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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年9月30日） 

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、希薄化効果を有している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3月期第2四半期 2,003 9.0 144 △10.3 92 △12.9 6 △19.7
23年3月期第2四半期 1,838 27.4 161 ― 106 ― 7 ―

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 5百万円 （△31.5％） 23年3月期第2四半期 7百万円 （―％）

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3月期第2四半期 243.68 ―
23年3月期第2四半期 303.48 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第2四半期 7,241 2,154 29.6
23年3月期 8,204 2,149 26.1
（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  2,146百万円 23年3月期  2,141百万円

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  
当社は定款において期末日を配当基準日と定めておりますが、現時点では当該基準日における配当予想額は未定であります。 

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3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
24年3月期 ― 0.00
24年3月期（予想） ― ― ―

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無   

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 6,300 △2.5 530 △18.0 420 △18.8 300 △22.6 12,018.27



(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きの対象外であり、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き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については、[添付資料]P.３「１．
当四半期決算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」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3月期2Q 24,962 株 23年3月期 24,962 株
② 期末自己株式数 24年3月期2Q ― 株 23年3月期 ― 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 24,962 株 23年3月期2Q 24,962 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間（平成23年４月１日～平成23年９月30日）におけるわが国経済は、平成23年３月11日

に発生した東日本大震災の影響により依然として厳しい状況にあるものの、持ち直しております。 

当社グループが属する住宅不動産市場は、東日本大震災の影響による販売活動の抑制等による一時的な冷え込み

はありましたが、首都圏エリアにおけるマンション市場は回復傾向にあります。 

国内のインターネットを介した消費者向けＥＣ市場は、経済産業省「平成22年度電子商取引に関する市場調査」

によると、2010年の市場規模は7.8兆円であり、前年比16.3％増となっております。国内のインターネット広告市

場においては、電通「2010年日本の広告費」（平成23年２月発表）によると7,747億円、前年比109.6%と推定さ

れ、各市場とも拡大傾向にあります。 

このような環境の下、当社グループは、不動産関連事業及び建築関連事業において、完成物件の売却、建築の請

負、不動産仲介や企画設計の受注等を行ってまいりました。また、不動産関連事業においては、当連結会計年度に

おいて販売を予定している９プロジェクトのすべてが着工し順調に進捗しております。 

一方インターネットメディア事業は、「チケット流通センター」において、東日本大震災の影響による一時的な

興行イベントの公演中止や延期が大量に発生した結果、当該サイトにおけるチケットの取扱高が急減しましたが、

震災復興支援イベント等が開催されるなど、８月、９月においては、昨年を上回る取引が発生し急激に回復してお

ります。また、平成23年９月には新たに「あなたのＦＰ」をサイトオープンするなど、新サイトの開発にも注力し

てまいりました。主要６サイトにおける総取引件数は、当第２四半期連結累計期間（平成23年４月１日～平成23年

９月30日）において約20万件、平成23年９月度の月間総ユニーク・ユーザー数は約350万人、月間総ページビュー

は約4,000万ページビューとなっております。 

以上の結果、当第２四半期連結累計期間における売上高は2,003百万円（前年同期比9.0％増加）、営業利益は

144百万円（前年同期比10.3％減少）、経常利益は92百万円（前年同期比12.9%減少）となっております。四半期純

利益は、繰延税金資産の一部取り崩しにより法人税等調整額が84百万円発生し、６百万円（前年同期比19.7%減

少）を計上しております。 

（注）主要６サイトとは、「生活ガイド.com」、「ＳＢＩ不動産ガイド」、「引越し達人セレクト」、「ＡＬＬ格

安航空券比較」、「チケット流通センター」、「ムスビー」。 

  

セグメントの業績は、次の通りであります。 

（不動産関連事業） 

当事業部門におきましては、当社グループの主力商品である「Branche」の決算期越えの物件売却、企画設計の

受注等により、同事業部門全体の売上高は682百万円（前年同期比189.8％増加）、営業利益は16百万円（前年同期

比68百万円改善）となりました。 

（建築関連事業） 

当事業部門におきましては、子会社ＳＢＩプランナーズ（株）において、東海地区を中心に地主や富裕層にアプ

ローチした受注活動を行ってまいりました。しかしながら、東海地区における不動産市況は未だ本格的な回復をし

ておらず、受注の減少や小規模化等により、同事業部門全体の売上高は578百万円（前年同期比32.8％減少）、営

業損失は61百万円（前年同期比37百万円悪化）となりました。 

（インターネットメディア事業） 

 当事業部門におきましては、東日本大震災による一時的な懸念はありましたが、８月単月ベースで過去 高益を

計上し、収益は前年並みまで回復しております。その結果、同事業部門全体の売上高は746百万円（前年同期比

0.7％増加）、営業利益は312百万円（前年同期比8.8％減少）となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

① 財政状態の分析 

当第２四半期連結会計期間末における総資産は7,241百万円（前連結会計年度末比962百万円減少）、負債は

5,086百万円（前連結会計年度末比967百万円減少）、純資産は2,154百万円（前連結会計年度末比５百万円増加）

となりました。資産の主な内訳は、販売用不動産及び仕掛不動産等のたな卸資産、前連結会計年度に販売用不動産

から所有目的を変更した固定資産等、ＳＢＩホールディングス（株）からの事業の一部譲受けで発生したのれんで

あります。負債の主な内訳は、不動産関連事業における開発用地取得等に伴う借入金及び社債であります。純資産

につきましては、当第２四半期純利益の計上により利益剰余金が増加しております。 

１．当四半期決算に関する定性的情報
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② キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況は、営業活動によるキャッシュ・フローが959百

万円の減少、投資活動によるキャッシュ・フローが13百万円の減少、財務活動によるキャッシュ・フローが141百

万円の減少となっております。これにより当第２四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、1,860百

万円となりました。 

当第２四半期連結累計期間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とおりであります。 

（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、主に不動産関連事業における支払債務及び建築関連事業に係る営業未払

金等の支出により、959百万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） 

投資活動によるキャッシュ・フローは、主にインターネットメディア事業におけるシステム投資等により、13百

万円の減少となりました。 

（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、主に金融機関等への短期借入金の返済及び社債の約定償還等により、

141百万円の減少となりました。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

  平成23年４月26日に開示しております「平成23年３月期決算短信」の連結業績予想から変更はございません。詳

細につきましては、「平成23年３月期決算短信」Ｐ.３ １．経営成績（１）経営成績に関する分析（次期の見通

し）をご参照願います。  

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

  該当事項はありません。   

  

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 該当事項はありません。  

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 該当事項はありません。  

  

 該当事項はありません。 

  

２．サマリー情報（その他）に関する事項

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３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,974,965 1,860,030

営業未収入金 603,063 104,296

未収入金 173,548 707,273

販売用不動産 509,015 59,059

仕掛不動産等 798,518 1,492,878

その他のたな卸資産 3,985 2,209

その他 74,672 47,427

貸倒引当金 △2,685 △2,658

流動資産合計 5,135,083 4,270,518

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 980,789 963,876

土地 765,045 765,045

その他（純額） 12,992 14,673

有形固定資産合計 1,758,827 1,743,594

無形固定資産   

のれん 898,057 873,453

その他 68,362 63,026

無形固定資産合計 966,419 936,479

投資その他の資産   

その他 345,764 293,266

貸倒引当金 △2,034 △2,034

投資その他の資産合計 343,730 291,232

固定資産合計 3,068,977 2,971,307

資産合計 8,204,061 7,241,825
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形 484,545 －

営業未払金 819,019 248,209

短期借入金 3,676,162 3,564,662

1年内償還予定の社債 60,000 60,000

預り金 182,748 434,145

その他 223,377 201,515

流動負債合計 5,445,852 4,508,533

固定負債   

社債 540,000 510,000

完成工事補償引当金 11,533 11,617

製品保証引当金 2,083 962

資産除去債務 20,237 20,424

その他 34,573 35,317

固定負債合計 608,426 578,321

負債合計 6,054,279 5,086,854

純資産の部   

株主資本   

資本金 491,300 491,300

資本剰余金 1,190,914 1,190,914

利益剰余金 473,925 480,008

株主資本合計 2,156,140 2,162,222

その他の包括利益累計額   

繰延ヘッジ損益 △14,685 △15,580

その他の包括利益累計額合計 △14,685 △15,580

新株予約権 8,328 8,328

純資産合計 2,149,782 2,154,970

負債純資産合計 8,204,061 7,241,825
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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４月１日 

 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年９月30日) 

売上高 1,838,039 2,003,491

売上原価 951,159 1,088,522

売上総利益 886,879 914,968

販売費及び一般管理費 725,482 770,138

営業利益 161,397 144,830

営業外収益   

受取利息 370 371

還付加算金 1,030 －

その他 276 170

営業外収益合計 1,676 541

営業外費用   

支払利息 55,021 52,519

その他 1,481 2

営業外費用合計 56,502 52,522

経常利益 106,571 92,849

特別損失   

固定資産除却損 2,459 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 6,228 －

特別損失合計 8,687 －

税金等調整前四半期純利益 97,883 92,849

法人税、住民税及び事業税 1,217 1,903

法人税等調整額 89,090 84,863

法人税等合計 90,307 86,766

少数株主損益調整前四半期純利益 7,575 6,082

四半期純利益 7,575 6,082
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（四半期連結包括利益計算書） 
（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４月１日 

 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 7,575 6,082

その他の包括利益   

繰延ヘッジ損益 － △894

その他の包括利益合計 － △894

四半期包括利益 7,575 5,188

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 7,575 5,188
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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４月１日 

 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年９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 97,883 92,849

減価償却費 33,378 34,558

のれん償却額 24,604 24,604

引当金の増減額（△は減少） △422 △1,063

受取利息及び受取配当金 △371 △371

支払利息 55,021 52,519

固定資産除却損 2,459 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 6,228 －

売上債権の増減額（△は増加） 18,036 498,766

たな卸資産の増減額（△は増加） △476,692 △242,627

仕入債務の増減額（△は減少） △598,933 △1,055,354

前受金の増減額（△は減少） △3,896 43,776

その他 166,084 △364,820

小計 △676,620 △917,163

利息及び配当金の受取額 1,498 198

利息の支払額 △26,019 △40,036

法人税等の支払額 △2,363 △2,633

法人税等の還付額 58,054 －

営業活動によるキャッシュ・フロー △645,449 △959,635

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 △105,396 △4,574

無形固定資産の取得による支出 △9,864 △8,842

差入保証金の差入による支出 △8,186 △768

差入保証金の回収による収入 6,355 385

貸付金の回収による収入 40,960 －

その他 10 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △76,120 △13,799

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） △563,014 △111,500

社債の償還による支出 － △30,000

財務活動によるキャッシュ・フロー △563,014 △141,500

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,284,584 △1,114,935

現金及び現金同等物の期首残高 2,484,656 2,974,965

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,200,071 1,860,030
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  該当事項はありません。 

  

〔セグメント情報〕  

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30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  

（単位：千円）

（注）１．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

管理費であります。 

   ２．セグメント利益又は損失は、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 

   該当事項はありません。 

   

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間(自 平成23年４月１日 至 平成23年９月30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  

                                            （単位：千円）

（注）１．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

理費であります。 

   ２．セグメント利益又は損失は、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 

    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）セグメント情報等

  

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 

関連事業 

建築 

関連事業 

インターネット

メディア事業 
計 

 売上高 

  外部顧客への売上高     235,445     861,350

   

     741,242    1,838,039       －      1,838,039

  セグメント間の内部 

  売上高又は振替高 
      －       －        －       －      －       － 

計       235,445       861,350       741,242    1,838,039           －      1,838,039

セグメント利益又は損失

（△） 
    △52,027       △23,078       342,722      267,616    △106,219      161,397

△106,219 4,082

△110,301

  

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 

関連事業 

建築 

関連事業 

インターネット

メディア事業 
計 

 売上高 

  外部顧客への売上高      682,407     574,417

   

       746,666    2,003,491       －      2,003,491

  セグメント間の内部 

  売上高又は振替高 
      －      4,247         90      4,337      △4,337       － 

計        682,407        578,664         746,756    2,007,829         △4,337      2,003,491

セグメント利益又は損失

（△） 
      16,139       △61,068       312,526      267,597      △122,767      144,830

△122,767 495

△123,262
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  該当事項はありません。 

  

  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

（７）重要な後発事象
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