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1.  平成24年12月期第3四半期の業績（平成24年1月1日～平成24年9月30日） 

 平成22年12月期第３四半期につきましては、連結財務諸表を作成しているため、平成23年12月期第３四半期の対前年同四半期増減率については記載してお
りません。 

(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12月期第3四半期 7,358 △7.1 811 9.2 742 11.3 681 △7.9
23年12月期第3四半期 7,919 ― 743 ― 667 ― 739 ―

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3四半期 555.06 ―
23年12月期第3四半期 602.42 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年12月期第3四半期 18,084 10,668 59.0
23年12月期 17,266 9,987 57.8
（参考） 自己資本  24年12月期第3四半期  10,668百万円 23年12月期  9,987百万円

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  
(注2)平成24年12月期における配当金の額は未定とさせていただいております。詳細につきましては、２ページ、(3)業績予想に関する定性的情報をご参照くださ
い。 

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 ― 0.00 ― 0.00 0.00
24年12月期 ― 0.00 ―
24年12月期（予想） ― ―

3. 平成24年12月期の業績予想（平成24年 1月 1日～平成24年12月31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 10,320 △2.7 1,147 9.8 1,000 4.9 943 22.1 768.14



(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） 

※  注記事項

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3Q 1,257,630 株 23年12月期 1,257,630 株
② 期末自己株式数 24年12月期3Q 30,000 株 23年12月期 30,000 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年12月期3Q 1,227,630 株 23年12月期3Q 1,227,630 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
財務諸表に対するレビュー手続は終了しておりません。 

※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、その
達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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は、添付資料２ページ「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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当第３四半期累計期間（自 平成24年１月１日 至 平成24年９月30日）におけるわが国経済は、

「東日本大震災」の復興需要等が内需を支え、景気は緩やかながら回復の兆しもありましたが、欧州の

債務問題、海外経済の停滞等をはじめ、依然として続く円高等に加え、全国的な節電意識の高まりや消

費税増税問題等、景気の先行きについては不透明な状況が続いております。一方、当社が属する不動産

業界は、低金利や政府による経済刺激策に下支えされ、一部持ち直しの動きを見せましたが、依然とし

て停滞が続いております。このような厳しい状況のもと、当社は不動産運用サービス事業を中心とした

ストック型ビジネスを主軸に展開いたしました。 

不動産運用サービス事業は、基幹事業であるストレージ事業において、出店・稼動室数の増加による

売上への貢献、出店現場近隣の顧客に対して現場見学会の開催等の地域密着型の営業活動を行うととも

に、使い勝手の向上や現場認知度の向上等を目的として既存現場のメンテナンスを集中的に行いまし

た。また、アセット事業において収益不動産の取得を開始しましたが、前期及び当期に売却した所有不

動産の受取賃料収入の減少により減収となりました。この結果、売上高は6,951百万円となりました。 

一方、不動産再生・流動化サービス事業は、当期中に売却するための区分店舗や事務所を中心とした

販売用不動産の取得を行い、不動産売買を再開いたしました。この結果、売上高は406百万円となりま

した。 

以上の結果、売上高は7,358百万円（前年同四半期比7.1％減）、営業利益は811百万円（前年同四半

期比9.2％増）、経常利益は742百万円（前年同四半期比11.3％増）、四半期純利益は681百万円（前年

同四半期比7.9％減）となりました。 

  

当第３四半期会計期間末における総資産は前事業年度末に比べ818百万円増加し、18,084百万円とな

りました。増減の主な内訳は、販売用不動産の増加766百万円、投資その他の資産の増加620百万円、お

よび有形固定資産の減少480百万円であります。 

また、当第３四半期会計期間末における負債合計は前事業年度末に比べ137百万円増加し、7,415百万

円となりました。増減の主な内訳は、その他の固定負債の増加185百万円、長期借入金の増加350百万

円、1年内返済予定の長期借入金の減少143百万円、工事未払金の減少132百万円、およびその他の流動

負債の減少126百万円であります。 

当第３四半期会計期間末における純資産合計は前事業年度末に比べ681百万円増加し、10,668百万円

となりました。増減の主な内訳は、利益剰余金の増加681百万円であります。これらの結果、自己資本

比率は59.0％となりました。 

平成24年２月13日の「平成23年12月期 決算短信」にて公表いたしました通期の業績予想数値につき

ましては、現在のところ変更はありません。 

また平成24年12月期の期末配当につきましては、今後の経済動向、資金調達環境の不透明感を勘案し

未定とさせていただきます。配当金額が決定次第、速やかに開示いたします。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する定性的情報

（２）財政状態に関する定性的情報

  

（３）業績予想に関する定性的情報
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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。 

  

２．サマリー情報(その他)に関する事項

（１）追加情報
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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12月31日) 

当第３四半期会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,818,770 2,793,940

売掛金 264,647 249,852

完成工事未収入金 32,346 106,900

商品 523,506 477,099

販売用不動産 1,181,733 1,948,722

未成工事支出金 529 241

貯蔵品 3,868 2,075

その他 744,710 718,779

貸倒引当金 △66,421 △77,385

流動資産合計 5,503,689 6,220,226

固定資産   

有形固定資産   

建物 7,559,437 7,037,965

減価償却累計額 △1,265,139 △1,331,305

減損損失累計額 △83,526 △83,526

建物（純額） 6,210,771 5,623,132

土地 2,449,622 2,815,742

その他 2,740,756 2,084,590

減価償却累計額 △823,800 △474,325

減損損失累計額 △48,027 －

その他（純額） 1,868,928 1,610,265

有形固定資産合計 10,529,321 10,049,140

無形固定資産   

その他 151,653 113,645

無形固定資産合計 151,653 113,645

投資その他の資産   

その他 2,371,283 2,991,037

貸倒引当金 △1,289,928 △1,289,142

投資その他の資産合計 1,081,354 1,701,895

固定資産合計 11,762,329 11,864,681

資産合計 17,266,019 18,084,907
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成23年12月31日) 

当第３四半期会計期間 
(平成24年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 203,741 218,019

工事未払金 242,749 110,587

1年内返済予定の長期借入金 929,694 785,766

未払法人税等 23,619 15,781

その他 738,036 611,942

流動負債合計 2,137,842 1,742,097

固定負債   

長期借入金 4,160,276 4,511,117

資産除去債務 192,249 188,803

その他 788,321 973,911

固定負債合計 5,140,847 5,673,832

負債合計 7,278,689 7,415,929

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,568,222 5,568,222

資本剰余金   

資本準備金 5,612,719 5,612,719

資本剰余金合計 5,612,719 5,612,719

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 △937,367 △255,961

利益剰余金合計 △937,367 △255,961

自己株式 △256,584 △256,584

株主資本合計 9,986,989 10,668,396

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 340 581

評価・換算差額等合計 340 581

純資産合計 9,987,329 10,668,977

負債純資産合計 17,266,019 18,084,907
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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23年１月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 7,919,672 7,358,352

売上原価 6,226,458 5,501,635

売上総利益 1,693,214 1,856,716

販売費及び一般管理費 949,985 1,045,062

営業利益 743,229 811,654

営業外収益   

受取利息 3,607 15,761

還付加算金 862 －

受取遅延損害金 4,085 7,379

業務受託料 3,467 －

違約金収入 29,218 6,605

貸倒引当金戻入額 － 4,800

その他 12,204 8,273

営業外収益合計 53,446 42,820

営業外費用   

支払利息 110,864 94,535

その他 18,313 17,078

営業外費用合計 129,178 111,613

経常利益 667,497 742,860

特別利益   

固定資産売却益 150,027 9,760

関係会社株式売却益 － 2,520

貸倒引当金戻入額 8,082 －

その他 1,906 －

特別利益合計 160,016 12,280

特別損失   

固定資産除却損 19,267 34,135

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 64,955 －

災害による損失 49,709 －

その他 59,486 6,079

特別損失合計 193,419 40,214

税引前四半期純利益 634,094 714,926

法人税、住民税及び事業税 6,539 5,158

法人税等調整額 △111,999 28,362

法人税等合計 △105,460 33,520

四半期純利益 739,554 681,406
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該当事項はありません。 

  

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会

が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために定期的に検討を行う対象となっているものであ

ります。 

当社は、「不動産運用サービス事業」及び「不動産再生・流動化サービス事業」の事業を営んでお

ります。「不動産運用サービス事業」は、当社が土地・空室等を借上げ、又は土地、建物等を取得・

保有し運用する事業等であります。また、土地、建物所有者のニーズに合わせて、コンテナ、トラン

クルーム等の設置、及び建築を受注し提供する事業であります。「不動産再生・流動化サービス事

業」は、当社が保有している中古の不動産物件について改修等を行うことで付加価値を加え、運用効

率を上げた後に投資家等に販売する事業等であります。 

  

前第３四半期累計期間(自  平成23年１月１日  至  平成23年９月30日) 

 （単位：千円）

 
(注) １ セグメント利益の調整額△409,762千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。 

     ２ セグメント利益は、四半期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）セグメント情報等

① 報告セグメントの概要

② 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

報告セグメント

調整額
四半期損益計算
書計上額不動産運用 

サービス事業

不動産再生・ 
流動化サービス

事業
計

売上高

  外部顧客への売上高 7,145,873 773,799 7,919,672 ― 7,919,672

セグメント間の内部売上高
又は振替高

― ― ― ― ―

計 7,145,873 773,799 7,919,672 ― 7,919,672

セグメント利益 1,108,379 44,613 1,152,992 △409,762 743,229

エリアリンク株式会社（8914） 平成24年12月期 第３四半期決算短信

7



   
当第３四半期累計期間(自  平成24年１月１日  至  平成24年９月30日) 

 （単位：千円）

 
(注) １ セグメント利益の調整額 △431,684千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。 

     ２ セグメント利益は、四半期損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

報告セグメント

調整額
四半期損益計算
書計上額不動産運用 

サービス事業

不動産再生・ 
流動化サービス

事業
計

売上高

  外部顧客への売上高 6,951,741 406,611 7,358,352 ― 7,358,352

セグメント間の内部売上高
又は振替高

― ― ―     ― ―

計 6,951,741 406,611 7,358,352 ― 7,358,352

セグメント利益 1,192,180 51,158 1,243,338 △431,684 811,654

（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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