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   （百万円未満切捨て） 

１．平成 25 年６月期第 1四半期の連結業績（平成 24 年７月１日～平成 24 年９月 30 日） 

(1)連結経営成績                                        （％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 ％ 

25 年６月期第１四半期 173 9.5 2  79.3 2    69.0 0 △82.5 

24 年６月期第１四半期 158 △4.1 1  △59.6 1 △66.5 2 49.8 

（注）包括利益 25 年６月期第１四半期   △4百万円（－％）  24 年６月期第１四半期  △1 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 

25 年６月期第１四半期 2.47 － 

24 年６月期第１四半期 14.08 － 

  

(2)連結財政状態     

 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 

25 年６月期第１四半期 602 424 70.5 2,022.11 

24 年６月期 593 429 72.3 2,044.17 

（参考）自己資本 25 年６月期第１四半期 424 百万円  24 年６月期 429 百万円 

    

    

２．配当の状況 

  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 

24 年６月期 － 0.00 － 0.00 0.00 

25 年６月期 －     

25 年６月期（予想）  0.00 － 0.00 0.00 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ：無 

 

３．平成 25 年６月期の連結業績予想（平成 24 年７月１日～平成 25 年６月 30 日） 

（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率） 

 

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） 348 13.7 9 － 8 － 7 － 36.36 

通期 713 10.5 31 653.9 30  416.5 28  50.0 136.95 

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無：無 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

※ 注記事項 

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ：無 

    新規 － 社（社名         ） 除外 － 社（社名             ） 

 

(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 

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ：有     

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 

 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

① 期末発行済株式数（自己株式を含む）   

② 期末自己株式数 

③ 期中平均株式数（四半期累計） 

 

         

 

※ 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、四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続が実施中です。 

 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項  

 （将来に関する記述等についてのご注意） 

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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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の、【添付資料】P.2「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定性的情報」をご覧ください。 

25 年６月期１Ｑ 225,000 株 24 年６月期 225,000 株 

25 年６月期１Ｑ 15,029 株 24 年６月期 15,029 株 

25 年６月期１Ｑ 209,971 株 24 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の経済は、平成23年３月11日に発生した東日本大震災からの復興需要を

背景として景気押し上げが期待されるもの、企業、家計ともに景況感は弱く、また、欧州債務危機に伴う海外景気の

下振れ懸念、新興国景気の減速感、原油価格の高騰や原発問題に起因する今後の電力供給への不安等により景気の先

行きについては依然として、不透明な状況が続いております。 

 不動産業界においては、当該震災以降の企業の出店意欲の低下や個人消費の抑制から一時回復の兆しが見られたも

のの、依然として空室率の高止まり傾向が続き、賃料水準も弱含みで推移するなど、事業環境は厳しい状況にありま

す。 

 このような厳しい環境下、当社グループにおきましては、平成24年７月に新宿アイランドタワーに本社機能を移転

し、人材採用費等も拡大するなど、積極的に攻める姿勢に転じ、成功報酬型の売上構造からストック収入型の売上拡

大を更に推し進め、安定した収益力の強化に努めてまいりました。 

 以上の結果、当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高173,820千円（前年同期比9.5％の増加）、営業利益

2,093千円（前年同期比79.3％の増加）、経常利益2,313千円（前年同期比69.0％の増加）、四半期純利益は518千円

（前年同期比82.5％の減少）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１四半期連結会計期間末における流動資産は164,378千円となり前連結会計年度末に比べ311千円減少いたしま

した。これは主に現金及び預金の減少と売掛金及び未収入金の増加が同程度だったことによるものであります。固定

資産は437,997千円となり、前連結会計年度末に比べ8,954千円増加いたしました。これは主に本社機能の移転による

新事務所の工事等の有形固定資産が増加したことによるものであります。  

 この結果、総資産は、602,376千円となり、前連結会計年度末に比べ8,643千円増加いたしました。 

（負債） 

 当第１四半期連結会計期間末における流動負債は77,096千円となり、前連結会計年度末に比べ3,322千円減少いた

しました。これは主に費用として一般未払金が減少したことによるものであります。固定負債は100,695千円とな

り、前連結会計年度末に比べて16,599千円増加いたしました。これはサブリース物件の増加により長期預り保証金が

増加したことによるものであります。 

 この結果、負債合計は、177,792千円となり、前連結会計年度末に比べ13,276千円増加いたしました。 

（純資産） 

 当第１四半期連結会計期間末における純資産は424,583千円となり、前連結会計年度末に比べ4,633千円減少いたし

ました。これは主に四半期純利益の計上による利益剰余金の増加がその他有価証券評価差額金の減少を下回ったこと

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 

 連結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24年８月20日に公表しました業績

予想に変更はありません。  

   

   

会計方針の変更 

（減価償却方法の変更） 

 当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年７月１日以後に

取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。  

 これによる、当第１四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益への影響は軽微で

あります。  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

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24年６月30日) 

当第１四半期連結会計期間 

(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 83,747 65,013 

売掛金 68,038 71,927 

その他 15,053 28,187 

貸倒引当金 △2,149 △749 

流動資産合計 164,689 164,378 

固定資産   

有形固定資産   

建物 114,147 142,017 

減価償却累計額 △62,673 △64,880 

建物（純額） 51,473 77,136 

工具、器具及び備品 191,767 199,067 

減価償却累計額 △168,014 △169,786 

工具、器具及び備品（純額） 23,753 29,280 

車両運搬具 14,804 14,804 

減価償却累計額 △9,632 △10,101 

車両運搬具（純額） 5,172 4,703 

土地 32 32 

建設仮勘定 17,299 － 

有形固定資産合計 97,731 111,153 

無形固定資産   

ソフトウエア 7,682 6,693 

その他 2,342 2,342 

無形固定資産合計 10,025 9,035 

投資その他の資産   

投資有価証券 97,740 99,123 

長期貸付金 21,210 22,070 

長期前払費用 16,275 19,803 

敷金及び保証金 110,926 101,676 

保険積立金 61,179 61,179 

会員権 26,724 26,724 

その他 530 530 

貸倒引当金 △13,300 △13,300 

投資その他の資産合計 321,286 317,808 

固定資産合計 429,043 437,997 

資産合計 593,732 602,376 
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（単位：千円）

前連結会計年度 

(平成24年６月30日) 

当第１四半期連結会計期間 

(平成24年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 18,380 19,247 

1年内返済予定の長期借入金 3,000 3,000 

未払法人税等 2,332 2,046 

未払金 42,085 39,984 

その他 14,620 12,818 

流動負債合計 80,419 77,096 

固定負債   

長期借入金 19,750 19,000 

長期預り保証金 56,153 72,458 

その他 8,193 9,237 

固定負債合計 84,096 100,695 

負債合計 164,516 177,792 

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 △713,599 △713,080 

自己株式 △248,241 △248,241 

株主資本合計 448,235 448,753 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △19,018 △24,170 

その他の包括利益累計額合計 △19,018 △24,170 

純資産合計 429,216 424,583 

負債純資産合計 593,732 602,376 
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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：千円）

前第１四半期連結累計期間 

(自 平成23年７月１日 

 至 平成23年９月30日) 

当第１四半期連結累計期間 

(自 平成24年７月１日 

 至 平成24年９月30日) 

売上高 158,804 173,820 

売上原価 84,494 100,416 

売上総利益 74,310 73,404 

販売費及び一般管理費   

役員報酬 13,860 13,947 

給料 9,127 9,802 

法定福利費 2,112 1,932 

求人費 340 350 

減価償却費 4,730 4,904 

地代家賃 2,347 2,321 

広告宣伝費 1,940 536 

通信費 2,218 2,454 

旅費及び交通費 1,538 1,919 

支払手数料 11,710 10,707 

顧問料 4,061 2,761 

業務委託費 2,213 3,002 

その他 16,941 16,671 

販売費及び一般管理費合計 73,142 71,310 

営業利益 1,167 2,093 

営業外収益   

受取利息 10 28 

その他 445 433 

営業外収益合計 456 462 

営業外費用   

支払利息 255 243 

営業外費用合計 255 243 

経常利益 1,368 2,313 

特別利益   

投資有価証券売却益 6,918 － 

特別利益合計 6,918 － 

特別損失   

投資有価証券売却損 1,756 － 

会員権評価損 3,000 － 

事務所移転費用 190 386 

特別損失合計 4,946 386 

税金等調整前四半期純利益 3,340 1,926 

法人税、住民税及び事業税 384 1,407 

法人税等合計 384 1,407 

少数株主損益調整前四半期純利益 2,956 518 

四半期純利益 2,956 518 
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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：千円）

前第１四半期連結累計期間 

(自 平成23年７月１日 

 至 平成23年９月30日) 

当第１四半期連結累計期間 

(自 平成24年７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 2,956 518 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △4,234 △5,151 

その他の包括利益合計 △4,234 △5,151 

四半期包括利益 △1,278 △4,633 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △1,278 △4,633 
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該当事項はありません。   

   

   

該当事項はありません。   

   

   

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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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