

営業利益又は営業損失（△） △12,238 45,623

営業外収益   

受取利息 17 20

その他 76 15

営業外収益合計 93 36

営業外費用   

支払利息 68,980 31,007

その他 1 －

営業外費用合計 68,982 31,007

経常利益又は経常損失（△） △81,126 14,652

特別利益   

貸倒引当金戻入額 1,214 72

特別利益合計 1,214 72

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（△）

△79,912 14,724

法人税、住民税及び事業税 448 8,227

法人税等調整額 4,635 －

法人税等合計 5,083 8,227

少数株主損益調整前四半期純利益 － 6,496

少数株主利益又は少数株主損失（△） 2,650 △1,025

四半期純利益又は四半期純損失（△） △87,646 7,521
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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４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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（△）

△284,468 35,057

減価償却費 11,523 9,788

受取利息 △110 △140

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,965 △72

支払利息 206,772 94,005

売上債権の増減額（△は増加） 28,838 1,154

たな卸資産の増減額（△は増加） 102,427 △197

仕入債務の増減額（△は減少） △84,846 △29,165

前渡金の増減額（△は増加） 117,413 －

前払費用の増減額（△は増加） △16,198 △5,035

未払費用の増減額（△は減少） △5,556 3,041

未払金の増減額（△は減少） △2,050 △3,458

未払消費税等の増減額（△は減少） △11,127 1,943

前受金の増減額（△は減少） △5,584 41,040

預り金の増減額（△は減少） 66,684 △70,167

前受収益の増減額（△は減少） 20,099 △1,163

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） 211,500 14,815

その他 2,424 1,339

小計 353,777 92,785

利息及び配当金の受取額 110 143

利息の支払額 △223,014 △86,004

法人税等の支払額 △2,353 △55,891

営業活動によるキャッシュ・フロー 128,519 △48,967

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 － △280

投資有価証券の取得による支出 △451 △451

敷金及び保証金の回収による収入 402 －

敷金及び保証金の差入による支出 － △20,365

その他 △30 173

投資活動によるキャッシュ・フロー △79 △20,923

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） △8,000 △86,000

長期借入れによる収入 1,395,000 －

長期借入金の返済による支出 △1,566,539 △65,217

担保預金の預入による支出 － △86,056

配当金の支払額 △14 △18

少数株主への配当金の支払額 － △14,000

その他 △13,106 △2,961

財務活動によるキャッシュ・フロー △192,660 △254,254

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） △64,220 △324,145

現金及び現金同等物の期首残高 689,342 700,042

現金及び現金同等物の四半期末残高 625,121 375,896
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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．事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

     ２．各区分の主な事業内容 

            不動産ソリューション事業・・・不動産投資事業、不動産流動化事業、不動産開発・再生事業 

            デベロッパー・エージェント事業・・・企画・開発事業、サブリース事業、運営・管理事業 

            その他事業・・・賃貸借事業、コンサルティング事業 

     

〔所在地別セグメント情報〕  

前第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

  
不動産ソリュ
ーション事業 
（千円） 

デベロッパ
ー・エージェ
ント事業 
（千円） 

その他事業
（千円） 

計
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結
（千円） 

売上高             

（1）外部顧客に対する 

     売上高 
 1,652,198  228,165  71,404  1,951,768 －  1,951,768

（2）セグメント間の内部 

     売上高又は振替高 
－ － － － － － 

     計  1,652,198  228,165  71,404  1,951,768 －  1,951,768

営業利益又は営業損失

（△） 
 169,627  49,546  66,812  285,986  △365,334  △79,347
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〔セグメント情報〕 

１．報告セグメントの概要  

当社グループの報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締

役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているもので

あります。 

当社グループは、不動産業を中心に事業展開を行っており、「不動産ソリューション事業」、「デペロ

ッパー・エージェント事業」及び「その他事業」を報告セグメントとしております。 

 「不動産ソリューション事業」は、不動産投資事業、不動産流動化事業、不動産開発・再生事業を行っ

ております。 

 「デベロッパー・エージェント事業」は、企画・開発事業、サブリース事業、運営・管理事業を行って

おります。 

 「その他事業」は、賃貸借事業、コンサルティング事業を行っております。 

  

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報  

  当第３四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31日） 

（単位：千円）

  

３．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主

な内容（差異調整に関する事項） 

                              （単位：千円） 

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない販売費及び一般管理費であります。 

  

４．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報  

 該当事項はありません。  

  

（追加情報） 

第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成

21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号

平成20年３月21日）を適用しております。   

  報告セグメント

調整額 連結
  

不動産ソリュ
ーション事業 

デベロッパ
ー・エージェ
ント事業 

その他事業 計

売上高             

（1）外部顧客への売上高  244,072  227,907  249,047  721,026 －  721,026

（2）セグメント間の内部 

     売上高又は振替高 
－ － － － － － 

     計  244,072  227,907  249,047  721,026 －  721,026

セグメント利益  230,791  55,309  186,472  472,573  △343,804  128,768

利益  金額  

報告セグメント計          472,573

全社費用（注）         △343,804

四半期連結損益計算書の営業利益           128,768
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該当事項はありません。  

  

（連結納税制度） 

 第１四半期連結会計期間より、連結納税制度を適用しております。 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（７）その他
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