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1.  平成26年3月期第1四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25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 ％

26年3月期第1四半期 14,204 17.1 2,408 40.4 2,414 39.0 1,470 40.0
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

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 2,669百万円 （55.3％） 25年3月期第1四半期 1,718百万円 （46.4％）

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

26年3月期第1四半期 51.40 ―
25年3月期第1四半期 36.72 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第1四半期 98,140 74,966 76.4
25年3月期 116,557 74,013 63.5
（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  74,966百万円 25年3月期  74,013百万円

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  ：  有  
 当社は、平成25年10月1日を効力発生日として1株につき2株の割合で株式分割を実施する予定であるため、26年3月期(予想)の期末の1株当たり配当金につ
いては、株式分割を考慮した金額を記載しております。なお、配当金総額に変更はありません。 
株式分割を考慮しない場合の26年3月期(予想)の期末の1株当たり配当金は60円となり、年間の1株当たり配当金は100円となります。 

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

25年3月期 ― 40.00 ― 60.00 100.00
26年3月期 ―
26年3月期（予想） 40.00 ― 30.00 ―

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26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  
 当社は、平成25年10月1日を効力発生日として1株につき2株の割合で株式分割を実施する予定であるため、平成26年3月期の連結業績予想の通期の1株当
たり当期純利益については、株式分割を考慮した金額を記載しております。 

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) 28,300 7.4 5,300 11.5 5,300 11.2 3,200 10.8 111.89
通期 61,800 8.1 13,600 13.4 13,600 13.4 8,300 13.2 145.10



(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
四半期連結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説明」をご
覧ください。  
 なお、１株当たり予想当期純利益算定上の期中平均株式数については、株式分割を考慮して算定しております。 
 
 期末配当予想の修正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 (4) 期末配当予想の修正につい
て」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   ：  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） 26年3月期1Q 28,600,000 株 25年3月期 28,600,000 株
② 期末自己株式数 26年3月期1Q 182 株 25年3月期 180 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 28,599,820 株 25年3月期1Q 28,599,820 株
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国内景気につきましては、円安・株高と政府の経済対策により持ち直しの動きが続く中、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14,204百万円(前年同期比17.1％増)、営業利益は

2,408百万円(同40.4％増)、経常利益は2,414百万円(同39.0％増)、四半期純利益は1,470百万円(同

40.0％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・価格の先高観によるエンドユーザーの買い時

感の高まり等により、成約件数は増加基調で推移しております。平均取扱価格につきましても、株高に

よる資産効果等から高価格帯の取引が増加するなど、改善を示しております。 

 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の取扱件数が引き続

き増加し、ホールセール部門については平均取扱単価が大きく上昇したことから、取扱件数は9,194件

(前年同期比6.2％増)と、第１四半期としては４年連続で過去 高を更新し、取扱高は243,825百万円

(同13.3％増)、営業収益は11,460百万円(同7.6％増)、営業利益は2,772百万円(同19.5％増)を計上いた

しました。 

 なお、当第１四半期連結累計期間における仲介店舗の新規出店はありません。 

  

(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説明

前第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)

当第１四半期連結累計期間
(自  平成25年４月１日 
至  平成25年６月30日)

前年同期比

増減 増減率

営業収益 12,133 14,204 ＋2,071 ＋17.1%

営業利益 1,715 2,408 ＋693 ＋40.4%

経常利益 1,736 2,414 ＋677 ＋39.0%

四半期純利益 1,050 1,470 ＋419 ＋40.0%

前第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)

当第１四半期連結累計期間
(自  平成25年４月１日 
至  平成25年６月30日)

前年同期比

増減 増減率

取扱件数(件) 8,657 9,194 ＋537 ＋6.2%

取扱高 215,158 243,825 ＋28,666 ＋13.3%

営業収益 10,651 11,460 ＋809 ＋7.6%

営業利益 2,319 2,772 ＋452 ＋19.5%
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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・契約率ともに堅調な推移を示す中、当社

においては都心物件の引渡しが増加したことに加え、関西圏においても引渡・計上戸数が倍増した為、

取扱件数は577件(前年同期比50.7％増)、取扱高は23,834百万円(同48.2％増)、営業収益は710百万円

(同34.8％増)、営業利益は178百万円(同202.4％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、既存ビルの平均賃料が弱含みで

推移する中、当社においては稼働率が前期に比べてやや改善した為、営業収益は492百万円(前年同期比

8.1％増)、営業利益は242百万円(同11.4％増)を計上いたしました。 

  

(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、欧州の問題などから買い手の様子見が続いた前期に比べ、年明け以

降の景況感の改善により販売が進んだ為、営業収益は1,532百万円(前年同期比199.1％増)、営業利益は

98百万円(同115百万円増)を計上いたしました。 

  

(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139百万円(前年同期比18.3％増)、営

業利益は64百万円(同75.4％増)を計上いたしました。 

  

前第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)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日 
至 平成25年６月30日)

前年同期比

増減 増減率

取扱件数(件) 383 577 ＋194 ＋50.7%

取扱高 16,085 23,834 ＋7,748 ＋48.2%

営業収益 527 710 ＋183 ＋34.8%

営業利益 59 178 ＋119 ＋202.4%

前第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)

当第１四半期連結累計期間
(自  平成25年４月１日 
至  平成25年６月30日)

前年同期比

増減 増減率

営業収益 455 492 ＋37 ＋8.1%

営業利益 217 242 ＋24 ＋11.4%

前第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)

当第１四半期連結累計期間
(自  平成25年４月１日 
至  平成25年６月30日)

前年同期比

増減 増減率

営業収益 512 1,532 ＋1,020 ＋199.1%

営業利益(△損失) △16 98 ＋115 ―
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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18,417百万円減少し、

98,140百万円となりました。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19,370百万円減少し、23,173百万円となりました。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、前連結会計年度末に比べて953百万円増加し、74,966百万円となりました。これは主

に、配当金の支払いにより利益剰余金が減少したものの、円安の進行により為替換算調整勘定が改善

したことによるものであります。 

 以上の結果、自己資本比率は前連結会計年度末に比べて12.9ポイント上昇し、76.4％となりまし

た。 

  

(単位：百万円) 

 
  

平成26年３月期の連結業績予想につきましては、平成25年５月13日の発表から変更はありません。 

  

(修正の理由) 

当社は、平成25年５月13日開催の取締役会の決議及び平成25年６月26日開催の第39期定時株主総会に

おける定款変更の承認可決により、平成25年10月１日を効力発生日として、普通株式１株を２株に分割

し、単元株式数を10株から100株に変更します。 

 これにより、平成25年５月13日付け「平成25年３月期決算短信」において公表いたしました、平成26

年３月期の期末配当(予想)を１株当たり30円に修正いたします。 

 なお、今回の配当予想の修正は、上記株式の分割および単元株式数の変更に伴う調整であり、前回予

想と実質的な変更はありません。 

  

(修正の内容) 
 

  

 (2) 連結財政状態に関する説明

資産、負債及び純資産の状況

前連結会計年度末
(平成25年３月31日)

当第１四半期連結会計期間末
(平成25年６月30日)

前期比

増減 増減率

総資産 116,557 98,140 △18,417 △15.8%

負債 42,544 23,173 △19,370 △45.5%

純資産 74,013 74,966 ＋953 ＋1.3%

自己資本比率(％) 63.5 76.4 ＋12.9 ―

 (3) 連結業績予想に関する説明

 (4) 期末配当予想の修正について

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

前 回 予 想   ― 40.00  ― 60.00 100.00

今 回 修 正 予 想   ― 40.00  ― 30.00  ―

前 期 実 績
  ― 40.00  ― 60.00   100.00

(平成25年3月期)
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

  

  

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

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：百万円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 37,085 19,855

営業未収入金 718 601

販売用不動産 2,850 1,765

仕掛販売用不動産 375 160

未成業務支出金 1,190 1,642

その他 4,220 3,548

貸倒引当金 △9 △8

流動資産合計 46,430 27,564

固定資産   

有形固定資産   

建物 20,873 20,972

減価償却累計額 △11,686 △11,790

建物（純額） 9,186 9,181

土地 46,941 46,954

その他 1,861 1,865

減価償却累計額 △1,580 △1,600

その他（純額） 280 264

有形固定資産合計 56,408 56,401

無形固定資産 515 484

投資その他の資産   

破産更生債権等 10,718 10,679

その他 7,702 8,224

貸倒引当金 △5,218 △5,215

投資その他の資産合計 13,203 13,689

固定資産合計 70,126 70,575

資産合計 116,557 98,140
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

営業未払金 115 77

短期借入金 7,400 7,400

未払法人税等 3,082 621

賞与引当金 2,039 671

預り金 22,703 7,370

その他 2,514 2,484

流動負債合計 37,854 18,625

固定負債   

退職給付引当金 3,569 3,609

役員退職慰労引当金 207 166

その他 913 772

固定負債合計 4,689 4,547

負債合計 42,544 23,173

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 74,533 74,287

自己株式 △1 △1

株主資本合計 81,045 80,799

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 7 39

繰延ヘッジ損益 91 △46

為替換算調整勘定 △7,130 △5,825

その他の包括利益累計額合計 △7,032 △5,833

純資産合計 74,013 74,966

負債純資産合計 116,557 98,140
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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24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

営業収益 12,133 14,204

営業原価 9,319 10,624

売上総利益 2,814 3,580

販売費及び一般管理費   

給料及び賞与 353 360

賞与引当金繰入額 0 1

退職給付費用 19 13

役員退職慰労引当金繰入額 5 10

その他 719 785

販売費及び一般管理費合計 1,099 1,171

営業利益 1,715 2,408

営業外収益   

受取利息 9 8

為替差益 18 6

貸倒引当金戻入額 13 4

その他 10 8

営業外収益合計 51 27

営業外費用   

支払利息 25 16

その他 4 6

営業外費用合計 30 22

経常利益 1,736 2,414

特別損失   

固定資産除却損 0 2

特別損失合計 0 2

税金等調整前四半期純利益 1,735 2,412

法人税、住民税及び事業税 323 575

法人税等調整額 362 366

法人税等合計 685 941

四半期純利益 1,050 1,470
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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24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

四半期純利益 1,050 1,470

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △4 32

繰延ヘッジ損益 △54 △138

為替換算調整勘定 726 1,305

その他の包括利益合計 668 1,199

四半期包括利益 1,718 2,669

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,718 2,669
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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。 

  

  

Ⅱ  当第１四半期連結累計期間(自  平成25年４月１日  至  平成25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△947百万円には、セグメント間取引消去△131百万円及び各報告セグメントに配分

していない全社費用△816百万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)  セグメント情報等

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

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 11,448 655 430 1,532 14,066 138 14,204 ― 14,204

セグメント間の内部営業
収益又は振替高

12 55 62 ― 130 0 131 △131 ―

計 11,460 710 492 1,532 14,196 139 14,336 △131 14,204

セグメント利益 
又は損失(△)

2,772 178 242 98 3,292 64 3,356 △947 2,408
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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24年４月１日
 至  平成24年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自  平成25年４月１日
至  平成25年６月30日)

前年同期比

首都圏 3,938 4,040 ＋2.6%

関西圏 3,122 3,417 ＋9.4%

その他 1,597 1,737 ＋8.8%

  合計 8,657 9,194 ＋6.2%

区分
前第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)

当第１四半期連結累計期間
(自  平成25年４月１日
至  平成25年６月30日)

前年同期比

首都圏 120,138 136,696 ＋13.8%

関西圏 64,381 72,387 ＋12.4%

その他 30,638 34,740 ＋13.4%

  合計 215,158 243,825 ＋13.3%

区分
前第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)

当第１四半期連結累計期間
(自  平成25年４月１日
至  平成25年６月30日)

前年同期比

首都圏 6,041 6,395 ＋5.9%

関西圏 3,066 3,306 ＋7.8%

その他 1,542 1,758 ＋14.0%

  合計 10,651 11,460 ＋7.6%
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