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1.  平成23年6月期第1四半期の連結業績（平成22年7月1日～平成22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）

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 ％

23年6月期第1四半期 165 △19.3 2 14.8 4 7.0 1 △10.3

22年6月期第1四半期 205 △26.6 2 ― 3 ― 2 ―

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

23年6月期第1四半期 9.40 ―

22年6月期第1四半期 10.47 ―

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

23年6月期第1四半期 583 476 81.6 2,268.16
22年6月期 598 474 79.4 2,261.81

（参考） 自己資本   23年6月期第1四半期  476百万円 22年6月期  474百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  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

22年6月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
23年6月期 ―

23年6月期 
（予想）

0.00 ― 0.00 0.00

3.  平成23年6月期の連結業績予想（平成22年7月1日～平成23年6月30日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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

第2四半期 
(累計)

344 △12.5 0 ― 0 ― △2 ― △9.52

通期 714 △2.9 21 74.2 20 38.7 17 388.0 80.96



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表
示方法等の変更の有無となります。 

(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ますが、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実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確実な要素を含んでおります。実際の業績等は、業績
の変化等により上記予想数値と異なる場合があります。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.**「その他」をご覧ください。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年6月期1Q 225,000株 22年6月期  225,000株

② 期末自己株式数 23年6月期1Q  15,029株 22年6月期  15,029株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年6月期1Q 209,971株 22年6月期1Q 209,971株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、景気悪化に底打ちの兆しが見られるものの、企業収益の減少や

雇用情勢の一層の悪化及び個人消費の低迷等、依然として景気の先行きが不透明な状況が続いております。  

 このような状況のもと、当社グループは不動産ソリューション事業を主たる事業とし、リーシング部門及びＰＭ関

連部門それぞれの事業間で相乗効果をあげながら事業展開を行ってまいりました。 

 当第１四半期連結累計期間においては、依然、当社を取り巻く環境が厳しい中、ストック収入であるＰＭ関連売上

の向上に努め、安定した黒字化とさらなる利益向上を図ってまいりました。また、鈍化していた店舗出店ニーズに一

部、回復の動きが見られ、当社のアウトソーシング事業の売上も回復の兆しが見えてまいりました。 

 また、会計基準の変更に伴う資産除去債務に対応する資産の過去分の一括償却により特別損失を1,400千円計上す

ることとなりました。 

 なお、平成22年８月31日に、その他の事業（経営コンサルティング事業及び投資事業）を廃止しております。 

  

 以上の結果、当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高165,519千円（前年同四半期比19.3％減）、営業利益

2,892千円（前年同四半期比14.8％増）、経常利益4,085千円（前年同四半期比7.0％増）、四半期純利益は1,973千円

（前年同四半期比10.3％減）となりました。 

  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

①資産、負債及び純資産の状況 

 当第１四半期連結累計期間末における総資産は前連結会計年度末に比べて14,686千円減少いたしました。主な減少

は現金及び預金の減少であります。負債は16,019千円減少いたしました。主な減少は未払金及び未払費用の減少であ

ります。また、純資産は四半期純利益の計上により利益剰余金が増加し1,333千円増加いたしました。 

  

②キャッシュ・フローの状況 

 当第１四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比べ

27,777千円減少となり104,492千円となりました。  

 当第１四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、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）  

 営業活動の結果獲得した資金は4,661千円（前年同四半期は20,280千円の使用）となりました。これは、減価償却

費の計上9,765千円及びその他の増加額10,891千円等が仕入債務の減少額9,195千円及び売上債権等の増加額7,382千

円等を上回ったこと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） 

 投資活動の結果使用した資金は31,667千円（前年同四半期比157.6％増）となりました。これは投資有価証券の取

得により支出13,812千円及び有形固定資産の取得による支出12,945千円等によるものであります。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果使用した資金は770千円（前年同四半期比95.2％減）となりました。これは長期借入金の返済によ

る支出750千円等によるものであります。  

  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成23年６月期の業績予想につきましては、概ね当初予想どおり順調に推移しており、平成22年８月10日に公表

しました業績予想に変更はありません。 

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。  

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

固定資産の減価償却費の算定方法 

 定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法によっ

ております。  

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

①会計処理基準に関する事項の変更  

（資産除去債務に関する会計基準等の適用） 

 当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31

日）及び、「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を

適用しております。 

 これにより、営業利益及び経常利益はそれぞれ300千円減少し、税金等調整前四半期純利益は1,700千円減少して

おります。 

   

②表示方法の変更 

（四半期連結損益計算書関係） 

 「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づき財務諸表等の用語、様

式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の適用に伴い、

当第１四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目を表示しております。 

  

（四半期連結貸借対照表関係） 

 前第１四半期連結会計期間において、流動資産の「営業投資有価証券」については区分掲記しておりましたが、

平成22年８月31日にその他の事業（経営コンサルティング事業及び投資事業）を廃止したことから、当第１四半期

連結会計期間より固定資産の「投資有価証券」に含めて表示しております。 

 なお、当第１四半期連結会計期間の「投資有価証券」に含まれる「営業投資有価証券」は10,841千円でありま

す。  

  

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

 該当事項はありません。 

  

  

２．その他の情報
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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）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 104,492 132,269

売掛金 95,285 87,902

営業投資有価証券 － 10,841

その他 11,886 25,520

貸倒引当金 △2,149 △2,149

流動資産合計 209,514 254,383

固定資産   

有形固定資産   

建物 101,740 95,295

減価償却累計額 △53,319 △51,577

建物（純額） 48,420 43,717

工具、器具及び備品 209,176 202,676

減価償却累計額 △174,167 △172,261

工具、器具及び備品（純額） 35,008 30,414

車両運搬具 15,919 19,784

減価償却累計額 △10,206 △12,340

車両運搬具（純額） 5,713 7,443

土地 32 32

有形固定資産合計 89,174 81,608

無形固定資産   

ソフトウエア 22,530 27,716

その他 2,342 2,342

無形固定資産合計 24,873 30,059

投資その他の資産   

投資有価証券 89,220 70,207

敷金及び保証金 30,899 30,234

長期前払費用 4,756 3,592

繰延税金資産 3,954 3,515

保険積立金 79,053 72,381

会員権 43,583 43,583

その他 18,306 18,456

貸倒引当金 △9,800 △9,800

投資その他の資産合計 259,973 232,170

固定資産合計 374,021 343,838

資産合計 583,535 598,222
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 18,625 27,820

1年内返済予定の長期借入金 3,000 3,000

未払金及び未払費用 44,445 50,878

未払法人税等 1,146 3,185

その他 1,953 3,460

流動負債合計 69,169 88,345

固定負債   

長期借入金 24,750 25,500

その他 13,368 9,462

固定負債合計 38,118 34,962

負債合計 107,287 123,307

純資産の部   

株主資本   

資本金 991,100 991,100

資本剰余金 418,976 418,976

利益剰余金 △679,825 △681,798

自己株式 △248,241 △248,241

株主資本合計 482,009 480,036

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △5,761 △5,121

評価・換算差額等合計 △5,761 △5,121

純資産合計 476,247 474,914

負債純資産合計 583,535 598,222
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 205,133 165,519

売上原価 111,117 83,697

売上総利益 94,016 81,821

販売費及び一般管理費   

役員報酬 17,800 16,800

給料 7,188 7,828

法定福利費 2,305 2,336

求人費 － 420

減価償却費 17,966 9,765

地代家賃 2,467 2,261

広告宣伝費 4,217 1,645

通信費 2,584 1,727

旅費及び交通費 1,865 2,019

支払手数料 13,036 9,776

顧問料 3,347 3,061

業務委託費 5,782 2,317

その他 12,934 18,970

販売費及び一般管理費合計 91,495 78,928

営業利益 2,520 2,892

営業外収益   

受取利息 18 36

その他 1,476 1,430

営業外収益合計 1,494 1,467

営業外費用   

支払利息 197 274

営業外費用合計 197 274

経常利益 3,817 4,085

特別利益   

投資有価証券売却益 － 168

特別利益合計 － 168

特別損失   

固定資産売却損 － 175

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 1,400

その他 1,197 318

特別損失合計 1,197 1,894

税金等調整前四半期純利益 2,619 2,360

法人税、住民税及び事業税 421 387

法人税等合計 421 387

少数株主損益調整前四半期純利益 － 1,973

四半期純利益 2,198 1,973

（株）エリアクエスト（8912）平成23年６月期　第１四半期決算短信

6



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年９月30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 2,619 2,360

減価償却費 17,966 9,765

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 1,400

受取利息及び受取配当金 △18 △36

支払利息 197 274

有形固定資産売却損益（△は益） － 175

投資有価証券売却損益（△は益） － △168

売上債権の増減額（△は増加） △20,280 △7,382

仕入債務の増減額（△は減少） 2,620 △9,195

その他 △20,100 10,891

小計 △16,994 8,084

利息及び配当金の受取額 18 36

利息の支払額 △197 △274

法人税等の支払額 △3,106 △3,185

営業活動によるキャッシュ・フロー △20,280 4,661

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の売却による収入 － 4,730

有形固定資産の売却による収入 － 857

有形固定資産の取得による支出 △5,732 △12,945

投資有価証券の取得による支出 － △13,812

貸付金の回収による収入 － 150

その他 △6,558 △10,647

投資活動によるキャッシュ・フロー △12,291 △31,667

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の返済による支出 △15,900 △750

配当金の支払額 △104 △20

財務活動によるキャッシュ・フロー △16,004 △770

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △48,576 △27,777

現金及び現金同等物の期首残高 118,632 132,269

現金及び現金同等物の四半期末残高 70,056 104,492

（株）エリアクエスト（8912）平成23年６月期　第１四半期決算短信

7



 該当事項はありません。  

  

  

〔事業の種類別セグメント情報〕  

前第１四半期連結累計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日） 

 （注）１．事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２．各事業の主要な内容 

(1）不動産ソリューション事業……プロパティマネジメント事業、アウトソーシング事業 

(2）その他の事業……経営コンサルティング事業、投資事業 

  

〔所在地別セグメント〕  

前第１四半期連結累計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日）  

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

〔海外売上高〕  

前第１四半期連結累計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日）  

 海外売上高がないため該当事項はありません。  

  

〔セグメント情報〕 

 当社グループは、平成22年８月31日に、その他の事業（経営コンサルティング事業及び投資事業）を廃止し

ております。したがって、不動産ソリューション事業を行う単一セグメントであるため、記載を省略しており

ます。 

  

（追加情報） 

 当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平

成21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20

号 平成20年３月21日）を適用しております。  

  

 該当事項はありません。  

  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  
不動産ソリュー
ション事業 

（千円） 

その他の事業
（千円） 

計（千円）
消去又は全社
（千円） 

連結
（千円） 

売上高                              

(1）外部顧客に対する売上高  205,133  －  205,133  －  205,133

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 －  －  －  －  －

計  205,133  －  205,133  －  205,133

営業利益又は営業損失

（△） 
 72,842  △1,982  70,859  △68,339  2,520

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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