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1.  平成24年12月期第1四半期の連結業績（平成24年1月1日～平成24年3月31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）

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12月期第1四半期 17,939 69.4 5,195 △4.4 4,685 0.9 2,497 2.6
23年12月期第1四半期 10,583 39.7 5,434 52.0 4,642 55.2 2,432 45.5

（注）包括利益 24年12月期第1四半期 5,193百万円 （191.1％） 23年12月期第1四半期 1,783百万円 （―％）

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12月期第1四半期 14.61 14.61
23年12月期第1四半期 14.24 ―

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12月期第1四半期 502,445 108,535 21.3 627.79
23年12月期 476,244 104,356 21.6 603.49

（参考） 自己資本   24年12月期第1四半期  107,246百万円 23年12月期  103,085百万円

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  

期末配当予想につきましては、平成24年２月２日に公表いたしました通り、昭栄株式会社との合併（効力発生日：平成24年７月１日）を前提とした新会社の期末
配当予想であります。このため、平成24年12月期通期の合計は記載しておりません。 

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12月期 ― 5.00 ― 6.00 11.00

24年12月期 ―

24年12月期（予想） 6.00 ― 2.00 ―

3.  平成24年12月期の連結業績予想（平成24年1月1日～平成24年12月31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  
当該通期の連結業績予想は、昭栄株式会社との合併（効力発生日：平成24年７月１日）を前提とした新会社の予想であるため、前期との比較はしておりませ
ん。 

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) 37,000 88.4 9,000 △6.8 8,000 △4.6 4,500 5.3 26.34
通期 80,000 ― 21,500 ― 18,000 ― 9,500 ― 33.08



(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）  ：  有  

(注) 詳細は、添付資料５ページ「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」をご覧ください。 

(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 

(注) 「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合」に該当します。詳細は、添付資料５ページ「２．サマリー情報（その他）に関す
る事項（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

(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、四半期財務諸表に対する四
半期レビュー手続が実施中です。 

※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。 

4.  その他

新規 1社 （社名） Hulic UK Limited 、 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   ：  有

③ 会計上の見積りの変更   ：  有

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12月期1Q 171,663,400 株 23年12月期 171,645,800 株

② 期末自己株式数 24年12月期1Q 831,937 株 23年12月期 831,882 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年12月期1Q 170,821,056 株 23年12月期1Q 170,813,918 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

  ① 連結経営成績に関する分析 

 当第１四半期連結累計期間の連結業績は、企業向けオフィスビルの賃貸を主とした安定した不動産賃貸収入を

ベースとし、営業収益は17,939百万円（前年同期比7,355百万円、69.4％増）、営業利益は5,195百万円（前年同

期比△239百万円、4.4％減）、経常利益は4,685百万円（前年同期比43百万円、0.9％増）、四半期純利益は

2,497百万円（前年同期比64百万円、2.6％増）となりました。 

  

 各セグメントの業績は、次の通りであります。 

（各セグメントの営業収益は、セグメント間の内部営業収益、振替高を含みます。） 

（不動産事業） 

 当社グループの中核事業は、東京23区を中心に、130件以上の賃貸物件・賃貸可能面積約50万㎡を活用した

不動産賃貸業務であります。当社のビジネスモデルをより強固なものにすべく、築年数の古い物件を中心に立

地の特性に適した建替を進めることを引き続き 大の経営課題として取り組んでおります。 

 当第１四半期連結累計期間におきましては、ヒューリック駒込ビル（平成24年１月竣工）、ヒューリックレ

ジデンス津田沼（平成24年３月竣工）及びヒューリックレジデンス駒込（平成24年３月竣工）が竣工いたしま

した。 

 そのほか、経堂家庭寮（平成24年５月竣工予定）、雷門Ｆビル（平成24年６月竣工予定）、大伝馬町ビル・

第二大伝馬町ビル（平成24年９月竣工予定）、津田沼寮・津田沼家庭寮（企業寮 平成24年９月竣工予定）、

西大井寮（平成25年３月竣工予定）、代々木西原家庭寮（平成25年５月竣工予定）、鷹番町家庭寮（平成25年

５月竣工予定）及び武蔵野南北寮（平成25年10月竣工予定）の建替計画も順調に進行しております。 

 なお、当第１四半期連結累計期間におきましては、新たに津田沼南家庭寮（平成25年４月竣工予定）及びヒ

ューリック新宿ビル（平成26年10月竣工予定）の建替を決定いたしました。 

 当社は、将来にわたる収益力強化の観点から、優良な新規物件の選別取得を進めておりますが、当第１四半

期連結累計期間におきましては、ヒューリック銀座７丁目ビル（東京都中央区）及び数寄屋橋大雅ビル（東京

都千代田区）を取得するとともに、投資リスク分散の観点から海外への投資を開始し、英国・ロンドンにおい

て、新たに設立した連結子会社Hulic UK Limitedを通じて、103 Mount Street（英国ロンドン市）の持分を取

得いたしました。更に現在その他の物件につきましても検討中であります。 

 また、新たな収益源として積極的に展開をはかっておりますＰＰＰ（パブリック・プライベート・パートナ

ーシップ）事業におきましては、前期に当社を代表企業とする企業グループが事業者として決定いたしました

「北海道東京事務所用地有効活用事業」（東京都千代田区）や、既存の取り組み案件である「旧福井中学校跡

地活用事業」（東京都台東区）及び「芝浦水再生センター再構築に伴う上部利用事業」（東京都港区）も順調

に進行し、更に現在その他の案件につきましても検討中であります。 

 販売用不動産につきましては、前期より新たな収益機会の創出としてウェアハウジング機能活用による物件

売買に取り組んでおり、当第１四半期連結累計期間におきましては、そのうち１物件を売却いたしましたほ

か、前期より販売を開始いたしました共同開発の分譲マンション（埼玉県戸田市）についても、販売状況は順

調に推移しております。 

 このように、当セグメントにおける事業は順調に進行し、竣工物件や取得物件の賃料収入に加え、多額の販

売用不動産の売却が寄与した影響等により、当第１四半期連結累計期間におきましては、営業収益は 百

万円（前年同期比 百万円、 ％増）、営業利益は 百万円（前年同期比 百万円、 ％減）と

なりました。 

  

（保険事業） 

 保険事業におきましては、連結子会社であるヒューリック保険サービス株式会社が、国内・外資系の保険会

社と代理店契約を結んでおり、法人から個人まで多彩な保険商品を販売しております。保険業界の事業環境は

引き続き厳しい環境にありますが、既存損保代理店の営業権取得を重点戦略として、法人取引を中心に拡充し

ております。 

 この結果、当セグメントにおける営業収益は780百万円（前年同期比12百万円、1.6％増）、営業利益は300

百万円（前年同期比１百万円、0.4％増）となりました。 

   

（その他） 

 その他におきましては、連結子会社であるヒューリックビルド株式会社による当社保有ビル等の営繕工事、

テナント退去時の原状回復工事、新規入居時の内装工事を中心に受注実績を積み上げておりますほか、前期よ

り連結子会社であるヒューリックオフィスサービス株式会社による給食業務の受託事業等が加わった結果、営

１．当四半期決算に関する定性的情報

15,376

5,857 61.5 5,596 △398 6.6
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業収益は2,018百万円（前年同期比1,380百万円、216.5％増）、営業利益は72百万円（前年同期比△０百万

円、0.9％減）となりました。 

  

② 特別目的会社（ＳＰＣ）の連結について 

 特別目的会社（ＳＰＣ）の連結化の影響は以下の通りであります。 

  

前四半期連結累計期間（自 平成23年１月１日 至 平成23年３月31日）  

（単位：百万円）

  

前連結会計年度（平成23年12月31日） 

（単位：百万円）

  

当四半期連結累計期間（自 平成24年１月１日 至 平成24年３月31日）  

（単位：百万円）

  連結しない場合 連結した場合 影響額 影響度（％） 

 営業収益         10,619           10,583               △36             △0.34 

 営業利益          5,228           5,434                206               3.95 

 経常利益          4,591           4,642                 50               1.09 

 四半期純利益           2,420            2,432                 12               0.52 

  連結しない場合 連結した場合 影響額 影響度（％） 

 資産         453,306         476,244             22,937               5.06 

 負債         350,169          371,887             21,717               6.20 

 純資産          103,136         104,356              1,220               1.18 

  連結しない場合 連結した場合 影響額 影響度（％） 

 営業収益         18,003           17,939               △63             △0.35 

 営業利益          5,061           5,195                133               2.64 

 経常利益          4,671           4,685                 14               0.30 

 四半期純利益           2,501            2,497                △4             △0.16 

 資産         496,086         502,445              6,359               1.28 

 負債         388,784          393,910              5,125               1.31 

 純資産         107,301          108,535              1,233               1.14 
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（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 財政状態の変動状況 

 （資産）  

 当第１四半期連結会計期間末の資産合計は、502,445百万円となり、対前期末比26,201百万円増加いたしまし

た。当社グループにおいては、中核事業である不動産賃貸業務をより強固なものにすべく、築年数の古い物件を

中心に特性に適した建替を積極的に推進しております。 

主な項目の増減は以下の通りであります。 

  

 （負債） 

  当第１四半期連結会計期間末の負債合計は、393,910百万円となり、対前期末比で22,023百万円増加いたしま

した。これは設備投資やウェアハウジング機能活用による物件取得等に伴い、資金調達をおこなったためであり

ます。 

 当社グループの借入金残高は317,530百万円となっておりますが、このうち特別目的会社（ＳＰＣ）のノンリ

コースローンが4,950百万円含まれております。金融機関からの資金調達については、高い収益力を背景として

安定的に低コストで調達をおこなっております。 

  

 （純資産） 

 当第１四半期連結会計期間末の純資産合計は、108,535百万円となり、対前期末比で4,178百万円増加いたしま

した。このうち株主資本合計は、99,645百万円となり、対前期末比で1,483百万円増加いたしました。これは四

半期純利益による利益剰余金の増加及び配当金の支払による利益剰余金の減少によるものであります。 

 また、その他の包括利益累計額合計は、7,601百万円となり、対前期末比で2,677百万円増加いたしました。こ

れは主に株式市況の回復により上場株式の含み益が3,964百万円増加したことにより、その他有価証券評価差額

金が増加したことによるものであります。 

   

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 通期の連結業績予想は平成24年２月２日に公表いたしました通り、昭栄株式会社との合併（効力発生日：平成

24年７月１日）を前提とした新会社の予想であり、変更はありません。当該通期の連結業績予想は、のれんなど

合併により生ずる影響を含んでおらず、合併を前提としない当社の通期（平成24年１月１日～平成24年12月31

日）の連結業績予想に昭栄株式会社の下半期（平成24年７月１日～平成24年12月31日）の連結業績予想を合算し

たものであります。   

   

  

①現金及び預金 1,701百万円減少 

②販売用不動産 3,151百万円増加（物件の取得等） 

③建物及び構築物 2,744百万円増加（建替物件の竣工、物件の取得等） 

④土地 11,872百万円増加（物件の取得等） 

⑤建設仮勘定 2,075百万円増加（建替計画の進行等） 

⑥投資有価証券 7,040百万円増加（上場株式含み益の増加等） 
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（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 当第１四半期連結累計期間において、Hulic UK Limitedは新たに設立され、子会社となったため、連結の範囲に

含めております。 

   

   

（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 

（有形固定資産の減価償却方法の変更） 

 当社及び国内連結子会社は、従来、有形固定資産の減価償却方法について、主として定率法によっておりまし

たが、当第１四半期連結会計期間より定額法に変更しております。 

 当社グループにおいては、不動産賃貸事業の強化という基本戦略に基づき、近年、建替事業を本格化させると

ともに、優良物件の選別取得を進め、賃貸資産総額が増加し、新築物件の賃貸資産総額に占める割合も増加いた

しました。この結果、競争力のある物件の増加により収益力が安定強化されるとともに、建替案件の安定的稼動

により、不動産賃貸事業の基盤が強化された状況にあります。 

 このような経営環境の変化を受け、今後の中長期的な収益力の強化と成長基盤を確立するため、不動産賃貸事

業の一層の強化を骨子とした、平成24年度を初年度とする新中期経営計画を策定いたしました。 

 これらを契機として、長期的かつ安定的に稼動する不動産賃貸事業を主力事業とする当社グループにおいて

は、賃貸不動産に係る将来の経済的便益の消費パターンを踏まえ検討した結果、取得原価を耐用年数にわたって

均等に配分する定額法に変更することがより合理的であると判断いたしました。 

 この変更により、従来の方法によった場合と比較して、当第１四半期連結累計期間の減価償却費が205,179千円

減少し、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益が205,179千円増加しております。 

 なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 

   

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12月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 12,843,393 11,142,137

受取手形及び営業未収入金 1,610,010 1,684,929

商品 － 228

販売用不動産 7,193,972 10,345,372

未成工事支出金 12,641 29,081

貯蔵品 10,691 9,240

繰延税金資産 427,582 271,241

その他 663,883 849,788

貸倒引当金 △3,247 △2,551

流動資産合計 22,758,929 24,329,468

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 84,304,894 87,049,357

機械装置及び運搬具（純額） 552,339 559,401

土地 263,809,688 275,682,165

建設仮勘定 5,004,990 7,080,771

その他（純額） 244,786 244,594

有形固定資産合計 353,916,700 370,616,290

無形固定資産   

のれん 1,190,381 1,128,415

借地権 18,183,675 18,181,563

その他 557,471 524,668

無形固定資産合計 19,931,528 19,834,647

投資その他の資産   

投資有価証券 74,896,856 81,936,911

差入保証金 1,882,144 2,824,267

繰延税金資産 292,132 305,147

その他 2,524,021 2,554,218

貸倒引当金 △50 △390

投資その他の資産合計 79,595,104 87,620,154

固定資産合計 453,443,333 478,071,092

繰延資産   

繰延資産合計 41,808 45,303

資産合計 476,244,071 502,445,863
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年12月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

短期借入金 75,402,000 100,627,000

短期社債 9,999,088 1,999,817

未払費用 1,246,832 1,179,834

未払法人税等 5,481,012 1,659,219

繰延税金負債 － 516

前受金 2,711,136 2,831,369

賞与引当金 43,139 146,580

役員賞与引当金 65,520 17,075

その他 2,177,981 2,687,812

流動負債合計 97,126,710 111,149,224

固定負債   

社債 12,100,000 12,100,000

長期借入金 212,823,000 216,903,000

繰延税金負債 16,760,092 17,836,835

退職給付引当金 339,634 361,127

役員退職慰労引当金 72,177 13,577

長期預り保証金 32,498,088 35,358,981

その他 167,374 187,931

固定負債合計 274,760,365 282,761,453

負債合計 371,887,076 393,910,677

純資産の部   

株主資本   

資本金 12,326,879 12,335,204

資本剰余金 11,966,879 11,975,204

利益剰余金 73,990,747 75,457,975

自己株式 △123,023 △123,081

株主資本合計 98,161,482 99,645,302

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 4,924,033 7,641,742

為替換算調整勘定 － △40,480

その他の包括利益累計額合計 4,924,033 7,601,262

少数株主持分 1,271,478 1,288,621

純資産合計 104,356,995 108,535,186

負債純資産合計 476,244,071 502,445,863
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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１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年３月31日) 

営業収益 10,583,818 17,939,461

営業原価 3,386,571 10,862,941

営業総利益 7,197,246 7,076,520

販売費及び一般管理費 1,762,318 1,880,766

営業利益 5,434,927 5,195,753

営業外収益   

受取利息 23,069 23,733

受取配当金 41,839 25,904

持分法による投資利益 95,198 99,259

賃貸解約関係収入 193,800 396,952

その他 35,745 11,970

営業外収益合計 389,653 557,820

営業外費用   

支払利息 1,106,993 1,039,122

その他 75,570 28,941

営業外費用合計 1,182,563 1,068,064

経常利益 4,642,017 4,685,509

特別利益   

投資有価証券売却益 136,947 245,474

その他 － 9,682

特別利益合計 136,947 255,156

特別損失   

固定資産売却損 － 481

固定資産除却損 359,208 325,023

建替関連損失 － 219,098

投資有価証券評価損 117,561 40,061

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 176,119 －

その他 910 －

特別損失合計 653,799 584,664

税金等調整前四半期純利益 4,125,165 4,356,001

法人税、住民税及び事業税 1,953,058 1,811,379

法人税等調整額 △302,566 28,527

法人税等合計 1,650,491 1,839,907

少数株主損益調整前四半期純利益 2,474,673 2,516,093

少数株主利益 41,726 18,991

四半期純利益 2,432,947 2,497,102
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年３月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 2,474,673 2,516,093

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △814,877 2,774,330

為替換算調整勘定 － △40,480

持分法適用会社に対する持分相当額 123,820 △56,621

その他の包括利益合計 △691,057 2,677,228

四半期包括利益 1,783,615 5,193,322

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,741,889 5,174,330

少数株主に係る四半期包括利益 41,726 18,991
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 該当事項はありません。 

   

   

（セグメント情報） 

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自 平成23年１月１日 至 平成23年３月31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：千円）

（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、建築工事請負、設計・工事監理

業務等を含んでおります。 

２．セグメント利益の調整額 千円には、セグメント間取引消去 千円、各報告セグメントに配

分していない全社費用 千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

一般管理部門に係る費用であります。 

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おこなっております。 

  

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１四半期連結累計期間（自 平成24年１月１日 至 平成24年３月31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：千円）

（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、建築工事請負、設計・工事監理

業務等を含んでおります。 

２．セグメント利益の調整額△773,717千円には、セグメント間取引消去6,959千円、各報告セグメントに配分し

ていない全社費用△780,676千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

管理部門に係る費用であります。 

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おこなっております。 

４．「２．サマリー情報（その他）に関する事項（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（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
（注）１ 

合計
調整額 
（注）２ 

四半期連結
損益計算書 
計上額 
（注）３ 

不動産事業 保険事業 計

営業収益               

外部顧客への

営業収益 
 9,493,934  767,660  10,261,595  322,222  10,583,818  －  10,583,818

セグメント間
の内部営業収
益又は振替高 

 24,610  －  24,610  315,230  339,840  △339,840  －

計  9,518,544  767,660  10,286,205  637,452  10,923,658  △339,840  10,583,818

セグメント利益  5,994,296  299,066  6,293,363  73,448  6,366,811  △931,883  5,434,927

△931,883 △24,868

△907,015

  

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 

不動産事業 保険事業 計

営業収益               

外部顧客への

営業収益 
15,336,435 780,509 16,116,944 1,822,517 17,939,461 － 17,939,461 

セグメント間
の内部営業収
益又は振替高 

39,615 － 39,615 195,630 235,246 △235,246 － 

計 15,376,050 780,509 16,156,560 2,018,147 18,174,708 △235,246 17,939,461 

セグメント利益 5,596,265 300,456 5,896,722 72,748 5,969,470 △773,717 5,195,753 
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  （有形固定資産の減価償却方法の変更）」に記載の通り、従来、有形固定資産の減価償却方法について、主

として定率法によっておりましたが、当第１四半期連結会計期間より、定額法に変更しております。この変

  更により、従来の方法によった場合と比較して、当第１四半期連結累計期間におけるセグメント利益は、不

動産事業で 千円、その他で319千円増加しております。 

  

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。 

  

  

 該当事項はありません。 

   

   

当第１四半期連結会計期間（自 平成24年１月１日 至 平成24年３月31日） 

（共通支配下の取引等） 

 当社は、平成23年11月21日に、当社を吸収合併存続会社とし当社の連結子会社であるエヌケー・インベストメ

ント合同会社（以下、「エヌケー・インベストメント」）を吸収合併消滅会社とする吸収合併に係る合併契約を

締結し、平成24年４月１日に合併いたしました。 

１．結合当事企業の名称及びその事業の内容、企業結合日、企業結合の法的形式、結合後企業の名称並びに取引

の目的を含む取引の概要 

(1) 結合当事企業の名称及びその事業の内容 

 結合当事企業の名称 エヌケー・インベストメント 

 事業の内容     不動産事業 

(2) 企業結合日 

 平成24年４月１日 

(3) 企業結合の法的形式 

 当社を吸収合併存続会社とし、エヌケー・インベストメントを吸収合併消滅会社とする吸収合併 

(4) 結合後企業の名称 

 ヒューリック株式会社 

(5) 取引の目的を含む取引の概要 

 エヌケー・インベストメントは、不動産信託受益権の取得、保有及び処分を目的とした特別目的会社

（ＳＰＣ）でありますが、今般、グループ経営の効率的運営を目的に、当社がエヌケー・インベストメ

ントを吸収合併することといたしました。 

２．実施する会計処理の概要 

   「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成20年12月26日）及び「企業結合会計基準及び

事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成20年12月26日）に基づき、共

通支配下の取引として処理いたします。 

  

  

202,643

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）重要な後発事象
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