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1.  平成25年3月期第3四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年12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 ％

25年3月期第3四半期 38,943 △1.0 6,872 △11.4 6,860 △11.2 4,157 △1.7
24年3月期第3四半期 39,343 △6.4 7,754 9.0 7,727 9.2 4,229 2.5

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 4,126百万円 （19.4％） 24年3月期第3四半期 3,455百万円 （13.4％）

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

25年3月期第3四半期 145.36 ―
24年3月期第3四半期 147.88 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第3四半期 99,903 69,547 69.6
24年3月期 118,988 68,281 57.4
（参考） 自己資本   25年3月期第3四半期  69,547百万円 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 ― 40.00 ―
25年3月期（予想） 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、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   

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 60,000 3.3 13,000 1.9 13,000 2.2 7,900 12.1 276.22



(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3Q 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3Q 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3Q 28,599,820 株 24年3月期3Q 28,599,820 株
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国内景気につきましては、復興需要による住宅投資の増加も見られ、個人消費もこのところ底堅く推

移しておりますが、海外経済の減速による輸出・生産の減少の影響は大きく、総じて弱い動きとなりま

した。一方で、新政権による景気対策の方針が好感され株式市況が持ち直すなど、景気回復への期待は

次第に高まりつつあります。 

 このような状況の中、当第３四半期連結累計期間における当社グループの営業収益は38,943百万円

(前年同期比1.0％減)、営業利益は6,872百万円(同11.4％減)、経常利益は6,860百万円(同11.2％減)、

四半期純利益は4,157百万円(同1.7％減)となりました。 

  

(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・税制面での良好な住宅購入環境を背景とし

て、また、値ごろ感や物件数が多く立地が自由に選べるなど、中古住宅の魅力が一般消費者に浸透する

中、成約件数につきましては、概ね堅調な増加を示しました。一方、平均取扱価格につきましては、底

這いに近い状態が続いております。当社仲介業務におきましても、取扱件数が24,581件(前年同期比

6.9％増)となり、第３四半期としては過去 高を更新いたしましたが、リテール部門における高額物件

の伸び悩みに加え、ホールセール部門の大型案件の減少により平均取扱価格が大きく下落したため、取

扱高は628,810百万円(同4.5％減)と減少いたしました。営業収益は手数料率の改善により33,280百万円

(同1.1％増)と増収を確保したものの、利益率の高いホールセール部門の減収の影響は大きく、営業利

益は8,290百万円(同8.3％減)の計上となりました。 

 なお、当第３四半期連結累計期間において、首都圏に「仙川」、関西圏に「西神中央」、北海道に

「札幌白石」の３店舗を新規出店し、当期末現在の直営ネットワークは、首都圏143店舗、関西圏72店

舗、その他地方圏34店舗の計249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３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日 
至 平成23年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日 
至 平成24年12月31日)

前年同期比

増減 増減率

営業収益 39,343 38,943 △400 △1.0％

営業利益 7,754 6,872 △882 △11.4％

経常利益 7,727 6,860 △867 △11.2％

四半期純利益 4,229 4,157 △72 △1.7％

前第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日 
至 平成23年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日 
至 平成24年12月31日)

前年同期比

増減 増減率

取扱件数(件) 23,000 24,581 ＋1,581 ＋6.9％

取扱高 658,509 628,810 △29,699 △4.5％

営業収益 32,928 33,280 ＋352 ＋1.1％

営業利益 9,036 8,290 △746 △8.3％
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〔受託販売業務〕 

受託販売業務におきましては、首都圏における新築マンションの供給が秋口以降低調となる中、当社

首都圏においては引渡件数・営業収益ともに増加いたしました。一方、関西圏・地方圏における大型物

件の引渡しが前期に比べて大きく減少した為、取扱件数は1,595件(前年同期比26.1％減)、取扱高は

70,918百万円(同14.3％減)、営業収益は2,126百万円(同14.9％減)となりましたが、取扱物件の多い首

都圏での効率的な人員配置により利益率が向上し、営業利益は385百万円(同20.3％増)を計上いたしま

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、既存ビルの空室率は小幅な改善

を示しておりますが、平均賃料が弱含みで推移する中、営業収益は1,452百万円(前年同期比1.5％減)、

営業利益は720百万円(同4.0％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、国内連結子会社で行なっている宅地分譲において、景気の不透明感

が増し、買い手が慎重な姿勢を強める中、営業収益は2,059百万円(前年同期比13.2％減)、69百万円(同

127百万円減)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382百万円(前年同期比7.2％減)、営業

利益は138百万円(同13.5％減)の計上となりました。 

前第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日 
至 平成23年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日 
至 平成24年12月31日)

前年同期比

増減 増減率

取扱件数(件) 2,158 1,595 △563 △26.1％

取扱高 82,792 70,918 △11,873 △14.3％

営業収益 2,499 2,126 △372 △14.9％

営業利益 320 385 ＋64 ＋20.3％

前第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日 
至 平成23年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日 
至 平成24年12月31日)

前年同期比

増減 増減率

営業収益 1,473 1,452 △21 △1.5％

営業利益 750 720 △30 △4.0％

前第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日 
至 平成23年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日 
至 平成24年12月31日)

前年同期比

増減 増減率

営業収益 2,374 2,059 △314 △13.2％

営業利益(△損失) 57 △69 △127 ―
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当第３四半期連結会計期間における総資産は、前連結会計年度末に比べて19,085百万円減少し、

99,903百万円となりました。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20,351百万円減少し、30,356百万円となりました。これは主

に、預り金及び未払法人税等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、利益剰余金の増加等により、前連結会計年度末に比べて1,266百万円増加し、69,547百

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12.2ポイント上昇し、69.6％となりまし

た。 

  

(単位：百万円) 

 
  

当第３四半期の業績は堅調な足取りで推移しており、平成24年11月２日の決算発表時の業績予想を修

正いたしません。 

  
  

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、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３四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1百万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３四半期連結会計期間末
(平成24年12月31日)

前期比

増減 増減率

総資産 118,988 99,903 △19,085 △16.0％

負債 50,707 30,356 △20,351 △40.1％

純資産 68,281 69,547 ＋1,266 ＋1.9％

自己資本比率(％) 57.4 69.6 ＋12.2 ―

  (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３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 40,368 20,473

営業未収入金 669 514

販売用不動産 4,651 4,716

仕掛販売用不動産 191 359

未成業務支出金 1,032 1,879

その他 4,343 3,156

貸倒引当金 △18 △8

流動資産合計 51,240 31,090

固定資産   

有形固定資産   

建物 20,211 20,823

減価償却累計額 △11,233 △11,577

建物（純額） 8,977 9,245

土地 45,370 45,506

その他 1,825 1,870

減価償却累計額 △1,511 △1,570

その他（純額） 314 299

有形固定資産合計 54,662 55,051

無形固定資産 619 551

投資その他の資産   

破産更生債権等 10,878 10,757

その他 6,807 7,671

貸倒引当金 △5,220 △5,219

投資その他の資産合計 12,466 13,210

固定資産合計 67,748 68,813

資産合計 118,988 99,903
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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３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

営業未払金 142 82

短期借入金 12,000 11,700

未払法人税等 3,152 179

賞与引当金 1,953 636

預り金 26,488 10,822

その他 2,513 2,292

流動負債合計 46,250 25,713

固定負債   

退職給付引当金 3,131 3,445

役員退職慰労引当金 186 201

その他 1,139 995

固定負債合計 4,457 4,642

負債合計 50,707 30,356

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 71,359

自己株式 △1 △1

株主資本合計 76,574 77,871

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △11 △14

繰延ヘッジ損益 △21 △17

為替換算調整勘定 △8,259 △8,292

その他の包括利益累計額合計 △8,292 △8,324

純資産合計 68,281 69,547

負債純資産合計 118,988 99,903
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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３四半期連結累計期間 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

営業収益 39,343 38,943

営業原価 28,497 28,859

売上総利益 10,846 10,084

販売費及び一般管理費   

給料及び賞与 887 928

賞与引当金繰入額 0 0

退職給付費用 30 58

役員退職慰労引当金繰入額 19 15

その他 2,154 2,209

販売費及び一般管理費合計 3,092 3,212

営業利益 7,754 6,872

営業外収益   

受取利息 32 28

為替差益 11 31

貸倒引当金戻入額 18 10

その他 25 26

営業外収益合計 87 97

営業外費用   

支払利息 100 76

その他 14 32

営業外費用合計 114 109

経常利益 7,727 6,860

特別利益   

固定資産売却益 3 －

特別利益合計 3 －

特別損失   

固定資産除却損 2 1

特別損失合計 2 1

税金等調整前四半期純利益 7,728 6,858

法人税、住民税及び事業税 2,332 2,267

法人税等調整額 1,166 433

法人税等合計 3,498 2,701

四半期純利益 4,229 4,157
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  四半期連結包括利益計算書 
   第３四半期連結累計期間 

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

四半期純利益 4,229 4,157

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 3 △2

繰延ヘッジ損益 124 4

為替換算調整勘定 △902 △32

その他の包括利益合計 △774 △31

四半期包括利益 3,455 4,126

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 3,455 4,126
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該当事項はありません。 

  

Ⅰ  前第３四半期連結累計期間(自  平成23年４月１日  至  平成23年12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 

(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△2,572百万円には、セグメント間取引消去△343百万円及び各報告セグメントに配

分していない全社費用△2,228百万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３四半期連結累計期間(自  平成24年４月１日  至  平成24年12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 

(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．セグメント利益又は損失の調整額△2,593百万円には、セグメント間取引消去△357百万円及び各報告セグメ

ントに配分していない全社費用△2,235百万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。 

  (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 32,882 2,368 1,305 2,374 38,931 411 39,343 ─ 39,343

セグメント間の内部営 
業収益又は振替高

45 130 167 ─ 343 ─ 343 △343 ─

計 32,928 2,499 1,473 2,374 39,275 411 39,687 △343 39,343

セグメント利益 9,036 320 750 57 10,165 160 10,326 △2,572 7,754

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 33,250 1,982 1,270 2,059 38,563 380 38,943 ─ 38,943

セグメント間の内部営 
業収益又は振替高

30 144 181 ─ 356 1 357 △357 ─

計 33,280 2,126 1,452 2,059 38,919 382 39,301 △357 38,943

セグメント利益 
又は損失(△)

8,290 385 720 △69 9,326 138 9,465 △2,593 6,872
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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３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
 至 平成23年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年12月31日)

前年同期比

首都圏 10,367 11,170 ＋7.7％

関西圏 8,283 8,762 ＋5.8％

その他 4,350 4,649 ＋6.9％

  合計 23,000 24,581 ＋6.9％

区分
前第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
 至 平成23年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年12月31日)

前年同期比

首都圏 400,936 353,951 △11.7％

関西圏 172,204 181,407 ＋5.3％

その他 85,368 93,451 ＋9.5％

  合計 658,509 628,810 △4.5％

区分
前第３四半期連結累計期間
(自 平成23年４月１日
 至 平成23年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年12月31日)

前年同期比

首都圏 19,257 18,764 △2.6％

関西圏 8,969 9,413 ＋5.0％

その他 4,701 5,102 ＋8.5％

  合計 32,928 33,280 ＋1.1％
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