
 

 
 
 
 

 
 
 
   

 

 

 
   

 
  

    

 
 
  

  
    

 
   

  
    

 
 (％表示は、対前期増減率) 
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(百万円未満切捨て)

１．平成25年３月期第２四半期の連結業績（平成24年４月１日～平成24年９月30日）

（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２四半期 27,899 11.2 1,826 147.1 1,871 137.5 1,087 162.5

24年３月期第２四半期 25,085 △5.4 739 △76.2 787 △74.9 414 △78.6

(注) 包括利益 25年３月期第２四半期 1,135百万円( 141.8％) 24年３月期第２四半期 469百万円(△75.9％)

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２四半期 22.66 ―
24年３月期第２四半期 8.63 ―

（２）連結財政状態

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

25年３月期第２四半期 53,077 27,112 51.1 564.86

24年３月期 58,357 26,937 46.2 561.20

(参考) 自己資本 25年３月期第２四半期 27,112百万円 24年３月期 26,937百万円

２．配当の状況

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 ― 0.00 ― 20.00 20.00

25年３月期 ― 0.00

25年３月期(予想) ― 20.00 20.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

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）

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

通期 59,000 8.9 5,550 19.6 5,500 17.5 3,190 33.5 66.46

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



  

 

 

   

   

   

 
  

  

   

 
  

  

     

 

 
  

 

 
  

※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 ―社（社名） 、除外 ―社（社名）

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 有

（注）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（２）四半期連結財務諸表の作成に
特有の会計処理の適用」をご覧ください。

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

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

（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）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 25年３月期２Ｑ 48,000,000株 24年３月期 48,000,000株

② 期末自己株式数 25年３月期２Ｑ 1,100株 24年３月期 1,082株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期２Ｑ 47,998,900株 24年３月期２Ｑ 47,998,918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、四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続きを実施中です。

※ 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、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３ページ「連結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２四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、復興需要等を背景に回復の動きが見られたもの

の、欧州債務問題による海外景気の減速や長引く円高への懸念などから、景気の先行きについては不透明
な状況が継続いたしました。 
 不動産流通業界におきましては、リテール市場において、中古住宅等の取引件数が前年同期を上回るな
ど堅調に推移するとともに、ホールセール市場においても、４年半ぶりに新たなリートが上場するなど回
復の兆しが見られました。 
 このような状況下において、当社グル－プは、主力の売買仲介業において、取引件数・平均取扱金額と
もに前年同期を上回ったことなどから、営業収益は27,899百万円（前年同期比11.2％増）、営業利益は
1,826百万円（前年同期比147.1％増）、経常利益1,871百万円（前年同期比137.5％増）、四半期純利益
1,087百万円（前年同期比162.5％増）となりました。  

  

（セグメント別実績） 
  
セグメントの業績は次のとおりです。なお、セグメント間の内部取引高を含んでおります。 
  

 

 
  

（仲介） 
仲介業では、リテール部門において、各営業店舗による地域深耕を進めるなど、一般個人を対象とした

実需取引の強化に努めてまいりました。また、当第２四半期連結累計期間に「北千住センター」（東京
都）、「横浜元町センター」（神奈川）、「円山センター」（北海道）の３店舗を新規出店いたしまし
た。ホールセール部門においては、不動産投資市場において大型案件への取り組みを強化いたしました。
 これにより、リテール部門においては、平均取扱金額が若干低下したものの、成約件数が増加いたしま
した。またホールセール部門においては、平均取扱金額が上昇し、成約件数も増加いたしました。 
 この結果、仲介業における営業収益は17,124百万円（前年同期比11.6％増）、セグメント利益（営業利
益）は3,495百万円（前年同期比57.1％増）となりました。 
  

（販売受託） 
販売受託業では、前年同期と比較して関西の引渡計上件数が減少したものの、首都圏の引渡計上件数が

増加したことなどから、営業収益は996百万円（前年同期比10.6％増）、セグメント損失（営業損失）は
643百万円（前年同期は730百万円の営業損失）となりました。  
  

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

 第２四半期連結累計期間 （百万円）

当四半期 前四半期 比較 増減率(%)

 営業収益 27,899 25,085 2,814 11.2

 営業利益 1,826 739 1,087 147.1

 経常利益 1,871 787 1,083 137.5

 四半期純利益 1,087 414 673 162.5

営業収益              （百万円） セグメント利益又は損失（△）  （百万円）

当四半期 前四半期 比較
増減率
(%)

当四半期 前四半期 比較
増減率
(%)

仲介 17,124 15,350 1,774 11.6 仲介 3,495 2,225 1,269 57.1

販売受託 996 901 95 10.6 販売受託 △643 △730 87 ―

賃貸 6,520 5,913 606 10.3 賃貸 961 835 126 15.1

不動産販売 3,265 2,928 337 11.5 不動産販売 177 207 △29 △14.4

その他 50 54 △3 △6.7 その他 △347 △3 △343 ―

調整額 △58 △62 3 ― 調整額 △1,816 △1,795 △21 ―

合計 27,899 25,085 2,814 11.2 合計 1,826 739 1,087 147.1
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（賃貸） 

賃貸業では、主力の管理代行・借上ともに、管理戸数が増加したことなどにより、営業収益は6,520百
万円（前年同期比10.3％増）、セグメント利益（営業利益）は961百万円（前年同期比15.1％増）となり
ました。  
  

（不動産販売） 
不動産販売業では、既存案件の売却が進んだことにより、営業収益は3,265百万円（前年同期比11.5％

増）となりましたが、前年同期と比較して、販売差益率が低下したため、セグメント利益（営業利益）は
177百万円（前年同期比14.4％減）となりました。  

  
（その他） 

保険代理業は堅調に推移したものの、エクイティ投資の配当収入が減少するとともに、投資先の資産売
却により、売却損が発生したことなどから営業収益は50百万円（前年同期比6.7％減）、セグメント損失
（営業損失）は347百万円（前年同期は３百万円の営業損失）となりました。  

  

（資産） 
流動資産は、前連結会計年度末に比べて4,970百万円減少し、30,929百万円となりました。これは主と

して、短期貸付金が2,500百万円増加した一方で、現金及び預金が4,878百万円、たな卸資産が851百万
円、立替金が1,841百万円減少したことによるものであります。 
固定資産は、前連結会計年度末に比べて310百万円減少し、22,147百万円となりました。これは主とし

て、無形固定資産が165百万円、敷金及び保証金が109百万円減少したことによるものであります。 
この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて5,280百万円減少し、53,077百万円となりました。 
  

（負債） 
負債は、前連結会計年度末に比べて5,455百万円減少し、25,964百万円となりました。これは主とし

て、受託預り金が3,879百万円、未払法人税等が1,175百万円減少したことによるものであります。 
  

（純資産） 
純資産は、前連結会計年度末に比べて175百万円増加し、27,112百万円となりました。これは主とし

て、配当金を959百万円支払った一方で、四半期純利益を1,087百万円計上したことによるものでありま
す。 

  

平成24年５月８日発表の通期業績予想の変更はありません。 
 なお、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、実際の業績等は今後様々な要因により大きく異なる可能性があります。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

（２）連結財政状態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
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該当事項はありません。 

  

税金費用の計算  

 税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対 

 する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を 

 乗じて計算しております。 

  

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 

 当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、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。 

  これによる当第２四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。   

  

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
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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２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 11,597 6,719

受取手形及び売掛金 163 125

有価証券 － 34

販売用不動産 7,033 5,640

仕掛販売用不動産 412 953

短期貸付金 10,505 13,006

その他 6,202 4,466

貸倒引当金 △16 △17

流動資産合計 35,899 30,929

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,221 5,150

土地 5,772 5,771

その他（純額） 293 353

有形固定資産合計 11,287 11,276

無形固定資産 2,579 2,414

投資その他の資産   

その他 8,702 8,566

貸倒引当金 △111 △109

投資その他の資産合計 8,590 8,457

固定資産合計 22,457 22,147

資産合計 58,357 53,077
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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２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 44 36

短期借入金 4,701 4,486

未払法人税等 2,013 838

受託預り金 8,881 5,001

賞与引当金 1,741 1,782

役員賞与引当金 42 27

その他 8,958 8,981

流動負債合計 26,383 21,153

固定負債   

長期借入金 18 10

退職給付引当金 2,515 2,566

その他 2,503 2,234

固定負債合計 5,036 4,810

負債合計 31,420 25,964

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,396 1,396

資本剰余金 944 944

利益剰余金 24,159 24,287

自己株式 △1 △1

株主資本合計 26,498 26,626

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 438 485

その他の包括利益累計額合計 438 485

純資産合計 26,937 27,112

負債純資産合計 58,357 53,077
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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２四半期連結累計期間 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

営業収益 25,085 27,899

営業原価 22,451 24,117

営業総利益 2,633 3,781

販売費及び一般管理費 1,894 1,955

営業利益 739 1,826

営業外収益   

受取利息 13 14

受取配当金 15 17

保険配当金 15 19

その他 60 24

営業外収益合計 105 76

営業外費用   

支払利息 49 21

その他 7 10

営業外費用合計 57 31

経常利益 787 1,871

税金等調整前四半期純利益 787 1,871

法人税等 373 783

少数株主損益調整前四半期純利益 414 1,087

四半期純利益 414 1,087
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 四半期連結包括利益計算書 
 第２四半期連結累計期間 

(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 414 1,087

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 55 47

その他の包括利益合計 55 47

四半期包括利益 469 1,135

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 469 1,135

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 787 1,871

減価償却費 597 620

賞与引当金の増減額（△は減少） 85 40

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △21 △14

退職給付引当金の増減額（△は減少） 94 50

貸倒引当金の増減額（△は減少） △47 △1

投資有価証券評価損益（△は益） 35 380

受取利息及び受取配当金 △29 △32

支払利息 49 21

たな卸資産の増減額（△は増加） △361 851

立替金の増減額（△は増加） 1,764 1,841

未払金の増減額（△は減少） △1,286 △2

前受金の増減額（△は減少） 735 509

受託預り金の増減額（△は減少） △2,934 △3,879

その他 △297 △658

小計 △828 1,597

利息及び配当金の受取額 28 30

利息の支払額 △49 △20

法人税等の支払額 △1,287 △1,948

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,136 △341

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △747 △305

無形固定資産の取得による支出 △119 △189

投資有価証券の取得による支出 － △24

投資有価証券の出資による支出 △100 △342

その他 9 9

投資活動によるキャッシュ・フロー △957 △854

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △245 △215

長期借入金の返済による支出 △8 △8

配当金の支払額 △959 △959

その他 － △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,212 △1,182

現金及び現金同等物に係る換算差額 － －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △4,307 △2,378

現金及び現金同等物の期首残高 20,579 22,093

現金及び現金同等物の四半期末残高 16,272 19,715
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当第２四半期連結累計期間(自 平成24年４月１日 至 平成24年９月30日) 

 該当事項はありません。 

  

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間(自 平成23年４月１日 至 平成23年９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、エクイティ投資や、保険代理業

務、不動産鑑定業務等を含んでおります。 

  ２ セグメント利益又は損失（△）の調整額△1,795万円には、セグメント間取引消去△９百万円、各報告セ

グメントに配分しない全社費用△1,785百万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２四半期連結累計期間(自 平成24年４月１日 至 平成24年９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、エクイティ投資や、保険代理業

務、不動産鑑定業務等を含んでおります。 

  ２ セグメント利益又は損失（△）の調整額△1,816万円には、セグメント間取引消去３百万円、各報告セグ

メントに配分しない全社費用△1,820百万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。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

【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

販売 
受託

賃貸
不動産
販売

計

営業収益

 外部顧客への営業収益 15,318 872 5,912 2,928 25,031 54 25,085 ― 25,085

 セグメント間の内部 
 営業収益又は振替高

31 29 0 ― 62 ― 62 △62 ―

計 15,350 901 5,913 2,928 25,093 54 25,147 △62 25,085

セグメント利益 
又は損失（△）

2,225 △730 835 207 2,538 △3 2,534 △1,795 739

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

販売 
受託

賃貸
不動産
販売

計

営業収益

 外部顧客への営業収益 17,101 963 6,518 3,265 27,849 50 27,899 ― 27,899

 セグメント間の内部 
 営業収益又は振替高

23 33 1 ― 58 ― 58 △58 ―

計 17,124 996 6,520 3,265 27,907 50 27,958 △58 27,899

セグメント利益 
又は損失（△）

3,495 △643 961 177 3,991 △347 3,643 △1,816 1,826
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当第２四半期連結累計期間(自 平成24年４月１日 至 平成24年９月30日) 

 該当事項はありません。  

  

 営業収益の状況 

当第２四半期連結累計期間における営業実績をセグメントごとに示すと次のとおりであります。なお、

各セグメントの営業収益には、セグメント間の内部取引高を含めております。 

（仲介） 

 
(注) 上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

  

（販売受託） 

 
(注) 上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

（６）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

区分

当第２半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日 至 平成24年９月30日）

売買仲介 賃貸仲介 合計

前年
同期比
(％)

仲介 顧客
紹介料等 
(百万円)

収益
(百万円)

件数
(件)

収益 
(百万円)

収益 
(百万円)

件数(件)
取扱高 
(百万円)

手数料
(百万円)

首都圏 5,883 304,109 13,295 382 13,677 5,247 958 14,635 12.4

関西圏 1,364 35,561 1,634 43 1,677 312 87 1,765 5.3

その他 625 12,396 684 23 707 73 15 723 10.4

合計 7,872 352,067 15,614 448 16,062 5,632 1,061 17,124 11.6

区分

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日 至 平成24年９月30日）

販売受託

事務手数料等
（百万円）

収益 
(百万円)

前年同期比
(％)

件数(件)
取扱高
(百万円)

手数料
(百万円)

首都圏 444 21,265 644 159 803 17.3

関西圏 25 874 30 162 193 △10.8

合計 469 22,139 675 321 996 10.6
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（賃貸） 

 
(注) 上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

  

（不動産販売） 

 
(注) 上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

区分

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日 至 平成24年９月30日）

管理戸数(戸) 管理面積(㎡) 収益(百万円) 前年同期比(％)

賃貸(社有)

住宅 480 ― 476 △4.1

オフィス等 ― 8,721.68 185 △1.9

小計 480 8,721.68 662 △3.5

転貸(借上)

住宅 6,553 ― 4,196 14.6

オフィス等 ― 3,180.22 89 △3.2

小計 6,553 3,180.22 4,285 14.2

管理代行 74,868 ― 1,512 6.3

その他 ― ― 60 16.1

合計 ― ― 6,520 10.3

区分

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日 至 平成24年９月30日）

販売戸数(戸・区画) 収益(百万円) 前年同期比(％)

土地 37 756 △30.0

マンション 58 2,020 20.9

戸建 1 12 △93.1

ビル 4 477 ―

合計 100 3,265 11.5
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