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1.  平成25年3月期第1四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年6月30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 ％

25年3月期第1四半期 12,133 3.1 1,715 △3.7 1,736 △3.1 1,050 1.0
24年3月期第1四半期 11,771 △16.0 1,781 11.6 1,791 13.2 1,040 9.8

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 1,718百万円 （46.4％） 24年3月期第1四半期 1,174百万円 （5.6％）

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

25年3月期第1四半期 36.72 ―
24年3月期第1四半期 36.37 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第1四半期 95,454 68,283 71.5
24年3月期 118,988 68,281 57.4
（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  68,283百万円 24年3月期  68,281百万円

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

24年3月期 ― 40.00 ― 60.00 100.00
25年3月期 ―
25年3月期（予想） 40.00 ― 60.00 100.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期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) 28,500 8.0 6,000 15.0 6,000 15.2 3,500 15.2 122.38
通期 62,500 7.6 14,500 13.6 14,500 14.0 8,700 23.5 304.20



(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 

(注) 第１四半期より減価償却方法の変更を行っており、「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」に該当しております。詳細
は、【添付資料】４ページ「２．サマリー情報(注記事項)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、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。 
 その他業績予想に関する事項については、四半期決算短信【添付資料】４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」をご覧ください。 

※  注記事項

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   ：  有
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
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） 25年3月期1Q 28,600,000 株 24年3月期 28,600,000 株
② 期末自己株式数 25年3月期1Q 180 株 24年3月期 180 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 28,599,820 株 24年3月期1Q 28,599,820 株
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国内景気につきましては、復興需要の増加や政策効果などを背景に持ち直しの動きも見られました

が、欧州債務問題の広がりによる株安・円高等、海外景気に起因する先行きリスクが高まる中、当第１

四半期連結累計期間における当社グループの営業収益は12,133百万円(前年同期比3.1％増)、営業利益

は1,715百万円(同3.7％減)、経常利益は1,736百万円(同3.1％減)、四半期純利益は1,050百万円(同

1.0％増)を計上いたしました。 

  

(単位：百万円) 

 
  

セグメントの業績を示すと次のとおりであります。 

  

〔仲介業務〕 

当不動産流通業界における中古住宅等の取引は、金利面・税制面等での良好な住宅購入環境を背景と

したエンドユーザーの購買意欲の改善により、成約件数につきましては震災等による前期の減少分を上

回る増加を示すなど、回復の兆しが見られました。一方、平均取扱価格につきましては、小幅な下落と

なりました。 

 このような業界環境のもと、当社仲介業務におきましては、主力のリテール部門において、震災の影

響が大きかった首都圏の復調もあり、取扱件数は8,657件(前年同期比8.3％増)と、第１四半期としては

３年連続で過去 高を更新いたしましたが、平均取扱価格が下落した結果、取扱高は215,158百万円(同

6.3％増)、営業収益は10,651百万円(同4.1％増)、営業利益は2,319百万円(同1.1％増)の計上となりま

した。 

 なお、当第１四半期連結累計期間において、首都圏に「仙川」を新規出店し、当期末現在の直営ネッ

トワークは、首都圏143店舗、関西圏71店舗、その他地方圏33店舗の計247店舗となりました。 

  

(単位：百万円) 

 
  

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

前第１四半期連結累計期間
(自  平成23年４月１日 
至  平成23年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自  平成24年４月１日 
至  平成24年６月30日)

前年同期比

増減 増減率

営業収益 11,771 12,133 ＋361 ＋3.1％

営業利益 1,781 1,715 △66 △3.7％

経常利益 1,791 1,736 △55 △3.1％

四半期純利益 1,040 1,050 ＋10 ＋1.0％

前第１四半期連結累計期間
(自  平成23年４月１日 
至  平成23年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自  平成24年４月１日 
至  平成24年６月30日)

前年同期比

増減 増減率

取扱件数(件) 7,991 8,657 ＋666 ＋8.3％

取扱高 202,458 215,158 ＋12,700 ＋6.3％

営業収益 10,236 10,651 ＋414 ＋4.1％

営業利益 2,294 2,319 ＋24 ＋1.1％
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〔受託販売業務〕 

受託販売業務におきましては、新築マンションの供給戸数が前期の反動で大手中心に増加を示すとと

もに、契約率も概ね順調に推移しておりますが、当社においては関西圏における大型物件の引渡しが前

期に比べ大きく減少したため、取扱件数は383件(前年同期比47.3％減)、取扱高は16,085百万円(同

43.5％減)、営業収益は527百万円(同33.7％減)、営業利益は59百万円(同45.5％減)の計上となりまし

た。 

  

(単位：百万円) 

 
  

〔賃貸業務〕 

賃貸業務におきましては、東京都心部のオフィスビル市場において、既存ビルの平均賃料が足下では

小幅な改善を示しているものの、空室率は高止まりが続く中、営業収益は455百万円(前年同期比7.1％

減)、営業利益は217百万円(同12.5％減)の計上となりました。 

  

(単位：百万円) 

 
  

〔不動産販売業務〕 

不動産販売業務におきましては、国内連結子会社において行っている宅地分譲の販売が進み、営業収

益は512百万円(前年同期比124.7％増)と前年を上回りましたが、16百万円(同11百万円増)の営業損失と

なりました。 

  

(単位：百万円) 

 
  

〔その他〕 

その他、住宅ローンに係る事務代行業務等により、営業収益は117百万円(前年同期比15.9％減)、営

業利益は36百万円(同35.5％減)の計上となりました。 

  

前第１四半期連結累計期間
(自  平成23年４月１日 
至  平成23年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日 
至 平成24年６月30日)

前年同期比

増減 増減率

取扱件数(件) 727 383 △344 △47.3％

取扱高 28,470 16,085 △12,385 △43.5％

営業収益 795 527 △268 △33.7％

営業利益 108 59 △49 △45.5％

前第１四半期連結累計期間
(自  平成23年４月１日 
至  平成23年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自  平成24年４月１日 
至  平成24年６月30日)

前年同期比

増減 増減率

営業収益 490 455 △34 △7.1％

営業利益 248 217 △31 △12.5％

前第１四半期連結累計期間
(自  平成23年４月１日 
至  平成23年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自  平成24年４月１日 
至  平成24年６月30日)

前年同期比

増減 増減率

営業収益 228 512 ＋284 ＋124.7％

営業利益(△損失) △27 △16 ＋11 ―
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当第１四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べて23,534百万円減少し、

95,454百万円となりました。これは、主に現金及び預金の減少により流動資産が減少したことによる

ものであります。 

 負債は、前連結会計年度末に比べて23,536百万円減少し、27,170百万円となりました。これは主

に、預り金の減少により流動負債が減少したことによるものであります。 

 純資産は、利益剰余金が減少したものの、為替換算調整勘定の増加により、前連結会計年度末に比

べて2百万円増加し、68,283百万円となりました。 

 以上の結果、自己資本比率は前連結会計年度末に比べて14.1ポイント上昇し、71.5％となりまし

た。 

  

(単位：百万円) 

 
  

平成25年３月期の連結業績予想につきましては、平成24年５月９日の発表から変更はありません。 

  
  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年４月

１日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更してお

ります。 

これにより、従来の方法に比べて、当第１四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整

前四半期純利益はそれぞれ0百万円増加しております。 

 (2) 連結財政状態に関する定性的情報

資産、負債及び純資産の状況

前連結会計年度末
(平成24年３月31日)

当第１四半期連結会計期間末
(平成24年６月30日)

前期比

増減 増減率

総資産 118,988 95,454 △23,534 △19.8％

負債 50,707 27,170 △23,536 △46.4％

純資産 68,281 68,283 ＋2 ＋0.0％

自己資本比率(％) 57.4 71.5 ＋14.1 ―

 (3) 連結業績予想に関する定性的情報

２．サマリー情報(注記事項)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

 (2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

 (3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）
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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：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 40,368 17,000

営業未収入金 669 424

販売用不動産 4,651 4,797

仕掛販売用不動産 191 －

未成業務支出金 1,032 1,437

その他 4,343 3,722

貸倒引当金 △18 △6

流動資産合計 51,240 27,375

固定資産   

有形固定資産   

建物 20,211 20,231

減価償却累計額 △11,233 △11,347

建物（純額） 8,977 8,883

土地 45,370 45,370

その他 1,825 1,830

減価償却累計額 △1,511 △1,531

その他（純額） 314 299

有形固定資産合計 54,662 54,553

無形固定資産 619 586

投資その他の資産   

破産更生債権等 10,878 10,840

その他 6,807 7,318

貸倒引当金 △5,220 △5,220

投資その他の資産合計 12,466 12,938

固定資産合計 67,748 68,078

資産合計 118,988 95,454
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

営業未払金 142 113

短期借入金 12,000 12,000

未払法人税等 3,152 366

賞与引当金 1,953 599

預り金 26,488 7,415

その他 2,513 2,275

流動負債合計 46,250 22,770

固定負債   

退職給付引当金 3,131 3,228

役員退職慰労引当金 186 191

その他 1,139 980

固定負債合計 4,457 4,400

負債合計 50,707 27,170

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,970 2,970

資本剰余金 3,543 3,543

利益剰余金 70,062 69,396

自己株式 △1 △1

株主資本合計 76,574 75,908

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △11 △16

繰延ヘッジ損益 △21 △75

為替換算調整勘定 △8,259 △7,533

その他の包括利益累計額合計 △8,292 △7,624

純資産合計 68,281 68,283

負債純資産合計 118,988 95,454
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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：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

営業収益 11,771 12,133

営業原価 8,921 9,319

売上総利益 2,850 2,814

販売費及び一般管理費   

給料及び賞与 325 353

賞与引当金繰入額 0 0

退職給付費用 9 19

役員退職慰労引当金繰入額 11 5

その他 722 719

販売費及び一般管理費合計 1,068 1,099

営業利益 1,781 1,715

営業外収益   

受取利息 10 9

為替差益 7 18

貸倒引当金戻入額 20 13

その他 9 10

営業外収益合計 48 51

営業外費用   

支払利息 33 25

その他 5 4

営業外費用合計 38 30

経常利益 1,791 1,736

特別利益   

固定資産売却益 0 －

特別利益合計 0 －

特別損失   

固定資産除却損 0 0

特別損失合計 0 0

税金等調整前四半期純利益 1,791 1,735

法人税、住民税及び事業税 60 323

法人税等調整額 691 362

法人税等合計 751 685

四半期純利益 1,040 1,050
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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：百万円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

四半期純利益 1,040 1,050

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 2 △4

繰延ヘッジ損益 211 △54

為替換算調整勘定 △79 726

その他の包括利益合計 133 668

四半期包括利益 1,174 1,718

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,174 1,718
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該当事項はありません。 

  

Ⅰ  前第１四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年６月30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 

(単位：百万円) 

 
(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、住宅ローンに係る事務代行業務等

を含んでおります。 

２．セグメント利益の調整額△899百万円には、セグメント間取引消去△118百万円及び各報告セグメントに配分

していない全社費用△781百万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

管理費であります。 

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４月１日  至  平成24年６月30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 

(単位：百万円) 

 
(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、住宅ローンに係る事務代行業務等

を含んでおります。 

２．セグメント利益の調整額△901百万円には、セグメント間取引消去△130百万円及び各報告セグメントに配分

していない全社費用△770百万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

管理費であります。 

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行っております。 

 (3) 継続企業の前提に関する注記

 (4) セグメント情報

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)

仲介 受託販売 賃貸
不動産
販売

計

営業収益

外部顧客への営業収益 10,220 748 434 228 11,631 139 11,771 ─ 11,771

セグメント間の内部営業
収益又は振替高

15 47 55 ─ 118 ─ 118 △118 ─

計 10,236 795 490 228 11,749 139 11,889 △118 11,771

セグメント利益 
又は損失(△)

2,294 108 248 △27 2,624 56 2,680 △899 1,781

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)

仲介 受託販売 賃貸
不動産
販売

計

営業収益

外部顧客への営業収益 10,633 471 398 512 12,016 117 12,133 ― 12,133

セグメント間の内部営業
収益又は振替高

17 55 57 ― 130 0 130 △130 ―

計 10,651 527 455 512 12,146 117 12,263 △130 12,133

セグメント利益 
又は損失(△)

2,319 59 217 △16 2,580 36 2,616 △901 1,715
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該当事項はありません。 

  

① 取扱件数 

                                            (単位：件) 

 
  

② 取扱高 

                                          (単位：百万円) 

 
  

③ 営業収益 

                                          (単位：百万円) 

 
    (注) 営業収益には、セグメント間の内部営業収益又は振替高を含めております。 

 (5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

４．補足情報

仲介業務の概要

区分
前第１四半期連結累計期間
(自  平成23年４月１日
 至  平成23年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自  平成24年４月１日
至  平成24年６月30日)

前年同期比

首都圏 3,501 3,938 ＋12.5％

関西圏 2,965 3,122 ＋5.3％

その他 1,525 1,597 ＋4.7％

  合計 7,991 8,657 ＋8.3％

区分
前第１四半期連結累計期間
(自  平成23年４月１日
 至  平成23年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自  平成24年４月１日
至  平成24年６月30日)

前年同期比

首都圏 112,168 120,138 ＋7.1％

関西圏 60,393 64,381 ＋6.6％

その他 29,896 30,638 ＋2.5％

  合計 202,458 215,158 ＋6.3％

区分
前第１四半期連結累計期間
(自  平成23年４月１日 
 至  平成23年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自  平成24年４月１日
至  平成24年６月30日)

前年同期比

首都圏 5,737 6,041 ＋5.3％

関西圏 2,960 3,066 ＋3.6％

その他 1,538 1,542 ＋0.3％

  合計 10,236 10,651 ＋4.1％
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