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1.  平成23年12月期第1四半期の連結業績（平成23年1月1日～平成23年3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12月期第1四半期 10,583 39.7 5,434 52.0 4,642 55.2 2,432 45.5
22年12月期第1四半期 7,572 △3.7 3,573 △5.6 2,990 8.4 1,671 350.3

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12月期第1四半期 14.24 ―

22年12月期第1四半期 11.47 ―

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12月期第1四半期 464,552 98,880 21.0 571.14
22年12月期 455,903 98,644 21.3 569.98

（参考） 自己資本   23年12月期第1四半期  97,558百万円 22年12月期  97,361百万円

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12月期 ― 0.00 ― 9.00 9.00

23年12月期 ―

23年12月期 
（予想）

5.00 ― 5.00 10.00

3.  平成23年12月期の連結業績予想（平成23年1月1日～平成23年12月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期 
(累計)

19,500 27.8 9,500 32.8 7,500 28.6 4,000 23.5 23.41

通期 45,000 33.8 18,500 20.9 15,000 21.0 8,000 △30.8 46.83



(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 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年12月期1Q  171,645,800株 22年12月期  171,645,800株

② 期末自己株式数 23年12月期1Q  831,882株 22年12月期  831,882株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年12月期1Q  170,813,918株 22年12月期1Q  145,596,898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１四半期における我が国経済は、景気の持ち直しの兆しが見られていたものの、３月11日に発生した東日

本大震災により、幅広い業界での企業活動の停滞や消費意欲低下等が長引く可能性がある状況となっておりま

す。 

 不動産業界においても、改善の兆しは見られるものの、空室率の高止まりにより賃料水準は依然弱含みとなっ

ており、不透明な状況が続いております。 

  

 こうした環境のもと、当社グループは、中期経営計画“Step-Up 2012”に基づき、中長期的な収益力の強化と

成長基盤を確立するために、既存ビルの建替えの推進、リーシング強化等にあたってまいりました。 

 なお、当社グループの所有物件においては、東日本大震災による大きな物的被害はなく、通常の使用には問題

ない状態となっております。 

  

 その結果、当第１四半期の連結業績は、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 百万円、39.7％増）、営業利益は 百万円（前年同期

比 百万円、52.0％増）、経常利益は 百万円（前年同期比 百万円、55.2％増）、四半期純利益は

百万円（前年同期比 百万円、45.5％増）となりました。  

  

 各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。） 

 なお、当第１四半期より、「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。また、これによる事業区分の変更はないため、前年同四半期比較をお

こなっております。 

  

（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、120件以上の賃貸物件・賃貸可能面積45万㎡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１四半期におきましては、グランダ大森山王（平成23年２月竣工）、ヒューリック銀座数寄屋橋ビル

（平成23年３月竣工）及びヒューリックコート雪が谷（平成23年３月竣工）が竣工いたしました。 

 そのほか、千里山寮（平成23年10月竣工予定）、荻窪富士ビル（平成23年11月竣工予定）、駒込富士ビル

（オフィス棟 平成24年１月竣工予定、住居棟 平成24年３月竣工予定）、経堂家庭寮（平成24年５月竣工予

定）、雷門Ｆビル（平成24年６月竣工予定）及び大伝馬町ビル・第二大伝馬町ビル（平成24年８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１四半期におきましては、新たに津田沼寮・津田沼家庭寮（銀行寮 平成24年２月竣工予定、企

業寮 平成24年９月竣工予定）の建替を決定いたしました。 

 当社は、将来にわたる収益力強化の観点から、優良な新規物件の選別取得を進めておりますが、当第１四半

期におきましては、ヒューリック大井町駅前ビル２号棟（東京都品川区）を取得しております。 

 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）事業におきましては、前期に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いたしました

「旧福井中学校跡地活用事業」（東京都台東区）や、既存の取り組み案件である「芝浦水再生センター再構築

に伴う上部利用事業」（東京都港区）も順調に進行し、更に現在その他の案件につきましても検討中でありま

す。 

 さらに、当第１四半期におきましては、前期から取り組みを開始した特別目的会社（ＳＰＣ）等を利用した

完成後売却を前提とした不動産開発事業において、投資先である特別目的会社（ＳＰＣ）から特定資産の売却

を原資とした配当 百万円を受けております。 

 このように、当セグメントにおける事業は順調に進行し、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１四半期におきましては、営業収益は 百万円（前年同期比 百万円、

％増）、営業利益は 百万円（前年同期比 百万円、 ％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

10,583 3,011 5,434

1,861 4,642 1,651

2,432 761

1,512

9,518 2,675

39.1 5,994 1,897 46.2
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（保険事業）   

 保険事業におきましては、連結子会社であるヒューリック保険サービス株式会社が、国内・外資系の保険会

社と代理店契約を締結しており、法人から個人まで多種の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、法人取引を中心に営業

基盤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 百万円（前年同期比 百万円、 ％増）、営業利益は

百万円（前年同期比 百万円、 ％増）となりました。 

   

（その他） 

 その他におきましては、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、その結果、営業

収益は 百万円（前年同期比 百万円、 ％増）、営業利益は 百万円（前年同期比 百万円増）とな

りました。 

  

  

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22年１月１日 至 平成22年３月31日）  

（単位：百万円）

  

前期（平成22年12月31日） 

（単位：百万円）

  

767 167 27.8

299 31 11.9

637 478 299.8 73 73

  連結しない場合 連結した場合 影響額 影響度（％） 

 営業収益           7,763            7,572               △191               △2.46

 営業利益           3,288            3,573                 285                 8.67

 経常利益           2,936            2,990                  54                 1.85

 四半期純利益           1,656             1,671                  15                 0.91

  連結しない場合 連結した場合 影響額 影響度（％） 

 資産          431,537          455,903              24,365                 5.64

 負債          334,160           357,258              23,097                6.91

 純資産           97,376           98,644               1,268                 1.30
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当四半期（自 平成23年１月１日 至 平成23年３月31日）  

（単位：百万円）

  

  

（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１四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。 

主な項目の増減は以下の通りであります。 

  

 （負債） 

  当第１四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。 

 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。             

  

 （純資産） 

 当第１四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。これは主に

株式市況の悪化により上場株式の含み益が 百万円減少したことにより、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１四半期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１四半期末には 百万

円となりました。 

  連結しない場合 連結した場合 影響額 影響度（％） 

 営業収益          10,619            10,583                △36               △0.34

 営業利益           5,228            5,434                 206                 3.95

 経常利益           4,591            4,642                  50                 1.09

 四半期純利益            2,420             2,432                  12                 0.52

 資産          440,449          464,552              24,102                 5.47

 負債          342,888           365,671              22,783                 6.64

 純資産           97,560           98,880               1,319                 1.35

464,552 8,649

①営業投資有価証券  百万円減少（ＳＰＣ出資の払い戻し） 1,450

②建物及び構築物 百万円増加（建替物件の竣工、物件の取得等） 10,055

③土地 百万円増加（物件の取得等） 5,800

④建設仮勘定 百万円減少（建替物件の竣工等） 4,681

⑤投資有価証券 百万円減少（上場株式含み益の減少等） 2,086

365,671 8,413

294,570

22,050

98,880 235

92,116 888

5,442 691

1,353

8,326

12,501 4,830 8,085
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                                         （単位：百万円） 

  

   当第１四半期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をベースに税金等調整前四半期純利益が 百万円、減価償却費が 百万

円、建替物件の竣工等に伴う預り保証金の増加額が 百万円及び営業投資有価証券の減少額が 百万円あ

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るとともに優良な新規物件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 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。 

  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 当第１四半期の業績は概ね計画通りに推移しており、平成23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 会計基準等の改正に伴う変更  

（資産除去債務に関する会計基準の適用） 

 当第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。 

 これにより、営業利益及び経常利益はそれぞれ 千円減少し、税金等調整前四半期純利益は 千円

減少しております。 

  

② ①以外の変更 

  該当事項はありません。 

  
平成22年12月期
第１四半期 

平成23年12月期
第１四半期  

営業活動によるキャッシュ・フロー  △1,770  8,326

投資活動によるキャッシュ・フロー  △4,607  △12,501

財務活動によるキャッシュ・フロー  9,300  4,830

現金及び現金同等物の四半期末残高  10,418  8,085

8,326 10,096

4,125 1,317

1,049 1,450

12,501 △7,894

4,830 △4,469

1,544

２．その他の情報

10,311 186,430
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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１四半期連結会計期間末
(平成23年３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12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 8,203,940 7,548,220

受取手形及び営業未収入金 1,022,686 880,409

販売用不動産 5,875,353 5,590,580

未成工事支出金 5,216 10,167

貯蔵品 2,734 3,130

営業投資有価証券 8,200 1,458,200

繰延税金資産 84,781 17,813

その他 1,852,464 2,353,571

貸倒引当金 △2,068 △2,650

流動資産合計 17,053,309 17,859,443

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 83,879,066 73,823,173

機械装置及び運搬具（純額） 608,634 464,092

土地 260,658,939 254,858,849

建設仮勘定 1,761,028 6,442,112

その他（純額） 239,191 235,386

有形固定資産合計 347,146,860 335,823,613

無形固定資産   

のれん 421,789 427,568

借地権 17,938,210 17,940,322

その他 636,964 676,356

無形固定資産合計 18,996,963 19,044,247

投資その他の資産   

投資有価証券 78,411,886 80,498,299

差入保証金 712,195 819,839

繰延税金資産 210,756 192,209

その他 1,983,096 1,615,170

貸倒引当金 △1,750 △60

投資その他の資産合計 81,316,185 83,125,459

固定資産合計 447,460,009 437,993,320

繰延資産   

繰延資産合計 39,076 50,446

資産合計 464,552,395 455,903,209
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成23年３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12月31日) 

負債の部   

流動負債   

短期借入金 107,388,500 112,842,000

短期社債 － 4,999,281

未払費用 1,110,987 1,076,577

未払法人税等 1,658,282 101,161

繰延税金負債 － 114,297

前受金 2,624,696 2,464,379

賞与引当金 114,752 29,425

役員賞与引当金 18,350 43,512

その他 1,497,109 1,711,231

流動負債合計 114,412,680 123,381,867

固定負債   

社債 12,100,000 12,100,000

長期借入金 187,182,000 170,351,000

繰延税金負債 19,172,210 19,814,019

退職給付引当金 284,210 289,092

役員退職慰労引当金 53,200 51,400

長期預り保証金 31,859,494 30,810,441

その他 608,130 460,792

固定負債合計 251,259,246 233,876,745

負債合計 365,671,926 357,258,612

純資産の部   

株主資本   

資本金 12,326,879 12,326,879

資本剰余金 11,966,879 11,966,879

利益剰余金 67,945,323 67,057,188

自己株式 △123,023 △123,023

株主資本合計 92,116,059 91,227,923

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 5,442,748 6,133,805

評価・換算差額等合計 5,442,748 6,133,805

少数株主持分 1,321,660 1,282,868

純資産合計 98,880,468 98,644,597

負債純資産合計 464,552,395 455,903,209
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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22年１月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年３月31日) 

営業収益 7,572,279 10,583,818

営業原価 2,603,821 3,386,571

営業総利益 4,968,458 7,197,246

販売費及び一般管理費 1,394,843 1,762,318

営業利益 3,573,614 5,434,927

営業外収益   

受取利息 23,450 23,069

受取配当金 33,161 41,839

持分法による投資利益 94,729 95,198

賃貸解約関係収入 364,424 193,800

その他 5,812 35,745

営業外収益合計 521,578 389,653

営業外費用   

支払利息 1,025,453 1,106,993

その他 78,870 75,570

営業外費用合計 1,104,324 1,182,563

経常利益 2,990,868 4,642,017

特別利益   

投資有価証券売却益 562,602 136,947

特別利益合計 562,602 136,947

特別損失   

固定資産除却損 455,242 359,208

建替関連損失 313,046 －

投資有価証券売却損 1,408 －

投資有価証券評価損 － 117,561

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 176,119

その他 － 910

特別損失合計 769,697 653,799

税金等調整前四半期純利益 2,783,774 4,125,165

法人税、住民税及び事業税 944,621 1,953,058

法人税等調整額 127,730 △302,566

法人税等合計 1,072,352 1,650,491

少数株主損益調整前四半期純利益 － 2,474,673

少数株主利益 40,100 41,726

四半期純利益 1,671,320 2,432,947
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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22年１月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年３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 2,783,774 4,125,165

減価償却費 980,702 1,317,167

貸倒引当金の増減額（△は減少） 692 1,107

賞与引当金の増減額（△は減少） 67,411 85,327

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △24,598 △25,162

退職給付引当金の増減額（△は減少） △10,779 △4,881

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 1,800 1,800

受取利息及び受取配当金 △56,612 △64,908

支払利息 1,025,453 1,106,993

持分法による投資損益（△は益） △94,729 △95,198

有形固定資産除却損 455,242 359,208

投資有価証券売却損益（△は益） △559,414 △118,165

投資有価証券評価損益（△は益） － 117,561

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 176,119

売上債権の増減額（△は増加） △147,608 △142,277

たな卸資産の増減額（△は増加） △147,597 △279,427

営業投資有価証券の増減額（△は増加） － 1,450,000

差入保証金の増減額（△は増加） △51,625 107,644

預り保証金の増減額（△は減少） △123,869 1,049,053

その他の資産の増減額（△は増加） 374,457 677,573

その他の負債の増減額（△は減少） △77,143 87,769

小計 4,395,556 9,932,471

利息及び配当金の受取額 79,317 87,691

利息の支払額 △1,357,129 △1,250,616

法人税等の支払額 △4,887,826 △443,270

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,770,082 8,326,275

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 － △8,000

定期預金の払戻による収入 － 8,000

有形固定資産の取得による支出 △4,831,895 △13,211,692

無形固定資産の取得による支出 △104,466 △43,081

投資有価証券の取得による支出 △5,169 △130,203

投資有価証券の売却による収入 815,861 970,761

子会社株式の取得による支出 △456,000 －

貸付金の回収による収入 246 246

その他 △25,704 △87,415

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,607,129 △12,501,386

ヒューリック㈱（3265） 平成23年12月期　第１四半期決算短信

－ 9 －



（単位：千円）

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

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年３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） 3,410,000 3,750,000

短期社債の純増減額（△は減少） △10,004,916 △5,001,409

長期借入れによる収入 23,300,000 53,300,000

長期借入金の返済による支出 △6,233,572 △45,672,500

社債の発行による収入 100,000 －

社債の償還による支出 △100,000 －

配当金の支払額 △1,171,429 △1,544,811

その他 － △449

財務活動によるキャッシュ・フロー 9,300,081 4,830,829

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,922,870 655,719

現金及び現金同等物の期首残高 7,495,852 7,430,220

現金及び現金同等物の四半期末残高 10,418,722 8,085,940
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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１四半期連結累計期間（自 平成22年１月１日 至 平成22年３月31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 

  （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） 

   定性的情報・財務諸表等４．その他に記載の通り、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、当第１四半期連結会計期間より

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99,689千円増加しております。 

  

  

〔所在地別セグメント情報〕 

前第１四半期連結累計期間（自 平成22年１月１日 至 平成22年３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１四半期連結累計期間（自 平成22年１月１日 至 平成22年３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 
 6,839,293  600,353  132,632  7,572,279  －  7,572,279

(2）セグメント間の内部

営業収益又は振替高 
 3,577  －  26,783  30,361 (30,361)  －

計  6,842,871  600,353  159,416  7,602,641 (30,361)  7,572,279

営業利益  4,097,275  267,232  399  4,364,906 (791,292)  3,573,614
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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、当社グループ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、定期的に検討をおこなう対象となっているものであり

ます。 

 当社グループは、当社及び当社の連結子会社等を基礎とした業種別のセグメントから構成されており、「不動産

事業」及び「保険事業」の２つを報告セグメントとしております。 

 なお、報告セグメントの主な内容は以下の通りであります。 

（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 

  

２．報告セグメントごとの営業収益及び利益又は損失の金額に関する情報 

 当第１四半期連結累計期間（自 平成23年１月１日 至 平成23年３月31日） 

（単位：千円）

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、建築工事請負、設計・工事監理

業務等を含んでおります。 

２．セグメント利益の調整額 千円には、セグメント間取引消去 千円、各報告セグメントに配

分していない全社費用 千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない

一般管理部門に係る費用であります。 

３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整をおこなっております。 

  

３．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） 

 当第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。  

  

  

 該当事項はありません。 

  

  

  

報告セグメント
その他
（注）１ 

合計
調整額 
（注）２ 

四半期連結
損益計算書 
計上額 
（注）３ 

不動産事業 保険事業 計

営業収益               

外部顧客への

営業収益 
 9,493,934  767,660  10,261,595  322,222  10,583,818  －  10,583,818

セグメント間
の内部営業収
益又は振替高 

 24,610  －  24,610  315,230  339,840  △339,840  －

計  9,518,544  767,660  10,286,205  637,452  10,923,658  △339,840  10,583,818

セグメント利益  5,994,296  299,066  6,293,363  73,448  6,366,811  △931,883  5,434,927

△931,883 △24,868

△907,015

（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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