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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第83期

第２四半期連結
累計期間

第84期
第２四半期連結
累計期間

第83期

会計期間

自平成24年
１月１日
至平成24年
６月30日

自平成25年
１月１日
至平成25年
６月30日

自平成24年
１月１日
至平成24年
12月31日

売上高（千円） 4,978,410 － －

営業収益（千円） － 35,016,63294,319,764

経常利益（千円） 1,233,71512,600,62720,033,163

四半期(当期)純利益（千円） 484,1518,336,28111,487,640

四半期包括利益又は包括利益

（千円）
1,759,61216,554,49812,005,162

純資産額（千円） 25,856,785165,194,624149,895,574

総資産額（千円） 148,076,475722,062,543637,919,846

１株当たり四半期（当期）純利益金

額（円）
12.07 14.11 22.31

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
－ 14.07 22.28

自己資本比率（％） 17.46 22.6 23.2

営業活動によるキャッシュ・フロー

（千円）
721,733△25,424,9538,472,518

投資活動によるキャッシュ・フロー

（千円）
1,328,401△35,861,285△30,554,631

財務活動によるキャッシュ・フロー

（千円）
△19,045,42462,620,07120,854,877

現金及び現金同等物の四半期末（期

末）残高（千円）
1,369,59113,512,08412,164,079

　

回次
第83期

第２四半期連結
会計期間

第84期
第２四半期連結
会計期間

会計期間

自平成24年
４月１日
至平成24年
６月30日

自平成25年
４月１日
至平成25年
６月30日

１株当たり四半期純利益金額（円） 11.00 5.93

（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高及び営業収益には、消費税等は含まれておりません。

３．第83期第２四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、希薄化効果を有

している潜在株式が存在しないため、記載しておりません。

４．当社は、平成24年７月１日付で旧ヒューリック株式会社と合併いたしました。本合併は、企業結合会計上の

「逆取得」に該当し、取得企業は旧ヒューリック株式会社、被取得企業は旧昭栄株式会社となるため、合併直

前の旧昭栄株式会社の個別財務諸表上の資産・負債を時価評価した上で、旧ヒューリック株式会社の連結貸

借対照表に引き継いでおります。この影響で、第84期第２四半期連結累計(会計)期間及び第83期の主要な経

営指標等の各計数は、第83期第２四半期連結累計(会計)期間と比較して大幅に変動しております。
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（参考）

　当社は、平成24年７月１日付で旧ヒューリック株式会社と合併いたしました。ご参考として、以下、旧ヒューリック株式会

社の前第２四半期連結累計期間に係る主要な連結経営指標等の推移を記載いたします。

（過去の旧ヒューリック株式会社の連結経営指標等）

回次
第73期

第２四半期連結
累計期間

会計期間

自平成24年
１月１日
至平成24年
６月30日

営業収益（千円） 39,026,605

経常利益（千円） 9,500,930

四半期純利益（千円） 5,470,569

四半期包括利益（千円） 5,346,003

純資産額（千円） 107,657,887

総資産額（千円） 488,551,973

１株当たり四半期純利益金額（円） 32.02

潜在株式調整後１株当たり四半期純

利益金額（円）
32.02

自己資本比率（％） 21.7

営業活動によるキャッシュ・フロー

（千円）　
12,611,456

投資活動によるキャッシュ・フロー

（千円）　
△24,011,558

財務活動によるキャッシュ・フロー

（千円）　
6,480,628

現金及び現金同等物の四半期末残高

（千円）
6,891,969

　（注）営業収益には、消費税等は含まれておりません。

　

　

２【事業の内容】

当第２四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。

なお、当第２四半期連結累計期間における、各セグメントに係る主要な関係会社の異動については、概ね次の通りで

あります。

（不動産事業）

平成25年１月11日付で、特定目的会社ソニック・インベストメンツ６の優先出資及び特定出資を取得し、同社を

連結子会社といたしました。

平成25年４月１日付で、ヒューリックリートマネジメント株式会社を設立し、連結子会社といたしました。

平成25年３月29日付で、当社の持分法適用関連会社であった東京ビルサービス株式会社は、当社が保有する全株

式を売却したため、持分法適用関連会社ではなくなりました。

（保険事業）

主要な関係会社の異動はありません。

（その他）

主要な関係会社の異動はありません。

　

EDINET提出書類

ヒューリック株式会社(E00523)

四半期報告書

 3/22



第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

当第２四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載し

た事業等のリスクについての重要な変更はありません。

　

　

２【経営上の重要な契約等】

当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

　

　

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判

断したものであります。

当社は、平成24年７月１日付で当社を存続会社、旧ヒューリック株式会社を消滅会社とする吸収合併をおこなって

おります。本合併は、企業結合会計上の「逆取得」に該当し、取得企業は旧ヒューリック株式会社、被取得企業は旧昭

栄株式会社となっております。前第２四半期連結累計期間の連結業績については、旧昭栄株式会社の連結業績となっ

ており、「(1) 業績の状況」及び「(3) キャッシュ・フローの状況」においては対前年同四半期との比較は記載を省

略しております。

　

(1) 業績の状況

当第２四半期連結累計期間の連結業績は、企業向けオフィスビルの賃貸を主とした安定した不動産賃貸収入を

ベースとし、営業収益は35,016百万円、営業利益は13,802百万円、経常利益は12,600百万円、四半期純利益は8,336

百万円となりました。

各セグメントの業績は、次の通りであります。

（各セグメントの営業収益は、セグメント間の内部営業収益、振替高を含みます。）

（不動産事業）

当社グループの中核事業は、東京23区を中心に、約160件（販売用不動産除く）の賃貸物件・賃貸可能面積約

70万㎡を活用した不動産賃貸業務であります。当社のビジネスモデルをより強固なものにすべく、築年数の古

い物件を中心に立地の特性に適した建替を進めることを引き続き最大の経営課題として取り組んでおります。

当第２四半期連結累計期間におきましては、ヒューリックレジデンス西大井(平成25年２月竣工)、サニーラ

イフ船橋(平成25年５月竣工)、グランダ学芸大学(平成25年５月竣工)、アリア代々木上原(平成25年６月竣工)

が竣工いたしました。

そのほか、武蔵野南北寮（平成25年８月竣工予定）、千葉センタービル（平成26年３月竣工予定）、柴崎寮

（平成26年３月竣工予定）、石神井家庭寮（平成26年６月竣工予定）、ヒューリック新宿ビル（平成26年10月

竣工予定）、世田谷Ｆビル（平成26年11月竣工予定）、柏木寮（平成27年３月竣工予定）及び新大久保家庭寮

（賃貸住宅棟　平成27年５月竣工予定、有料老人ホーム棟　平成27年９月竣工予定）の建替計画も順調に進行し

ております。

なお、当第２四半期連結累計期間におきましては、新たに浅草橋富士ビル（平成27年７月竣工予定）の建替

を決定しております。

当社は、将来にわたる収益力強化の観点から、優良な新規物件の選別取得を進めておりますが、当第２四半期

連結累計期間におきましては、ヒューリック神谷町ビル(旧神谷町セントラルプレイス)(東京都港区)(一部は

販売用不動産として取得)、ヴィクトリアワードローブ(東京都千代田区)を取得いたしました。また、調布駅北

口第１Ａ地区第一種市街地再開発事業(東京都調布市)についても順調に進行しております。　

新たな収益源として積極的に展開をはかっておりますＰＰＰ（パブリック・プライベート・パートナー

シップ）事業におきましては、東京都台東区主催の「旧福井中学校跡地活用事業」（東京都台東区）として取

り組んでおりましたヒューリック浅草橋ビルが平成25年２月に竣工いたしました。また、東京都下水道局主催

の「芝浦水再生センター再構築に伴う上部利用事業」（東京都港区）及び北海道主催の「北海道東京事務所

用地有効活用事業」（東京都千代田区）に取り組んでおりますが、いずれの事業も順調に進行しております。

販売用不動産につきましては、上記ヒューリック神谷町ビル(旧神谷町セントラルプレイス)のほか、相模原

田名ロジスティクスセンター(相模原市中央区)、ラピロス六本木（東京都港区）などを取得し、販売用不動産

のうち２物件を売却いたしました。また、本格的な取組みを開始いたしました開発事業に関連し、虎ノ門開発計

画（東京都港区）に着手いたしました。

このように、当セグメントにおける事業は順調に進行しており、当第２四半期連結累計期間の営業収益は

30,376百万円、営業利益は15,221百万円となりました。
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（保険事業）

保険事業におきましては、連結子会社であるヒューリック保険サービス株式会社が、国内・外資系の保険会

社と代理店契約を結んでおり、法人から個人まで多彩な保険商品を販売しております。保険業界の事業環境は

引き続き厳しい環境にありますが、既存損保代理店の営業権取得を重点業務として、法人取引を中心に拡充し

ております。

この結果、当セグメントにおける営業収益は1,295百万円、営業利益は314百万円となりました。

　

（その他）

  その他におきましては、連結子会社であるヒューリックビルド株式会社による当社保有ビル等の営繕工事、

テナント退去時の原状回復工事、新規入居時の内装工事を中心に受注実績を積み上げておりますほか、連結子

会社であるヒューリックオフィスサービス株式会社による給食業務の受託事業等が寄与した結果、営業収益は

4,192百万円、営業利益は174百万円となりました。

  

(2) 財政状態の分析

（資産）

当第２四半期連結会計期間末の資産合計は、722,062百万円となり、対前期末比84,142百万円増加いたしまし

た。当社グループにおいては、中核事業である不動産賃貸業務をより強固なものにすべく、築年数の古い物件を

中心に特性に適した建替を積極的に推進しております。

主な項目の増減は以下の通りであります。

①現金及び預金 1,348百万円増加

②販売用不動産 40,278百万円増加（物件の取得等）

③仕掛販売用不動産 7,681百万円増加（借地権からの振替等）

④建物及び構築物 8,398百万円増加（物件の取得、建替物件の竣工等）

⑤土地 29,153百万円増加（物件の取得等）

⑥借地権 4,362百万円減少（仕掛販売用不動産への振替等）

⑦投資有価証券 7,185百万円増加（上場株式含み益の増加等）

 

（負債）

当第２四半期連結会計期間末の負債合計は、556,867百万円となり、対前期末比で68,843百万円増加いたしま

した。これは設備投資等に伴い、資金調達をおこなったためであります。

当社グループの借入金残高は398,251百万円となっておりますが、このうち特別目的会社（ＳＰＣ）のノン

リコースローンが7,082百万円含まれております。金融機関からの資金調達については、高い収益力を背景とし

て安定的に低コストで調達をおこなっております。

　

（純資産）

当第２四半期連結会計期間末の純資産合計は、165,194百万円となり、対前期末比で15,299百万円増加いたし

ました。このうち株主資本合計は、150,339百万円となり、対前期末比で7,080百万円増加いたしました。これは

四半期純利益による利益剰余金の増加及び配当金の支払による利益剰余金の減少によるものであります。

また、その他の包括利益累計額合計は、13,538百万円となり、対前期末比で8,174百万円増加いたしました。こ

れは主に株式市況の回復により上場株式の含み益が11,067百万円増加したことにより、その他有価証券評価差

額金が増加したことによるものであります。

 

(3)キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、営業活動により25,424百万円減少し、投資活動に

より35,861百万円減少し、財務活動において62,620百万円増加し、当第２四半期連結会計期間末には13,512百万

円となりました。

当第２四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通りであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

  営業活動によるキャッシュ・フローは25,424百万円の支出となりました。これは主に、安定した不動産賃貸

収入をベースに税金等調整前四半期純利益が12,956百万円、減価償却費が3,338百万円及び預り保証金の増加

額が3,316百万円あった一方、たな卸資産の増加額38,109百万円及び営業投資有価証券の増加額4,517百万円が

あったためであります。

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動によるキャッシュ・フローは35,861百万円の支出となりました。これは主に、将来にわたる収益力

強化の観点から建替を積極的に進めるとともに優良な新規物件の取得をおこなったためであります。
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（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動によるキャッシュ・フローは62,620百万円の収入となりました。これは主に、積極的な投資等を支

えるために、資金調達をおこなったためであります。

　

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

　

(5) 研究開発活動

該当事項はありません。

　

(6) 生産、受注及び販売の実績

当社は、平成24年７月１日付で当社を存続会社、旧ヒューリック株式会社を消滅会社とする吸収合併をおこ

なっております。本合併に伴い、不動産事業の販売実績が著しく増加しております。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 1,800,000,000

計 1,800,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成25年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成25年８月９日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 595,019,571 595,127,271
東京証券取引所

（市場第一部）
（注）１

計 595,019,571 595,127,271 － －

（注）１．普通株式は完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株

式数は100株であります。

２．「提出日現在発行数」欄には、平成25年８月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権（ストック

・オプション）の行使により発行された株式数は含まれておりません。

 

（２）【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

　

（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成25年４月１日～

平成25年６月30日

（注）１

511,200595,019,57179,23622,094,76279,23621,485,921

（注）１．新株予約権（ストック・オプション）の行使による増加であります。

２．平成25年７月１日から平成25年７月31日までの間に、新株予約権（ストック・オプション）の行使により、発

行済株式総数が107,700株、資本金及び資本準備金がそれぞれ16,693千円増加しております。
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（６）【大株主の状況】

　 平成25年６月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

東京建物㈱ 東京都中央区八重洲1-9-9 48,849,033 8.20

明治安田生命保険（相） 東京都千代田区丸の内2-1-1 47,617,077 8.00

㈱損害保険ジャパン 東京都新宿区西新宿1-26-1 47,578,800 7.99

芙蓉総合リース㈱ 東京都千代田区三崎町3-3-23 40,652,916 6.83

安田不動産㈱ 東京都千代田区神田錦町2-11 30,789,331 5.17

みずほ信託銀行㈱　退職給付

信託　沖電気工業口　再信託受

託者　資産管理サービス信託

銀行㈱

東京都中央区晴海1-8-12 29,631,000 4.97

安田倉庫㈱ 東京都港区海岸3-3-8 29,131,800 4.89

みずほキャピタル㈱ 東京都千代田区内幸町1-2-1 25,533,900 4.29

東京海上日動火災保険㈱ 東京都千代田区丸の内1-2-1 24,001,759 4.03

帝国繊維㈱ 東京都中央区日本橋2-5-13 17,800,292 2.99

計 － 341,585,908 57.36

（注）みずほ信託銀行㈱　退職給付信託　沖電気工業口　再信託受託者　資産管理サービス信託銀行㈱の所有株式数

29,631,000株につきましては、沖電気工業株式会社がみずほ信託銀行株式会社に委託した退職給付信託の信託財

産であり、その議決権行使の指図権は沖電気工業株式会社に留保されております。
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（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

 平成25年６月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）

（自己保有株式）

  普通株式    1,230,700
－

権利内容に何ら限定のな

い当社における標準とな

る株式で、単元株式数は

100株であります。

（相互保有株式）

  普通株式    2,000,000
－ 同上

完全議決権株式（その他）   普通株式  591,615,800 5,916,158 同上

単元未満株式 　普通株式      173,071 － －

発行済株式総数             595,019,571 － －

総株主の議決権 － 5,916,158 －

（注）「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が15,400株（議決権154個）含ま

れております。

　

②【自己株式等】

 平成25年６月30日現在

 所有者の氏名又は名
 称 

所有者の住所
 自己名義所有株
 式数（株）

 他人名義所有株
 式数（株）

 所有株式数の合
 計（株）

発行済株式総数に対
する所有株式数の割
合（％）

（自己保有株式）

　ヒューリック㈱

東京都中央区日本

橋大伝馬町7-3
1,230,700－ 1,230,700              0.20

（相互保有株式）

　平和管財㈱

東京都中央区八重

洲2-7-12
2,000,000－ 2,000,000              0.33

計 － 3,230,700－ 3,230,700              0.53

 

　

２【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次の通りであります。

役職の異動

新役名 新職名 旧役名 旧職名 氏名 異動年月日
取締役
執行役員

不動産統括部長
取締役
執行役員

事業企画部長 前田　隆也 平成25年４月１日
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

（１）当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内

閣府令第64号）に基づいて作成しております。

　

（２）当社は、平成24年７月１日付で当社を存続会社、旧ヒューリック株式会社を消滅会社とする吸収合併をおこ

なっております。本合併は、企業結合会計上の「逆取得」に該当し、取得企業は旧ヒューリック株式会社、被取

得企業は旧昭栄株式会社となっております。そのため、前第２四半期連結財務諸表と当第２四半期連結財務諸

表との間には、連続性がなくなっておりますが、比較情報のうち、前第２四半期連結累計期間については、旧昭

栄株式会社の財務計数を記載しております。

　

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間（平成25年４月１日から平成

25年６月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成25年１月１日から平成25年６月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【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12月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成25年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 13,164,079 14,512,084

受取手形及び営業未収入金 1,795,885 1,911,444

販売用不動産 52,691,416 92,969,542

仕掛販売用不動産 － 7,681,118

未成工事支出金 16,422 81,130

貯蔵品 34,900 31,701

営業投資有価証券 410,000 408,229

繰延税金資産 7,612,164 3,549,054

その他 1,245,811 1,986,954

貸倒引当金 △2,899 △3,665

流動資産合計 76,967,781 123,127,594

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 125,636,920 134,034,976

機械装置及び運搬具（純額） 784,392 906,831

土地 311,417,211 340,570,248

建設仮勘定 8,048,357 5,409,498

その他（純額） 748,616 712,667

有形固定資産合計 446,635,497 481,634,222

無形固定資産

のれん 1,120,173 1,040,376

借地権 17,043,543 12,680,879

その他 444,824 433,179

無形固定資産合計 18,608,541 14,154,435

投資その他の資産

投資有価証券 89,127,954 96,313,060

差入保証金 2,959,882 2,987,696

繰延税金資産 465,500 494,090

その他 3,102,739 3,305,074

貸倒引当金 △1,283 △967

投資その他の資産合計 95,654,792 103,098,954

固定資産合計 560,898,832 598,887,611

繰延資産

繰延資産合計 53,232 47,336

資産合計 637,919,846 722,062,543
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成24年12月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成25年６月30日)

負債の部

流動負債

短期借入金 102,380,258 119,936,508

短期社債 12,998,880 49,995,736

未払費用 1,589,807 2,359,194

未払法人税等 3,932,556 723,034

前受金 3,410,301 3,895,199

賞与引当金 52,300 25,540

役員賞与引当金 82,900 38,960

その他 3,586,285 3,252,119

流動負債合計 128,033,289 180,226,292

固定負債

社債 12,100,000 32,100,000

長期借入金 288,943,308 278,314,804

繰延税金負債 17,456,196 21,025,044

退職給付引当金 407,652 435,673

役員退職慰労引当金 13,577 9,547

長期預り保証金 39,502,828 42,947,199

その他 1,567,420 1,809,358

固定負債合計 359,990,982 376,641,626

負債合計 488,024,271 556,867,918

純資産の部

株主資本

資本金 21,951,495 22,094,762

資本剰余金 38,016,185 38,159,572

利益剰余金 83,418,533 90,272,652

自己株式 △127,793 △187,732

株主資本合計 143,258,421 150,339,254

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 5,773,335 13,390,214

繰延ヘッジ損益 △511,691 △351,778

為替換算調整勘定 102,771 500,258

その他の包括利益累計額合計 5,364,416 13,538,694

少数株主持分 1,272,737 1,316,676

純資産合計 149,895,574 165,194,624

負債純資産合計 637,919,846 722,062,543
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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１月１日
　至　平成24年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成25年１月１日
　至　平成25年６月30日)

売上高 4,978,410 －

売上原価 2,519,920 －

売上総利益 2,458,489 －

営業収益 － 35,016,632

営業原価 － 16,442,188

営業総利益 － 18,574,443

販売費及び一般管理費

給料及び手当 94,780 －

その他 224,471 －

販売費及び一般管理費合計 319,252 ※
 4,771,841

営業利益 2,139,237 13,802,602

営業外収益

受取利息 － 4,160

受取配当金 271,084 1,058,601

賃貸解約関係収入 － 339,073

その他 10,284 75,641

営業外収益合計 281,369 1,477,476

営業外費用

支払利息 1,182,502 2,527,291

持分法による投資損失 － 6,675

その他 4,389 145,484

営業外費用合計 1,186,891 2,679,451

経常利益 1,233,715 12,600,627

特別利益

固定資産売却益 － 1,757,009

投資有価証券売却益 804,794 108,476

その他 249,918 303,493

特別利益合計 1,054,712 2,168,979

特別損失

固定資産除却損 － 1,426,183

建替関連損失 － 383,212

減損損失 316,519 －

投資有価証券売却損 － 741

合併関連費用 311,525 －

その他 1,058,057 3,255

特別損失合計 1,686,102 1,813,391

税金等調整前四半期純利益 602,325 12,956,215

法人税、住民税及び事業税 － 684,089

法人税等調整額 － 3,891,905

法人税等合計 118,174 4,575,995

少数株主損益調整前四半期純利益 484,151 8,380,220

少数株主利益 － 43,939

四半期純利益 484,151 8,336,281
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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１月１日
　至　平成24年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成25年１月１日
　至　平成25年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 484,151 8,380,220

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 1,275,460 7,451,932

繰延ヘッジ損益 － 159,912

為替換算調整勘定 － 396,886

持分法適用会社に対する持分相当額 － 165,545

その他の包括利益合計 1,275,460 8,174,277

四半期包括利益 1,759,612 16,554,498

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,759,612 16,510,559

少数株主に係る四半期包括利益 － 43,939
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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１月１日
　至　平成24年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成25年１月１日
　至　平成25年６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 602,325 12,956,215

減価償却費 1,127,809 3,338,634

減損損失 316,519 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △7,667 449

賞与引当金の増減額（△は減少） △14,129 △26,760

役員賞与引当金の増減額（△は減少） － △43,940

退職給付引当金の増減額（△は減少） △13,076 28,020

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） － △4,030

受取利息及び受取配当金 △274,230 △1,062,761

支払利息 1,182,502 2,527,291

持分法による投資損益（△は益） － 6,675

固定資産除却損 － 1,426,183

有形固定資産売却損益（△は益） － △1,370,141

無形固定資産売却損益（△は益） － △386,868

投資有価証券売却益 △804,794 －

投資有価証券売却損益（△は益） － △107,735

合併関連費用 311,525 －

その他の損益（△は益） 864,992 －

売上債権の増減額（△は増加） △10,494 △115,559

たな卸資産の増減額（△は増加） － △38,109,095

営業投資有価証券の増減額（△は増加） － △4,517,578

差入保証金の増減額（△は増加） － △17,813

預り保証金の増減額（△は減少） － 3,316,390

その他の資産の増減額（△は増加） △108,449 531,418

その他の負債の増減額（△は減少） △290,325 797,167

小計 2,882,508 △20,833,837

利息及び配当金の受取額 273,814 2,544,532

利息の支払額 △1,220,577 △2,734,289

合併関連費用の支払額 △311,525 －

特別退職金の支払額 △135,098 －

法人税等の支払額 △767,387 △4,401,360

営業活動によるキャッシュ・フロー 721,733 △25,424,953
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自　平成24年１月１日
　至　平成24年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　平成25年１月１日
　至　平成25年６月30日)

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 △548,516 △42,087,610

有形固定資産の売却による収入 689,347 2,999,977

無形固定資産の取得による支出 － △81,777

無形固定資産の売却による収入 － 906,435

投資有価証券の取得による支出 － △949,033

投資有価証券の売却による収入 2,953,268 2,702,904

不動産投資有価証券の返還による収入 17,930 －

不動産投資有価証券の取得による支出 △1,806,600 －

貸付金の回収による収入 － 252

その他 22,972 647,567

投資活動によるキャッシュ・フロー 1,328,401 △35,861,285

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） △8,978,000 22,500,000

短期社債の純増減額（△は減少） － 36,988,452

長期借入れによる収入 6,267,500 20,000,000

長期借入金の返済による支出 △15,795,754 △35,572,254

社債の発行による収入 － 19,901,416

ストックオプションの行使による収入 － 286,533

自己株式の取得による支出 － △567

自己株式の売却による収入 － 120

配当金の支払額 △355 △1,482,162

その他 △538,815 △1,467

財務活動によるキャッシュ・フロー △19,045,424 62,620,071

現金及び現金同等物に係る換算差額 － 14,171

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △16,995,289 1,348,004

現金及び現金同等物の期首残高 18,364,881 12,164,079

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 1,369,591

※
 13,512,084
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【連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更】

(1) 連結の範囲の重要な変更

第１四半期連結会計期間において、特定目的会社ソニック・インベストメンツ６の優先出資及び特定出資を取

得し、子会社となったため、連結の範囲に含めております。

当第２四半期連結会計期間において、ヒューリックリートマネジメント株式会社は新たに設立され、子会社と

なったため、連結の範囲に含めております。　

　

(2) 持分法適用の範囲の重要な変更

第１四半期連結会計期間において、当社の持分法適用関連会社であった東京ビルサービス株式会社は、当社が保

有する全株式を売却したことにより、関連会社でなくなったため、持分法適用の範囲から除外しております。

　

【追加情報】

（固定資産の振替）

当第２四半期連結累計期間において、固定資産に計上していたもののうち、金額5,231,658千円を販売用として所

有目的を変更したため、仕掛販売用不動産に振替えております。

　

【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

１．追加出資義務

下記の特別目的会社の借入金返済義務等に対して追加出資義務を負っております。　

前連結会計年度
（平成24年12月31日）

当第２四半期連結会計期間
（平成25年６月30日）

駿河台開発特定目的会社 9,920,000千円 駿河台開発特定目的会社 9,920,000千円

　 　 中野駅前開発特定目的会社 4,000,000

計 9,920,000 計 13,920,000

なお、駿河台開発特定目的会社及び中野駅前開発特定目的会社に対する追加出資義務については、当社の負担割

合に基づく金額を記載しております。

　

２．保証債務

次の関係会社について、金融機関からの借入に対し債務保証をおこなっております。

前連結会計年度
（平成24年12月31日）

当第２四半期連結会計期間
（平成25年６月30日）

アール４０合同会社(借入債務) 1,600,000千円 アール４０合同会社(借入債務) 1,600,000千円

　

（四半期連結損益計算書関係）

※  販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次の通りであります。

前第２四半期連結累計期間
（自　平成24年１月１日
至　平成24年６月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成25年１月１日
至　平成25年６月30日）

―――――――― 給料及び手当 1,283,921千円

  賞与引当金繰入額 25,540

　  役員賞与引当金繰入額 38,960

　  退職給付費用 83,531
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（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は下記の通りで

あります。

  
前第２四半期連結累計期間
（自  平成24年１月１日
至  平成24年６月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自  平成25年１月１日
至  平成25年６月30日）

現金及び預金勘定 1,369,591千円 14,512,084千円

預入期間が３か月を超える定期預金 － △1,000,000

現金及び現金同等物 1,369,591 13,512,084

　

（株主資本等関係）

当第２四半期連結累計期間（自　平成25年１月１日　至　平成25年６月30日）

１．配当金支払額

　

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成25年３月22日

定時株主総会
普通株式 1,482,1622.5平成24年12月31日平成25年３月25日利益剰余金

　

２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間末後と
なるもの

　

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成25年７月29日

取締役会
普通株式 1,484,4722.5平成25年６月30日平成25年９月３日 利益剰余金
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自　平成24年１月１日　至　平成24年６月30日）

１．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

当社グループは、「不動産」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

　

２．報告セグメントの変更等に関する事項

当社は、従来、「不動産」及び「有価証券」の２つを報告セグメントとしておりましたが、当第１四半期連結会

計期間から、「不動産」のみから成る単一セグメントとしております。

この変更は、前連結会計年度において、キヤノン株式の大宗の売却と運用株式全てを売却したことにより、投資

有価証券の残高が大幅に減少し、有価証券の運用を取り止めたこと等を受けて、平成24年３月23日開催の取締役会

において、より一層の効率的な業務遂行を図るため、事業部門であった有価証券投資グループを本社管理部門であ

る企画・財務グループに統合したことによるものであります。

これに伴い、保有有価証券に係る受取配当金等について、従来、売上高に計上しておりましたが、当第１四半期連

結会計期間より営業外収益として計上する方法に変更しております。

　

　

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自　平成25年１月１日　至　平成25年６月30日）

１．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

（単位：千円）

 
報告セグメント

その他
（注）１

合計
調整額
（注）２

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）３

不動産事業 保険事業 計

営業収益        

外部顧客への

営業収益
30,207,9141,295,74931,503,6643,512,96735,016,632 － 35,016,632

セグメント間
の内部営業収
益又は振替高

169,069 － 169,069679,612848,682△848,682 －

計 30,376,9841,295,74931,672,7344,192,58035,865,314△848,68235,016,632

セグメント利益 15,221,005314,99215,535,998174,09215,710,090△1,907,48713,802,602

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、建築工事請負、設計・工事監理業務

等を含んでおります。

２．セグメント利益の調整額△1,907,487千円には、セグメント間取引消去11,123千円、各報告セグメントに配分し

ていない全社費用△1,918,611千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管

理部門に係る費用であります。

３．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おこなっております。

　

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎

は、以下の通りであります。

　
前第２四半期連結累計期間
（自　平成24年１月１日
至　平成24年６月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成25年１月１日
至　平成25年６月30日）

(1）１株当たり四半期純利益金額 12円07銭 14円11銭

（算定上の基礎） 　 　

四半期純利益金額（千円） 484,151 8,336,281

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益金額（千円） 484,151 8,336,281

普通株式の期中平均株式数（千株） 40,100 590,796

(2）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 － 14円07銭

（算定上の基礎）  　

四半期純利益調整額（千円） － －

普通株式増加数（千株） － 1,578

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前連結会計年度末から重要な変動があったも

のの概要

－

　

　

　

－

　

　

　

（注）前第２四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、希薄化効果を有している潜

在株式が存在しないため、記載しておりません。

　

　

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

 

　

２【その他】

平成25年７月29日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次の通り決議いたしました。

① 配当金の総額 1,484,472千円

② １株当たりの金額 ２円50銭

③ 支払請求の効力発生日及び支払開始日 平成25年９月３日

（注）　平成25年６月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いをおこないます。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 　

 

平成25年８月９日

ヒューリック株式会社

取締役会　御中

新日本有限責任監査法人

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 菅原　和信　　印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 原田　昌平　　印

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているヒューリック株式

会社の平成25年１月１日から平成25年12月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成25年４月１日から

平成25年６月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成25年１月１日から平成25年６月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ

・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。

　

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結

論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して

四半期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、

分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　

監査人の結論

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、ヒューリック株式会社及び連結子会社の平成25年６月30日現在の財政状

態並びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示してい

ないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。　

　

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　

　（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半

　　　　　　期報告書提出会社）が別途保管しております。

　　　　２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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