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1.  平成24年5月期第1四半期の連結業績（平成23年6月1日～平成23年8月31日） 

(注) 当社は、前連結会計年度の決算期変更に伴い、当第１四半期連結累計期間(６月から８月まで)と、比較対象となる前第１四半期連結累計期間(12月から
翌年２月まで)の対象期間が異なっております。このため24年５月期第１四半期の連結経営成績(累計)の対前年増減率については記載を省略しております。 
(注) 24年５月期第１四半期の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

(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 ％

24年5月期第1四半期 2,517 ― 207 ― 139 ― 80 ―
23年5月期第1四半期 2,390 50.6 45 ― 13 ― 20 ―

（注）包括利益 24年5月期第1四半期 79百万円 （―％） 23年5月期第1四半期 18百万円 （―％）

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

24年5月期第1四半期 9.23 ―
23年5月期第1四半期 2.31 2.31

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年5月期第1四半期 10,676 4,026 37.7
23年5月期 10,753 4,042 37.6
（参考） 自己資本   24年5月期第1四半期  4,026百万円 23年5月期  4,042百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

23年5月期 ― 0.00 ― 11.00 11.00
24年5月期 ―
24年5月期（予想） 0.00 ― 11.00 11.00

3.  平成24年5月期の連結業績予想（平成23年6月1日～平成24年5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）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無  
(注) 当社は、平成23年５月期より決算期を毎年11月30日から毎年５月31日に変更しており、決算期変更の経過期間となる23年５月期は６ヶ月間の変則決算と
なっております。このため平成24年５月期の連結業績予想の対前年増減率については記載を省略しております。 

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) 4,265 ― 17 ― △50 ― △16 ― △1.84
通期 9,720 ― 570 ― 480 ― 290 ― 33.37



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  ：  無  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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を実施中です。 

※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。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、添付資
料２ページ「連結経営成績に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年5月期1Q 9,000,000 株 23年5月期 9,458,600 株
② 期末自己株式数 24年5月期1Q 309,285 株 23年5月期 767,885 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年5月期1Q 8,690,715 株 23年5月期1Q 8,690,739 株
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国の経済環境は、企業収益の改善、個人消費の持ち直しの

動きなど緩やかな景気回復の兆しが見られたものの、当年３月11日に発生した東日本大震災と原子力

発電所事故の影響が今後の経済活動や消費動向に及ぼす影響は計り知れず、先行き不透明な状況にな

っております。 

その状況の中、当社グループの主要顧客層である大学生マーケットにおきましては、平成23年春の

大学入学者数は61.2万人と過去 高水準を維持しており、大学生総数は289.3万人(文部科学省「学校

基本調査」による)と前年を上回り、過去 高を更新しております。引き続き、少子化時代にあって

も安定的に推移する大学生市場においては、さまざまなサービス分野において彼等の多様化するライ

フスタイルとニーズに応える低廉で高品質なサービスが求められていると言えます。 

このような市場環境の中で当社グループは、事業の方向性を明確にし、戦略的投資を促進するた

め、開発部門と学生マンション部門の２部門からなる「不動産ソリューション事業」と課外活動支援

部門と人材ソリューション部門の２部門からなる「学生生活支援事業」の２事業(セグメント)計４部

門で事業展開を図っております。 

特に、景気動向の影響を比較的受けにくい不動産ソリューション事業における学生マンション部門

は、ますます高まる学生の安心・快適な住居ニーズに支えられ順調に推移いたしました。また、開発

部門においても、販売用不動産の売却が順調に推移いたしました。 

その結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は2,517,982千円、営業利益は207,321千円、経常利

益は139,942千円、四半期純利益は80,257千円となりました。 

  

当第１四半期連結累計期間の売上高は2,517,982千円となりました。セグメント別には不動産ソリ

ューション事業の売上高は1,811,068千円、学生生活支援事業の売上高は706,914千円となりました。

また、部門別では、開発部門は351,428千円、学生マンション部門は1,459,639千円、課外活動支援部

門は699,448千円、人材ソリューション部門は7,465千円となりました。 

当第１四半期連結累計期間の不動産ソリューション事業の売上総利益は300,230千円、セグメント

利益は158,850千円となりました。また学生生活支援事業の売上総利益は347,513千円、セグメント利

益は206,233千円となりました。その結果、各セグメントに配分していない全社費用157,762千円を調

整し、全社の当第１四半期連結累計期間の営業利益は207,321千円となりました。 

当第１四半期連結累計期間の営業外損益はマイナス67,378千円となり、その結果、当第１四半期連

結累計期間の経常利益は139,942千円となりました。 

当第１四半期連結累計期間の特別利益に固定資産売却益22,943千円、特別損失に固定資産除却損

3,824千円を計上いたしました。 

その結果、当第１四半期連結累計期間の四半期純利益は80,257千円となりました。 

  

１．当四半期決算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

① 売上高

② 営業利益

③ 経常利益

④ 四半期純利益
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当第１四半期連結会計期間末の資産合計は10,676,195千円となり前連結会計年度末に比べ77,622千円

減少いたしました。この減少の主な要因は、現金及び預金が444,221千円の増加、流動資産のその他が

107,939千円の増加、販売用不動産が180,981千円の減少及び有形固定資産が443,415千円減少したこと

によります。 

負債合計は6,649,707千円となり前連結会計年度末に比べ61,560千円減少いたしました。この減少の

主な要因は、支払手形及び買掛金が177,735千円の増加、短期借入金が80,000千円の増加、流動負債そ

の他が257,892千円の増加、社債が59,200千円の減少、長期借入金(１年内返済予定分を含む)が396,445

千円の減少、未払法人税等が103,722千円減少及び固定負債その他が18,378千円の減少したことによる

ものであります。また、純資産合計は4,026,487千円となり前連結会計年度末に比べ16,061千円減少い

たしました。この減少の主な要因は、前期の剰余金の処分による配当金の支払95,597千円及び四半期純

利益80,257千円を計上したことによります。 

その結果、自己資本比率は前連結会計年度の37.6％から37.7％となりました。 

  

第２四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想につきましては、平成23年７月14日に公表いたしま

した業績予想に変更はございません。 

  

 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。  

  

 (会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用) 

当第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上

の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の

変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４

日）を適用しております。 

  

該当事項はありません。  

  

  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報

（３）連結業績予想に関する定性的情報

２．サマリー情報(その他)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（４）追加情報

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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４．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成23年５月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年８月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,914,120 5,358,342

受取手形及び売掛金 25,670 43,765

販売用不動産 1,933,306 1,752,324

貯蔵品 7,993 23,468

その他 472,693 580,633

貸倒引当金 △273 △322

流動資産合計 7,353,511 7,758,211

固定資産   

有形固定資産 1,565,149 1,121,733

無形固定資産 81,999 74,112

投資その他の資産   

その他 1,695,604 1,667,316

貸倒引当金 △52 △52

投資その他の資産合計 1,695,552 1,667,264

固定資産合計 3,342,701 2,863,110

繰延資産 57,604 54,872

資産合計 10,753,817 10,676,195

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 108,528 286,263

短期借入金 1,520,000 1,600,000

1年内返済予定の長期借入金 457,600 500,915

1年内償還予定の社債 354,200 354,200

未払法人税等 200,744 97,021

賞与引当金 30,000 26,860

その他 472,256 730,148

流動負債合計 3,143,329 3,595,409

固定負債   

社債 1,771,000 1,711,800

長期借入金 538,360 98,600

役員退職慰労引当金 181,800 185,460

資産除去債務 17,391 17,428

その他 1,059,387 1,041,009

固定負債合計 3,567,939 3,054,298

負債合計 6,711,268 6,649,707
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成23年５月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年８月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 775,066 775,066

資本剰余金 508,820 508,820

利益剰余金 3,075,649 2,878,079

自己株式 △305,126 △122,897

株主資本合計 4,054,410 4,039,070

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △11,860 △12,582

その他の包括利益累計額合計 △11,860 △12,582

純資産合計 4,042,549 4,026,487

負債純資産合計 10,753,817 10,676,195
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
 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12月１日 
 至 平成23年２月28日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年６月１日 
 至 平成23年８月31日) 

売上高 2,390,777 2,517,982

売上原価 1,883,274 1,870,237

売上総利益 507,503 647,744

販売費及び一般管理費 462,153 440,423

営業利益 45,349 207,321

営業外収益   

受取利息 1,862 2,007

受取配当金 16 532

持分法による投資利益 7,934 －

経営指導料 － 3,750

その他 773 1,208

営業外収益合計 10,585 7,499

営業外費用   

支払利息 34,097 33,620

持分法による投資損失 － 32,441

社債発行費等 8,781 8,528

その他 43 287

営業外費用合計 42,922 74,878

経常利益 13,013 139,942

特別利益   

固定資産売却益 50,699 22,943

特別利益合計 50,699 22,943

特別損失   

固定資産除却損 － 3,824

減損損失 9,452 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 7,864 －

特別損失合計 17,316 3,824

税金等調整前四半期純利益 46,395 159,062

法人税、住民税及び事業税 492 94,828

法人税等調整額 25,813 △16,024

法人税等合計 26,306 78,804

少数株主損益調整前四半期純利益 20,088 80,257

四半期純利益 20,088 80,257
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 四半期連結包括利益計算書 
 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12月１日 
 至 平成23年２月28日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年６月１日 
 至 平成23年８月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 20,088 80,257

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △1,583 △721

その他の包括利益合計 △1,583 △721

四半期包括利益 18,505 79,536

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 18,505 79,536

少数株主に係る四半期包括利益 － －

㈱毎日コムネット（8908）　平成24年5月期第１四半期決算短信

- 7 -



 該当事項はありません。  

  

Ⅰ  前第１四半期連結累計期間(自  平成22年12月１日  至  平成23年２月28日) 

１．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 

 
(注) １ セグメント利益の調整額△141,871千円は各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全社

費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

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。 

  

２．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 

(固定資産に係る重要な減損損失) 

「学生生活支援事業」セグメントにおいて、フットサル施設における資産除去債務を計上したこと

による減損損失9,452千円を計上しております。 

  

Ⅱ  当第１四半期連結累計期間(自  平成23年６月１日  至  平成23年８月31日) 

１．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 

 
(注) １ セグメント利益の調整額△157,762千円は各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全社

費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

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）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

(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不動産ソリュ
ーション事業

学生生活支援
事業

計

売上高

  外部顧客への売上高 2,070,813 319,963 2,390,777 － 2,390,777

 セグメント間の内部売上高 

  又は振替高
－ － － － －

計 2,070,813 319,963 2,390,777 － 2,390,777

セグメント利益 168,265 18,955 187,221 △141,871 45,349

(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不動産ソリュ
ーション事業

学生生活支援
事業

計

売上高

  外部顧客への売上高 1,811,068 706,914 2,517,982 － 2,517,982

 セグメント間の内部売上高 

  又は振替高
－ － － － －

計 1,811,068 706,914 2,517,982 － 2,517,982

セグメント利益 158,850 206,233 365,084 △157,762 207,321
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２．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。 

  

当社は、平成23年７月14日開催の取締役会決議により、同日付で自己株式458,600株を消却いたしま

した。これにより、利益剰余金及び自己株式がそれぞれ182,229千円減少しております。 

  

 該当事項はありません。  

  

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）重要な後発事象
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