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1.  平成24年12月期第3四半期の連結業績（平成24年1月1日～平成24年9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 ％

24年12月期第3四半期 17,175 7.0 834 △46.5 597 △53.9 177 △81.8

23年12月期第3四半期 16,049 △21.0 1,558 △33.0 1,296 △34.5 976 △34.2

（注）包括利益 24年12月期第3四半期 245百万円 （△73.9％） 23年12月期第3四半期 939百万円 （―％）

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

24年12月期第3四半期 4.33 ―

23年12月期第3四半期 23.77 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年12月期第3四半期 50,704 11,734 23.1
23年12月期 50,055 11,818 23.6

（参考） 自己資本   24年12月期第3四半期  11,734百万円 23年12月期  11,818百万円

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

23年12月期 ― 4.00 ― 4.00 8.00
24年12月期 ― 4.00 ―

24年12月期（予想） 4.00 8.00

3. 平成24年12月期の連結業績予想（平成24年 1月 1日～平成24年12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 24,800 1.5 2,300 2.7 1,900 0.5 1,000 △24.3 24.34



(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およ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。業績予想に関する事項は、四半期決算短信【添付資料】P.４「（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   ：  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） 24年12月期3Q 41,088,508 株 23年12月期 41,088,508 株

② 期末自己株式数 24年12月期3Q 121 株 23年12月期 121 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年12月期3Q 41,088,387 株 23年12月期3Q 41,088,387 株
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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 

  （全社） 

 前第３四半期 
連結累計期間 

当第３四半期 
連結累計期間 

前年同期比 
増減 

百万円 百万円 百万円 ％ 

営業収益 16,049 17,175 1,126 （7.0） 

営業利益 1,558 834 △723 （△46.5） 

経常利益 1,296 597 △699 （△53.9） 

四半期純利益 976 177 △798 （△81.8） 

 

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業収益や雇用情勢に改善の動きが見られた

ものの、世界景気の減速等を背景として回復の動きに足踏みが見られました。 

当不動産流通業界におきましては、首都圏中古マンション、中古戸建住宅の成約件数は前年同期

を上回る高水準で推移し、地価についても下落率の縮小が見られる等、回復の兆しが見え始めてお

ります。 

このような状況において当社グループは、アセットソリューション事業において販売用不動産の

売却が増加したことにより、当第３四半期連結累計期間における営業収益は171億７千５百万円（前

年同期比7.0％増）となったものの、販売受託事業において都心大型物件の引渡しが減少したこと等

により営業利益は８億３千４百万円（前年同期比46.5％減）、経常利益は５億９千７百万円（前年

同期比53.9％減）、四半期純利益は１億７千７百万円（前年同期比81.8％減）となりました。 

各セグメントの業績は次のとおりであります。 

 

（仲介事業） 

 前第３四半期 
連結累計期間 

当第３四半期 
連結累計期間 

前年同期比 
増減 

百万円 百万円 百万円 ％ 

営業収益 1,510 1,759 249 （16.5） 

営業損失（△） △238 △77 160 （－） 

仲介事業におきましては、法人仲介、個人仲介ともに手数料収入が増加いたしました。 

この結果、仲介事業の営業収益は17億５千９百万円（前年同期比16.5％増）、営業損失は７千７

百万円（前年同期は営業損失２億３千８百万円）となりました。 

 

（アセットソリューション事業） 

 前第３四半期 
連結累計期間 

当第３四半期 
連結累計期間 

前年同期比 
増減 

百万円 百万円 百万円 ％ 

営業収益 3,675 5,118 1,443 （39.3） 

営業利益 971 727 △243 （△25.1） 

アセットソリューション事業におきましては、販売用不動産の売却が増加したものの、利益率の

高い物件の売却が減少したこと等により、営業収益は51億１千８百万円（前年同期比39.3％増）、

営業利益は７億２千７百万円（前年同期比25.1％減）となりました。 
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（販売受託事業） 

 前第３四半期 
連結累計期間 

当第３四半期 
連結累計期間 

前年同期比 
増減 

百万円 百万円 百万円 ％ 

営業収益 2,049 1,397 △651 （△31.8） 

営業利益又は営業損失（△） 235 △290 △525 （－） 

販売受託事業におきましては、都心大型物件の引渡しの減少により、手数料収入が減少いたしま

した。 

この結果、営業収益は13億９千７百万円（前年同期比31.8％減）、営業損失は２億９千万円（前

年同期は営業利益２億３千５百万円）となりました。 

なお、当第３四半期連結累計期間において「ザ・タワーレジデンス大塚」（東京都豊島区）、

「Brilliaレジデンス六甲アイランド」（神戸市東灘区）等の引渡しを行いました。 

 

（賃貸事業） 

 前第３四半期 
連結累計期間 

当第３四半期 
連結累計期間 

前年同期比 
増減 

百万円 百万円 百万円 ％ 

営業収益 8,814 8,899 85 （1.0） 

営業利益 1,485 1,236 △248 （△16.8） 

賃貸事業におきましては、管理戸数が増加したこと等により、営業収益は88億９千９百万円（前

年同期比1.0％増）となったものの、管理体制強化に伴う人員増強コストの増加等により、営業利益

は12億３千６百万円（前年同期比16.8％減）となりました。 

 

(2) 連結財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

当第３四半期連結会計期間末における総資産は507億４百万円（前連結会計年度末比1.3％増）と

なりました。これは主として、販売用不動産が19億６千１百万円減少した一方、株主に対する短期

貸付金が25億３千４百万円増加したことによるものであります。 

 

（負債） 

当第３四半期連結会計期間末における負債は389億６千９百万円（前連結会計年度末比1.9％増）

となりました。これは主として、社債が８億円増加したことによるものであります。 

 

（純資産） 

当第３四半期連結会計期間末における純資産は117億３千４百万円（前連結会計年度末比0.7％

減）となりました。これは主として、四半期純利益を１億７千７百万円計上した一方、剰余金の配

当により３億２千８百万円減少したことによるものであります。 

 

（自己資本比率） 

当第３四半期連結会計期間末における自己資本比率は23.1％（前連結会計年度末比0.5ポイント

減）となりました。 
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(3) 連結業績予想に関する定性的情報 

当社グループの連結財政状態及び連結経営成績等は、主として、仲介事業における決済時期、ア

セットソリューション事業における販売用不動産の売却時期、ファンドからの配当受領時期、資産

評価額の変動及び販売受託事業における物件の引渡時期等により変動する可能性があります。 

なお、業績予想につきましては平成24年２月14日に発表した連結業績予想を変更しておりません。 

 

 

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 

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。 
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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23年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,356,961 3,748,087

営業未収入金 639,724 609,688

販売用不動産 19,393,531 17,432,162

未成業務支出金 978,439 1,693,332

株主に対する短期貸付金 598,821 3,132,999

その他 1,715,422 1,913,405

貸倒引当金 △16,867 △12,274

流動資産合計 27,666,033 28,517,401

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 8,233,614 8,111,745

土地 7,555,839 7,569,600

その他（純額） 102,457 92,735

有形固定資産合計 15,891,911 15,774,081

無形固定資産 264,540 303,193

投資その他の資産   

投資有価証券 3,791,077 3,739,262

敷金及び保証金 1,773,911 1,725,815

その他 667,906 644,359

投資その他の資産合計 6,232,895 6,109,437

固定資産合計 22,389,347 22,186,712

資産合計 50,055,380 50,704,114
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成23年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

営業未払金 566,009 678,153

短期借入金 11,356,000 5,807,500

未払法人税等 126,873 540,174

賞与引当金 85,239 347,820

役員賞与引当金 63,850 46,650

前受金 955,421 1,578,313

受託預り金 3,527,933 3,371,980

預り金 1,708,336 2,065,618

その他 1,004,616 954,135

流動負債合計 19,394,281 15,390,347

固定負債   

社債 － 800,000

長期借入金 12,145,500 16,185,500

退職給付引当金 1,487,817 1,558,535

役員退職慰労引当金 109,360 113,886

長期預り敷金保証金 5,100,407 4,921,496

固定負債合計 18,843,084 23,579,418

負債合計 38,237,366 38,969,765

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,108,506 3,108,506

資本剰余金 6,415,055 6,415,055

利益剰余金 2,306,991 2,156,105

自己株式 △60 △60

株主資本合計 11,830,493 11,679,607

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △12,479 54,742

その他の包括利益累計額合計 △12,479 54,742

純資産合計 11,818,013 11,734,349

負債純資産合計 50,055,380 50,704,114
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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：千円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年９月30日) 

営業収益 16,049,065 17,175,398

営業原価 13,206,962 15,145,562

営業総利益 2,842,103 2,029,835

販売費及び一般管理費 1,283,856 1,195,511

営業利益 1,558,246 834,324

営業外収益   

受取利息 11,665 12,264

受取配当金 14,677 33,949

その他 11,331 16,970

営業外収益合計 37,673 63,185

営業外費用   

支払利息 299,011 244,741

その他 4 55,497

営業外費用合計 299,016 300,238

経常利益 1,296,904 597,270

特別利益   

固定資産売却益 22,541 －

投資有価証券売却益 － 39,825

特別利益合計 22,541 39,825

特別損失   

固定資産除却損 2,524 1,858

減損損失 1,298 －

災害による損失 90,546 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 25,402 －

特別損失合計 119,772 1,858

税金等調整前四半期純利益 1,199,673 635,237

法人税、住民税及び事業税 167,077 749,723

法人税等調整額 56,032 △292,307

法人税等合計 223,110 457,416

少数株主損益調整前四半期純利益 976,562 177,821

四半期純利益 976,562 177,821
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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：千円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年１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 976,562 177,821

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △37,049 67,221

その他の包括利益合計 △37,049 67,221

四半期包括利益 939,513 245,042

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 939,513 245,042

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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(3) 継続企業の前提に関する注記 

 該当事項はありません。 

 

(4) セグメント情報等 

【セグメント情報】 

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間（自 平成23年１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 

 

 
仲介事業 
(千円) 

アセットソ
リューショ
ン事業 
(千円) 

販売受託
事業 
(千円) 

賃貸事業
(千円) 

計 
(千円) 

調整額 
(千円) 
(注)１ 

四半期連結
損益計算書
計上額 
(千円) 
(注)２ 

営業収益   

  外部顧客への営
業収益 

1,510,456 3,675,409 2,049,038 8,814,161 16,049,065 － 16,049,065

  セグメント間の
内部営業収益又
は振替高 

133,174 － 10,096 39,041 182,312 △182,312 －

計 1,643,630 3,675,409 2,059,135 8,853,203 16,231,378 △182,312 16,049,065

セグメント利益 
又は損失（△） 

△238,365 971,039 235,447 1,485,694 2,453,815 △895,569 1,558,246

(注) １ セグメント利益又は損失（△）の調整額△895,569千円は、各報告セグメントに配分しない全社費用で

あります。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。 

２ 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24年１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 

 

 
仲介事業 
(千円) 

アセットソ
リューショ
ン事業 
(千円) 

販売受託
事業 
(千円) 

賃貸事業
(千円) 

計 
(千円) 

調整額 
(千円) 
(注)１ 

四半期連結
損益計算書
計上額 
(千円) 
(注)２ 

営業収益   

  外部顧客への営
業収益 

1,759,810 5,118,508 1,397,172 8,899,906 17,175,398 － 17,175,398

  セグメント間の
内部営業収益又
は振替高 

212,231 － 8,822 37,397 258,450 △258,450 －

計 1,972,041 5,118,508 1,405,994 8,937,303 17,433,849 △258,450 17,175,398

セグメント利益 
又は損失（△） 

△77,424 727,408 △290,481 1,236,753 1,596,255 △761,930 834,324

(注) １ セグメント利益又は損失（△）の調整額△761,930千円は、各報告セグメントに配分しない全社費用で

あります。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。 

２ 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。 

 

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 該当事項はありません。 
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４．補足情報 

(1)営業の状況 

販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 

① 仲介事業 

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
至 平成23年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
至 平成24年９月30日) 区分 

件数 
（件） 

取扱高 
（千円） 

営業収益 
（千円） 

件数 
（件）

取扱高 
（千円） 

営業収益 
（千円） 

前年同期比
（％） 

首都圏 487 30,265,361 1,087,694 552 31,803,223 1,170,062 7.6

その他 109 10,027,837 263,338 106 11,881,109 387,507 47.2

 売買仲介計 596 40,293,198 1,351,032 658 43,684,332 1,557,570 15.3

賃貸仲介計 71 － 31,171 62 － 39,641 27.2

仲介手数料計 667 － 1,382,204 720 － 1,597,211 15.6

その他 － － 128,252 － － 162,598 26.8

合計 － － 1,510,456 － － 1,759,810 16.5

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

② アセットソリューション事業 

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
至 平成23年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
至 平成24年９月30日) 区分 

営業収益(千円) 営業収益(千円) 

前年同期比
(％) 

販売用不動産売上高 2,097,865 3,670,759 75.0

その他 1,577,543 1,447,748 △8.2

合計 3,675,409 5,118,508 39.3

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
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 ③ 販売受託事業 

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
至 平成24年９月30日) 区分 

戸数 
（戸） 

取扱高 
（千円） 

営業収益 
（千円） 

戸数 
（戸） 

取扱高 
（千円） 

営業収益 
（千円） 

前年同期比
（％） 

 首都圏 875 43,769,041 1,464,079 607 28,406,603 921,273 △37.1

 その他 422 14,248,909 463,691 414 12,755,443 381,527 △17.7

仲介手数料計 1,297 58,017,950 1,927,771 1,021 41,162,046 1,302,800 △32.4

その他 － － 121,267 － － 94,371 △22.2

合計 － － 2,049,038 － － 1,397,172 △31.8

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

 ④ 賃貸事業 

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
至 平成23年９月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
至 平成24年９月30日) 区分 

管理戸数(戸)または 
管理面積(㎡) 

営業収益 
(千円) 

管理戸数(戸)または 
管理面積(㎡) 

営業収益 
(千円) 

前年同期比
(％) 

住宅 49,637戸 住宅 53,942戸 
管理 

オフィス等 92,939㎡
5,002,080

オフィス等 96,176㎡ 
5,179,671 3.6

住宅 876戸 住宅 879戸 
賃貸 

オフィス等 25,940㎡
2,105,941

オフィス等 25,940㎡ 
2,054,633 △2.4

清掃 オフィス等 720,403㎡ 1,328,870 オフィス等 771,223㎡ 1,312,438 △1.2

その他 － 377,269 － 353,162 △6.4

合計 － 8,814,161 － 8,899,906 1.0

(注) １ 管理戸数または管理面積は、期末時点の戸数または面積を記載しております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
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