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1.  平成24年6月期第1四半期の業績（平成23年7月1日～平成23年9月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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6月期第1四半期 108 0.0 23 △7.9 27 1.2 22 △10.4
23年6月期第1四半期 108 △0.1 25 △14.8 27 △14.9 25 27.3

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6月期第1四半期 4.60 ―
23年6月期第1四半期 5.08 ―

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

24年6月期第1四半期 2,271 1,691 74.5 341.87
23年6月期 2,315 1,702 73.5 344.02
（参考） 自己資本   24年6月期第1四半期  1,691百万円 23年6月期  1,702百万円

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6月期 ― 2.00 ― 5.00 7.00
24年6月期 ―
24年6月期（予想） 2.00 ― 5.00 7.00

3.  平成24年6月期の業績予想（平成23年7月1日～平成24年6月30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   

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) 217 △0.1 43 △21.6 47 △20.0 28 △35.8 5.66
通期 439 0.6 102 △6.5 111 △6.0 67 △14.8 13.54



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

4.  その他

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6月期1Q 7,735,000 株 23年6月期 7,735,000 株
② 期末自己株式数 24年6月期1Q 2,786,886 株 23年6月期 2,786,495 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年6月期1Q 4,948,421 株 23年6月期1Q 5,000,014 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、発表日現在において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。なお、業績予想の前提条件及びその他関連する事項については、添付資料２
ページ「１.当四半期決算に関する定性的情報」をご覧ください。 
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（１）経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の復興・円高対策・ＴＰＰ対応等に政府が手間取る

中、欧州債務危機が顕在化し、アメリカ経済の回復が不透明となり、中国の世界経済牽引力も弱まることにより、

経済全体が不安定化し、先行きも不透明なままとなってしまいました。 

 このような状況下においても、当社はマクロ経済の動きに一喜一憂することなく、全社的構造改革の推進と、環

境変化への対応を確実に進めて参ります。 

  

   ①賃貸不動産部門 

 当社では他社と差別化されたリフォームとサービスにより高い入居率（約94％）を維持しておりますが、東日本

大震災の影響により資材の高騰と供給不足が発生し、若干リフォームに遅れが生じております。 

 この結果、売上高101百万円（前年同四半期比0.8%減）、売上総利益74百万円（同0.0%減）となりました。 

②自転車部門 

 自転車部門では、自社商品開発に加え、仕入商品の品揃え強化に取り組み、売上の拡大だけでなく収益性の向上

に努めております。 

この結果、販売台数290台（前年四半期比1.0％増）、売上高は６百万円（同14.3%増）、売上総利益は２百万円

（同28.4%増）となりました。 

 以上の結果、全体では、売上高108百万円（前年同四半期比0.0%増）、営業利益23百万円（同7.9%減）、経常利

益27百万円（同1.2%増）、四半期純利益22百万円（同10.4%減）となりました。 

（２）財政状態に関する定性的情報 

（流動資産） 

 当第１四半期会計期間末における流動資産の残高は、479百万円（前事業年度末は500百万円）となり、21百万円

減少いたしました。この主な要因は、現金及び預金の減少（483百万円から462百万円へ20百万円の減少）等による

ものであります。  

（固定資産） 

 当第１四半期会計期間末における固定資産の残高は、1,791百万円（前事業年度末は1,814百万円）となり22百万

円減少いたしました。この主な要因は、減価償却費の計上による有形固定資産の減少（1,321百万円から1,314百万

円へ６百万円の減少）及び株式の時価の下落による投資有価証券の減少（482百万円から468百万円へ14百万円の減

少）等によるものであります。 

（流動負債） 

 当第１四半期会計期間末における流動負債の残高は、92百万円（前事業年度末は115百万円）となり、22百万円

減少いたしました。この主な要因は、その他（主に未払金）が増加（69百万円から78百万円へ８百万円の増加）し

たものの、未払法人税等が減少（43百万円から12百万円へ31百万円の減少）したこと等によるものであります。 

（固定負債） 

 当第１四半期会計期間末における固定負債の残高は、486百万円（前事業年度末は497百万円）となり、10百万円

減少いたしました。この主な要因は、繰延税金負債の減少（210百万円から205百万円へ５百万円の減少）及び退職

給付引当金の減少（８百万円から２百万円へ６百万円の減少）等によるものであります。 

（純資産） 

 当第１四半期会計期間末における純資産の残高は、1,691百万円（前事業年度末は1,702百万円）となり、10百万

円減少いたしました。この主な要因は、投資有価証券の時価の下落に伴うその他有価証券評価差額金の減少（214

百万円から205百万円へ８百万円の減少）によるものであります。  

  

（３）業績予想に関する定性的情報 

 平成24年６月期の業績予想につきましては、現時点では、平成23年８月８日に公表いたしました業績予想に変更

はありません。   

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（１）四半期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。 

  

  

（２）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。 

  

（３）追加情報 

（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。 

  

２．サマリー情報（その他）に関する事項
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３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年６月30日) 

当第１四半期会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 483,556 462,638

売掛金 1,871 2,139

商品 5,178 7,521

繰延税金資産 4,025 2,223

その他 6,338 5,301

貸倒引当金 △130 △100

流動資産合計 500,841 479,725

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 626,215 619,879

土地 675,732 675,732

その他（純額） 19,893 19,337

有形固定資産合計 1,321,841 1,314,949

無形固定資産 1,420 1,278

投資その他の資産   

投資有価証券 482,922 468,299

その他 13,235 11,866

貸倒引当金 △4,844 △4,814

投資その他の資産合計 491,313 475,351

固定資産合計 1,814,575 1,791,579

資産合計 2,315,417 2,271,304

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,266 667

未払法人税等 43,987 12,581

賞与引当金 727 1,733

その他 69,389 78,014

流動負債合計 115,371 92,996

固定負債   

繰延税金負債 210,272 205,152

退職給付引当金 8,987 2,042

役員退職慰労引当金 60,949 62,363

長期預り保証金 217,469 217,159

固定負債合計 497,679 486,717

負債合計 613,050 579,714
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年６月30日) 

当第１四半期会計期間 
(平成23年９月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 400,000 400,000

資本剰余金 41,381 41,381

利益剰余金 1,386,234 1,384,248

自己株式 △339,841 △339,937

株主資本合計 1,487,774 1,485,692

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 214,591 205,897

評価・換算差額等合計 214,591 205,897

純資産合計 1,702,366 1,691,590

負債純資産合計 2,315,417 2,271,304
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（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成23年７月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高   

商品売上高 5,970 6,824

不動産賃貸収入 102,377 101,541

売上高合計 108,348 108,366

売上原価   

商品売上原価 3,864 4,119

不動産賃貸原価 27,701 26,896

売上原価合計 31,565 31,016

売上総利益 76,782 77,349

販売費及び一般管理費 51,436 54,000

営業利益 25,346 23,349

営業外収益   

受取利息 46 38

受取配当金 2,202 2,202

貸倒引当金戻入額 － 60

役員退職慰労引当金戻入額 － 220

雑収入 130 1,969

営業外収益合計 2,378 4,489

営業外費用   

支払利息 29 －

支払手数料 － 1

雑損失 181 0

営業外費用合計 211 2

経常利益 27,513 27,836

特別利益   

貸倒引当金戻入額 75 －

役員退職慰労引当金戻入額 1,160 －

受取保険金 － 9,997

特別利益合計 1,235 9,997

特別損失   

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 945 －

特別損失合計 945 －

税引前四半期純利益 27,803 37,834

法人税、住民税及び事業税 45 12,465

法人税等調整額 2,361 2,612

法人税等合計 2,407 15,078

四半期純利益 25,396 22,756
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 該当事項はありません。 

  

  

Ⅰ  前第１四半期累計期間（自平成22年７月１日 至平成22年９月30日）   

 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) セグメント利益の合計額は、四半期損益計算書の売上総利益と一致しております。 

  

  

Ⅱ  当第１四半期累計期間（自平成23年７月１日 至平成23年９月30日） 

 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) セグメント利益の合計額は、四半期損益計算書の売上総利益と一致しております。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

  
報告セグメント 

その他 合計 
賃貸不動産 自転車 計 

売上高  

外部顧客への売上高  102,377  5,970  108,348  －  108,348

セグメント間の内部売上高又は振替高  －  －  －  －  －

計  102,377  5,970  108,348  －  108,348

セグメント利益  74,676  2,105  76,782  －  76,782

  
報告セグメント 

その他 合計 
賃貸不動産 自転車 計 

売上高  

外部顧客への売上高  101,541  6,824  108,366  －  108,366

セグメント間の内部売上高又は振替高  －  －  －  －  －

計  101,541  6,824  108,366  －  108,366

セグメント利益  74,645  2,704  77,349  －  77,349

（５）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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