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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】

提出会社の経営指標等

回次
第19期

第２四半期累計期間

第20期

第２四半期累計期間
第19期

会計期間
自 平成28年４月１日

至 平成28年９月30日

自 平成29年４月１日

至 平成29年９月30日

自 平成28年４月１日

至 平成29年３月31日

営業収益 (千円) 4,617,004 4,909,800 10,109,715

経常利益 (千円) 305,743 329,596 1,177,801

四半期（当期）純利益 (千円) 194,559 206,471 757,333

持分法を適用した場合の投資利益 (千円) ― ― ―

資本金 (千円) 424,630 424,630 424,630

発行済株式総数 (株) 3,895,000 3,895,000 3,895,000

純資産額 (千円) 4,370,555 4,908,174 4,832,678

総資産額 (千円) 6,579,375 7,261,161 7,890,988

１株当たり四半期（当期）純利益金額 (円) 50.24 53.40 195.67

潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）

純利益金額
(円) 49.92 52.98 194.37

１株当たり配当額 (円) 26.00 31.00 59.00

自己資本比率 (％) 66.1 67.2 61.0

営業活動によるキャッシュ・フロー (千円) △334,957 △282,993 1,001,416

投資活動によるキャッシュ・フロー (千円) △1,081,949 △154,117 △280,227

財務活動によるキャッシュ・フロー (千円) △118,096 △142,369 △223,107

現金及び現金同等物の四半期末（期末）

残高
(千円) 2,014,539 3,468,143 4,047,623

 

　

回次
第19期

第２四半期会計期間

第20期

第２四半期会計期間

会計期間
自 平成28年７月１日

至 平成28年９月30日

自 平成29年７月１日

至 平成29年９月30日

１株当たり四半期純利益金額 (円) 26.42 36.84
 

(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度にかかる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．持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため記載しておりません。

　

２【事業の内容】

当第２四半期累計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。また、主要な関係

会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

当第２四半期累計期間において、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、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。

　

(1) 業績の状況

①　経営成績の分析

　当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、企業収益や雇用情勢の改善が続くなかで、景気は緩やかな回

復基調が続いております。また、世界経済においては、主要国の金融政策や新興国の景気動向、国際資本市場

の変動等、わが国経済に影響を与え得る不確実性があるものの、緩やかな回復をみせております。

　当業界におきましては、市場環境としては、活発な企業活動や高い水準で維持されている求人倍率等、部屋

探しの需要を支える環境が続いております。一方で、競争という観点では、インターネット上のサービス拡充

とスマートフォンの普及によって部屋探しの仕方が変化することに起因する新しい競争環境が広がりつつあり

ます。そのため、店舗網の規模や地域的広がり等の出店戦略の巧拙だけでなく、ＩＴ技術を活用した新しい

サービスの導入等により部屋探しのお客様のニーズを満たすことが競争力の観点で重要性を増しつつあり、企

業としての総合的な対応力が業績を左右し得る事業環境になってきています。

　このような事業環境に対する認識をもとに、当社は、平成29年４月に発表した新たな中期経営計画（平成30

年３月期から平成32年３月期までの３か年計画）では、事業戦略の柱の一つとして「新規出店による規模の拡

大」を掲げて３年間で35店舗の新規出店を計画するなど、一層の事業規模の拡大を目指しております。当事業

年度においては、通期で11店舗の直営店の新規出店を計画しており、当第２四半期累計期間において直営店６

店舗を出店したことで四半期末店舗数は直営店163店舗、フランチャイズ１店舗の合計164店舗となりました。

そして、ＩＴ技術やＡＩ（人工知能）の活用を重視する方針を推し進め、従来から提供している「マイボック

ス」（当社独自の個人専用ＷＥＢページ）の活用を促進するとともに、マイボックスとコミュニケーションア

プリＬＩＮＥを連携させてＬＩＮＥ上で物件検索や設備等の詳細確認・店舗へのお問い合わせを行うことので

きるサービスを開始するなど、お客様の利便性を高める新サービスを導入し、利用を促進してきました。ま

た、既存事業の強化だけでなく、新規事業の育成も着実に進めております。一昨年度より開始したリフォーム

事業については、本年６月に四箇所目の営業拠点を横浜市内に開設し、10月には静岡と名古屋にも営業所を開

設するなど、サービス提供エリアを拡大しております。

　足元の業績は、店舗数の増加を背景に仲介手数料収入や周辺商品の取次料収入などが伸長するとともに、リ

フォーム事業の拡大も営業収益の増加に寄与いたしました。一方、費用面では、新規出店・店舗数の増加によ

る経費の増加や人員の補充等による人件費の上昇、リフォーム事業拡大に伴うリフォーム原価の増加等の営業

費用の増加要因がある一方で、ＷＥＢを中心としたマーケティング施策の見直しが進むことで販売促進費・広

告宣伝費の増加が当初計画よりも大幅に抑えられたこと等により、全体としては費用増加が抑制される結果と

なりました。
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これらの結果、当第２四半期累計期間の業績は、営業収益49億９百万円（前年同四半期比6.3％増）となり、

営業利益３億25百万円（前年同四半期比5.5％増）、経常利益３億29百万円（前年同四半期比7.8％増）、四半

期純利益２億６百万円（前年同四半期比6.1％増）となりました。

　

　当第２四半期累計期間における販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。

事業部門 営業収益（千円） 比　率（％） 前年同四半期比（％）

不動産賃貸仲介事業 2,329,910 47.5 102.9

仲介関連サービス事業 1,775,013 36.2 111.5

その他の事業 804,875 16.3 105.7

合　計 4,909,800 100.0 106.3
 

　なお、当社の営業形態として賃貸入居需要の繁忙期である１月から３月に賃貸仲介件数が増加することか

ら、業績は毎年１月から３月の割合が大きくなる傾向があります。

　また、当社は不動産仲介事業の単一セグメントであるため、セグメント情報の記載を省略しております。

 

②　財政状態の分析

　当第２四半期会計期間末における総資産は、72億61百万円（前事業年度末は78億90百万円）となり、前事業

年度末と比べ６億29百万円減少しました。

（流動資産）

　当第２四半期会計期間末における流動資産の残高は、51億43百万円（前事業年度末は58億21百万円）とな

り、前事業年度末と比べ６億77百万円減少しました。これは現金及び預金が５億79百万円減少したこと、各種

紹介手数料に伴う営業未収入金が30百万円減少したことが主たる要因であります。

（固定資産）

　当第２四半期会計期間末における固定資産の残高は、21億17百万円（前事業年度末は20億69百万円）とな

り、前事業年度末と比べ47百万円増加しました。これは営業保証金等の投資その他の資産が31百万円増加した

こと、建物附属設備等の有形固定資産が11百万円増加したこと、並びにソフトウエア等の無形固定資産が４百

万円増加したことが主たる要因であります。

（流動負債）

　当第２四半期会計期間末における流動負債の残高は、17億28百万円（前事業年度末は24億48百万円）とな

り、前事業年度末と比べ７億20百万円減少しました。これは税金の支払を行ったことにより未払法人税等が３

億６百万円減少したこと、お客様からの預り金が１億58百万円減少したこと、並びに賞与の支給を行ったこと

により賞与引当金が１億46百万円減少したことが主たる要因であります。

（固定負債）

　当第２四半期会計期間末における固定負債の残高は、６億24百万円（前事業年度末は６億９百万円）とな

り、前事業年度末と比べ15百万円増加しました。これは退職給付引当金が６百万円増加したことが主たる要因

であります。

（純資産）

　当第２四半期会計期間末における純資産の残高は、49億８百万円（前事業年度末は48億32百万円）となり、

前事業年度末と比べ75百万円増加しました。これは四半期純利益を２億６百万円計上したこと、並びに剰余金

の配当を１億27百万円行ったことが主たる要因であります。
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③　キャッシュ・フローの状況の分析

　当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）の残高は、34億68百万円（前

事業年度末は40億47百万円）となり、前事業年度末に比べ５億79百万円減少しました。

　当第２四半期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）

　営業活動の結果使用した資金は、２億82百万円（前年同四半期累計期間は３億34百万円の使用）となりまし

た。主な増加要因は、税引前四半期純利益３億25百万円、非資金取引である減価償却費56百万円、並びに営業

債権の減少額30百万円であります。主な減少要因は、法人税等の支払額３億51百万円、預り金の減少額１億58

百万円、並びに賞与引当金の減少額１億46百万円であります。

（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、１億54百万円（前年同四半期累計期間は10億81百万円の使用）となりまし

た。主な増加要因は、定期預金の払戻による収入10億円であります。主な減少要因は、定期預金の預入による

支出10億円、出店等に伴う有形固定資産の取得による支出75百万円、営業保証金の預入による支出35百万円、

並びに無形固定資産の取得による支出30百万円であります。

（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、１億42百万円（前年同四半期累計期間は１億18百万円の使用）となりまし

た。主な減少要因は、配当金の支払額１億27百万円、並びに自己株式の取得による支出12百万円であります。

 

(2) 事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第２四半期累計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。

　

(3) 研究開発活動

　該当事項はありません。

　

(4) 経営成績に重要な影響を与える要因及び経営戦略の現状と見通し

　四半期ごとの経営成績に重要な影響を与える要因としては、収益の季節的変動性が挙げられます。当社の属す

る不動産賃貸業界では、日本の慣習である年度末や年度初めでの新卒社員の入社や人事異動、あるいは学生の進

学等に伴う転居により１月から３月に賃貸仲介需要が集中する傾向があります。そのため、当社においても、第

４四半期のみが他の四半期と比較して極端に営業収益が大きくなるという状況が例年の傾向として生じておりま

す。

　不動産賃貸業界の現状と今後の見通しについては、短期的には世帯数の増加が見込まれており、業績の追い風

となる一方で、中・長期的には少子高齢化による人口や世帯数の減少が確実なものとなっております。

　このような状況下でも今後も成長を維持していくために、当社は仲介専業の不動産会社としての強みを生かし

て、大手管理会社物件や家主様からの直接受託物件など幅広いルートから多種多様な物件を仕入れることで、部

屋探しをされるお客様にとって魅力ある仲介サービスを提供するとともに、積極的な客付けを行うことで管理会

社や地場の不動産会社とも関係強化を図っていく所存です。

　また、ハウスコムブランドの強化や営業担当者の接客レベルの向上、不動産情報ポータルサイトや自社ホーム

ページの情報量の増加等により、お客様からのお問い合わせの拡大につなげて参ります。

　平成30年３月期を初年度とする中期経営計画（３か年計画）では、平成32年３月期（第22期）に直営店187店舗

を展開する計画を立てております。当社は、人口減少社会においても当面は世帯数の増加が見込まれている三大

都市圏（首都圏、中部圏、関西圏）及び九州圏を中心に店舗展開することを出店方針としており、着実に利益を

確保しつつ出店を進めることで187店舗体制の実現を目指して参ります。

EDINET提出書類

ハウスコム株式会社(E25621)

四半期報告書

 5/17



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 10,000,000

計 10,000,000
 

　

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29年９月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成29年11月８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 3,895,000 3,895,000
東京証券取引所
ＪＡＳＤＡＱ
（スタンダード）

単元株式数100株

計 3,895,000 3,895,000 ― ―
 

 

 

(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
総数増減数
（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29年７月１日～

平成29年９月30日
― 3,895,000 ― 424,630 ― 324,630
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(6) 【大株主の状況】

平成29年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式総数に
対する所有株式数

の割合 (％)

大東建託株式会社 東京都港区港南２丁目１６－１ 2,000 51.34

ハウスコム従業員持株会 東京都港区港南２丁目１６－１ 341 8.77

多田　勝美 東京都大田区 155 3.97

竹内　理人 東京都世田谷区 116 2.97

吉田　知広 大阪府大阪市淀川区 50 1.29

秋山　峰延 東京都品川区 33 0.86

ハウスコム株式会社 東京都港区港南２丁目１６－１ 32 0.82

田浦　光敏 福岡県福岡市博多区 30 0.78

熊切　直美 神奈川県横浜市緑区 30 0.77

稲田　昭夫 茨城県つくば市 30 0.77

計 － 2,819 72.39
 

 

　

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

   平成29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 　 　32,100

― ―

完全議決権株式（その他） 普通株式 　3,862,000 38,620 ―

単元未満株式 普通株式        900 ― ―

発行済株式総数 3,895,000 ― ―

総株主の議決権 ― 38,620 ―
 

 

② 【自己株式等】

　平成29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)
ハウスコム株式会社

東京都港区港南２丁目１６－１ 32,100 ― 32,100 0.82

計 ― 32,100 ― 32,100 0.82
 

　

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】

１．四半期財務諸表の作成方法について

　当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第

63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２四半期会計期間（平成29年７月１日から平成29

年９月30日まで）及び第２四半期累計期間（平成29年４月１日から平成29年９月30日まで）に係る四半期財務諸表

について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。

　

　

３．四半期連結財務諸表について

　当社は、子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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１【四半期財務諸表】

(1) 【四半期貸借対照表】

           (単位：千円)

          
前事業年度

(平成29年３月31日)
当第２四半期会計期間
(平成29年９月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 5,047,623 4,468,143

  営業未収入金 298,028 267,192

  有価証券 45,079 50,051

  その他 430,861 358,565

  流動資産合計 5,821,592 5,143,952

 固定資産   

  有形固定資産 464,994 476,932

  無形固定資産 91,950 96,500

  投資その他の資産   

   投資有価証券 45,049 40,036

   営業保証金 715,000 750,000

   差入保証金 507,681 507,381

   その他 244,720 246,358

   投資その他の資産合計 1,512,450 1,543,776

  固定資産合計 2,069,395 2,117,208

 資産合計 7,890,988 7,261,161

負債の部   

 流動負債   

  営業未払金 120,912 81,259

  未払費用 384,334 377,323

  未払法人税等 398,129 91,848

  未払消費税等 106,122 123,162

  預り金 483,843 325,142

  賞与引当金 588,115 441,296

  その他 367,461 288,032

  流動負債合計 2,448,919 1,728,065

 固定負債   

  退職給付引当金 557,471 563,752

  資産除去債務 23,500 23,500

  その他 28,418 37,667

  固定負債合計 609,390 624,920

 負債合計 3,058,309 2,352,986

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 424,630 424,630

  資本剰余金 324,630 324,630

  利益剰余金 4,096,667 4,175,491

  自己株式 △35,754 △47,848

  株主資本合計 4,810,173 4,876,903

 新株予約権 22,504 31,271

 純資産合計 4,832,678 4,908,174

負債純資産合計 7,890,988 7,261,161
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(2) 【四半期損益計算書】

【第２四半期累計期間】

           (単位：千円)

          前第２四半期累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

営業収益 4,617,004 4,909,800

営業費用 ※1  4,308,149 ※1  4,583,886

営業利益 308,855 325,913

営業外収益   

 受取利息 854 637

 雑収入 1,898 3,246

 営業外収益合計 2,753 3,884

営業外費用   

 支払利息 102 18

 雑損失 5,762 182

 営業外費用合計 5,864 201

経常利益 305,743 329,596

特別損失   

 減損損失 - 3,810

 特別損失合計 - 3,810

税引前四半期純利益 305,743 325,786

法人税、住民税及び事業税 58,215 55,933

法人税等調整額 52,969 63,381

法人税等合計 111,184 119,314

四半期純利益 194,559 206,471
 

EDINET提出書類

ハウスコム株式会社(E25621)

四半期報告書

10/17



(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

           (単位：千円)

          前第２四半期累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

 税引前四半期純利益 305,743 325,786

 減価償却費 64,266 56,452

 減損損失 - 3,810

 株式報酬費用 6,793 8,766

 賞与引当金の増減額（△は減少） △129,381 △146,818

 退職給付引当金の増減額（△は減少） 9,970 6,281

 受取利息 △854 △637

 支払利息 102 18

 営業債権の増減額（△は増加） 50,502 30,835

 その他の資産の増減額（△は増加） 399 10,279

 営業債務の増減額（△は減少） △45,688 △39,652

 未払費用の増減額（△は減少） △35,905 △7,453

 未払消費税等の増減額（△は減少） △48,014 17,772

 預り金の増減額（△は減少） △152,245 △158,700

 その他の負債の増減額（△は減少） 3,065 △39,593

 小計 28,754 67,147

 利息及び配当金の受取額 1,310 918

 利息の支払額 △102 △18

 法人税等の支払額 △364,919 △351,040

 営業活動によるキャッシュ・フロー △334,957 △282,993

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 定期預金の預入による支出 △1,000,000 △1,000,000

 定期預金の払戻による収入 - 1,000,000

 有形固定資産の取得による支出 △44,350 △75,992

 無形固定資産の取得による支出 △9,102 △30,205

 営業保証金の預入による支出 △15,000 △35,000

 差入保証金の差入による支出 △6,604 △9,422

 差入保証金の回収による収入 660 5,012

 その他の支出 △7,551 △8,509

 投資活動によるキャッシュ・フロー △1,081,949 △154,117

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 自己株式の取得による支出 △9,151 △12,203

 リース債務の返済による支出 △4,511 △2,610

 配当金の支払額 △104,432 △127,554

 財務活動によるキャッシュ・フロー △118,096 △142,369

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,535,003 △579,480

現金及び現金同等物の期首残高 3,549,542 4,047,623

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  2,014,539 ※  3,468,143
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【注記事項】

（四半期損益計算書関係）

※１　営業費用のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

　
前第２四半期累計期間

（自　平成28年４月１日
至　平成28年９月30日）

当第２四半期累計期間
（自　平成29年４月１日
至　平成29年９月30日）

従業員給料 1,999,125千円 2,062,236千円

賞与引当金繰入額 402,104千円 417,474千円
 

　

２　前第２四半期累計期間（自　平成28年４月１日　至　平成28年９月30日）及び当第２四半期累計期間（自　

平成29年４月１日　至　平成29年９月30日）

当社の営業形態として賃貸入居需要の繁忙期である第４四半期に賃貸仲介件数が増加することから、業績は

季節的に変動し、営業収益・利益ともに上期より下期、特に第４四半期の割合が大きくなる傾向があります。

　

　

（四半期キャッシュ・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とおり

であります。

　
前第２四半期累計期間

（自　平成28年４月１日
至　平成28年９月30日）

当第２四半期累計期間
（自　平成29年４月１日
至　平成29年９月30日）

現金及び預金勘定 4,014,539千円 4,468,143千円

預入期間が３か月を超える定期預金 2,000,000 1,000,000

現金及び現金同等物 2,014,539 3,468,143
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（株主資本等関係）

Ⅰ　前第２四半期累計期間（自　平成28年４月１日　至　平成28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

（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28年６月22日

定時株主総会
普通株式 104,594 27.00 平成28年３月31日 平成28年６月23日 利益剰余金

 

　

２．基準日が当第２四半期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28年10月27日

取締役会
普通株式 100,572 26.00 平成28年９月30日 平成28年12月６日 利益剰余金

 

　

　

Ⅱ　当第２四半期累計期間（自　平成29年４月１日　至　平成29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

（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29年６月22日

定時株主総会
普通株式 127,647 33.00 平成29年３月31日 平成29年６月23日 利益剰余金

 

　

２．基準日が当第２四半期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29年10月26日

取締役会
普通株式 119,747 31.00 平成29年９月30日 平成29年12月６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】

　当社は、不動産仲介事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

 

（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並びに潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及び算定上の

基礎は、以下のとおりであります。

　

前第２四半期累計期間

（自　平成28年４月１日

至　平成28年９月30日）

当第２四半期累計期間

（自　平成29年４月１日

至　平成29年９月30日）

(1) １株当たり四半期純利益金額 50円24銭 53円40銭

（算定上の基礎） 　 　

四半期純利益金額（千円） 194,559 206,471

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） 194,559 206,471

普通株式の期中平均株式数（株） 3,872,776 3,866,727

(2) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 49円92銭 52円98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（株） 24,868 30,362

（うち新株予約権）（株） (24,868) (30,362)

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、前事業年度末から重要な変動があった

ものの概要

― ―
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（重要な後発事象）

　（株式分割）

平成29年10月26日開催の取締役会において、株式分割を行う旨の決議をしております。

１．株式分割の目的

　株式分割を行うことにより投資単位当たりの金額を引き下げ、当社株式の流動性の向上と投資家層の更な

る拡大を目的とするものであります。

２．株式分割の方法

　平成30年３月31日最終の株主名簿に記載又は記録された株主の所有する普通株式を１株につき２株の割合

をもって分割いたします。

３．株式分割により増加する株式数

株式分割前の発行済株式総数 3,895,000株

今回の分割により増加する株式数 3,895,000株

株式分割後の発行済株式総数 7,790,000株

株式分割後の発行可能株式総数 20,000,000株
 

４．株式分割の日程

基準日公告日 平成30年３月14日（予定）

基準日 平成30年３月31日

効力発生日 平成30年４月１日
 

５．１株当たり情報に及ぼす影響

　当該株式分割が前事業年度の期首に行われたと仮定した場合の１株当たり情報は、以下のとおりでありま

す。

　
前第２四半期累計期間

（自　平成28年４月１日
至　平成28年９月30日）

当第２四半期累計期間
（自　平成29年４月１日
至　平成29年９月30日）

１株当たり四半期純利益金額 25円12銭 26円70銭 

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 24円96銭 26円49銭 
 

　

　

　

２【その他】

平成29年10月26日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議しました。

（イ）配当金の総額 ……………………………………… 119,747千円

（ロ）１株当たりの金額 ………………………………… 31円00銭

（ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日 ………… 平成29年12月６日

（注）平成29年９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、支払いを行います。
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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２９年１１月８日
 

ハ　ウ　ス　コ　ム　株　式　会　社

　　取　　 締　　 役　　 会　　 御中
 

　

有限責任監査法人トーマツ
 

　
指定有限責任社員

業務執行社員

 
公認会計士   井　上　隆　司     印

 

　
指定有限責任社員

業務執行社員

 
公認会計士   志　賀　健一朗     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」に掲げられているハウスコム

株式会社の平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日までの第２０期事業年度の第２四半期会計期間（平成２９年

７月１日から平成２９年９月３０日まで）及び第２四半期累計期間（平成２９年４月１日から平成２９年９月３０日ま

で）に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書、四半期キャッシュ・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財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表

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

れる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、ハウスコム株式会社の平成２９年９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．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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