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1. 平成26年3月期第3四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年12月31日） 

(注)当社は、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株に変更しております。これに伴い、前連結会計
年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり四半期純利益を算定しています。 

(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3四半期 44,008 13.0 9,130 32.9 9,135 33.2 5,560 33.7
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

（注）包括利益 26年3月期第3四半期 7,326百万円 （77.6％） 25年3月期第3四半期 4,126百万円 （19.4％）

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3四半期 97.24 ―
25年3月期第3四半期 72.68 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第3四半期 104,380 78,344 75.1
25年3月期 116,557 74,013 63.5
（参考）自己資本 26年3月期第3四半期 78,344百万円 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 ： 無 
 当社は、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株に変更しております。なお、平成26年３月期の第２
四半期以前の配当金については当該株式分割が行われる前の金額を記載しています。 

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 ― 40.00 ―
26年3月期（予想） 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、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 
 当社は平成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株に変更しております。これに伴い、平成26年３月期
の連結業績予想における１株当たり当期純利益については、当該株式分割を考慮した金額を記載しています。 

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

通期 61,800 8.1 13,600 13.4 13,600 13.4 8,300 13.2 145.17



(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） 

(注)当社は、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株に変更しております。これに伴い、前連結
会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して発行済株式数(普通株式)を算定しています。 

※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。 

※ 注記事項

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無
②①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3Q 57,200,000 株 25年3月期 57,200,000 株
② 期末自己株式数 26年3月期3Q 47,294 株 25年3月期 360 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期3Q 57,178,431 株 25年3月期3Q 57,199,640 株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府の経済対策や日銀の金融緩和策等により、円

安・株高が進行し個人消費や住宅投資が増加するなど、景気は緩やかに回復しております。先行きにつ

きましては、消費税増税による不透明感が残るものの、東京オリンピック招致決定に伴う需要拡大や成

長戦略の加速が期待されております。 

 このような環境の中、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44,008百万円

(前年同期比13.0％増)、営業利益は9,130百万円(同32.9％増)、経常利益は9,135百万円(同33.2％増)、

四半期純利益は5,560百万円(同33.7％増)と増収増益となりました。 

  

(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〕 

不動産流通業界における中古住宅等の取引につきましては、（公財）東日本不動産流通機構による

と、マンションの成約件数が16ヶ月連続で前年同月を上回っており、平均価格・１㎡当たり単価ともに

前年同期比で上昇を示すなど、活発な取引が継続しております。 

 当社仲介業務におきましては、人材強化と地域密着の深耕に努め、全国取扱件数が25,926件(前年同

期比5.5％増)と、第３四半期としては２期連続で過去 高を更新したことに加え、ホールセール部門の

平均取扱価格が大きく上昇したことから、取扱高は713,751百万円(同13.5％増)、営業収益は36,794百

万円(同10.6％増)、営業利益は10,364百万円(同25.0％増)を計上いたしました。 

 なお、当第３四半期連結累計期間において、札幌市に「円山公園営業センタ―」を新規出店し、当第

３四半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35店舗の計250店

舗となりました。 

  

(単位：百万円) 

      (注) 営業収益には賃貸仲介分を含めております。 

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)

当第３四半期連結累計期間
(自  平成25年４月１日 
至  平成25年12月31日)

前年同期比

  増減 増減率

営業収益 38,943 44,008 ＋5,064 ＋13.0％

営業利益 6,872 9,130 ＋2,258 ＋32.9％

経常利益 6,860 9,135 ＋2,275 ＋33.2％

四半期純利益 4,157 5,560 ＋1,402 ＋33.7％
 

  前第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)

当第３四半期連結累計期間
(自  平成25年４月１日 
至  平成25年12月31日)

前年同期比

  増減 増減率

取扱件数(件) 24,581 25,926 ＋1,345 ＋5.5％

取扱高 628,810 713,751 ＋84,941 ＋13.5％

営業収益 33,280 36,794 ＋3,513 ＋10.6％

営業利益 8,290 10,364 ＋2,074 ＋25.0％
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〔受託販売業務〕 

新築マンション市場は、住宅ローン金利や販売価格の先高観に加え、消費税増税に伴う駆け込みの影

響もあり、供給戸数・契約率ともに前年同期を上回るなど活況を呈しました。当社においても契約は順

調に推移しておりますが、大型物件の竣工・引渡が第４四半期(１～３月)に集中している為、取扱件数

は1,682件(前年同期比5.5％増)と増加したものの、取扱高は62,326百万円(同12.1％減)、営業収益は

2,037百万円(同4.2％減)、営業利益は369百万円(同4.2％減)の計上となりました。 

  

(単位：百万円) 

  

〔賃貸業務〕 

東京都心部のオフィスビル市場においては、既存ビルの空室率が改善を示しているものの、平均賃料

については小幅な下落傾向が続く中、営業収益は1,477百万円(前年同期比1.7％増)、営業利益は723百

万円(同0.4％増)を計上いたしました。 

  

(単位：百万円) 

  

〔不動産販売業務〕 

景況感の改善により、高価格帯の宅地販売が進んだことから粗利益率が改善し、営業収益は3,722百

万円(前年同期比80.7％増)、営業利益は204百万円(同274百万円増)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375百万円(前年同期比1.7％減)、営業

利益は155百万円(同12.0％増)を計上いたしました。 

  前第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)

当第３四半期連結累計期間
(自  平成25年４月１日 
至  平成25年12月31日)

前年同期比

  増減 増減率

取扱件数(件) 1,595 1,682 ＋87 ＋5.5％

取扱高 70,918 62,326 △8,592 △12.1％

営業収益 2,126 2,037 △89 △4.2％

営業利益 385 369 △16 △4.2％
 

  前第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)

当第３四半期連結累計期間
(自  平成25年４月１日 
至  平成25年12月31日)

前年同期比

  増減 増減率

営業収益 1,452 1,477 ＋25 ＋1.7％

営業利益 720 723 ＋2 ＋0.4％
 

  前第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)

当第３四半期連結累計期間
(自  平成25年４月１日 
至  平成25年12月31日)

前年同期比

  増減 増減率

営業収益 2,059 3,722 ＋1,663 ＋80.7％

営業利益(△損失) △69 204 ＋274 ―
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当第３四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12,176百万円減少し、

104,380百万円となりました。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16,508百万円減少し、26,035百万円となりました。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、利益剰余金の増加等により前連結会計年度末に比べて4,331百万円増加し、78,344百万

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11.6ポイント上昇し、75.1％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。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

(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３四半期連結会計期間末
(平成25年12月31日)

前期比

  増減 増減率

総資産 116,557 104,380 △12,176 △10.4％

負債 42,544 26,035 △16,508 △38.8％

純資産 74,013 78,344 ＋4,331 ＋5.9％

自己資本比率(％) 63.5 75.1 ＋11.6 ―
 

(3) 連結業績予想に関する説明

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25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 37,085 23,673

営業未収入金 718 426

販売用不動産 2,850 3,888

仕掛販売用不動産 375 －

未成業務支出金 1,190 2,455

その他 4,220 3,002

貸倒引当金 △9 △7

流動資産合計 46,430 33,438

固定資産   

有形固定資産   

建物 20,873 21,482

減価償却累計額 △11,686 △11,991

建物（純額） 9,186 9,491

土地 46,941 47,044

その他 1,861 1,807

減価償却累計額 △1,580 △1,550

その他（純額） 280 256

有形固定資産合計 56,408 56,792

無形固定資産 515 446

投資その他の資産   

破産更生債権等 10,718 10,601

その他 7,702 8,316

貸倒引当金 △5,218 △5,215

投資その他の資産合計 13,203 13,703

固定資産合計 70,126 70,941

資産合計 116,557 104,380
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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３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

営業未払金 115 74

短期借入金 7,400 7,400

未払法人税等 3,082 924

賞与引当金 2,039 799

預り金 22,703 9,346

その他 2,514 2,824

流動負債合計 37,854 21,368

固定負債   

退職給付引当金 3,569 3,722

役員退職慰労引当金 207 176

その他 913 768

固定負債合計 4,689 4,666

負債合計 42,544 26,035

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 77,234

自己株式 △1 △136

株主資本合計 81,045 83,611

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 7 57

繰延ヘッジ損益 91 △53

為替換算調整勘定 △7,130 △5,270

その他の包括利益累計額合計 △7,032 △5,266

純資産合計 74,013 78,344

負債純資産合計 116,557 104,380
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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24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

営業収益 38,943 44,008

営業原価 28,859 31,513

売上総利益 10,084 12,494

販売費及び一般管理費   

給料及び賞与 928 929

賞与引当金繰入額 0 2

退職給付費用 58 36

役員退職慰労引当金繰入額 15 21

貸倒引当金繰入額 － 2

その他 2,209 2,373

販売費及び一般管理費合計 3,212 3,364

営業利益 6,872 9,130

営業外収益   

受取利息 28 27

為替差益 31 17

貸倒引当金戻入額 10 －

その他 26 23

営業外収益合計 97 68

営業外費用   

支払利息 76 44

その他 32 19

営業外費用合計 109 63

経常利益 6,860 9,135

特別損失   

固定資産除却損 1 5

特別損失合計 1 5

税金等調整前四半期純利益 6,858 9,130

法人税、住民税及び事業税 2,267 3,265

法人税等調整額 433 303

法人税等合計 2,701 3,569

四半期純利益 4,157 5,560
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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24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

四半期純利益 4,157 5,560

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △2 50

繰延ヘッジ損益 4 △145

為替換算調整勘定 △32 1,860

その他の包括利益合計 △31 1,765

四半期包括利益 4,126 7,326

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 4,126 7,326
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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。 

  

Ⅱ  当第３四半期連結累計期間(自  平成25年４月１日  至  平成25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△2,687百万円には、セグメント間取引消去△399百万円及び各報告セグメントに配

分していない全社費用△2,287百万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 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
 

  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 36,747 1,874 1,288 3,722 43,633 374 44,008 ― 44,008

セグメント間の内部営業
収益又は振替高

46 163 188 ― 398 1 399 △399 ―

計 36,794 2,037 1,477 3,722 44,031 375 44,407 △399 44,008

セグメント利益 10,364 369 723 204 11,661 155 11,817 △2,687 9,130
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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24年４月１日
 至 平成24年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
 至 平成25年12月31日)

前年同期比

首都圏 11,170 11,438 ＋2.4％

関西圏 8,762 9,501 ＋8.4％

その他 4,649 4,987 ＋7.3％

  合計 24,581 25,926 ＋5.5％
 

区分
前第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)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
 至 平成25年12月31日)

前年同期比

首都圏 353,951 402,889 ＋13.8％

関西圏 181,407 202,902 ＋11.8％

その他 93,451 107,960 ＋15.5％

  合計 628,810 713,751 ＋13.5％
 

区分
前第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)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
 至 平成25年12月31日)

前年同期比

首都圏 18,764 20,456 ＋9.0％

関西圏 9,413 10,493 ＋11.5％

その他 5,102 5,844 ＋14.6％

  合計 33,280 36,794 ＋10.6％
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