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   （百万円未満切捨て） 

１．平成 25 年６月期第２四半期の連結業績（平成 24 年７月１日～平成 24年 12 月 31 日） 

(1)連結経営成績                                           （％表示は対前期増減率）  

 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２四半期 362 18.2 10  － 10  － 5  － 

24 年６月期第２四半期 306 △0.2 △14  － △13  － △12  － 

（注）包括利益 25 年６月期第２四半期   24 百万円（－％）  24 年６月期第２四半期   △17 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２四半期 0.26 － 

24 年６月期第２四半期 △0.61 － 

 ※平成 25 年 2月 1 日付で株式分割を行いましたが、前連結会計年度の期首に株式分割が行われたと仮定し、1 株当たり四半期純利益を

算定しております。 

 

(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２四半期 663 454 68.4 21.63 

24 年６月期 593 429 72.3 20.44 

（参考）自己資本 25 年６月期第２四半期 454 百万円  24 年６月期 429 百万円 

※平成 25年 2 月 1日付で株式分割を行いましたが、前連結会計年度の期首に株式分割が行われたと仮定し、1 株当たり純資産を算定し

ております。 

    

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 － 0.00    

25 年６月期（予想）   － 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、対前期増減率） 

 

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 

通期 713 10.5 31 653.9 30  416.5 28  50.0 1.36 

（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２Ｑ 225,000 株 24 年６月期 225,000 株 

25 年６月期２Ｑ 15,029 株 24 年６月期 15,029 株 

25 年６月期２Ｑ 209,971 株 24 年６月期２Ｑ 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２四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。しかしながら、平成24年12月の衆院選の結果を受け、

新政権による金融緩和・景気対策への期待感から円安・株高の流れとなり、景気回復への明るい兆しも見え始めまし

た。  

 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２四半期連結累計期間の業績は、売上高362,137千円（前年同期比18.2％の増加）、営業利益

10,127千円（前年同期は営業損失14,269千円）、経常利益10,535千円（前年同期は経常損失13,556千円）、四半期純

利益は5,481千円（前年同期は四半期純損失12,900千円）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２四半期連結会計期間末における流動資産は228,717千円となり前連結会計年度末に比べ64,027千円増加いた

しました。これは主に現金及び預金の増加と未収入金の増加によるものであります。固定資産は434,854千円とな

り、前連結会計年度末に比べ5,811千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、663,571千円となり、前連結会計年度末に比べ69,838千円増加いたしました。 

（負債） 

 当第２四半期連結会計期間末における流動負債は79,527千円となり、前連結会計年度末に比べ891千円減少いたし

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130,008千円となり、

前連結会計年度末に比べて45,912千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、209,536千円となり、前連結会計年度末に比べ45,020千円増加いたしました。 

（純資産） 

 当第２四半期連結会計期間末における純資産は454,034千円となり、前連結会計年度末に比べ24,818千円増加いた

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とその他有価証券評価差額金の増加によるもので

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、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２四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２四半期連結会計期間 

(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 83,747 127,548 

売掛金 68,038 69,742 

その他 15,053 32,176 

貸倒引当金 △2,149 △749 

流動資産合計 164,689 228,717 

固定資産   

有形固定資産   

建物 114,147 145,417 

減価償却累計額 △62,673 △67,184 

建物（純額） 51,473 78,232 

工具、器具及び備品 191,767 187,564 

減価償却累計額 △168,014 △159,334 

工具、器具及び備品（純額） 23,753 28,229 

車両運搬具 14,804 14,804 

減価償却累計額 △9,632 △10,570 

車両運搬具（純額） 5,172 4,233 

土地 32 32 

リース資産 － 6,408 

減価償却累計額 － △178 

リース資産（純額） － 6,230 

建設仮勘定 17,299 8,137 

有形固定資産合計 97,731 125,096 

無形固定資産   

ソフトウエア 7,682 5,703 

その他 2,342 4,442 

無形固定資産合計 10,025 10,146 

投資その他の資産   

投資有価証券 97,740 126,369 

長期貸付金 21,210 21,560 

長期前払費用 16,275 19,100 

敷金及び保証金 110,926 117,659 

保険積立金 61,179 968 

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 321,286 299,611 

固定資産合計 429,043 434,854 

資産合計 593,732 663,571 
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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２四半期連結会計期間 

(平成24年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 18,380 20,484 

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 4,727 

未払金 42,085 35,775 

その他 14,620 15,540 

流動負債合計 80,419 79,527 

固定負債   

長期借入金 19,750 18,250 

長期預り保証金 56,153 95,918 

その他 8,193 15,840 

固定負債合計 84,096 130,008 

負債合計 164,516 209,536 

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 △708,117 

自己株式 △248,241 △248,241 

株主資本合計 448,235 453,717 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △19,018 317 

その他の包括利益累計額合計 △19,018 317 

純資産合計 429,216 454,034 

負債純資産合計 593,732 663,571 
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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23年７月１日 

 至 平成23年12月31日) 

当第２四半期連結累計期間 

(自 平成24年７月１日 

 至 平成24年12月31日) 

売上高 306,429 362,137 

売上原価 178,707 208,290 

売上総利益 127,721 153,847 

販売費及び一般管理費   

役員報酬 28,107 27,894 

給料 16,653 19,179 

法定福利費 4,029 3,832 

求人費 680 1,738 

減価償却費 9,211 10,203 

地代家賃 4,695 4,575 

広告宣伝費 3,696 2,921 

通信費 4,860 3,847 

旅費及び交通費 2,954 3,585 

支払手数料 21,378 22,034 

顧問料 7,062 6,327 

業務委託費 3,902 4,430 

その他 34,759 33,150 

販売費及び一般管理費合計 141,990 143,720 

営業利益又は営業損失（△） △14,269 10,127 

営業外収益   

受取利息 70 41 

受取配当金 359 132 

その他 746 721 

営業外収益合計 1,176 895 

営業外費用   

支払利息 464 487 

営業外費用合計 464 487 

経常利益又は経常損失（△） △13,556 10,535 

特別利益   

投資有価証券売却益 7,935 1,636 

その他 189 － 

特別利益合計 8,124 1,636 

特別損失   

投資有価証券売却損 2,999 － 

会員権評価損 3,000 － 

固定資産除却損 － 366 

事務所移転費用 190 386 

和解金 486 － 

保険解約損 － 2,382 

その他 － 117 

特別損失合計 6,675 3,252 

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期

純損失（△）

△12,108 8,919 

法人税、住民税及び事業税 792 3,437 

法人税等合計 792 3,437 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益

調整前四半期純損失（△）

△12,900 5,481 

四半期純利益又は四半期純損失（△） △12,900 5,481 
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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23年７月１日 

 至 平成23年12月31日) 

当第２四半期連結累計期間 

(自 平成24年７月１日 

 至 平成24年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益

調整前四半期純損失（△）

△12,900 5,481 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △4,310 19,336 

その他の包括利益合計 △4,310 19,336 

四半期包括利益 △17,210 24,818 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △17,210 24,818 
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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23年７月１日 

 至 平成23年12月31日) 

当第２四半期連結累計期間 

(自 平成24年７月１日 

 至 平成24年12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又は税金等調整前四半

期純損失（△）

△12,108 8,919 

減価償却費 9,844 11,819 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △189 △1,400 

受取利息及び受取配当金 △429 △173 

支払利息 464 487 

固定資産除却損 － 366 

投資有価証券売却損益（△は益） △4,935 △1,636 

会員権評価損 3,000 － 

保険解約損益（△は益） － 2,382 

移転費用 △190 △386 

売上債権の増減額（△は増加） △6,356 △1,703 

仕入債務の増減額（△は減少） 7,789 2,104 

その他 9,343 △5,790 

小計 6,232 14,988 

利息及び配当金の受取額 617 307 

利息の支払額 △464 △487 

法人税等の支払額 △1,574 △1,528 

法人税等の還付額 － 51 

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,810 13,331 

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 △7,374 △38,453 

無形固定資産の取得による支出 △2,775 △2,100 

投資有価証券の取得による支出 △80,374 △18,792 

投資有価証券の売却による収入 75,507 8,409 

保険積立金の解約による収入 － 57,829 

貸付金の回収による収入 1,200 850 

貸付けによる支出 △1,000 △1,200 

差入保証金の差入による支出 △21,600 △21,508 

差入保証金の回収による収入 176 7,571 

預り保証金の受入による収入 18,600 39,765 

預り保証金の返還による支出 △3,081 － 

その他 △9,298 △400 

投資活動によるキャッシュ・フロー △30,018 31,969 

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 △1,250 △1,500 

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,250 △1,500 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △26,457 43,800 

現金及び現金同等物の期首残高 125,734 83,747 

現金及び現金同等物の四半期末残高 99,276 127,548 
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 該当事項はありません。   

   

   

 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）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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