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1.  平成24年6月期第3四半期の業績（平成23年7月1日～平成24年3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3四半期 321 △1.2 72 △12.1 82 △8.2 61 △0.9
23年6月期第3四半期 325 0.5 82 △6.8 89 △6.3 61 6.4

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3四半期 12.41 ―
23年6月期第3四半期 12.40 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年6月期第3四半期 2,631 1,787 67.9
23年6月期 2,315 1,702 73.5
（参考） 自己資本   24年6月期第3四半期  1,787百万円 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3Q 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3Q 2,787,778 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3Q 4,948,129 株 23年6月期3Q 4,995,443 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２
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３四半期累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災による企業の被害が復旧し、全体として震災前の状

況へ回復しつつあります。しかし一旦沈静化したかに見える欧州債務危機は根本的解決には至っておりません。ア

メリカ経済の回復も再び不透明となり、中国の世界経済牽引力も不確実です。そのため世界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99％）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ました。 

 この結果、売上高305百万円（前年同四半期比0.2%減）、売上総利益217百万円（同2.2%減）となりました。 

②自転車部門 

 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

が、季節的影響と自社開発商品の遅れにより、計画を達成できませんでした。 

 この結果、販売台数777台（前年同四半期比16.4％減）、売上高は16百万円（同18.1%減）、売上総利益は６万百

円（同10.1%減）となりました。 

 以上の結果、全体では、売上高321百万円（前年同四半期比1.2%減）、営業利益72百万円（同12.1%減）、経常利

益82百万円（同8.2%減）、四半期純利益61百万円（同0.9%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３四半期会計期間末における流動資産の残高は、760百万円（前事業年度末は500百万円）となり、260百

万円増加いたしました。この主な要因は、名古屋市中区丸の内の土地を賃貸することに伴う保証金等により現金

及び預金が増加（483百万円から743百万円へ259百万円の増加）したこと等によるものであります。  

    （固定資産） 

 当第３四半期会計期間末における固定資産の残高は、1,870百万円（前事業年度末は1,814百万円）となり56百

万円増加いたしました。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1,311

百万円へ10百万円の減少）及び株式の時価の上昇による投資有価証券の増加（482百万円から546百万円へ63百万

円の増加）等によるものであります。 

（流動負債） 

 当第３四半期会計期間末における流動負債の残高は、103百万円（前事業年度末は115百万円）となり、11百万

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84百万円へ15百万円の増

加）したものの、未払法人税等が減少（43百万円から17百万円へ26百万円の減少）したこと等によるものであり

ます。 

   （固定負債） 

 当第３四半期会計期間末における固定負債の残高は、740百万円（前事業年度末は497百万円）となり、242百

万円増加いたしました。この主な要因は、名古屋市中区丸の内の土地を賃貸することに伴い保証金（長期預り保

証金）が増加（217百万円から467百万円へ250百万円の増加）したこと等によるものであります。 

   （純資産） 

 当第３四半期会計期間末における純資産の残高は、1,787百万円（前事業年度末は1,702百万円）となり、85百

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上昇に伴いその他有価証券評価差額金が増加

（214百万円から273百万円へ59百万円の増加）したこと等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．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） 

  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３四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110千円、繰延税金負債（純額）が27,710千円減少し、その結果、法人税等調整額（貸方）に

6,215千円、その他有価証券評価差額金（貸方）に21,384千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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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３四半期会計期間 
(平成24年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 483,556 743,337

売掛金 1,871 1,480

商品 5,178 9,542

繰延税金資産 4,025 2,320

その他 6,338 4,274

貸倒引当金 △130 △40

流動資産合計 500,841 760,914

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 626,215 617,902

土地 675,732 675,732

その他（純額） 19,893 17,820

有形固定資産合計 1,321,841 1,311,455

無形固定資産 1,420 943

投資その他の資産   

投資有価証券 482,922 546,270

その他 13,235 17,055

貸倒引当金 △4,844 △4,754

投資その他の資産合計 491,313 558,571

固定資産合計 1,814,575 1,870,970

資産合計 2,315,417 2,631,884

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,266 305

未払法人税等 43,987 17,255

賞与引当金 727 1,656

その他 69,389 84,480

流動負債合計 115,371 103,697

固定負債   

繰延税金負債 210,272 204,277

退職給付引当金 8,987 3,132

役員退職慰労引当金 60,949 65,417

長期預り保証金 217,469 467,478

固定負債合計 497,679 740,306

負債合計 613,050 844,004
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年６月30日) 

当第３四半期会計期間 
(平成24年３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 1,413,006

自己株式 △339,841 △340,142

株主資本合計 1,487,774 1,514,245

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 214,591 273,634

評価・換算差額等合計 214,591 273,634

純資産合計 1,702,366 1,787,879

負債純資産合計 2,315,417 2,631,884
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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）

前第３四半期累計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成23年７月１日 
 至 平成24年３月31日) 

売上高   

商品売上高 19,713 16,153

不動産賃貸収入 305,866 305,395

売上高合計 325,579 321,548

売上原価   

商品売上原価 12,433 9,609

不動産賃貸原価 83,137 87,663

売上原価合計 95,570 97,273

売上総利益 230,009 224,275

販売費及び一般管理費 147,777 151,970

営業利益 82,232 72,304

営業外収益   

受取利息 161 130

受取配当金 6,107 5,893

貸倒引当金戻入額 － 180

役員退職慰労引当金戻入額 － 220

雑収入 1,145 3,512

営業外収益合計 7,415 9,936

営業外費用   

支払利息 32 －

支払手数料 75 2

雑損失 202 237

営業外費用合計 309 240

経常利益 89,338 82,000

特別利益   

貸倒引当金戻入額 195 －

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 1,355 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 89,050 91,998

法人税、住民税及び事業税 29,400 39,178

法人税等調整額 △2,306 △8,589

法人税等合計 27,093 30,588

四半期純利益 61,956 61,410
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 該当事項はありません。   

   

   

Ⅰ  前第３四半期累計期間（自平成22年７月１日 至平成23年３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３四半期累計期間（自平成23年７月１日 至平成24年３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。 

   

   

（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  305,866  19,713  325,579  －  325,579

セグメント間の内部売上高又は振替高  －  －  －  －  －

計  305,866  19,713  325,579  －  325,579

セグメント利益  222,729  7,280  230,009  －  230,009

  
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  305,395  16,153  321,548  －  321,548

セグメント間の内部売上高又は振替高  －  －  －  －  －

計  305,395  16,153  321,548  －  321,548

セグメント利益  217,731  6,543  224,275  －  224,275

（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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