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1. 平成26年11月期第2四半期の連結業績（平成25年12月1日～平成26年5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）

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 ％

26年11月期第2四半期 6,333 2.7 1,030 16.7 741 23.1 444 29.3
25年11月期第2四半期 6,166 △5.7 882 1.8 602 2.8 343 7.5

（注）包括利益 26年11月期第2四半期 448百万円 （15.9％） 25年11月期第2四半期 387百万円 （20.5％）

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11月期第2四半期 49.50 47.90
25年11月期第2四半期 39.02 37.66

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

26年11月期第2四半期 39,398 11,339 28.6 1,254.18
25年11月期 37,545 10,954 29.0 1,213.27
（参考）自己資本 26年11月期第2四半期 11,271百万円 25年11月期 10,903百万円

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

25年11月期 ― 6.00 ― 9.00 15.00
26年11月期 ― 8.00
26年11月期（予想） ― 8.00 16.00

3. 平成26年11月期の連結業績予想（平成25年12月 1日～平成26年11月30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 14,251 5.2 1,951 8.2 1,330 8.1 802 7.8 89.33



(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きの対象外であり、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き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、当社
として、その実現を約束する趣旨のものではありません。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「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績予想などの将来予測情報に関す
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
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11月期2Q 10,000,000 株 25年11月期 10,000,000 株
② 期末自己株式数 26年11月期2Q 1,012,763 株 25年11月期 1,012,741 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年11月期2Q 8,987,247 株 25年11月期2Q 8,816,430 株
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（１）経営成績に関する説明 

 当第２四半期連結累計期間における我が国経済は、消費税率引き上げに伴う駆け込み需要の反動により一部に弱

さが残るものの、政府の経済政策、日本銀行の金融緩和政策の効果を背景に緩やかな景気回復を続けております。

 当社グループの属する中古マンション業界におきましては、公益財団法人東日本不動産流通機構によると、平成

26年５月度の首都圏中古マンションの成約件数は2,638件（前年同月比14.2％減）と４月に続き減少となっており

ます。また、首都圏中古マンションの成約㎡単価は、首都圏平均で41.34万円（前年同月比3.1％上昇、前月比

2.5％下落）、成約平均価格は2,656万円（同3.3％上昇、同1.2％下落）、ともに前年比では上昇しているものの、

前月比では下落しております。 

 このような市場環境の中、当社グループは、基幹事業である中古マンション事業の収益力を引き続き強化し、販

売、リノベーション等の周辺の事業領域にも収益機会の拡大を図ってまいりました。ニッチ市場である賃貸中の中

古マンション物件については、賃料収入が安定的かつ確実な収益源として寄与しております。 

 当第２四半期連結累計期間は、販売用不動産等の取得増加に伴い租税公課が増加したものの、着実に保有戸数の

積上げが進んだことから賃料収入が増加したため、売上高、営業利益、経常利益及び四半期純利益は前年同四半期

に比べ増加いたしました。 

 この結果、当社グループの当第２四半期連結累計期間における業績は、売上高6,333,078千円（前年同四半期比

2.7％増）、営業利益1,030,627千円（同16.7％増）、経常利益741,497千円（同23.1％増）、四半期純利益444,900

千円（同29.3％増）となりました。 

セグメントの概況は、次のとおりであります。 

（中古マンション事業） 

 中古マンション事業におきましては、良好な市場環境のもとで付加価値の高い物件作りに注力したことから、売

却利益が増加し、さらに、保有物件の増加に伴い安定的な賃貸利益を確保しております。この結果、売上高は

5,723,324千円（同0.7％増）、営業利益は918,176千円（同9.5％増）となりました。 

（インベストメント事業） 

 インベストメント事業におきましては、収益不動産への継続的な投資により保有不動産が増加したことから、賃

料収入が増加したものの、減価償却費が増加したことから営業利益は減少しました。この結果、売上高は384,475

千円（同28.1％増）、営業利益は73,861千円（同21.7％減）となりました。 

（アドバイザリー事業） 

 アドバイザリー事業におきましては、外部顧客に対する仲介手数料収入の増加により売上高及び営業利益が増加

しました。この結果、売上高は225,277千円（同21.2％増）、営業利益は内部売上の影響もあり、229,417千円（同

72.8％増）となりました。 

   

（２）財政状態に関する説明 

①資産、負債及び純資産の状況  

 当第２四半期連結会計期間末における総資産につきましては、前連結会計年度末に比べ、1,852,233千円増加

し、39,398,222千円となりました。これは主として、中古マンション事業の物件取得に伴い販売用不動産が

1,663,259千円増加したことによるものであります。 

 負債につきましては、前連結会計年度末に比べ、1,467,677千円増加し、28,058,860千円となりました。これは

主として、長期借入金2,474,056千円及び１年内返済予定の長期借入金1,392,880千円が増加し、短期借入金が

2,288,900千円減少したことによるものであります。 

 純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ、384,555千円増加し、11,339,361千円となりました。これは

主として、利益剰余金が364,015千円増加したことによるものであります。  

②キャッシュ・フローの状況  

 当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、前連結会計年度

末に比べ、117,171千円減少し、1,557,473千円となりました。この主な増減は、次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期連結累計期間において営業活動に使用した資金は1,114,398千円（前年同四半期比34,219千円減）

となりました。これは主として、販売用不動産の取得による販売用不動産の増加額1,663,259千円によるものであ

ります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期連結累計期間において投資活動に使用した資金は499,892千円（前年同四半期比459,538千円減）と

なりました。これは主として、有形固定資産の取得による支出499,052千円によるものであります。 

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期連結累計期間において財務活動により獲得した資金は1,497,120千円（前年同四半期比579,923千円

減）となりました。これは主として、長期借入れによる収入7,828,520千円、長期借入金の返済による支出

3,961,583千円、短期借入金の純減額2,288,900千円によるものであります。 

  

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 平成26年11月期の通期の連結業績予想につきましては、平成26年１月10日の「平成25年11月期 決算短信」で公

表しました業績予想に変更はありません。   

   

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

該当事項はありません。   

  

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

該当事項はありません。   

  

（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。   

   

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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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：千円）

前連結会計年度 
(平成25年11月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成26年５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,674,644 1,557,473

営業未収入金 87,352 52,268

販売用不動産 26,977,712 28,640,972

繰延税金資産 82,222 66,781

その他 251,586 290,819

貸倒引当金 △3,228 △614

流動資産合計 29,070,290 30,607,700

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 3,151,714 3,474,546

減価償却累計額 △784,162 △947,784

建物及び構築物（純額） 2,367,552 2,526,761

土地 5,647,007 5,766,307

その他 85,599 103,821

減価償却累計額 △28,440 △31,026

その他（純額） 57,159 72,795

有形固定資産合計 8,071,718 8,365,865

無形固定資産 11,426 9,887

投資その他の資産   

繰延税金資産 64,681 68,330

その他 327,870 346,438

投資その他の資産合計 392,552 414,768

固定資産合計 8,475,698 8,790,521

資産合計 37,545,988 39,398,222
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年11月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成26年５月31日) 

負債の部   

流動負債   

営業未払金 267,125 233,195

短期借入金 2,514,300 225,400

1年内返済予定の長期借入金 2,665,576 4,058,457

未払法人税等 348,330 275,035

その他 740,506 740,407

流動負債合計 6,535,839 5,532,495

固定負債   

長期借入金 19,887,004 22,361,060

その他 168,339 165,305

固定負債合計 20,055,343 22,526,365

負債合計 26,591,183 28,058,860

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,573,038 3,573,038

資本剰余金 3,552,559 3,552,559

利益剰余金 4,394,582 4,758,598

自己株式 △588,924 △588,954

株主資本合計 10,931,257 11,295,241

その他の包括利益累計額   

繰延ヘッジ損益 △27,285 △23,595

その他の包括利益累計額合計 △27,285 △23,595

新株予約権 50,833 67,715

純資産合計 10,954,805 11,339,361

負債純資産合計 37,545,988 39,398,222
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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：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年12月１日 
 至 平成25年５月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年12月１日 
 至 平成26年５月31日) 

売上高 6,166,711 6,333,078

売上原価 4,588,349 4,570,974

売上総利益 1,578,361 1,762,104

販売費及び一般管理費 695,409 731,476

営業利益 882,951 1,030,627

営業外収益   

受取利息 343 185

受取補償金 － 17,269

その他 1,071 1,249

営業外収益合計 1,415 18,704

営業外費用   

支払利息 224,334 257,623

支払手数料 57,774 50,209

その他 0 0

営業外費用合計 282,109 307,833

経常利益 602,257 741,497

税金等調整前四半期純利益 602,257 741,497

法人税、住民税及び事業税 234,283 286,846

法人税等調整額 △15,167 9,750

法人税等合計 219,116 296,596

少数株主損益調整前四半期純利益 383,141 444,900

少数株主利益 39,148 －

四半期純利益 343,992 444,900
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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：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年12月１日 
 至 平成25年５月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年12月１日 
 至 平成26年５月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 383,141 444,900

その他の包括利益   

繰延ヘッジ損益 4,072 3,689

その他の包括利益合計 4,072 3,689

四半期包括利益 387,213 448,590

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 348,064 448,590

少数株主に係る四半期包括利益 39,148 －
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年12月１日 
 至 平成25年５月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年12月１日 
 至 平成26年５月31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 602,257 741,497

減価償却費 94,379 170,366

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,708 △2,613

受取利息 △343 △185

支払利息 224,334 257,623

営業債権の増減額（△は増加） △6,890 30,127

販売用不動産の増減額（△は増加） △1,687,168 △1,663,259

営業債務の増減額（△は減少） △1,546 5,689

その他 23,859 △36,143

小計 △752,827 △496,898

利息の受取額 348 185

利息の支払額 △225,869 △258,638

法人税等の支払額 △170,268 △359,047

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,148,618 △1,114,398

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 △954,669 △499,052

無形固定資産の取得による支出 △4,761 △840

投資活動によるキャッシュ・フロー △959,431 △499,892

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） △1,236,240 △2,288,900

長期借入れによる収入 7,405,700 7,828,520

長期借入金の返済による支出 △4,039,363 △3,961,583

自己株式の取得による支出 △4,715 △30

自己株式の処分による収入 31,676 －

配当金の支払額 △52,818 △80,885

少数株主への配当金の支払額 △27,195 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,077,043 1,497,120

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △31,005 △117,171

現金及び現金同等物の期首残高 1,891,801 1,674,644

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,860,795 1,557,473
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 該当事項はありません。   

   

   

 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24年12月１日 至平成25年５月31日） 

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  

（注）１．セグメント利益の調整額は、各報告セグメントに配分していない販売費及び一般管理費の全社費

用であります。 

   ２．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２四半期連結累計期間（自平成25年12月１日 至平成26年５月31日） 

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  

（注）１．セグメント利益の調整額は、各報告セグメントに配分していない販売費及び一般管理費の全社費

用であります。 

   ２．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。  

  

（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（セグメント情報等）

  （単位：千円）

  
中古マンシ
ョン事業 

 インベスト

メント事業 

アドバイザ
リー事業 

合計 
調整額 
（注）１ 

四半期連結
損益計算書
計上額 
（注）２

売上高   

  外部顧客への売上高  5,680,828  300,076  185,806  6,166,711  －  6,166,711

  
セグメント間の内部

売上高又は振替高  
 －  －  153,514  153,514  △153,514  －

計   5,680,828  300,076  339,320  6,320,225  △153,514  6,166,711

セグメント利益  838,369  94,342  132,740  1,065,452  △182,500  882,951

  （単位：千円）

  
中古マンシ
ョン事業 

 インベスト

メント事業 

アドバイザ
リー事業 

合計 
調整額 
（注）１ 

四半期連結
損益計算書
計上額 
（注）２

売上高   

  外部顧客への売上高  5,723,324  384,475  225,277  6,333,078  －  6,333,078

  
セグメント間の内部

売上高又は振替高  
 －  －  166,572  166,572  △166,572  －

計   5,723,324  384,475  391,850  6,499,650  △166,572  6,333,078

セグメント利益  918,176  73,861  229,417  1,221,455  △190,828  1,030,627
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