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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 2,796 4.8 140 64.1 136 52.4 92 21.0
22年12月期第２四半期 2,669 △4.5 85 126.6 89 185.2 76 59.0

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 6 17 ─
22年12月期第２四半期 5 10 ─

 (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 7,067 3,726 51.7 243 46
22年12月期 6,869 3,748 53.6 245 07

(参考) 自己資本 23年12月期第２四半期 3,653百万円 22年12月期 3,678百万円

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 ─ 8 00 8 00

23年12月期 ─ 0 00

23年12月期(予想) ─ 8 00 8 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、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 5,747 4.8 242 48.9 209 23.0 146 9.7 9 78



  

 
(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。 

  

 
(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。 

  

 
(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） 

 
  

  

  

  

・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いませ

ん。 

  

・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）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。）

(1) 当四半期中における重要な子会社の異動 ： 無

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有

(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

 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２Ｑ 19,898,450株 22年12月期 19,898,450株

② 期末自己株式数 23年12月期２Ｑ 4,889,967株 22年12月期 4,887,253株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年12月期２Ｑ 15,009,477株 22年12月期２Ｑ 15,012,684株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当第２四半期連結累計期間（平成23年１月１日～平成23年６月30日）におけるわが国経済は、３月11

日に発生した東日本大震災以降のサプライチェーンの復旧や消費の自粛ムードの緩和等で一部持ち直し

の傾向は見受けられますが、原発事故に端を発する電力の安定供給への懸念、デフレや急速な円高の進

行等で先行き不透明な状況で推移しております。 

当社グループが属する不動産流通業界におきましては、不透明な経済情勢を受け、物件の供給者及び

購入者いずれにも慎重な姿勢が見られ、市場は弱含みで推移しております。 

このような事業環境のもと、当社グループでは、常にコンサルティングの立場でお客様に不動産に関

するトータルサービスの提供を心がけ経営目標の達成に向け売上の増加と利益の増大に注力してまいり

ました。 

当社グループの収益基盤である売買仲介については取扱単価のアップに努めたことより手数料が増加

し、併せて不動産売上にも注力しました結果等により増収増益を確保いたしました。 

その結果、当第２四半期連結累計期間における当社グループの売上高は2,796百万円（前年同期比

4.8％増加）、営業利益は140百万円（同64.1％増加）、経常利益は136百万円（同52.4％増加）、四半

期純利益は92百万円（同21.0％増加）となりました。 

 
  

当第２四半期連結会計期間末における流動資産の残高は3,079百万円となり、前連結会計年度末と

比較して63百万円増加しました。その主な要因は、収益用賃貸不動産の購入及び配当金の支払い等に

より現金及び預金が262百万円減少しましたが、完成工事未収入金が47百万円、販売用不動産が77百

万円、仕掛販売用不動産が90百万円及びその他に含まれる未収入金が81百万円増加したこと等による

ものであります。 

当第２四半期連結会計期間末における固定資産の残高は3,986百万円となり、前連結会計年度末と

比較して134百万円増加しました。その主な要因は、長期預金の減少等により投資その他の資産が132

百万円減少しましたが、収益用賃貸不動産の取得により有形固定資産が273百万円増加したこと等に

よるものであります。 

当第２四半期連結会計期間末における流動負債の残高は2,579百万円となり、前連結会計年度末と

比較して230百万円増加しました。その主な要因は、短期借入金が100百万円及びその他に含まれる未

払費用が96百万円、並びに前受金が41百万円増加したこと等によるものであります。 

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

(単位：百万円)

前第２四半期 
(自 平成22年１月１日  
 至 平成22年６月30日)

当第２四半期
(自 平成23年１月１日  
 至 平成23年６月30日)

前年同期比

増減 増減率

売上高 2,669 2,796 127 4.8％

営業利益 85 140 54 64.1％

経常利益 89 136 46 52.4％

四半期純利益 76 92 16 21.0％

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

①資産、負債、純資産の状況

（流動資産）

（固定資産）

（流動負債）
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当第２四半期連結会計期間末における固定負債の残高は760百万円となり、前連結会計年度末と比

較して11百万円減少しました。その主な要因は、役員退職慰労引当金が8百万円減少したこと等によ

るものであります。 

当第２四半期連結会計期間末における純資産の残高は3,726百万円となり、前連結会計年度末と比

較して21百万円減少しました。その主な要因は、四半期純利益を92百万円計上したものの、配当金を

120百万円計上したことにより、利益剰余金が27百万円減少したこと等によるものであります。 

  

当第２四半期連結累計期間末（平成23年６月30日現在）における現金及び現金同等物残高は2,222

百万円となり、前連結会計年度末の2,485百万円より262百万円の減少となりました。各キャッシュ・

フローの状況は次のとおりであります。 

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益が110百万円、減価償却費が36

百万円、その他の流動負債の増加が138百万円あったものの、たな卸資産の増加が160百万円、売上債

権の増加が52百万円、その他の流動資産の増加が97百万円あったこと等により24百万円の減少（前第

２四半期連結累計期間は230百万円の減少）となりました。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形・無形固定資産の取得による支出が318百万円、定期

預金の預入による支出が55百万円、定期預金の払戻による収入が155百万円あったことにより、218百

万円の減少（前第２四半期連結累計期間は120百万円の増加）となりました。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払いが119百万円、短期借入金の増加が100百万

円あったこと等により、20百万円の減少（前第２四半期連結累計期間は119百万円の減少）となりま

した。 

  

現時点においては、平成23年２月14日の決算発表時の業績予想を変更いたしません。 

  

  

（固定負債）

（純資産）

②キャッシュ・フローの状況

(3) 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

当第２四半期連結会計期間末の貸倒実績率の算定において、当第２四半期連結会計期間末の貸倒実

績率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。 

  

一部の経過勘定項目の算定については、合理的な算定方法による概算額で計上する方法によってお

ります。 

  

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。 

なお、資産除去債務の負債計上及び対応する除去費用の資産計上に代えて、賃貸借契約に関連する敷

金の回収が 終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当第２四半期連結累計期

間の負担に属する金額を費用に計上する方法によっております。 

これにより、営業利益及び経常利益はそれぞれ602千円減少し、税金等調整前四半期純利益は19,547

千円減少しております。また、当会計基準等の適用開始により「敷金及び保証金」が19,547千円減少し

ております。 

  

「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）に基づき財務諸表

等規則等の一部を改正する内閣府令（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の適用に伴い、当第２四

半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目を表示しております。 

  

  

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

①一般債権の貸倒見積高の算定方法

②経過勘定項目の算定方法

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

①「資産除去債務に関する会計基準」等の適用

② 表示方法の変更

（四半期連結損益計算書関係）
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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 2,292,847 2,555,524

営業未収入金 236,214 230,658

完成工事未収入金 93,836 46,788

販売用不動産 184,596 106,992

仕掛販売用不動産 90,235 －

未成工事支出金 8,200 －

その他 174,674 76,654

貸倒引当金 △1,018 △753

流動資産合計 3,079,587 3,015,864

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 832,683 643,971

土地 1,919,645 1,832,119

その他（純額） 18,254 21,062

有形固定資産合計 2,770,583 2,497,152

無形固定資産 97,264 103,786

投資その他の資産

投資有価証券 72,717 77,297

敷金及び保証金 847,024 874,798

長期預金 200,000 300,000

繰延税金資産 18 －

その他 1,150 1,388

貸倒引当金 △2,000 △2,000

投資その他の資産合計 1,118,911 1,251,484

固定資産合計 3,986,759 3,852,424

繰延資産

社債発行費 1,108 1,517

繰延資産合計 1,108 1,517

資産合計 7,067,455 6,869,806
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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

工事未払金 171,958 133,197

短期借入金 1,500,000 1,400,000

未払法人税等 20,969 24,386

預り金 501,305 531,145

賞与引当金 21,029 20,629

役員賞与引当金 10,500 15,750

その他 354,089 224,354

流動負債合計 2,579,851 2,349,464

固定負債

社債 200,000 200,000

退職給付引当金 416,131 417,212

役員退職慰労引当金 59,440 68,000

長期預り金 84,853 86,066

繰延税金負債 501 942

固定負債合計 760,926 772,222

負債合計 3,340,778 3,121,686

純資産の部

株主資本

資本金 1,568,500 1,568,500

資本剰余金 1,726,730 1,726,730

利益剰余金 1,823,650 1,851,058

自己株式 △1,460,190 △1,459,730

株主資本合計 3,658,691 3,686,558

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △4,786 △7,748

評価・換算差額等合計 △4,786 △7,748

少数株主持分 72,771 69,310

純資産合計 3,726,676 3,748,120

負債純資産合計 7,067,455 6,869,806
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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)

売上高 2,669,740 2,796,875

売上原価 940,472 1,010,112

売上総利益 1,729,267 1,786,762

販売費及び一般管理費 1,643,650 1,646,278

営業利益 85,617 140,484

営業外収益

受取利息 2,403 2,126

還付消費税等 － 8,201

雑収入 15,352 1,956

営業外収益合計 17,755 12,283

営業外費用

支払利息 11,996 12,528

雑損失 1,844 3,749

営業外費用合計 13,840 16,278

経常利益 89,532 136,489

特別損失

固定資産除却損 289 258

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 18,945

投資有価証券評価損 － 7,072

特別損失合計 289 26,275

税金等調整前四半期純利益 89,243 110,213

法人税、住民税及び事業税 8,835 14,009

法人税等合計 8,835 14,009

少数株主損益調整前四半期純利益 － 96,204

少数株主利益 3,828 3,522

四半期純利益 76,579 92,682
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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 89,243 110,213

減価償却費 33,845 36,241

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 18,945

社債発行費償却 400 408

貸倒引当金の増減額（△は減少） △15 264

賞与引当金の増減額（△は減少） 671 400

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △8,871 △5,250

退職給付引当金の増減額（△は減少） 4,264 △1,080

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △6,300 △8,560

受取利息及び受取配当金 △2,876 △2,682

支払利息 11,996 12,528

有形固定資産除却損 289 258

投資有価証券評価損益（△は益） － 7,072

売上債権の増減額（△は増加） △36,319 △52,603

たな卸資産の増減額（△は増加） △365,388 △160,176

仕入債務の増減額（△は減少） △35,692 28,771

預り金の増減額（△は減少） △16,519 △29,840

長期預り金の増減額（△は減少） 12,321 △1,213

その他の流動資産の増減額（△は増加） △5,548 △97,794

その他の流動負債の増減額（△は減少） 114,311 138,277

敷金及び保証金の増減額（△は増加） 3,466 8,734

長期前払費用の増減額（△は増加） 433 238

その他 △222 △453

小計 △206,510 2,699

利息及び配当金の受取額 1,870 1,763

利息の支払額 △12,527 △13,126

法人税等の支払額 △15,761 △17,585

法人税等の還付額 2,737 1,744

営業活動によるキャッシュ・フロー △230,191 △24,503

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 △155,000 △55,000

定期預金の払戻による収入 330,000 155,000

有形固定資産の取得による支出 △19,028 △303,602

無形固定資産の取得による支出 △35,365 △14,435

投資活動によるキャッシュ・フロー 120,606 △218,037
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（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） － 100,000

自己株式の取得による支出 △144 △460

配当金の支払額 △119,399 △119,625

少数株主への配当金の支払額 △50 △50

財務活動によるキャッシュ・フロー △119,594 △20,135

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） △229,180 △262,676

現金及び現金同等物の期首残高 2,706,783 2,485,524

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,477,603 2,222,847
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該当事項はありません。 

  

  

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 事業区分の方法 

売上集計区分によっております。 

２ 各事業の主要な内容 

不動産売上：不動産の買取り販売業務及び建売分譲業務 

不動産賃貸収入：不動産の賃貸業務 

工事売上：増改築請負業務及び建築請負業務 

不動産管理収入：不動産の管理業務 

受取手数料：不動産売買・賃貸取引の仲介業務及び不動産取引における関連業務 

  

  

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在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

  

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。 

  

  

(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〕

不動産売上 
 (千円)

不動産 
 賃貸収入 
 (千円)

工事売上 
 (千円)

不動産 
 管理収入 
 (千円)

受取手数料 
 (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

236,680 182,276 720,066 227,062 1,303,655 2,669,740 ─ 2,669,740

 (2) セグメント間の 
    内部売上高又は 
    振替高

─ 4,860 338 716 7,701 13,616 (13,616) ─

計 236,680 187,136 720,404 227,778 1,311,356 2,683,357 (13,616) 2,669,740

営業利益 12,786 1,342 21,226 30,359 164,904 230,619 (145,002) 85,617

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕
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１  報告セグメントの概要 

当社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行う対象となっているものであり

ます。 

当社グループは、営業所及び連結子会社を拠点として事業活動を行っており、事業の内容、役務の提供

方法並びに類似性に基づき事業を集約し「不動産売上」「不動産賃貸収入」「工事売上」「不動産管理収

入」「受取手数料」の５つを報告セグメントとしております。 

  

各事業の主要な業務は以下の通りです。 

不動産売上：不動産の買取り販売業務及び建売分譲業務 

不動産賃貸収入：不動産の賃貸業務 

工事売上：増改築請負業務及び建築請負業務 

不動産管理収入：不動産の管理業務 

受取手数料：不動産売買・賃貸取引の仲介業務及び不動産取引における関連業務 

  

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) 

  

 
(注) １ セグメント利益の調整額△144,381千円には、セグメント間取引消去13,645千円、各セグメントに配分して

いない全社費用130,736千円が含まれております。全社費用は、主にセグメントに帰属しない一般管理費等

であります。 

２ 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行っております。 

３ 所有目的の変更により、有形固定資産の一部を販売用不動産に振替いたしました。この変更に伴うセグメン

ト利益に与える影響は軽微であります。 

  

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。 

  

【セグメント情報】

(単位：千円)

報告セグメント
調整額

(注) １

四半期連
結損益計
算書計上

額

(注) ２

不動産売
上

不動産賃
貸収入

工事売上
不動産管
理収入

受取手数
料

計

売上高

  外部顧客への売上高 315,013 205,753 718,754 226,755 1,330,598 2,796,875 ─ 2,796,875

  セグメント間の 
 内部売上高又は 
 振替高

─ 4,140 1,664 679 9,633 16,118 △16,118 ─

計 315,013 209,893 720,418 227,435 1,340,232 2,812,993 △16,118 2,796,875

セグメント利益 16,360 14,346 27,725 28,334 198,099 284,866 △144,381 140,484
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(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。 

  

(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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