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（百万円未満切捨て） 
１．平成23年12月期第2四半期の連結業績（平成23年1月1日～平成23年6月30日） 
（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2四半期 19,629   28.6 9,660   35.0 8,387   43.8 4,269   31.9
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

 

 
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2四半期 24.99 ― 
22年 12月期第2四半期 22.23 ― 

 
（２）連結財政状態 

 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2四半期 462,178 100,219 21.3 578.83
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2四半期   98,873百万円 22年12月期   97,361百万円 

 
２．配当の状況 

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 ― 5.00   

23年 12月期(予想)   ― 5.00 10.00   

(注)当四半期における配当予想の修正有無 ：有・無 

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

(注)当四半期における業績予想の修正有無 ：有・無 



 

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 ：有・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・無 

（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 ：有・無 

② ①以外の変更 ：有・無 

（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） 

① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 23年12月期2Ｑ 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2Ｑ 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2Ｑ 170,813,918株 22年12月期2Ｑ 145,596,884株

 
 
（※ 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。 
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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、東日本大震災の影響により依然として厳しい状況にあり、

生産活動の回復など一部持ち直しの兆しは見られるものの、電力供給の制約を始めとする懸念材料も残ってお

り、不安定な状況で推移しました。 

 不動産業界においては、賃貸オフィスビル市場の空室率に若干の改善は見られるものの、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。 

  

 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 百万円、28.6％増）、営業利益 百万円

（前年同期比 百万円、35.0％増）、経常利益 百万円（前年同期比 百万円、43.8％増）、四半期

純利益 百万円（前年同期比 百万円、31.9％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、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、約130件の賃貸物件・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２四半期（１～６月）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２四半期（１～６月）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２四半

期（１～６月）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２四半期（１～６月）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２四半期（１～６月）におきましては、営業収益は 百万円（前年同期比

百万円、29.5％増）、営業利益は 百万円（前年同期比 百万円、32.7％増）となりました。 

  

（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

社と代理店契約を結び、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

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

19,629 4,375 9,660

2,509 8,387 2,556

4,269 1,032

1,512

17,924

4,083 10,582 2,609
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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、19.7％増）、営業利益は

百万円（前年同期比 百万円、14.1％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、120.6％増）、営業利益は 百万円（前年同期比 百万円、

329.7％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６月30日） 

（単位：百万円）

  

前期（平成22年12月31日） 

（単位：百万円）

  

当四半期（自 平成23年１月１日 至 平成23年６月30日）  

（単位：百万円）

  

  

1,339 220

397 49

1,010 552 95 73

  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

  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

  連結しない場合 連結した場合 影響額 影響度（％） 

 営業収益  19,708  19,629  △78  △0.40

 営業利益  9,231  9,660  428  4.63

 経常利益  8,269  8,387  118  1.43

 四半期純利益  4,215  4,269  54  1.29

 資産  438,248  462,178  23,930  5.46

 負債  339,414  361,959  22,544  6.64

 純資産  98,833  100,219  1,386  1.40
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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 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２四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２四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 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、投資有価証券評価損益が 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。 

462,178 6,275

①現金及び預金  百万円増加 1,830   

②営業投資有価証券  百万円減少 1,450 （ＳＰＣ出資の払い戻し） 

③建物及び構築物 百万円増加 8,879 （建替物件の竣工、物件の取得等） 

④土地 百万円増加 5,833 （物件の取得等） 

⑤建設仮勘定 百万円減少 3,723 （建替物件の竣工等） 

⑥投資有価証券 百万円減少 4,502 （上場株式含み益の減少等） 

361,959 4,700

276,078

21,825

100,219 1,575

93,952 2,724

4,920 1,213

2,166

14,481

13,980 329

8,260

  
平成22年12月期 

第２四半期 

平成23年12月期 

第２四半期 

営業活動によるキャッシュ・フロー  1,273  14,481

投資活動によるキャッシュ・フロー  △13,963  △13,980

財務活動によるキャッシュ・フロー  14,570  329

現金及び現金同等物の四半期末残高  9,375  8,260

14,481 13,207

7,200 2,757

1,339 1,016

1,450

13,980 △16
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（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２四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） 

 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、当第２四半期連結累計期間の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。 

  

  

329 △14,240

1,544

２．その他の情報

12,993

189,113
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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23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22年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 9,378,862 7,548,220

受取手形及び営業未収入金 864,504 880,409

販売用不動産 6,066,470 5,590,580

未成工事支出金 18,529 10,167

貯蔵品 2,940 3,130

営業投資有価証券 8,200 1,458,200

繰延税金資産 174,031 17,813

その他 628,631 2,353,571

貸倒引当金 △2,302 △2,650

流動資産合計 17,139,867 17,859,443

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 82,702,382 73,823,173

機械装置及び運搬具（純額） 576,153 464,092

土地 260,692,363 254,858,849

建設仮勘定 2,718,619 6,442,112

その他（純額） 270,598 235,386

有形固定資産合計 346,960,116 335,823,613

無形固定資産   

のれん 383,593 427,568

借地権 17,936,098 17,940,322

その他 619,598 676,356

無形固定資産合計 18,939,290 19,044,247

投資その他の資産   

投資有価証券 75,996,079 80,498,299

差入保証金 725,995 819,839

繰延税金資産 221,150 192,209

その他 2,144,582 1,615,170

貸倒引当金 △1,850 △60

投資その他の資産合計 79,085,958 83,125,459

固定資産合計 444,985,365 437,993,320

繰延資産   

繰延資産合計 53,743 50,446

資産合計 462,178,976 455,903,209
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成23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22年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

短期借入金 95,948,500 112,842,000

短期社債 13,999,227 4,999,281

未払費用 1,177,442 1,076,577

未払法人税等 3,224,772 101,161

繰延税金負債 － 114,297

前受金 2,672,282 2,464,379

賞与引当金 17,065 29,425

役員賞与引当金 22,600 43,512

その他 1,479,799 1,711,231

流動負債合計 118,541,689 123,381,867

固定負債   

社債 12,100,000 12,100,000

長期借入金 180,130,000 170,351,000

繰延税金負債 18,409,580 19,814,019

退職給付引当金 288,204 289,092

役員退職慰労引当金 54,900 51,400

長期預り保証金 31,826,817 30,810,441

その他 608,022 460,792

固定負債合計 243,417,525 233,876,745

負債合計 361,959,214 357,258,612

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 69,782,097 67,057,188

自己株式 △123,023 △123,023

株主資本合計 93,952,832 91,227,923

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 4,920,185 6,133,805

評価・換算差額等合計 4,920,185 6,133,805

少数株主持分 1,346,743 1,282,868

純資産合計 100,219,762 98,644,597

負債純資産合計 462,178,976 455,903,209
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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22年１月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年６月30日) 

営業収益 15,254,248 19,629,470

営業原価 5,419,438 6,767,493

営業総利益 9,834,809 12,861,977

販売費及び一般管理費 2,684,440 3,201,973

営業利益 7,150,369 9,660,003

営業外収益   

受取利息 46,966 45,968

受取配当金 406,272 481,577

持分法による投資利益 163,449 149,115

賃貸解約関係収入 364,424 217,203

その他 28,979 117,647

営業外収益合計 1,010,093 1,011,513

営業外費用   

支払利息 2,113,862 2,166,568

その他 215,000 117,103

営業外費用合計 2,328,863 2,283,671

経常利益 5,831,598 8,387,845

特別利益   

固定資産売却益 357,378 －

投資有価証券売却益 670,334 871,924

貸倒引当金戻入額 1,106 －

その他 8,000 2,848

特別利益合計 1,036,819 874,772

特別損失   

固定資産除却損 967,621 534,741

建替関連損失 376,563 10,886

投資有価証券売却損 3,282 －

投資有価証券評価損 144,429 1,339,128

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 176,119

その他 5,959 1,235

特別損失合計 1,497,856 2,062,111

税金等調整前四半期純利益 5,370,561 7,200,506

法人税、住民税及び事業税 1,011,074 3,694,665

法人税等調整額 1,066,527 △830,688

法人税等合計 2,077,602 2,863,976

少数株主損益調整前四半期純利益 － 4,336,529

少数株主利益 56,144 66,809

四半期純利益 3,236,814 4,269,720
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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22年１月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23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 5,370,561 7,200,506

減価償却費 2,020,739 2,757,420

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,106 1,442

賞与引当金の増減額（△は減少） △14,858 △12,360

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △16,862 △20,911

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,410 △887

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3,600 3,500

受取利息及び受取配当金 △453,239 △527,545

支払利息 2,113,862 2,166,568

持分法による投資損益（△は益） △163,449 △149,115

有形固定資産売却損益（△は益） △357,378 －

有形固定資産除却損 967,621 534,741

投資有価証券売却損益（△は益） △665,271 △853,142

投資有価証券評価損益（△は益） 144,429 1,339,128

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） △88,313 15,905

たな卸資産の増減額（△は増加） △446,464 △484,062

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） △43,875 93,844

預り保証金の増減額（△は減少） 148,622 1,016,375

その他の資産の増減額（△は増加） △222,349 863,956

その他の負債の増減額（△は減少） △152,591 290,630

小計 8,145,089 15,862,112

利息及び配当金の受取額 469,699 668,491

利息の支払額 △2,131,023 △2,277,076

法人税等の支払額 △5,210,563 △643,437

法人税等の還付額 － 870,958

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,273,201 14,481,048

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 － △1,118,000

定期預金の払戻による収入 － 118,000

有形固定資産の取得による支出 △9,194,750 △14,624,111

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 △154,646 △85,028

投資有価証券の取得による支出 △8,007,060 △131,784

投資有価証券の売却による収入 1,650,363 1,896,508

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 492 492

その他 △16,193 △36,406

投資活動によるキャッシュ・フロー △13,963,875 △13,980,330

ヒューリック㈱（3265） 平成23年12月期　第２四半期決算短信

－ 9 －



（単位：千円）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23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） 2,560,000 △5,250,000

短期社債の純増減額（△は減少） △10,006,802 8,990,372

長期借入れによる収入 23,900,000 53,300,000

長期借入金の返済による支出 △12,653,572 △55,164,500

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 △1,171,429 △1,544,811

その他 △489 △1,137

財務活動によるキャッシュ・フロー 14,570,018 329,923

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,879,344 830,641

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 9,375,196 8,260,862
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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２四半期連結累計期間（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  

（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。 

  

  

〔所在地別セグメント情報〕 

前第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） 

     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２四半期連結累計期間（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。 

  

  

〔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 

  

（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 
 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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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２四半期連結累計期間（自 平成23年１月１日 至 平成23年６月30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） 

 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。 

  

  

（株式の取得及び会社分割について） 

１．株式の取得について 

 当社は、平成23年２月４日に、千秋オフィスサービス株式会社（以下、「千秋オフィスサービス」）の株

式を対象とした平成23年７月１日を効力発生日とする株式譲渡契約を締結し、予定通り効力発生日において

当該株式を取得するとともに、同社を当社の子会社といたしました。 

(1) 株式取得の相手企業の名称、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、取得した議決権比率、取得企業を決定するに至った

主な根拠 

① 株式取得の相手企業の名称 

大成建設株式会社、安田不動産株式会社及び東京建物リゾート株式会社 

② 被取得企業の名称及び事業の内容 

③ 企業結合をおこなった主な理由 

 千秋オフィスサービスは、オフィス内装工事、オフィス家具販売等のオフィス関連事業、清掃等

の不動産管理事業といった当社グループの事業と密接に関連する事業をおこなっており、当社及び

  

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 
 17,873,211  1,339,160  19,212,372  417,098  19,629,470  －  19,629,470

セグメント間
の内部営業収
益又は振替高 

 51,187  －  51,187  593,606  644,793  △644,793  －

計  17,924,398  1,339,160  19,263,559  1,010,704  20,274,264  △644,793  19,629,470

セグメント利益  10,582,336  397,237  10,979,574  95,609  11,075,183  △1,415,179  9,660,003

△1,415,179 △2,655

△1,412,524

（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

名称 千秋オフィスサービス 

事業の内容 

  

オフィス内装工事、オフィスのレイアウト設計・監理、オフィス家具販売、給食・

清掃業務の受託、その他これに付随する事業 
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当社の子会社の営む不動産賃貸事業、不動産関連事業において相互に補完し合うことで、更なるコ

スト競争力強化等のシナジー効果が期待できる事業を有しております。そのため、当社は、千秋オ

フィスサービスを子会社化することが、事業規模の拡大と収益基盤の強化を実現するものであり、

当社の企業価値・株主資本価値を増大する好個の選択と判断したものであります。 

④ 企業結合日 

平成23年７月１日 

⑤ 企業結合の法的形式 

現金を対価とする株式取得 

⑥ 結合後企業の名称 

 被取得企業である千秋オフィスサービスは、平成23年７月１日付けでヒューリックオフィスサー

ビス株式会社に名称を変更しております。なお、取得企業であるヒューリック株式会社は名称を変

更しておりません。 

⑦ 取得した議決権比率 

⑧ 取得企業を決定するに至った主な根拠 

対価の種類が現金であるため、当該現金を引き渡した当社を取得企業と決定いたしました。 

(2) 被取得企業の取得原価及びその内訳 

(3) 被取得企業の取得原価と取得するに至った取引ごとの取得原価の合計額との差額 

20,710千円 

  

２．会社分割について 

 平成23年７月１日の株式取得によって千秋オフィスサービス株式会社（以下、「千秋オフィスサービ

ス」）が当社の100％出資子会社となったことにより、同日付で同社が営む事業の一部を、当社100％出資子

会社であるヒューリックビルド株式会社（以下、「ヒューリックビルド」）及びヒューリックビルマネジメ

ント株式会社（以下、「ヒューリックビルマネジメント」）に、会社分割（吸収分割）の方法により承継い

たしました。 

 なお、ヒューリックビルマネジメントは、平成23年６月１日付けでヒューリック不動産管理株式会社から

名称を変更いたしました。 

(1) 対象となった事業の名称及びその事業の内容、企業結合日、企業結合の法的形式、結合後企業の名称並

びに取引の目的を含む取引の概要 

⑤ 取引の目的を含む取引の概要 

 当社は、昭和32年３月、「日本橋興業株式会社」として設立以来、不動産事業と保険代理店事業

を営んでまいりましたが、平成22年７月、保険代理店事業の会社分割をおこない、ヒューリック保

険サービス株式会社を発足させました。これにより、当社自体は、不動産事業に特化した経営体制

となり、他方、建築関連事業につきましてはヒューリックビルドにおいて、総合ビル管理事業につ

きましてはヒューリックビルマネジメントにおいてそれぞれ営む体制となり、子会社が機能別に各

企業結合直前に所有していた議決権比率 19.0％ （ 7,600株）

企業結合日に追加取得した議決権比率 81.0％ （32,400株）

取得後の議決権比率 100.0％ （40,000株）

取得の対価 

  企業結合直前に保有していた千秋オフィスサービスの普通株式の 
千円224,162

  企業結合日における時価 

  現金による支出 千円955,638

取得に直接要した費用 

  アドバイザリー費用等 千円3,000

取得原価 千円1,182,800

① 対象となった事業の名称及

    びその事業の内容 

千秋オフィスサービスのオフィス

内装工事及びオフィス家具販売等

のオフィス関連事業等 

千秋オフィスサービスの清掃・警

備事業 

  

② 企業結合日 平成23年７月１日 

③ 企業結合の法的形式 

千秋オフィスサービスを分割会社

とし、ヒューリックビルドを承継

会社とする吸収分割 

千秋オフィスサービスを分割会社

とし、ヒューリックビルマネジメ

ントを承継会社とする吸収分割 

④ 結合後企業の名称 ヒューリックビルド ヒューリックビルマネジメント 
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事業を展開することにより、機動的かつ高効率経営を実現し、お客様への更なるサービスの向上と

収益の増強をめざす体制となっております。そこで、当社といたしましては、千秋オフィスサービ

スの子会社化後も、かかる効率的な当社グループの体制を維持すべく、本会社分割をおこなうもの

であります。なお、本会社分割の結果、千秋オフィスサービスは給食業務の受託事業を主事業とす

ることとなり、また、ヒューリックオフィスサービス株式会社へ名称を変更いたしました。 

(2) 実施する会計処理の概要 

 「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）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）

に基づき、共通支配下の取引として処理いたします。 
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