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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86期

第３四半期
連結累計期間

第87期
第３四半期
連結累計期間

第86期

会計期間
自平成27年１月１日
至平成27年９月30日

自平成28年１月１日
至平成28年９月30日

自平成27年１月１日
至平成27年12月31日

営業収益 （百万円） 118,049 145,245 169,956

経常利益 （百万円） 30,465 38,175 42,534

親会社株主に帰属する四半期

(当期)純利益
（百万円） 23,082 26,131 33,628

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） 20,748 21,307 37,923

純資産額 （百万円） 299,954 325,457 317,045

総資産額 （百万円） 911,561 1,127,185 1,091,266

１株当たり四半期（当期）純利

益金額
（円） 36.62 39.68 52.75

潜在株式調整後１株当たり四半

期（当期）純利益金額
（円） 36.59 39.66 52.71

自己資本比率 （％） 32.4 28.4 28.6

 

回次
第86期

第３四半期
連結会計期間

第87期
第３四半期
連結会計期間

会計期間
自平成27年７月１日
至平成27年９月30日

自平成28年７月１日
至平成28年９月30日

１株当たり四半期純利益金額 （円） 12.88 12.82

（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．営業収益には、消費税等は含まれておりません。

３.「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成25年９月13日）等を適用し、第１四半期連結累

計期間より、「四半期（当期）純利益」を「親会社株主に帰属する四半期（当期）純利益」としておりま

す。
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２【事業の内容】

　当第３四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。

　当第３四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）

　株式会社エスアイエイ・ソリューションズ及び有限会社グローバル・リート・パートナーズＣ号は、平成28年７

月１日付で、当社を存続会社、株式会社エスアイエイ・ソリューションズ及び有限会社グローバル・リート・パー

トナーズＣ号を消滅会社とする吸収合併により、連結子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。

（人材関連事業）

　主要な関係会社の異動はありません。

（その他）

　平成28年５月24日付で、株式会社アグリサイトを設立し、持分法適用関連会社といたしました。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

当第３四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３四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。

なお、第１四半期連結累計期間より、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成25年９月13日）

等を適用し、「四半期純利益」を「親会社株主に帰属する四半期純利益」としております。

 

(1) 業績の状況

　当第３四半期連結累計期間の連結業績は、前連結会計年度及び当連結会計年度に竣工、取得した物件による不

動産賃貸収入の増加に加え、販売用不動産の売上が増加したことなどにより、営業収益は145,245百万円(前年同

期比27,195百万円、23.0％増)、営業利益は39,816百万円(前年同期比10,244百万円、34.6％増)、経常利益は

38,175百万円(前年同期比7,709百万円、25.3％増)、親会社株主に帰属する四半期純利益は26,131百万円(前年同

期比3,049百万円、13.2％増)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210件（販売用不動産除く）の賃貸物件・賃貸可能面積

約103万㎡を活用した不動産賃貸業務であります。強固な賃貸ポートフォリオ構築の観点から、建替の着実な

推進によるポートフォリオの質的向上、ＣＲＥなど戦略的ソーシングによる着実なポートフォリオの拡充に取

り組んでおります。また、ヒューリックサイズの高品質・好立地物件での開発事業を軸とした不動産バリュー

アッドビジネスの推進や３Ｋ（高齢者・観光・環境）の各分野におけるビジネス領域の拡大と深化などにも取

り組んでおります。

　当第３四半期連結累計期間における建替の状況につきましては、調布富士ビル（平成29年３月竣工予定）、

蒲田富士ビル（平成29年７月竣工予定）、板橋富士ビル（平成30年２月竣工予定）及び府中富士ビル（平成30

年６月竣工予定）の建替計画が順調に進行しております。なお、当第３四半期連結累計期間において、新たに

目白富士ビル（平成30年６月竣工予定）、昭栄駿河台ビル（平成30年９月竣工予定）及び王子富士ビル（平成

31年２月竣工予定）の建替を決定しております。

　当第３四半期連結累計期間の新規物件（固定資産）の取得につきましては、ヒューリック渋谷宮下公園ビル

（東京都渋谷区）、ヤマト羽田ビル（東京都大田区）、ヒューリック神宮前五丁目ビル（東京都渋谷区）、

ヒューリック新川崎ビル（川崎市幸区）、グランドニッコー東京　台場（底地）（東京都港区）、銀座東和ビ

ル（東京都中央区）、Ｂｌｅｕ　Ｃｉｎｑ　Ｐｏｉｎｔ（東京都港区）の一部及びヒューリック仲御徒町ビル

（東京都台東区）を取得いたしました。

　開発業務（固定資産）につきましては、大森駅前商業開発（東京都品川区）、（仮称）ヒューリック渋谷井

の頭通りビル（東京都渋谷区）、（仮称）新橋二丁目開発計画（東京都港区）、（仮称）日体大深沢開発計画

（東京都世田谷区）、（仮称）六本木三丁目相鉄ホテル開発計画（東京都港区）、（仮称）河口湖ふふ開発計

画（山梨県南都留郡富士河口湖町）、（仮称）ヒューリック有楽町二丁目開発計画（東京都千代田区）（一部

は販売用）及び（仮称）築地三丁目開発計画（東京都中央区）が順調に進行しております。

　販売用不動産につきましては、京橋サウス（東京都中央区）、西葛西３丁目ビル（東京都江戸川区）、

ヒューリック銀座花椿通ビル（東京都中央区）及びヒューリック銀座イーストビル（東京都中央区）などを取

得し、ヒューリック神谷町ビル（東京都港区）の一部、リーフみなとみらい（底地）（横浜市西区）、オー

キッドスクエア（東京都千代田区）、高輪ＳＩＡビル（東京都港区）、当第３四半期連結累計期間に竣工した

トラストガーデン常磐松（東京都渋谷区）、ヒューリック虎ノ門ビル（東京都港区）の一部、ヒューリック銀

座花椿通ビル（底地）（東京都中央区）の一部の他７物件を売却しております。販売用不動産に係る開発業務

につきましては、開発中の（仮称）ヒューリック渋谷公園通りビル計画（東京都渋谷区）及び（仮称）ヒュー

リック有楽町二丁目開発計画（東京都千代田区）が順調に進行しております。

　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、前連結会計年度及び当連結会計年度に竣

工、取得した物件による不動産賃貸収入の増加に加え、販売用不動産の売上が増加したことなどから、当第３
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四半期連結累計期間の営業収益は121,525百万円(前年同期比27,370百万円、29.0％増)、営業利益は42,731百

万円(前年同期比11,604百万円、37.2％増)となりました。

 

（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戦略として、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2,439百万円(前年同期比△61百万円、2.4％減)、営業利益は

767百万円(前年同期比△99百万円、11.4％減)となりました。

 

（人材関連事業）

　人材関連事業におきましては、連結子会社である株式会社アヴァンティスタッフが、人材派遣・人材紹介事

業等をおこなっております。同社では、主力ビジネスである人材派遣事業の増強をはかるとともに、企業及び

求職者の多様化するニーズに対応するべく、総合人材サービス企業としてのノウハウを活用し、様々な人材

サービスの提案、提供をおこなっております。

　この結果、当セグメントにおける営業収益は14,330百万円(前年同期比△68百万円、0.4％減)、営業利益は

312百万円(前年同期比△98百万円、23.9％減)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が、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

8,277百万円(前年同期比△445百万円、5.1％減)、営業利益は567百万円(前年同期比△5百万円、0.9％減)とな

りました。

 

(2) 財政状態の分析

（資産）

　当第３四半期連結会計期間末の資産合計は、1,127,185百万円となり、対前期末比で35,918百万円増加いた

しました。当社グループにおいては、強固な賃貸ポートフォリオ構築の観点から、既存保有物件建替の着実な

推進、ＣＲＥなど戦略的なソーシング等に取り組んでおります。

　また、ヒューリックリート投資法人の中長期的な収益向上と運用資産の着実な積上げを実現するために、ス

ポンサーとしてのサポートやバックアップに努めてまいります。

　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 6,895百万円減少

②販売用不動産 21,492百万円減少（物件の取得、竣工及び売却）

③建物及び構築物 7,489百万円増加（物件の取得及び竣工等）

④土地 68,576百万円増加（物件の取得等）

⑤建設仮勘定 3,486百万円増加（建替及び開発計画の進行、物件の竣工）

⑥投資有価証券 3,001百万円減少（投資有価証券の取得及び有価証券の含み益の減少等）

 

（負債）

　当第３四半期連結会計期間末の負債合計は、801,727百万円となり、対前期末比で27,506百万円増加いたし

ました。これは、主に、設備投資等に伴い、資金調達をおこなったことによるものであります。

　当社グループの借入金残高は644,713百万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3,600百万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３四半期連結会計期間末の純資産合計は、325,457百万円となり、対前期末比で8,412百万円増加いたし

ました。このうち株主資本合計は、294,703百万円となり、対前期末比で13,334百万円増加しております。こ

れは、主に、親会社株主に帰属する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、26,532百万円となり、対前期末比で5,035百万円減少いたしまし

た。これは、主に、有価証券の含み益が7,983百万円減少したことによるその他有価証券評価差額金の減少に

よるものであります。

 

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題
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当第３四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。

 

(4) 研究開発活動

該当事項はありません。
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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３四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成28年９月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成28年11月11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 662,738,871 662,744,871
東京証券取引所

（市場第一部）
（注）１

計 662,738,871 662,744,871 － －

（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28年11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
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金増
減額
（百万円）

資本準備金残
高（百万円）

平成28年７月１日～

平成28年９月30日

（注）１

69,000 662,738,871 10 62,668 10 62,059

（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28年10月１日から平成28年10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6,000株、資本金及び資本準備金がそれぞれ０百万円増加しております。

 

（６）【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成28年９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   1,235,000
－

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 659,360,100 6,593,601 同上

単元未満株式 　普通株式     143,771 － －

発行済株式総数            662,738,871 － －

総株主の議決権 － 6,593,601 －

（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28年９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
1,235,000 － 1,235,000 0.18

（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 0.30

計 － 3,235,000 － 3,235,000 0.48

 

 

２【役員の状況】

該当事項はありません。
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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
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．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３四半期連結会計期間（平成28年７月１日から平

成28年９月30日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成28年１月１日から平成28年９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。

 

 

EDINET提出書類

ヒューリック株式会社(E00523)

四半期報告書

 9/20



１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

(平成27年12月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成28年９月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 31,224 24,329

受取手形及び営業未収入金 3,870 4,276

商品 0 0

販売用不動産 86,587 65,095

仕掛販売用不動産 21,001 21,242

未成工事支出金 45 300

貯蔵品 38 33

営業投資有価証券 2,256 1,031

繰延税金資産 9,024 765

その他 6,215 1,696

貸倒引当金 △4 △4

流動資産合計 160,261 118,765

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 189,885 197,375

機械装置及び運搬具（純額） 2,972 2,924

土地 580,352 648,929

建設仮勘定 2,517 6,003

その他（純額） 762 757

有形固定資産合計 776,490 855,990

無形固定資産   

のれん 4,942 4,212

借地権 21,758 21,495

その他 442 447

無形固定資産合計 27,143 26,155

投資その他の資産   

投資有価証券 114,362 111,361

差入保証金 7,165 8,895

繰延税金資産 724 733

退職給付に係る資産 12 23

その他 4,608 4,925

貸倒引当金 △0 △0

投資その他の資産合計 126,873 125,939

固定資産合計 930,507 1,008,085

繰延資産   

繰延資産合計 497 334

資産合計 1,091,266 1,127,185
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  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

(平成27年12月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成28年９月30日)

負債の部   

流動負債   

短期借入金 240,687 120,412

短期社債 － 1,999

1年内償還予定の社債 100 100

未払費用 3,104 3,477

未払法人税等 933 2,319

前受金 4,959 5,854

賞与引当金 324 451

役員賞与引当金 145 95

その他 7,522 6,342

流動負債合計 257,778 141,053

固定負債   

社債 38,000 38,000

長期借入金 379,425 524,301

繰延税金負債 44,605 40,088

役員退職慰労引当金 64 66

株式給付引当金 － 358

退職給付に係る負債 1,075 1,153

長期預り保証金 51,036 54,160

その他 2,235 2,545

固定負債合計 516,442 660,673

負債合計 774,221 801,727

純資産の部   

株主資本   

資本金 62,641 62,668

資本剰余金 78,706 78,733

利益剰余金 140,214 154,440

自己株式 △193 △1,139

株主資本合計 281,368 294,703

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 31,708 26,659

繰延ヘッジ損益 △73 △57

退職給付に係る調整累計額 △66 △69

その他の包括利益累計額合計 31,568 26,532

非支配株主持分 4,108 4,221

純資産合計 317,045 325,457

負債純資産合計 1,091,266 1,127,185
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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：百万円）

 
前第３四半期連結累計期間
(自　平成27年１月１日
　至　平成27年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成28年１月１日
　至　平成28年９月30日)

営業収益 118,049 145,245

営業原価 78,243 92,902

営業総利益 39,806 52,342

販売費及び一般管理費 10,233 12,525

営業利益 29,572 39,816

営業外収益   

受取利息 7 8

受取配当金 892 938

持分法による投資利益 786 683

賃貸解約関係収入 480 260

その他 1,982 192

営業外収益合計 4,149 2,083

営業外費用   

支払利息 3,081 3,442

その他 174 283

営業外費用合計 3,255 3,725

経常利益 30,465 38,175

特別利益   

固定資産売却益 421 247

投資有価証券売却益 3,679 －

匿名組合等投資利益 3 94

その他 21 0

特別利益合計 4,125 342

特別損失   

固定資産売却損 33 0

固定資産除却損 279 576

建替関連損失 1,673 666

投資有価証券売却損 4 －

投資有価証券評価損 0 －

減損損失 － 193

貸倒引当金繰入額 0 －

その他 7 8

特別損失合計 1,998 1,444

税金等調整前四半期純利益 32,592 37,073

法人税、住民税及び事業税 9,470 4,114

法人税等調整額 △182 6,614

法人税等合計 9,288 10,729

四半期純利益 23,304 26,344

非支配株主に帰属する四半期純利益 222 212

親会社株主に帰属する四半期純利益 23,082 26,131
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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：百万円）

 
前第３四半期連結累計期間
(自　平成27年１月１日
　至　平成27年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成28年１月１日
　至　平成28年９月30日)

四半期純利益 23,304 26,344

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △1,179 △5,078

繰延ヘッジ損益 84 16

為替換算調整勘定 △1,284 －

退職給付に係る調整額 26 28

持分法適用会社に対する持分相当額 △202 △3

その他の包括利益合計 △2,555 △5,036

四半期包括利益 20,748 21,307

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 20,525 21,095

非支配株主に係る四半期包括利益 223 211
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【注記事項】

（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

　当第３四半期連結会計期間において、㈱エスアイエイ・ソリューションズ及び㈲グローバル・リート・パート

ナーズＣ号は、当社を存続会社、㈱エスアイエイ・ソリューションズ及び㈲グローバル・リート・パートナーズ

Ｃ号を消滅会社とする吸収合併により、連結の範囲から除外しております。

 

(2) 持分法適用の範囲の重要な変更

　㈱アグリサイトは、第２四半期連結会計期間において新たに設立され、関連会社となったため、持分法適用の

範囲に含めております。

 

 

（会計方針の変更）

（企業結合に関する会計基準等の適用）

　「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成25年９月13日。以下「企業結合会計基準」とい

う。）、「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25年９月13日。以下「連結会計基準」とい

う。）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号　平成25年９月13日。以下「事業分離等会計基

準」という。）等を第１四半期連結会計期間から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当社の持分変動

による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上する方法

に変更しております。また、第１四半期連結会計期間の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処理

の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会計期間の四半期連結財務諸表に反映させ

る方法に変更しております。加えて、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配株主持分への表示の

変更をおこなっております。当該表示の変更を反映させるため、前第３四半期連結累計期間及び前連結会計年度につ

いては、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えをおこなっております。

　企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58－２項(4)、連結会計基準第44－５項(4)及び事業分

離等会計基準第57－４項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、第１四半期連結会計期間の期首時点から将来に

わたって適用しております。

　これによる損益に与える影響はありません。

 

 

（追加情報）

（固定資産の振替）

　当第３四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3,042百万円を販売用として所有目

的を変更したため、販売用不動産に振替えております。

 

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半

期連結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれんの償却額は、次

の通りであります。

 
前第３四半期連結累計期間
（自　平成27年１月１日
至　平成27年９月30日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成28年１月１日
至　平成28年９月30日）

減価償却費 6,498百万円 8,460百万円

のれんの償却額 231 738
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（株主資本等関係）

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　平成27年１月１日　至　平成27年９月30日）

１．配当金支払額

 

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成27年３月24日

定時株主総会
普通株式 4,165 7 平成26年12月31日 平成27年３月25日 利益剰余金

平成27年７月28日

取締役会
普通株式 3,636 5.5 平成27年６月30日 平成27年９月２日 利益剰余金

 

２．株主資本の金額の著しい変動

　当社は、平成27年４月27日を払込期日とする公募増資及び平成27年５月18日を払込期日とするオーバーアロット

メントによる売出しに関連して行う第三者割当増資により、資本金及び資本準備金がそれぞれ40,307百万円増加し

ております。また、当第３四半期連結累計期間における新株予約権（ストック・オプション）の行使により、資本

金及び資本準備金がそれぞれ33百万円増加しております。

　この結果、当第３四半期連結会計期間末において資本金が62,631百万円、資本剰余金が78,696百万円となってお

ります。

 

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　平成28年１月１日　至　平成28年９月30日）

配当金支払額

 

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成28年３月23日

定時株主総会
普通株式 6,613 10 平成27年12月31日 平成28年３月24日 利益剰余金

平成28年７月28日

取締役会
普通株式 5,291 8 平成28年６月30日 平成28年９月２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３四半期連結累計期間（自　平成27年１月１日　至　平成27年９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：百万円）

 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
人材関連事

業
計

営業収益         

外部顧客への

営業収益
93,766 2,500 14,333 110,600 7,448 118,049 － 118,049

セグメント間
の内部営業収
益又は振替高

388 － 65 453 1,273 1,726 △1,726 －

計 94,155 2,500 14,398 111,054 8,722 119,776 △1,726 118,049

セグメント利益 31,127 867 411 32,405 572 32,978 △3,405 29,572

（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△3,405百万円には、セグメント間取引消去△41百万円、各報告セグメントに配分し

ていない全社費用△3,364百万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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Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　平成28年１月１日　至　平成28年９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：百万円）

 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
人材関連事

業
計

営業収益         

外部顧客への

営業収益
121,115 2,439 14,269 137,823 7,421 145,245 － 145,245

セグメント間
の内部営業収
益又は振替高

409 － 61 471 855 1,326 △1,326 －

計 121,525 2,439 14,330 138,294 8,277 146,572 △1,326 145,245

セグメント利益 42,731 767 312 43,812 567 44,379 △4,562 39,816

（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△4,562百万円には、セグメント間取引消去24百万円、各報告セグメントに配分して

いない全社費用△4,586百万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

（固定資産に係る重要な減損損失）

　「不動産事業」セグメントにおいて、収益性の低下している資産について帳簿価額を回収可能価額まで減額

し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。なお、当該減損損失の計上額は、当第３四半

期連結累計期間においては193百万円であります。
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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３四半期連結累計期間
（自　平成27年１月１日
至　平成27年９月30日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成28年１月１日
至　平成28年９月30日）

(1）１株当たり四半期純利益金額 36円62銭 39円68銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益金額（百万

円）
23,082 26,131

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純

利益金額（百万円）
23,082 26,131

普通株式の期中平均株式数（千株） 630,251 658,442

(2）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 36円59銭 39円66銭

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益調整額（百

万円）
－ －

普通株式増加数（千株） 489 287

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

－

 

 

 

－

 

 

 

 

 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

 

 

 

２【その他】

平成28年７月28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 5,291百万円

② １株当たりの金額 ８円00銭

③ 支払請求の効力発生日及び支払開始日 平成28年９月２日

（注）　平成28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した。
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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28年11月11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 原田　昌平　　印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 久保　暢子　　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28年１月１日から平成28年12月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成28年７月１日から

平成28年９月30日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成28年１月１日から平成28年９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28年９月30日現在の財政

状態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績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．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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