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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） 

 

(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）

営業収益 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 26,399 △8.9 5,215 4.0 5,207 4.4 3,037 3.8
23年3月期第2四半期 28,978 9.9 5,015 37.0 4,989 34.9 2,927 33.1

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 2,812百万円 （6.2％） 23年3月期第2四半期 2,647百万円 （―％）

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 106.22 ―

23年3月期第2四半期 102.37 ―

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 98,294 65,836 67.0
23年3月期 105,391 64,740 61.4

（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  65,836百万円 23年3月期  64,740百万円

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3月期 ― 40.00 ― 60.00 100.00
24年3月期 ― 40.00

24年3月期（予想） ― 60.00 100.00

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  ：  有  
 

営業収益 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 59,000 0.2 12,500 15.5 12,500 16.1 7,300 17.8 255.25



(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、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。 

※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。 
 その他業績予想に関する事項については、四半期決算短信【添付資料】５ページ「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 28,600,000 株 23年3月期 28,600,000 株

② 期末自己株式数 24年3月期2Q 180 株 23年3月期 180 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 28,599,820 株 23年3月期2Q 28,599,820 株
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国内においては震災による落ち込みからの回復過程を辿っておりますが、海外では欧州債務問題が長

期化するなど不安定な経済金融情勢が続く中、当第２四半期連結累計期間における当社グループの営業

収益は26,399百万円(前年同期比8.9％減)、営業利益は5,215百万円(同4.0％増)、経常利益は5,207百万

円(同4.4％増)、四半期純利益は3,037百万円(同3.8％増)となりました。 

  

(単位：百万円) 

 
  

セグメントの業績を示すと次のとおりであります。 

  

〔仲介業務〕 

当不動産流通業界における中古住宅等の取引は、震災・原発問題の影響等により、直後には首都圏マ

ンションを始めとして弱い動きとなりましたが、金利面等で住宅を購入しやすい環境が続いており、上

期末にかけては持ち直しの動きが見られました。 

 このような業界環境の下、当社仲介業務におきましては、ほぼ前年並の取扱水準で堅調に推移するリ

テール部門に加えて、ホールセール部門における大型案件の取り組みが実を結んだ結果、取扱件数は

15,529件(前年同期比0.8％減)と微減となったものの、平均取扱価格の上昇により取扱高は431,523百万

円(同4.8％増)、営業収益は22,006百万円(同4.9％増)、営業利益は6,069百万円(同15.4％増)を計上い

たしました。 

 なお、当第２四半期連結累計期間において、首都圏に「横浜元町」、愛知県に「一宮」の２店舗を新

規出店し、当期末現在の直営ネットワークは、首都圏142店舗、関西圏70店舗、その他33店舗の計245店

舗となりました。 

  

(単位：百万円) 

 
  

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

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)

前年同期比

増減 増減率

営業収益 28,978 26,399 △2,579 △8.9％

営業利益 5,015 5,215 ＋200 ＋4.0％

経常利益 4,989 5,207 ＋217 ＋4.4％

四半期純利益 2,927 3,037 ＋110 ＋3.8％

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)

前年同期比

増減 増減率

取扱件数(件) 15,650 15,529 △121 △0.8％

取扱高 411,676 431,523 ＋19,847 ＋4.8％

営業収益 20,972 22,006 ＋1,034 ＋4.9％

営業利益 5,260 6,069 ＋808 ＋15.4％
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〔受託販売業務〕 

受託販売業務におきましては、新築マンションの供給戸数の減少に加え、購入者側にも様子見の姿勢

が見られる中、当社においても首都圏における大型物件の引渡しが前期に比べ減少したため、取扱件数

は1,308件(前年同期比35.6％減)、取扱高は50,616百万円(同44.3％減)、営業収益は1,478百万円(同

47.0％減)、営業利益は158百万円(同72.1％減)の計上となりました。 

  

(単位：百万円) 

 
  

〔賃貸業務〕 

賃貸業務におきましては、東京都心部のオフィスビル市場において、既存ビルの空室率は小幅ながら

改善しているものの、平均賃料の緩やかな下落が続く中、営業収益は996百万円(前年同期比7.7％減)、

営業利益は509百万円(同6.6％減)の計上となりました。 

  

(単位：百万円) 

 
  

〔不動産販売業務〕 

不動産販売業務におきましては、国内連結子会社において行っている優良宅地分譲が前期において好

調であった反動で、営業収益は1,880百万円(前年同期比53.8％減)、営業利益は89百万円(同69.5％減)

の計上となりました。 

  

(単位：百万円) 

 
  

〔その他〕 

その他、住宅ローンに係る事務代行業務等により、営業収益は265百万円(前年同期比8.8％減)、営業

利益は98百万円(同20.4％減)の計上となりました。 

  

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)

前年同期比

増減 増減率

取扱件数(件) 2,031 1,308 △723 △35.6％

取扱高 90,828 50,616 △40,211 △44.3％

営業収益 2,789 1,478 △1,311 △47.0％

営業利益 567 158 △409 △72.1％

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)

前年同期比

増減 増減率

営業収益 1,079 996 △83 △7.7％

営業利益 545 509 △36 △6.6％

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)

前年同期比

増減 増減率

営業収益 4,073 1,880 △2,193 △53.8％

営業利益 292 89 △203 △69.5％
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当第２四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べて7,096百万円減少し、

98,294百万円となりました。これは、主に現金及び預金の減少により流動資産が減少したことによる

ものであります。 

 負債は、前連結会計年度末に比べて8,193百万円減少し、32,458百万円となりました。これは主

に、預り金及び未払法人税等の減少により流動負債が減少したことによるものであります。 

 純資産は、利益剰余金の増加等により、前連結会計年度末に比べて1,096百万円増加し、65,836百

万円となりました。 

 以上の結果、自己資本比率は前連結会計年度末に比べて5.6ポイント上昇し、67.0％となりまし

た。 

  

(単位：百万円) 

 
  

当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末の26,037百

万円から8,889百万円減少(34.1％減)し、17,148百万円となりました。 

  

〔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、税金等調整前四半期純利益5,209百万円を計上しました

が、預り金の減少額7,505百万円、法人税等の支払額2,573百万円、たな卸資産の増加額2,303百万円

等により、6,653百万円の支出(前年同期は2,491百万円の支出)となりました。 

 なお、預り金は、受託販売業務において物件購入者が支払う分譲代金を、デベロッパー等に代わっ

て当社が受領するものであり、後にデベロッパー等に送金いたします。この預り金は、特に新築物件

の竣工・引渡が増加する第４四半期に残高が増加するという季節的変動があり、当社の営業活動によ

るキャッシュ・フローに大きな影響を及ぼします。この預り金の増減額を除いた営業活動によるキャ

ッシュ・フローは、852百万円の収入(前年同期は1,959百万円の収入)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、無形固定資産の取得による支出等により、104百万円の支

出(前年同期は568百万円の収入)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、配当金の支払い等により、1,731百万円の支出(前年同期は

1,727百万円の支出)となりました。 

  

 (2) 連結財政状態に関する定性的情報

①資産、負債及び純資産の状況

前連結会計年度末
(平成23年３月31日)

当第２四半期連結会計期間末
(平成23年９月30日)

前期比

増減 増減率

総資産 105,391 98,294 △7,096 △6.7％

負債 40,651 32,458 △8,193 △20.2％

純資産 64,740 65,836 ＋1,096 ＋1.7％

自己資本比率(％) 61.4 67.0 ＋5.6 ―

②キャッシュ・フローの状況
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第２四半期連結累計期間の業績を踏まえ、平成23年５月10日に公表いたしました平成24年３月期の連

結業績予想を以下のとおり修正いたしました。 

  
 

  
  

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。 

 (3) 連結業績予想に関する定性的情報

営業収益 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

前回発表予想(Ａ) 60,500 12,400 12,300 7,100 248.25

今回修正予想(Ｂ) 59,000 12,500 12,500 7,300 255.25

増減額(Ｂ－Ａ) △1,500 100 200 200 ―

増減率(％) △2.5 0.8 1.6 2.8 ―

(参考)前期連結実績
(平成23年３月期)

58,890 10,824 10,767 6,197 216.71

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
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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：百万円）

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 26,037 17,148

営業未収入金 526 405

販売用不動産 4,027 4,854

仕掛販売用不動産 － 906

未成業務支出金 914 1,484

その他 5,437 5,235

貸倒引当金 △29 △10

流動資産合計 36,914 30,023

固定資産

有形固定資産

建物 20,130 20,132

減価償却累計額 △10,776 △11,001

建物（純額） 9,354 9,130

土地 45,435 45,370

その他 1,794 1,826

減価償却累計額 △1,455 △1,487

その他（純額） 338 339

有形固定資産合計 55,127 54,840

無形固定資産 608 668

投資その他の資産

破産更生債権等 11,048 10,967

その他 6,916 7,016

貸倒引当金 △5,223 △5,222

投資その他の資産合計 12,741 12,762

固定資産合計 68,477 68,271

資産合計 105,391 98,294
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（単位：百万円）

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

営業未払金 89 82

短期借入金 14,300 14,300

未払法人税等 2,658 2,164

賞与引当金 1,941 2,026

預り金 14,839 7,333

その他 2,537 2,224

流動負債合計 36,365 28,131

固定負債

退職給付引当金 2,971 3,043

役員退職慰労引当金 213 175

その他 1,101 1,107

固定負債合計 4,286 4,326

負債合計 40,651 32,458

純資産の部

株主資本

資本金 2,970 2,970

資本剰余金 3,543 3,543

利益剰余金 65,877 67,199

自己株式 △1 △1

株主資本合計 72,389 73,711

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △9 △5

繰延ヘッジ損益 △190 18

為替換算調整勘定 △7,449 △7,888

その他の包括利益累計額合計 △7,649 △7,875

純資産合計 64,740 65,836

負債純資産合計 105,391 98,294
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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：百万円）

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)

営業収益 28,978 26,399

営業原価 21,785 19,109

売上総利益 7,193 7,289

販売費及び一般管理費

給料及び賞与 523 544

賞与引当金繰入額 61 61

退職給付費用 14 19

役員退職慰労引当金繰入額 13 13

その他 1,564 1,434

販売費及び一般管理費合計 2,177 2,073

営業利益 5,015 5,215

営業外収益

受取利息 32 22

為替差益 8 10

貸倒引当金戻入額 － 19

その他 19 15

営業外収益合計 60 68

営業外費用

支払利息 72 66

その他 13 9

営業外費用合計 86 76

経常利益 4,989 5,207

特別利益

固定資産売却益 102 3

特別利益合計 102 3

特別損失

固定資産売却損 11 －

固定資産除却損 20 1

投資有価証券評価損 21 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 5 －

特別損失合計 59 1

税金等調整前四半期純利益 5,032 5,209

法人税、住民税及び事業税 1,945 2,086

法人税等調整額 159 85

法人税等合計 2,104 2,171

四半期純利益 2,927 3,037
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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：百万円)

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)

四半期純利益 2,927 3,037

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △3 3

繰延ヘッジ損益 △464 209

為替換算調整勘定 188 △438

その他の包括利益合計 △280 △225

四半期包括利益 2,647 2,812

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 2,647 2,812
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 (3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：百万円）

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 5,032 5,209

減価償却費 378 368

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 5 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △5 △20

賞与引当金の増減額（△は減少） 145 85

退職給付引当金の増減額（△は減少） 59 72

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 13 △37

受取利息及び受取配当金 △38 △29

為替差損益（△は益） △8 △10

支払利息 72 66

固定資産売却損益（△は益） △90 △3

固定資産除却損 20 1

投資有価証券評価損益（△は益） 21 －

売上債権の増減額（△は増加） 185 121

たな卸資産の増減額（△は増加） △329 △2,303

仕入債務の増減額（△は減少） △107 △7

預り金の増減額（△は減少） △4,451 △7,505

破産更生債権等の増減額（△は増加） 127 80

その他 △444 △117

小計 586 △4,029

利息及び配当金の受取額 34 16

利息の支払額 △72 △66

法人税等の支払額 △3,039 △2,573

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,491 △6,653

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 △351 △61

有形固定資産の売却による収入 963 95

無形固定資産の取得による支出 △119 △99

その他 74 △39

投資活動によるキャッシュ・フロー 568 △104

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △1,715 △1,715

その他 △12 △15

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,727 △1,731

現金及び現金同等物に係る換算差額 312 △401

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,338 △8,889

現金及び現金同等物の期首残高 22,853 26,037

現金及び現金同等物の四半期末残高 19,515 17,148
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該当事項はありません。 

  

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営業収益及び利益又は損失の金額に関する情報 

(単位：百万円) 

 
(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、住宅ローンに係る事務代行業務等

を含んでおります。 

２．セグメント利益の調整額△1,775百万円には、セグメント間取引消去△227百万円及び各報告セグメントに配

分していない全社費用△1,547百万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。 

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営業収益及び利益又は損失の金額に関する情報 

(単位：百万円) 

 
(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、住宅ローンに係る事務代行業務等

を含んでおります。 

２．セグメント利益の調整額△1,708百万円には、セグメント間取引消去△228百万円及び各報告セグメントに配

分していない全社費用△1,480百万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。 

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行っております。 

 (4) 継続企業の前提に関する注記

 (5) セグメント情報

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)

仲介 受託販売 賃貸
不動産
販売

計

営業収益

外部顧客への営業収益 20,910 2,701 1,001 4,073 28,687 291 28,978 ─ 28,978

セグメント間の内部営
業収益又は振替高

61 88 78 ─ 227 ─ 227 △227 ─

計 20,972 2,789 1,079 4,073 28,915 291 29,206 △227 28,978

セグメント利益 5,260 567 545 292 6,666 124 6,790 △1,775 5,015

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)

仲介 受託販売 賃貸
不動産
販売

計

営業収益

外部顧客への営業収益 21,966 1,402 884 1,880 26,133 265 26,399 ─ 26,399

セグメント間の内部営
業収益又は振替高

40 75 111 ─ 228 ─ 228 △228 ─

計 22,006 1,478 996 1,880 26,362 265 26,627 △228 26,399

セグメント利益 6,069 158 509 89 6,825 98 6,924 △1,708 5,215
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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。 

  

該当事項はありません。 

  

① 取扱件数 

                                            (単位：件) 

 
  

② 取扱高 

                                          (単位：百万円) 

 
  

③ 営業収益 

                                          (単位：百万円) 

 
    (注) 営業収益には、セグメント間の内部営業収益又は振替高を含めております。 

 (6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

４．補足情報

  仲介業務の概要

区分
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)

前年同期比

首都圏 7,294 6,926 △5.0％

関西圏 5,554 5,666 ＋2.0％

その他 2,802 2,937 ＋4.8％

  合計 15,650 15,529 △0.8％

区分
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)

前年同期比

首都圏 245,737 255,464 ＋4.0％

関西圏 111,007 117,659 ＋6.0％

その他 54,931 58,399 ＋6.3％

  合計 411,676 431,523 ＋4.8％

区分
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)

前年同期比

首都圏 12,355 12,806 ＋3.6％

関西圏 5,626 6,059 ＋7.7％

その他 2,990 3,140 ＋5.0％

  合計 20,972 22,006 ＋4.9％
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