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1.  平成24年6月期第2四半期の業績（平成23年7月1日～平成23年12月31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2四半期 215 △0.5 50 △8.0 56 △3.5 46 6.1
23年6月期第2四半期 217 0.1 54 △7.2 58 △8.0 43 11.5

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2四半期 9.35 ―
23年6月期第2四半期 8.73 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年6月期第2四半期 2,256 1,707 75.7
23年6月期 2,315 1,702 73.5
（参考） 自己資本   24年6月期第2四半期  1,707百万円 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 ― 2.00
24年6月期（予想） ― 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、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 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2Q 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2Q 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2Q 4,948,268 株 23年6月期2Q 4,999,938 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ます。なお、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３
ページ「１.当四半期決算に関する定性的情報（3）業績予想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２四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事業が進まず、円高対策・ＴＰＰ対応等にも

政府が手間取る中、米国経済は底堅さを示すようになったものの、欧州債務危機による世界経済への影響が拡大

し、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した。 

  

      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93％）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203百万円（前年同四半期比0.4%減）、売上総利益147百万円（同0.8%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、収益性の向上にも努めましたが、運

送料などのコスト上昇分を一部価格に反映させたため、売上計画を若干下回りました。  

この結果、販売台数584台（前年四半期比7.7%減）、売上高は12百万円（同3.0%減）、売上総利益は４百万円

（同4.0%増）となりました。 

 以上の結果、当第２四半期累計期間の経営成績は、全体で、売上高215百万円（前年同四半期比0.5%減）、営業

利益50百万円（同8.0%減）、経常利益56百万円（同3.5%減）、四半期純利益46百万円（同6.1%増）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２四半期会計期間末における流動資産の残高は、504百万円(前事業年度末は500百万円)となり、３百万円

増加いたしました。この主な要因は、商品が増加(５百万円から８百万円へ３百万円の増加)したこと等によるも

のであります。  

    （固定資産） 

 当第２四半期会計期間末における固定資産の残高は、1,751百万円(前事業年度末は1,814百万円)となり62百万

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７百万円の減少）や株式の時価の下落により投資有価証券が減少(482百万円から429百万円へ53百万円の

減少)したこと等によるものであります。 

   （流動負債） 

 当第２四半期会計期間末における流動負債の残高は、99百万円（前事業年度末は115百万円）となり、16百万

円減少いたしました。この主な要因は、未払法人税等が減少（43百万円から27百万円へ16百万円減少)したこと

等によるものであります。 

   （固定負債） 

 当第２四半期会計期間末における固定負債の残高は、449百万円(前事業年度末は497百万円)となり、48百万円

減少いたしました。この主な要因は、繰延税金負債が減少(210百万円から164百万円へ45百万円の減少)したこと

等によるものであります。 

   （純資産） 

 当第２四半期会計期間末における純資産の残高は、1,707百万円(前事業年度末は1,702百万円)となり、５百万

円増加いたしました。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198百万円へ16百万円の減少）があったものの、利益剰余金が増加(1,386百万円から1,407百万

円へ21百万円の増加)したこと等によるものであります。 

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（キャッシュ・フローの状況） 

 当第２四半期累計期間における現金及び現金同等物の期末残高は325百万円となり、前事業年度末に比べ１百

万円の増加となりました。また、当第２四半期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〕 

 営業活動の結果、得られた資金は42百万円（前年同期は84百万円の獲得）となりました。これは主に税引前四

半期純利益66百万円及び減価償却費24百万円の計上があったものの、法人税等の支払額が43百万円あったことに

よるものであります。 

  

    〔投資活動によるキャッシュ・フロー〕 

 投資活動の結果、使用した資金は16百万円（前年同期は６百万円の使用）となりました。これは主に賃貸マン

ションの老朽化部分の改修工事及び入居年数が長期間に及んだ６部屋の大規模内装工事に伴う資本的支出が行わ

れたことによるものであります。 

  

    〔財務活動によるキャッシュ・フロー〕 

 財務活動の結果、使用した資金は24百万円（前年同期は32百万円の使用）となりました。これは主に、配当金

の支払いを24百万円行ったこと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月期の通期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）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） 

  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。 

  

（法人税率の変更等による影響） 

  平成23年12月２日に「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する

法律」（平成23年法律第114号）及び「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保

に関する特別措置法」（平成23年法律第117号）が公布され、平成24年４月１日以後開始する事業年度より法人税

率が引き下げられ、また、一定期間内、復興特別法人税が課されることとなりました。 

 これに伴い、平成24年７月１日以後開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異等については、繰延

税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率は40.6%から37.9%に変更となります。また、平成27年７月１

日以後開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計

算する法定実効税率は37.9%から35.5%に変更となります。 

 この法定実効税率に基づき当第２四半期会計期間末の繰延税金資産及び繰延税金負債を計算すると、繰延税金

資産（純額）が168千円、繰延税金負債（純額）が21,917千円減少し、その結果、法人税等調整額（貸方）に

6,250千円、その他有価証券評価差額金（貸方）に15,498千円計上しております。 

  

２．サマリー情報（その他）に関する事項
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４．四半期財務諸表 
（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２四半期会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 483,556 485,214

売掛金 1,871 2,050

商品 5,178 8,727

繰延税金資産 4,025 2,642

その他 6,338 5,817

貸倒引当金 △130 △70

流動資産合計 500,841 504,382

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 626,215 620,156

土地 675,732 675,732

その他（純額） 19,893 18,450

有形固定資産合計 1,321,841 1,314,339

無形固定資産 1,420 1,035

投資その他の資産   

投資有価証券 482,922 429,477

その他 13,235 11,575

貸倒引当金 △4,844 △4,784

投資その他の資産合計 491,313 436,267

固定資産合計 1,814,575 1,751,643

資産合計 2,315,417 2,256,025

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,266 424

未払法人税等 43,987 27,438

賞与引当金 727 552

その他 69,389 70,614

流動負債合計 115,371 99,030

固定負債   

繰延税金負債 210,272 164,968

退職給付引当金 8,987 3,087

役員退職慰労引当金 60,949 63,885

長期預り保証金 217,469 217,518

固定負債合計 497,679 449,460

負債合計 613,050 548,490
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年６月30日) 

当第２四半期会計期間 
(平成23年12月31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 1,407,776

自己株式 △339,841 △339,937

株主資本合計 1,487,774 1,509,220

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 214,591 198,314

評価・換算差額等合計 214,591 198,314

純資産合計 1,702,366 1,707,535

負債純資産合計 2,315,417 2,256,025
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（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成23年７月１日 
 至 平成23年12月31日) 

売上高   

商品売上高 12,713 12,326

不動産賃貸収入 204,403 203,630

売上高合計 217,116 215,956

売上原価   

商品売上原価 7,941 7,364

不動産賃貸原価 55,531 55,988

売上原価合計 63,473 63,353

売上総利益 153,642 152,603

販売費及び一般管理費 98,775 102,137

営業利益 54,867 50,465

営業外収益   

受取利息 121 92

受取配当金 3,358 3,693

貸倒引当金戻入額 － 120

役員退職慰労引当金戻入額 － 220

雑収入 639 2,110

営業外収益合計 4,119 6,236

営業外費用   

支払利息 32 －

支払手数料 0 1

雑損失 198 0

営業外費用合計 231 2

経常利益 58,755 56,700

特別利益   

貸倒引当金戻入額 135 －

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 1,295 9,997

特別損失   

固定資産除却損 698 －

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 1,643 －

税引前四半期純利益 58,407 66,698

法人税、住民税及び事業税 13,556 27,161

法人税等調整額 1,216 △6,747

法人税等合計 14,773 20,413

四半期純利益 43,634 46,284
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成23年７月１日 
 至 平成23年12月31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 58,407 66,698

減価償却費 23,574 24,245

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 945 －

賞与引当金の増減額（△は減少） 83 △175

退職給付引当金の増減額（△は減少） 260 △5,899

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2,383 2,935

貸倒引当金の増減額（△は減少） △135 △120

受取利息及び受取配当金 △3,479 △3,786

支払利息 32 －

固定資産除却損 698 －

売上債権の増減額（△は増加） △2,139 147

たな卸資産の増減額（△は増加） 3,063 △4,329

その他の流動資産の増減額（△は増加） △561 975

その他の固定資産の増減額（△は増加） 763 1,550

仕入債務の増減額（△は減少） △26 △842

未払金の増減額（△は減少） 979 584

未払費用の増減額（△は減少） △77 1,173

長期預り金の増減額（△は減少） △585 49

その他の流動負債の増減額（△は減少） △2,940 △1,028

小計 81,245 82,178

利息及び配当金の受取額 3,479 3,786

利息の支払額 △21 －

法人税等の還付額 660 －

法人税等の支払額 △427 △43,733

営業活動によるキャッシュ・フロー 84,936 42,231

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 △6,504 △16,134

投資有価証券の取得による支出 △5 △5

貸付金の回収による収入 60 60

差入保証金の差入による支出 △67 －

差入保証金の回収による収入 58 －

投資その他の資産の増減額（△は増加） △40 △40

投資活動によるキャッシュ・フロー △6,499 △16,120

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の返済による支出 △7,700 －

自己株式の取得による支出 △254 △95

配当金の支払額 △24,558 △24,357

財務活動によるキャッシュ・フロー △32,512 △24,452

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 45,924 1,657

現金及び現金同等物の期首残高 231,465 323,556

現金及び現金同等物の四半期末残高 277,390 325,214
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 該当事項はありません。 

  

  

Ⅰ  前第２四半期累計期間（自平成22年７月１日 至平成22年12月31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２四半期累計期間（自平成23年７月１日 至平成23年12月31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。  

  

  

（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 

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  204,403  12,713  217,116  －  217,116

セグメント間の内部売上高又は振替高  －  －  －  －  －

計  204,403  12,713  217,116  －  217,116

セグメント利益  148,871  4,771  153,642  －  153,642

  
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  203,630  12,326  215,956  －  215,956

セグメント間の内部売上高又は振替高  －  －  －  －  －

計  203,630  12,326  215,956  －  215,956

セグメント利益  147,641  4,961  152,603  －  152,603

（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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