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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）

営業収益 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 4,926 △24.3 252 △71.8 136 △83.1 65 △90.3

23年12月期第1四半期 6,504 △11.9 896 △35.4 809 △36.4 672 △34.2

（注）包括利益 24年12月期第1四半期 140百万円 （△78.8％） 23年12月期第1四半期 663百万円 （―％）

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 1.58 ―

23年12月期第1四半期 16.36 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年12月期第1四半期 50,584 11,794 23.3
23年12月期 50,055 11,818 23.6

（参考） 自己資本   24年12月期第1四半期  11,794百万円 23年12月期  11,818百万円

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12月期 ― 4.00 ― 4.00 8.00
24年12月期 ―

24年12月期（予想） 4.00 ― 4.00 8.00

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  
 

営業収益 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) 10,200 △12.6 300 △80.5 100 △92.7 50 △95.4 1.22
通期 24,800 1.5 2,300 2.7 1,900 0.5 1,000 △24.3 24.34



(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  

(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 

(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、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。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
・本資料に掲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およ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。業績予想に関する事項は、四半期決算短信【添付資料】P.４「（３）連結業績予想に関する定性的
情報」をご覧ください。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 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   ：  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12月期1Q 41,088,508 株 23年12月期 41,088,508 株

② 期末自己株式数 24年12月期1Q 121 株 23年12月期 121 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年12月期1Q 41,088,387 株 23年12月期1Q 41,088,387 株
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１．当四半期決算に関する定性的情報 

(1) 連結経営成績に関する定性的情報 

  （全社） 

 前第１四半期 
連結累計期間 

当第１四半期 
連結累計期間 

前年同期比 
増減 

百万円 百万円 百万円 ％ 

営業収益 6,504 4,926 △1,577 （△24.3） 

営業利益 896 252 △644 （△71.8） 

経常利益 809 136 △673 （△83.1） 

四半期純利益 672 65 △607 （△90.3） 

 

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の影響により依然として厳しい

状況にあるものの、生産や企業の設備投資の増加が見られるなど緩やかに持ち直しております。 

当不動産流通業界におきましては、中古マンション、中古戸建住宅の成約件数がともに前年同期

を上回るなど回復の兆しが見られる一方、都心部のオフィスビルでは空室率の高止まりと賃料の弱

含みが続くなど、予断を許さない状況となっております。 

このような状況において当社グループは、仲介事業において手数料収入が増加したものの、アセ

ットソリューション事業において販売用不動産の売却が減少したこと及び販売受託事業において引

渡戸数の減少に伴い手数料収入が減少したことにより、当第１四半期連結累計期間における営業収

益は49億２千６百万円（前年同期比24.3％減）、営業利益は２億５千２百万円（前年同期比71.8％

減）、経常利益は１億３千６百万円（前年同期比83.1％減）、四半期純利益は６千５百万円（前年

同期比90.3％減）となりました。 

各セグメントの業績は次のとおりであります。 

 

（仲介事業） 

 前第１四半期 
連結累計期間 

当第１四半期 
連結累計期間 

前年同期比 
増減 

百万円 百万円 百万円 ％ 

営業収益 596 688 92 （15.5） 

営業利益又は営業損失（△） △38 28 67 （－） 

仲介事業におきましては、法人仲介、個人仲介ともに手数料収入が増加いたしました。 

この結果、仲介事業の営業収益は６億８千８百万円（前年同期比15.5％増）、営業利益は２千８

百万円（前年同期は営業損失３千８百万円）となりました。 
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（アセットソリューション事業） 

 前第１四半期 
連結累計期間 

当第１四半期 
連結累計期間 

前年同期比 
増減 

百万円 百万円 百万円 ％ 

営業収益 1,913 812 △1,100 （△57.5） 

営業利益 443 191 △252 （△56.9） 

アセットソリューション事業におきましては、販売用不動産の売却が減少いたしました。 

この結果、営業収益は８億１千２百万円（前年同期比57.5％減）、営業利益は１億９千１百万円

（前年同期比56.9％減）となりました。 

 

（販売受託事業） 

 前第１四半期 
連結累計期間 

当第１四半期 
連結累計期間 

前年同期比 
増減 

百万円 百万円 百万円 ％ 

営業収益 1,122 469 △653 （△58.2） 

営業利益又は営業損失（△） 337 △121 △458 （－） 

販売受託事業におきましては、引渡戸数の減少により、手数料収入が減少いたしました。 

この結果、営業収益は４億６千９百万円（前年同期比58.2％減）、営業損失は１億２千１百万円

（前年同期は営業利益３億３千７百万円）となりました。 

なお、当第１四半期連結累計期間において「オーシャンレジデンス辻堂海浜公園」（神奈川県藤

沢市）、「Brilliaレジデンス六甲アイランド」（神戸市東灘区）等の引渡しを行いました。 

 

（賃貸事業） 

 前第１四半期 
連結累計期間 

当第１四半期 
連結累計期間 

前年同期比 
増減 

百万円 百万円 百万円 ％ 

営業収益 2,872 2,956 83 （2.9） 

営業利益 478 418 △59 （△12.4） 

賃貸事業におきましては、管理戸数が増加したこと等により、営業収益は29億５千６百万円（前

年同期比2.9％増）となったものの、管理体制強化に伴う人員増強コストの増加等により、営業利益

は４億１千８百万円（前年同期比12.4％減）となりました。 
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(2) 連結財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

当第１四半期連結会計期間末における総資産は505億８千４百万円（前連結会計年度末比1.1％

増）となりました。これは主として、販売用不動産が９億７千８百万円増加したことによるもので

あります。 

 

（負債） 

当第１四半期連結会計期間末における負債は387億８千９百万円（前連結会計年度末比1.4％増）

となりました。これは主として、預り金が11億９百万円増加したことによるものであります。 

 

（純資産） 

当第１四半期連結会計期間末における純資産は117億９千４百万円（前連結会計年度末比0.2％

減）となりました。これは主として、四半期純利益を６千５百万円計上した一方、剰余金の配当に

より１億６千４百万円減少したことによるものであります。 

 

（自己資本比率） 

当第１四半期連結会計期間末における自己資本比率は23.3％（前連結会計年度末比0.3ポイント

減）となりました。 

 

 

(3) 連結業績予想に関する定性的情報 

当社グループの連結財政状態及び連結経営成績等は、主として、仲介事業における決済時期、ア

セットソリューション事業における販売用不動産の売却時期、ファンドからの配当受領時期、資産

評価額の変動及び販売受託事業における物件の引渡時期等により変動する可能性があります。 

なお、業績予想につきましては平成24年２月14日に発表した連結業績予想を変更しておりません。 

 

 

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 

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。 
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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 4,356,961 3,144,036

営業未収入金 639,724 607,945

販売用不動産 19,393,531 20,371,821

未成業務支出金 978,439 1,244,490

株主に対する短期貸付金 598,821 564,061

その他 1,715,422 2,220,559

貸倒引当金 △16,867 △22,860

流動資産合計 27,666,033 28,130,055

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 8,233,614 8,227,989

土地 7,555,839 7,569,600

その他（純額） 102,457 94,954

有形固定資産合計 15,891,911 15,892,544

無形固定資産 264,540 252,068

投資その他の資産   

投資有価証券 3,791,077 3,916,724

敷金及び保証金 1,773,911 1,774,585

その他 667,906 618,373

投資その他の資産合計 6,232,895 6,309,683

固定資産合計 22,389,347 22,454,295

資産合計 50,055,380 50,584,350
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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   

営業未払金 566,009 630,974

短期借入金 11,356,000 4,224,000

未払法人税等 126,873 298,511

賞与引当金 85,239 340,958

役員賞与引当金 63,850 15,551

前受金 955,421 1,093,170

受託預り金 3,527,933 2,626,041

預り金 1,708,336 2,817,552

その他 1,004,616 928,483

流動負債合計 19,394,281 12,975,243

固定負債   

社債 － 900,000

長期借入金 12,145,500 18,299,500

退職給付引当金 1,487,817 1,498,889

役員退職慰労引当金 109,360 98,968

長期預り敷金保証金 5,100,407 5,017,265

固定負債合計 18,843,084 25,814,623

負債合計 38,237,366 38,789,866

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,108,506 3,108,506

資本剰余金 6,415,055 6,415,055

利益剰余金 2,306,991 2,207,738

自己株式 △60 △60

株主資本合計 11,830,493 11,731,240

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △12,479 63,244

その他の包括利益累計額合計 △12,479 63,244

純資産合計 11,818,013 11,794,484

負債純資産合計 50,055,380 50,584,350
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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 6,504,476 4,926,908

営業原価 5,153,074 4,269,268

営業総利益 1,351,402 657,639

販売費及び一般管理費 454,661 405,066

営業利益 896,740 252,573

営業外収益   

受取利息 4,484 1,682

受取配当金 4,191 15,771

その他 7,209 7,861

営業外収益合計 15,885 25,314

営業外費用   

支払利息 103,121 90,275

支払手数料 － 35,097

その他 2 16,080

営業外費用合計 103,124 141,454

経常利益 809,502 136,434

特別利益   

投資有価証券売却益 － 35,431

貸倒引当金戻入額 6 －

特別利益合計 6 35,431

特別損失   

固定資産除却損 2,213 －

減損損失 1,298 －

災害による損失 70,460 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 25,402 －

特別損失合計 99,374 －

税金等調整前四半期純利益 710,135 171,865

法人税、住民税及び事業税 51,998 378,507

法人税等調整額 △14,182 △271,742

法人税等合計 37,816 106,765

少数株主損益調整前四半期純利益 672,318 65,100

四半期純利益 672,318 65,100
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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 672,318 65,100

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △9,025 75,723

その他の包括利益合計 △9,025 75,723

四半期包括利益 663,292 140,824

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 663,292 140,824

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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(3) 継続企業の前提に関する注記 

 該当事項はありません。 

 

(4) セグメント情報等 

【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） 

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 

 

 
仲介事業 
(千円) 

アセットソ
リューショ
ン事業 
(千円) 

販売受託
事業 
(千円) 

賃貸事業
(千円) 

計 
(千円) 

調整額 
(千円) 
(注)１ 

四半期連結
損益計算書
計上額 
(千円) 
(注)２ 

営業収益   

  外部顧客への営
業収益 

596,297 1,913,655 1,122,202 2,872,320 6,504,476 － 6,504,476

  セグメント間の
内部営業収益又
は振替高 

46,143 － 5,721 13,355 65,220 △65,220 －

計 642,441 1,913,655 1,127,923 2,885,676 6,569,697 △65,220 6,504,476

セグメント利益 
又は損失（△） 

△38,979 443,718 337,135 478,011 1,219,886 △323,145 896,740

(注) １ セグメント利益又は損失（△）の調整額△323,145千円は、各報告セグメントに配分しない全社費用で

あります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

２ セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

 

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） 

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 

 

 
仲介事業 
(千円) 

アセットソ
リューショ
ン事業 
(千円) 

販売受託
事業 
(千円) 

賃貸事業
(千円) 

計 
(千円) 

調整額 
(千円) 
(注)１ 

四半期連結
損益計算書
計上額 
(千円) 
(注)２ 

営業収益   

  外部顧客への営
業収益 

688,586 812,935 469,194 2,956,192 4,926,908 － 4,926,908

  セグメント間の
内部営業収益又
は振替高 

58,786 － 1,666 11,110 71,563 △71,563 －

計 747,372 812,935 470,861 2,967,302 4,998,472 △71,563 4,926,908

セグメント利益 
又は損失（△） 

28,692 191,048 △121,285 418,535 516,991 △264,417 252,573

(注) １ セグメント利益又は損失（△）の調整額△264,417千円は、各報告セグメントに配分しない全社費用で

あります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

２ セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

 

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 該当事項はありません。 
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４．補足情報 

(1)営業の状況 

販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 

① 仲介事業 

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) 区分 

件数 
（件） 

取扱高 
（千円） 

営業収益 
（千円） 

件数 
（件）

取扱高 
（千円） 

営業収益 
（千円） 

前年同期比
（％） 

首都圏 170 10,054,042 448,125 187 12,544,551 494,230 10.3

その他 33 4,647,475 100,866 30 4,557,418 117,786 16.8

 売買仲介計 203 14,701,517 548,991 217 17,101,969 612,017 11.5

賃貸仲介計 19 － 9,000 16 － 5,820 △35.3

仲介手数料計 222 － 557,992 233 － 617,837 10.7

その他 － － 38,304 － － 70,748 84.7

合計 － － 596,297 － － 688,586 15.5

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

② アセットソリューション事業 

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) 区分 

営業収益(千円) 営業収益(千円) 

前年同期比
(％) 

販売用不動産売上高 1,357,270 318,044 △76.6

その他 556,385 494,891 △11.1

合計 1,913,655 812,935 △57.5

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
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 ③ 販売受託事業 

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) 区分 

戸数 
（戸） 

取扱高 
（千円） 

営業収益 
（千円） 

戸数 
（戸） 

取扱高 
（千円） 

営業収益 
（千円） 

前年同期比
（％） 

 首都圏 435 23,139,389 763,501 179 7,305,332 231,486 △69.7

 その他 262 9,158,474 299,349 219 6,711,076 202,640 △32.3

仲介手数料計 697 32,297,864 1,062,850 398 14,016,409 434,127 △59.2

その他 － － 59,351 － － 35,067 △40.9

合計 － － 1,122,202 － － 469,194 △58.2

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

 ④ 賃貸事業 

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) 区分 

管理戸数(戸)または 
管理面積(㎡) 

営業収益 
(千円) 

管理戸数(戸)または 
管理面積(㎡) 

営業収益 
(千円) 

前年同期比
(％) 

住宅 48,166戸 住宅 51,732戸 
管理 

オフィス等 96,347㎡
1,593,288

オフィス等 97,137㎡ 
1,716,185 7.7

住宅 889戸 住宅 876戸 
賃貸 

オフィス等 25,940㎡
690,324

オフィス等 28,964㎡ 
688,160 △0.3

清掃 オフィス等 676,153㎡ 429,492 オフィス等 735,763㎡ 429,505 0.0

その他 － 159,216 － 122,340 △23.2

合計 － 2,872,320 － 2,956,192 2.9

(注) １ 管理戸数または管理面積は、期末時点の戸数または面積を記載しております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
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