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1. 平成23年12月期第３四半期の業績（平成23年１月１日～平成23年９月30日）

 (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 ％

23年12月期第３四半期 14,377 ― 536 ― 541 ― 309 ―

22年12月期第３四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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 336 94 ―

22年12月期第３四半期 ― ―

 (2) 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 3,285 1,411 43.0 1,515 74

22年12月期 2,852 1,101 38.6 1,217 57

(参考) 自己資本 23年12月期第３四半期 1,411百万円 22年12月期 1,101百万円

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 ― 20 00 20 00

23年12月期 ― 0 00 ―

23年12月期(予想) 100 00 100 00

3. 平成23年12月期の業績予想（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 19,785 27.5 601 86.8 591 78.4 339 91.8 365 19



  

 
(注) 簡便な会計処理及び四半期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。 

 
(注) 「四半期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。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

・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。 

  

・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、四半

期決算短信（添付資料）２ページ「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4. その他（詳細は、【添付資料】P.４「その他」をご覧ください。）

(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有

(2) 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

 ② ①以外の変更 ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 23年12月期３Ｑ 931,500株 22年12月期 904,800株

② 期末自己株式数 23年12月期３Ｑ ―株 22年12月期 ―株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年12月期３Ｑ 917,481株 22年12月期３Ｑ ―株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当第３四半期累計期間（平成23年１月１日から平成23年９月30日まで）におけるわが国経済は、東日

本大震災とそれに伴う福島第一原子力発電所事故による打撃からの復旧・復興の途上にあります。また

一方で、長期化する円高、株式市場の低迷、雇用情勢の悪化等の影響により個人消費は未だ低調に推移

し、全体として厳しい状況となっております。 

当社の事業領域にかかわる不動産・住宅業界における重要なメルクマールである新設住宅着工戸数

は、震災直後に一時的に低迷したものの、貸家も含めまして上記累計期間の後半においては堅調に推移

しております。 

このような状況の下、当社は震災直後に東北地方における営業活動に一時的な停滞を余儀なくされた

ものの、被災地域における賃貸住宅に対する切実な需要に応え、一定の社会的使命も果たせました。ま

た、引き続き入居率の向上及び借上物件と加盟企業の獲得に注力いたしました。 

その結果、当第３四半期累計期間の売上高につきましては、14,377,517千円となりました。利益面で

は、営業利益536,695千円、経常利益541,065千円、四半期純利益309,131千円を計上いたしました。 

  

（資産）  

 当第３四半期会計期間末の資産合計は3,285,813千円(前事業年度末は2,852,483千円)となり、前事

業年度末比433,329千円増加しました。内訳としましては、流動資産が347,645千円増加し、固定資産

が85,683千円増加しております。流動資産の増加は主に、現金及び預金が338,336千円増加したこと

によります。また固定資産の増加は主に、有形固定資産の建物が20,767千円増加したこと及び無形固

定資産が35,168千円増加したことによります。 

（負債）  

 当第３四半期会計期間末の負債合計は1,873,904千円(前事業年度末は1,750,829千円)となり、前事

業年度末比123,075千円増加しました。内訳としましては、流動負債が24,559千円減少し固定負債が

147,635千円増加しております。流動負債の減少は主に、未払法人税等が47,200千円増加したもの

の、その他が90,811千円減少したこと等によるものであります。固定負債の増加は、長期預り保証金

が147,635千円増加したことによるものであります。 

（純資産） 

 当第３四半期会計期間末の純資産合計は1,411,908千円(前事業年度末は1,101,654千円)となり、前

事業年度末比310,253千円増加しました。これは主に、配当金の支払額18,096千円があったものの、

四半期純利益を309,131千円計上したことに伴い利益剰余金が291,035千円増加したこと及び新株式の

発行18,860千円増加したことによるものであります。 

  

  当第３四半期会計期間末の現金及び現金同等物は、1,696,419千円となり、前事業年度末に比べ

198,336千円増加いたしました。 

 当第３四半期累計期間に係るキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりでありま

す。 

 営業活動の結果増加した資金は441,850千円となりました。これは主に法人税等の支払額176,010千

円、税引前四半期純利益が532,693千円、預り保証金の増加額147,635千円によるものであります。 

1. 当四半期の業績等に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する定性的情報

(2) 財政状態に関する定性的情報
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  投資活動の結果減少した資金は240,962千円となりました。これは主に定期預金の払戻による収入

60,000千円、定期預金の預入による支出200,000千円、有形固定資産の取得による支出46,297千円、

無形固定資産の取得による支出35,948千円によるものであります。 

  財務活動の結果減少した資金は2,551千円となりました。これは主に株式の発行による収入18,860

千円、配当金の支払額18,096千円、株式公開費用の支出2,802千円によるものであります。 

  

 平成23年12月期の業績予想につきまして、当第３四半期累計期間の進捗を勘案し、見直しを行った

結果、平成23年10月21日に公表いたしました平成23年12月期の通期の業績予想を修正しております。 

 

  なお、詳細につきましては、平成23年11月11日に公表しました「業績予想の修正に関するお知ら

せ」をご参照ください。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(3) 業績予想に関する定性的情報
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①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第３四半期会計期間末の貸倒実績率等が前事業年度末に算定したものと著しい変化がないと

認められるため、前事業年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。  

  

②棚卸資産の評価方法   

棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見

積り、簿価切下げを行う方法によっております。 

  

③固定資産の減価償却の算定方法 

定率法を採用している資産については、事業年度に係る減価償却の額を期間按分して算定する方

法によっております。 

  

会計処理基準に関する事項の変更 

   「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 

第１四半期会計期間より、「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、営業利益、経常利益はそれぞれ3,286千円減少、税引前四半期純利益が10,426千円

減少しております。 

  

   該当事項はありません。 

2. その他の情報

(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

(3) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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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）

当第３四半期会計期間末
(平成23年９月30日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成22年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,926,419 1,588,082

売掛金 78,702 68,789

販売用不動産 290,600 290,600

貯蔵品 7,836 5,949

その他 144,462 146,847

貸倒引当金 △2,729 △2,623

流動資産合計 2,445,291 2,097,645

固定資産

有形固定資産

建物 229,539 208,772

減価償却累計額 △11,249 △10,303

建物（純額） 218,289 198,468

土地 237,324 237,324

その他 46,690 26,008

減価償却累計額 △26,500 △20,410

その他（純額） 20,189 5,597

有形固定資産合計 475,803 441,390

無形固定資産 38,614 3,446

投資その他の資産

長期預金 200,000 200,000

その他 135,139 123,605

貸倒引当金 △9,035 △13,604

投資その他の資産合計 326,103 310,001

固定資産合計 840,521 754,838

資産合計 3,285,813 2,852,483

負債の部

流動負債

買掛金 36,987 26,731

未払法人税等 156,055 108,854

役員賞与引当金 － 11,000

賞与引当金 19,795 －

その他 244,069 334,881

流動負債合計 456,908 481,468

固定負債

長期預り保証金 1,416,996 1,269,361

固定負債合計 1,416,996 1,269,361

負債合計 1,873,904 1,750,829
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末
(平成23年９月30日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成22年12月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 212,617 203,187

資本剰余金 112,667 103,237

利益剰余金 1,086,623 795,588

株主資本合計 1,411,908 1,102,012

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 － △358

評価・換算差額等合計 － △358

純資産合計 1,411,908 1,101,654

負債純資産合計 3,285,813 2,852,483
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(2) 四半期損益計算書

【第３四半期累計期間】

(単位：千円)

当第３四半期累計期間
(自 平成23年１月１日
至 平成23年９月30日)

売上高 14,377,517

売上原価 13,093,783

売上総利益 1,283,733

販売費及び一般管理費 ※1 747,038

営業利益 536,695

営業外収益

受取利息 1,660

受取手数料 3,137

違約金収入 1,890

その他 483

営業外収益合計 7,172

営業外費用

株式公開費用 2,802

営業外費用合計 2,802

経常利益 541,065

特別損失

固定資産除却損 139

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 7,140

投資有価証券評価損 1,092

特別損失合計 8,371

税引前四半期純利益 532,693

法人税、住民税及び事業税 223,183

法人税等調整額 378

法人税等合計 223,561

四半期純利益 309,131
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【第３四半期会計期間】

(単位：千円)

当第３四半期会計期間
(自 平成23年７月１日
至 平成23年９月30日)

売上高 5,046,285

売上原価 4,597,178

売上総利益 449,106

販売費及び一般管理費 ※1 251,903

営業利益 197,203

営業外収益

受取利息 352

受取手数料 1,383

違約金収入 685

その他 163

営業外収益合計 2,585

営業外費用

株式公開費用 2,802

営業外費用合計 2,802

経常利益 196,986

特別損失

投資有価証券評価損 79

特別損失合計 79

税引前四半期純利益 196,906

法人税、住民税及び事業税 73,415

法人税等調整額 8,761

法人税等合計 82,177

四半期純利益 114,729
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(3) 四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

当第３四半期累計期間
(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

税引前四半期純利益 532,693

減価償却費 13,286

投資有価証券評価損益（△は益） 1,092

貸倒引当金の増減額（△は減少） △4,462

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △11,000

賞与引当金の増減額（△は減少） 19,795

受取利息及び受取配当金 △1,660

固定資産除却損 139

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 7,140

株式公開費用 2,802

売上債権の増減額（△は増加） △9,912

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,886

仕入債務の増減額（△は減少） 10,255

預り保証金の増減額（△は減少） 147,635

その他 △89,513

小計 616,403

利息及び配当金の受取額 1,457

法人税等の支払額 △176,010

営業活動によるキャッシュ・フロー 441,850

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 △46,297

無形固定資産の取得による支出 △35,948

定期預金の払戻による収入 60,000

定期預金の預入による支出 △200,000

その他 △18,716

投資活動によるキャッシュ・フロー △240,962

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △18,096

株式の発行による収入 18,860

株式公開費用の支出 △2,802

その他 △513

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,551

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 198,336

現金及び現金同等物の期首残高 1,498,082

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※１ 1,696,419
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 該当事項はありません。 

  

 当社の事業は、不動産賃貸事業の単一のセグメントであるため、該当事項はありません。 

    （追加情報）  

第１四半期会計期間より「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。 

  

 当第３四半期会計期間（自 平成23年７月１日 至 平成23年９月30日） 

（公募による株式の発行） 

 当社は、平成23年10月21日に株式会社大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ市場（スタンダード）に上場いた

しました。当社は、上場に当たり平成23年９月14日及び同年９月29日に取締役会を開催し公募による株

式の発行を決議しておりましたが、下記のとおり同年10月20日に払込が完了いたしました。 

 概要は以下のとおりであります。 

  

(１）募集方法 

   一般募集（ブックビルディングによる募集） 

(２）発行する株式の種類及び数 

   普通株式 35,000株 

(３）発行価格 

   １株につき 1,600円 

(４）引受価額 

   １株につき 1,472円 

   この価額は当社が引受人より１株当たりの新株式払込金として受取った金額であります。 

   なお、発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。 

(５）発行価額 

   １株につき 1,190円 

(６）資本組入額 

   １株につき 736円 

(７）発行価格の総額 

   56,000千円 

(８）引受価額の総額 

   51,520千円 

(９）発行価額の総額 

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

(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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   41,650千円 

(10）資本組入額の総額 

   25,760千円 

(11）払込期日 

   平成23年10月20日 

(12）資金の使途 

当社における業務効率化及び管理機能強化を図ることを目的としたプロパティマネジメント基幹

システム（注）構築のためのシステム開発投資の一部に全額充当する予定であります。 

(注)プロパティマネジメント基幹システム 

当社が借上げ及び賃貸管理の委託を受けた賃貸住宅について、物件情報や入居者情報等の賃貸管

理、加盟店及び査定管理に係る当社事業を統合して管理するシステム 
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 仕入実績 

  当第３四半期累計期間における仕入実績を売上原価区分別に示すと、次のとおりであります。 

 
 （注）上記の金額には、消費税等は含まれておません。 

  

 販売実績 

  当第３四半期累計期間における販売実績を売上区分別に示すと、次のとおりであります。 

 
 （注）上記の金額には、消費税等は含まれておません。 

4. 補足情報

  生産、受注及び販売の状況

売上原価区分 仕入高(千円)

不動産売上原価 12,964,292

その他の原価 129,491

合計 13,093,783

売上区分 販売高(千円)

不動産収入 13,892,197

加盟店からの収入 317,418

その他の原価 167,901

合計 14,377,517
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