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（百万円未満切捨て） 
１．平成23年12月期第3四半期の連結業績（平成23年1月1日～平成23年9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3四半期 33,947   43.5 14,640   37.0 12,374   43.3 6,553 △60.9
22年 12月期第3四半期 23,649    0.7 10,682  △1.9 8,633    4.9 16,771 △22.4

 

 
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3四半期 38.36 ― 
22年 12月期第3四半期 108.84 ― 

 
（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3四半期 499,958 101,205 19.9 584.58
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3四半期   99,854百万円 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3Ｑ 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3Ｑ 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3Ｑ 170,813,918株 22年12月期3Ｑ 154,094,932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３四半期（１～９月）における我が国経済は、依然として東日本大震災の影響が残る中、サプライチェー

ンの立て直しによる生産活動などに持ち直しの兆しは見られるものの、円高、電力供給の制約などの懸念材料も

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、リーシング強化を推進すると共に、新たな投資機会の創出としてウェアハウジング機能活用による物件取

得にも取り組んでまいりました。 

  

 その結果、当第３四半期（１～９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、43.5％増）、営業利益 百万

円（前年同期比 百万円、37.0％増）、経常利益 百万円（前年同期比 百万円、43.3％増）、四半

期純利益 百万円（前年同期比 百万円、60.9％減）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・賃貸可能面積約47万㎡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３四半期（１～９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、荻窪富士ビル（平成23年11月竣工予定）、千里山寮（平成23年12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３四半期（１～９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３四半

期（１～９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、北海道が実施した「北海道東京事務所用地有効活用事業」（東京都千代田

区）の公募型プロポーザルにおいて、当社を代表企業とする企業グループが優先交渉権者として選定されてお

りますほか、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３四半期（１～９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。 

 販売用不動産につきましては、当第３四半期（１～９月）において新たな投資機会の創出としてウェアハウ

ジング機能活用による物件取得（東京都武蔵野市ほか）をいたしましたほか、共同開発しておりました分譲マ

ンション（埼玉県戸田市）の販売・引渡しに伴う不動産売上を計上しております。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

33,947 10,298 14,640

3,957 12,374 3,741

6,553 △10,218

1,512
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 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、取得物件や合併により承継した物件の

賃料収入及び分譲マンションの販売・引渡しが寄与した影響等もあり、当第３四半期（１～９月）におきまし

ては、営業収益は 百万円（前年同期比 百万円、40.3％増）、営業利益は 百万円（前年同期

比 百万円、31.0％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

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、14.7％増）、営業利益は

百万円（前年同期比 百万円、22.8％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ますほか、当第３

四半期（１～９月）において取得した連結子会社であるヒューリックオフィスサービス株式会社による給食業

務の受託事業等が加わった結果、営業収益は 百万円（前年同期比 百万円、206.1％増）、営業利益

は 百万円（前年同期比 百万円、168.0％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９月30日） 

（単位：百万円）

  

前期（平成22年12月31日） 

（単位：百万円）

  

30,035 8,629 16,045

3,797

1,890 243

488 90

3,507 2,361

295 185

  連結しない場合 連結した場合 影響額 影響度（％） 

 営業収益  24,048  23,649  △399  △1.66

 営業利益  9,779  10,682  903  9.23

 経常利益  8,463  8,633  169  2.00

 四半期純利益  16,673  16,771  98  0.59

  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９月30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３四半期末の資産合計は、 百万円となり、対前期末比で 百万円増加いたしました。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３四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

ウェアハウジング機能活用による物件取得や設備投資等に伴い、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３四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。なお、当期において

は、従来の年度の配当に加え中間配当制度に基づく配当もおこなっております。  

 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

に株式市況の悪化や保有有価証券の圧縮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。 

  

  連結しない場合 連結した場合 影響額 影響度（％） 

 営業収益  34,092  33,947  △145  △0.42

 営業利益  14,054  14,640  585  4.16

 経常利益  12,253  12,374  121  0.99

 四半期純利益  6,498  6,553  54  0.83

 資産  476,062  499,958  23,896  5.01

 負債  376,247  398,753  22,506  5.98

 純資産  99,814  101,205  1,390  1.39

499,958 44,055

①現金及び預金  百万円増加 4,042   

②受取手形及び営業未収入金 百万円増加 2,858 （分譲マンションの竣工・引渡し等）  

③販売用不動産 百万円増加 31,664 （物件の取得等） 

④営業投資有価証券  百万円減少 1,450 （ＳＰＣ出資の払い戻し） 

⑤建物及び構築物 百万円増加 8,182 （建替物件の竣工、物件の取得等） 

⑥土地 百万円増加 5,836 （物件の取得等） 

⑦建設仮勘定 百万円減少 2,190 （建替物件の竣工等） 

⑧投資有価証券 百万円減少 5,882 （上場株式含み益の減少、保有有価証券の圧縮等）

⑨差入保証金 百万円増加 1,313 （賃借物件の増加等） 

398,753 41,495

323,965

21,750

101,205 2,560

95,377 4,150

4,476 1,657

2,782
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② キャッシュ・フローの状況 

 当第３四半期（１～９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

百万円減少し、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３四半期末に

は 百万円となりました。 

                                        （単位：百万円）   

  

   当第３四半期（１～９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 百万円の支出（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が 百万円、営業投資有価証券の減少額が 百万円及び建替物件の竣工等に伴

う預り保証金の増加額が 百万円あった一方、売上債権の増加額が 百万円、たな卸資産の増加額が

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

主に、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３四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３四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

14,522

15,778 33,351

10,480

  
平成22年12月期 

第３四半期 

平成23年12月期 

第３四半期 

営業活動によるキャッシュ・フロー  577  △14,522

投資活動によるキャッシュ・フロー  △25,536  △15,778

財務活動によるキャッシュ・フロー  21,137  33,351

現金及び現金同等物の四半期末残高  8,743  10,480

14,522 △15,100

10,976 4,211

1,553 1,450

2,217 2,525

31,700

15,778 9,758

33,351 12,213

2,403

２．その他の情報

15,676
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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。 

  

  

191,795

ヒューリック㈱（3265） 平成23年12月期　第３四半期決算短信

－ 6 －



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３四半期連結会計期間末
(平成23年９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 11,590,315 7,548,220

受取手形及び営業未収入金 3,739,112 880,409

販売用不動産 37,255,294 5,590,580

未成工事支出金 45,222 10,167

貯蔵品 3,658 3,130

営業投資有価証券 8,200 1,458,200

繰延税金資産 284,088 17,813

その他 1,057,828 2,353,571

貸倒引当金 △17,612 △2,650

流動資産合計 53,966,107 17,859,443

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 82,005,881 73,823,173

機械装置及び運搬具（純額） 546,020 464,092

土地 260,694,864 254,858,849

建設仮勘定 4,251,407 6,442,112

その他（純額） 258,719 235,386

有形固定資産合計 347,756,893 335,823,613

無形固定資産   

のれん 432,891 427,568

借地権 17,933,986 17,940,322

その他 596,257 676,356

無形固定資産合計 18,963,135 19,044,247

投資その他の資産   

投資有価証券 74,615,474 80,498,299

差入保証金 2,133,409 819,839

繰延税金資産 288,347 192,209

その他 2,185,574 1,615,170

貸倒引当金 △50 △60

投資その他の資産合計 79,222,756 83,125,459

固定資産合計 445,942,784 437,993,320

繰延資産   

繰延資産合計 50,042 50,446

資産合計 499,958,935 455,903,209
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成23年９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 126,328,000 112,842,000

短期社債 － 4,999,281

未払費用 1,191,246 1,076,577

未払法人税等 3,798,534 101,161

繰延税金負債 － 114,297

前受金 2,853,479 2,464,379

賞与引当金 144,420 29,425

役員賞与引当金 35,500 43,512

その他 2,506,665 1,711,231

流動負債合計 136,857,846 123,381,867

固定負債   

社債 12,100,000 12,100,000

長期借入金 197,637,000 170,351,000

繰延税金負債 18,115,474 19,814,019

退職給付引当金 336,726 289,092

役員退職慰労引当金 70,377 51,400

長期預り保証金 33,028,293 30,810,441

その他 607,910 460,792

固定負債合計 261,895,782 233,876,745

負債合計 398,753,628 357,258,612

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 71,207,253 67,057,188

自己株式 △123,023 △123,023

株主資本合計 95,377,989 91,227,923

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 4,476,610 6,133,805

評価・換算差額等合計 4,476,610 6,133,805

少数株主持分 1,350,706 1,282,868

純資産合計 101,205,306 98,644,597

負債純資産合計 499,958,935 455,903,209
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年９月30日) 

営業収益 23,649,144 33,947,623

営業原価 8,686,958 14,401,979

営業総利益 14,962,185 19,545,643

販売費及び一般管理費 4,279,679 4,905,353

営業利益 10,682,506 14,640,290

営業外収益   

受取利息 71,485 69,591

受取配当金 431,042 488,312

持分法による投資利益 682,618 227,921

賃貸解約関係収入 407,813 230,256

その他 52,332 141,096

営業外収益合計 1,645,291 1,157,178

営業外費用   

支払利息 3,287,762 3,244,073

その他 406,420 178,690

営業外費用合計 3,694,183 3,422,764

経常利益 8,633,614 12,374,704

特別利益   

固定資産売却益 357,378 －

投資有価証券売却益 678,346 950,764

貸倒引当金戻入額 2,309 －

負ののれん発生益 12,029,448 27,082

段階取得に係る差益 100,732 20,710

その他 8,000 2,848

特別利益合計 13,176,215 1,001,405

特別損失   

固定資産除却損 1,410,003 590,741

建替関連損失 606,829 66,224

投資有価証券売却損 3,282 －

投資有価証券評価損 163,758 1,553,486

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 176,119

その他 9,594 12,597

特別損失合計 2,193,468 2,399,170

税金等調整前四半期純利益 19,616,362 10,976,939

法人税、住民税及び事業税 1,602,120 5,422,995

法人税等調整額 1,161,019 △1,069,933

法人税等合計 2,763,140 4,353,062

少数株主損益調整前四半期純利益 16,853,222 6,623,877

少数株主利益 81,307 70,771

四半期純利益 16,771,914 6,553,105
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年１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 19,616,362 10,976,939

減価償却費 3,296,253 4,211,850

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,309 14,951

賞与引当金の増減額（△は減少） 86,827 114,995

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △6,186 △8,011

退職給付引当金の増減額（△は減少） △17,578 12,107

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 5,400 5,400

受取利息及び受取配当金 △502,527 △557,903

支払利息 3,287,762 3,244,073

持分法による投資損益（△は益） △682,618 △227,921

有形固定資産売却損益（△は益） △357,378 －

有形固定資産除却損 1,410,003 590,741

投資有価証券売却損益（△は益） △673,284 △931,983

投資有価証券評価損益（△は益） 163,758 1,553,486

負ののれん発生益 △12,029,448 △27,082

段階取得に係る差損益（△は益） △100,732 △20,710

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） △114,151 △2,525,647

たな卸資産の増減額（△は増加） △756,006 △31,700,297

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） △40,500 △1,307,270

預り保証金の増減額（△は減少） 123,476 2,217,851

その他の資産の増減額（△は増加） △213,620 651,350

その他の負債の増減額（△は減少） △515,340 1,152,256

小計 11,978,161 △10,934,702

利息及び配当金の受取額 541,550 721,330

利息の支払額 △3,506,859 △3,382,170

法人税等の支払額 △8,435,300 △1,810,374

法人税等の還付額 － 883,105

営業活動によるキャッシュ・フロー 577,552 △14,522,811
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年９月30日) 

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 － 126,000

有形固定資産の取得による支出 △19,799,974 △16,738,431

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 △175,633 △210,130

投資有価証券の取得による支出 △9,009,561 △132,943

投資有価証券の売却による収入 1,697,310 2,090,484

子会社株式の取得による支出 △456,000 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
収入

－ 71,853

貸付金の回収による収入 1,850 738

その他 △8,369 132,258

投資活動によるキャッシュ・フロー △25,536,456 △15,778,170

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） 12,625,000 33,650,000

短期社債の純増減額（△は減少） △7,011,586 △5,016,039

長期借入れによる収入 39,350,000 83,300,000

長期借入金の返済による支出 △34,537,068 △76,178,000

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 △2,403,040

その他 △59,505 △1,843

財務活動によるキャッシュ・フロー 21,137,722 33,351,076

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,821,181 3,050,094

現金及び現金同等物の期首残高 7,495,852 7,430,220

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 5,069,144 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 8,743,815 10,480,315
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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３四半期連結累計期間（自 平成22年１月１日 至 平成22年９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 千円増加し

ております。 

  

  

〔所在地別セグメント情報〕 

前第３四半期連結累計期間（自 平成22年１月１日 至 平成22年９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３四半期連結累計期間（自 平成22年１月１日 至 平成22年９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 
 21,375,609  1,647,500  626,033  23,649,144  －  23,649,144

(2）セグメント間の内部

営業収益又は振替高 
 30,810  －  519,368  550,179 ( )550,179  －

計  21,406,420  1,647,500  1,145,402  24,199,324 ( )550,179  23,649,144

営業利益  12,248,459  398,109  110,114  12,756,683 ( )2,074,177  10,682,506

1,167,648
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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３四半期連結累計期間（自 平成23年１月１日 至 平成23年９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。 

  

  

  

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 
 29,949,975  1,890,733  31,840,709  2,106,913  33,947,623  －  33,947,623

セグメント間
の内部営業収
益又は振替高 

 85,756  －  85,756  1,400,112  1,485,869  △1,485,869  －

計  30,035,732  1,890,733  31,926,466  3,507,026  35,433,492  △1,485,869  33,947,623

セグメント利益  16,045,753  488,893  16,534,646  295,208  16,829,854  △2,189,563  14,640,290

△2,189,563 △75,757

△2,113,806

（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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