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   （百万円未満切捨て） 

１．平成 24 年６月期第２四半期の連結業績（平成 23 年７月１日～平成 23 年 12 月 31 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 ％

24 年６月期第２四半期 306 △0.2 △14  － △13     － △12 － 

23 年６月期第２四半期 307 △21.9 △26   － △24  － △28 － 

（注）包括利益 24 年６月期第２四半期   △17 百万円（－％）  23 年６月期第２四半期  △27 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６月期第２四半期 △61.44 － 

23 年６月期第２四半期 △134.14 － 

  

(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

24 年６月期第２四半期 554 414 73.6 1,943.63

23 年６月期 540 429 78.8 2,025.60

（参考）自己資本 24 年６月期第２四半期 408 百万円  23 年６月期 425 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

23 年６月期 － 0.00 － 0.00 0.00

24 年６月期 － 0.00    

24 年６月期予想   － 0.00 0.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無   ：無 

 

３．平成 24 年６月期の連結業績予想（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 652 9.1 16 － 15  － 17  － 90.08

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無   ：無 
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４．その他 

(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 

    新規 － 社（社名         ） 除外 － 社（社名             ） 

 

(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 

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ：無     

② ①以外の会計方針変更         ：無 

③ 会計上の見積りの変更         ：無 

④ 修正再表示              ：無 

 

(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）   24 年６月期第２Ｑ 225,000 株 23 年６月期 225,000 株

24 年６月期第２Ｑ 15,029 株 23 年６月期 15,029 株

24 年６月期第２Ｑ 209,971 株 23 年６月期第２Ｑ 209,971 株

② 期末自己株式数 

③ 期中平均株式数（四半期累計） 

         

 

※ 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ますが、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。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の、【添付資料】2 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」をご覧下さい。 
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、平成23年３月11日に発生した東日本大震災の影響による厳し

い状況から、サプライチェーンの復旧や個人消費の持ち直し傾向が見られ、全体として、緩やかに回復しつつあり

ます。しかしながら、ヨーロッパを中心とした緊縮財政の影響や、アメリカの金融政策・景気回復の不透明感など

によって、米ドル不安による円高基調が一層進んだことや長引くデフレ問題などにより、景気の先行きについては

依然として、不透明な状況が続いております。  

 不動産業界においては、当該震災以降の企業の出店意欲の低下や個人消費の抑制からは徐々に回復の兆しにあり

ますが、世界経済の変調、円高の長期化、株安などによる景気の先行きの不透明さから、実体経済は依然として予

断を許さない状況で推移しております。 

 このような厳しい環境下、当社グループにおきましては、固定費の抑制によるコスト削減を推し進めると共に、

仲介等の成功報酬型中心の売上構造からビル管理事業によるストック収入型の売上拡大を図り、安定した収益力の

強化に努めてまいりました。  

 以上の結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高306,429千円（前年同四半期比0.24％減）、営業損失

14,269千円（前年同四半期は営業損失26,572千円）、経常損失13,556千円（前年同四半期は経常損失24,921千

円）、四半期純損失12,900千円（前年同四半期は四半期純損失28,166千円）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  

（資産）  

 当第２四半期連結会計期間末における流動資産は166,384千円となり前連結会計年度末に比べ22,451千円減少いた

しました。これは主に現金及び預金が減少したことによるものであります。固定資産は388,246千円となり、前連結

会計年度末に比べ37,023千円増加いたしました。これはサブリース物件の増加により差入保証金が増加したことによ

るものであります。 

 この結果、総資産は、554,630千円となり、前連結会計年度末に比べ14,572千円増加いたしました。 

（負債） 

 当第２四半期連結会計期間末における流動負債は77,629千円となり、前連結会計年度末に比べ9,380千円増加いた

しました。これは主に買掛金が増加したことによるものであります。固定負債は62,349千円となり、前連結会計年度

末に比べて19,597千円増加いたしました。これはサブリース物件の増加によりその他の負債が増加したことによるも

のであります。 

 この結果、負債合計は、139,978千円となり、前連結会計年度末に比べ28,978千円増加いたしました。 

（純資産） 

 当第２四半期連結会計期間末における純資産は414,651千円となり、前連結会計年度末に比べ14,405千円減少いた

しました。これは主に四半期純損失の計上により利益余剰金が減少したことによるものであります。 

  

②キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比べ

26,457千円減少となり99,276千円となりました。 

  

 当第２四半期連結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）  

 営業活動の結果獲得した資金は4,810千円（前年同四半期比74.8％減）となりました。これは、減価償却費の計上

9,844千円及び仕入債務の増加7,789千円等が税金等調整前四半期純損失12,108千円等を上回ったものであります。 

（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30,018千円（前年同四半期比5.9％減）となりました。これは、投資有価証券の取

得による80,374千円及び差入保証金の差入による21,600千円等が投資有価証券の売却による75,507千円及び預り保証

金の受入による18,600千円等を上回ったものであります。 

（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1,250千円（前年同四半期比1.6％減）となりました。これは長期借入金の返済によ

る支出1,250千円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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（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 連結業績予想につきましては、ビル管理事業におけるストック型収入の売上が予想通り伸びていることから、平成

23年11月７日の「平成24年６月期 第１四半期決算短信」で公表いたしました通期の連結業績予想から変更はありま

せん。 

 なお、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。  

  

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

  該当事項はありません。  

  

  

（２）四半期連結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。 

  

  

（３）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。  

２．サマリー情報（その他）に関する事項
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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：千円）

前連結会計年度 
(平成23年６月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 125,734 99,276

売掛金 50,987 57,344

その他 14,453 11,913

貸倒引当金 △2,338 △2,149

流動資産合計 188,835 166,384

固定資産   

有形固定資産   

建物 108,944 116,152

減価償却累計額 △58,448 △61,662

建物（純額） 50,496 54,489

工具、器具及び備品 209,176 210,993

減価償却累計額 △180,346 △183,457

工具、器具及び備品（純額） 28,829 27,535

車両運搬具 11,284 11,284

減価償却累計額 △8,115 △8,775

車両運搬具（純額） 3,168 2,508

土地 32 32

有形固定資産合計 82,527 84,566

無形固定資産   

ソフトウエア 8,167 9,876

その他 2,342 2,342

無形固定資産合計 10,510 12,219

投資その他の資産   

投資有価証券 108,405 111,528

長期貸付金 17,360 17,160

敷金及び保証金 39,439 61,148

長期前払費用 4,232 6,816

保険積立金 53,521 60,211

会員権 41,924 38,924

繰延税金資産 2,572 4,941

その他 530 530

貸倒引当金 △9,800 △9,800

投資その他の資産合計 258,184 291,460

固定資産合計 351,222 388,246

資産合計 540,058 554,630
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年６月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 15,608 23,397

1年内返済予定の長期借入金 3,000 3,000

未払金及び未払費用 35,848 38,596

未払法人税等 1,575 2,080

その他 12,215 10,555

流動負債合計 68,248 77,629

固定負債   

長期借入金 22,500 21,250

その他 20,252 41,099

固定負債合計 42,752 62,349

負債合計 111,000 139,978

純資産の部   

株主資本   

資本金 991,100 991,100

資本剰余金 418,976 418,976

利益剰余金 △732,769 △745,669

自己株式 △248,241 △248,241

株主資本合計 429,065 416,165

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △3,747 △8,058

その他の包括利益累計額合計 △3,747 △8,058

新株予約権 3,739 6,544

純資産合計 429,057 414,651

負債純資産合計 540,058 554,630
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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：千円）

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

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

売上高 307,157 306,429

売上原価 169,354 178,707

売上総利益 137,802 127,721

販売費及び一般管理費   

役員報酬 30,660 28,107

給料 16,895 16,653

法定福利費 4,772 4,029

求人費 840 680

減価償却費 19,221 9,211

地代家賃 4,522 4,695

広告宣伝費 4,091 3,696

通信費 3,702 4,860

旅費及び交通費 3,865 2,954

支払手数料 23,967 21,378

顧問料 7,162 7,062

業務委託費 4,393 3,902

その他 40,280 34,759

販売費及び一般管理費合計 164,374 141,990

営業損失（△） △26,572 △14,269

営業外収益   

受取利息 91 70

受取配当金 330 359

その他 1,723 746

営業外収益合計 2,144 1,176

営業外費用   

支払利息 494 464

営業外費用合計 494 464

経常損失（△） △24,921 △13,556

特別利益   

投資有価証券売却益 168 7,935

固定資産売却益 1,109 －

その他 － 189

特別利益合計 1,277 8,124

特別損失   

投資有価証券売却損 － 2,999

会員権評価損 － 3,000

固定資産売却損 175 －

事務所移転費用 318 190

和解金 1,835 486

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 1,400 －

特別損失合計 3,729 6,675

税金等調整前四半期純損失（△） △27,373 △12,108

法人税、住民税及び事業税 792 792

法人税等合計 792 792

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △28,166 △12,900

四半期純損失（△） △28,166 △12,900
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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：千円）

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

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

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △28,166 △12,900

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 411 △4,310

その他の包括利益合計 411 △4,310

四半期包括利益 △27,754 △17,210

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △27,754 △17,210
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(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   

税金等調整前四半期純損失（△） △27,373 △12,108

減価償却費 19,888 9,844

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 1,400 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） － △189

受取利息及び受取配当金 △421 △429

支払利息 494 464

有形固定資産売却損益（△は益） △933 －

投資有価証券売却損益（△は益） △168 △4,935

会員権評価損 － 3,000

売上債権の増減額（△は増加） 23,505 △6,356

仕入債務の増減額（△は減少） △10,396 7,789

その他 16,204 9,153

小計 22,198 6,232

利息及び配当金の受取額 421 617

利息の支払額 △494 △464

法人税等の支払額 △3,185 △1,574

法人税等の還付額 164 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 19,105 4,810

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の売却による収入 2,761 －

有形固定資産の取得による支出 △12,945 △7,374

無形固定資産の取得による支出 － △2,775

投資有価証券の取得による支出 △15,975 △80,374

投資有価証券の売却による収入 4,730 75,507

貸付金の回収による収入 150 1,200

差入保証金の差入による支出 △3,000 △21,600

差入保証金の回収による収入 670 176

預り保証金の受入による収入 6,241 18,600

預り保証金の返還による支出 △3,160 △3,081

その他 △11,363 △10,298

投資活動によるキャッシュ・フロー △31,890 △30,018

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 △1,250 △1,250

配当金の支払額 △20 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,270 △1,250

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △14,055 △26,457

現金及び現金同等物の期首残高 132,269 125,734

現金及び現金同等物の四半期末残高 118,213 99,276
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該当事項はありません。  

  

  

 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）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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