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1.  平成21年10月期第3四半期の連結業績（平成20年11月1日～平成21年7月31日） 

（注）平成19年10月期第３四半期については、四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、平成20年10月期第３四半期の各項目の対前年同四半期
増減率の記載は省略しております。 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％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 ％

21年10月期第3四半期 2,713 ― 348 ― 308 ― 170 ―

20年10月期第3四半期 3,164 ― 449 ― 416 ― 227 ―

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

21年10月期第3四半期 5,431.62 5,367.87
20年10月期第3四半期 14,622.41 14,374.99

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

21年10月期第3四半期 5,241 1,352 25.8 43,072.34
20年10月期 5,039 1,220 24.2 77,733.33

（参考） 自己資本   21年10月期第3四半期  1,352百万円 20年10月期  1,220百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年10月期 ― 0.00 ― 2,500.00 2,500.00
21年10月期 ― 0.00 ―

21年10月期 
（予想）

1,250.00 1,250.00

3.  平成21年10月期の連結業績予想（平成20年11月1日～平成21年10月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

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 4,104 1.8 479 △12.4 420 △18.9 235 △18.1 7,482.65



4.  その他 

(1) 期中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  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】「４．その他」をご覧ください。 

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、５ページ【定性的情報・財務諸表等】「４．その他」をご覧ください。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 上記記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な予想を含んでおります。 
実際の実績等は、業績の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。なお、業績予想に関する事項は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 
「３．連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
 平成21年４月１日付で株式１株につき２株の株式分割を行なっております。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年10月期第3四半期 31,412株 20年10月期  15,703株

② 期末自己株式数 21年10月期第3四半期  ―株 20年10月期  ―株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年10月期第3四半期 31,409株 20年10月期第3四半期 15,571株



 当第３四半期連結累計期間(自 平成20年11月１日 至 平成21年７月31日)におけるわが国の経済は、昨年秋以

降の世界的金融危機や経済環境の悪化による景気の後退局面がやや底入れし、生産や輸出が下げ止まったとの見通

しが見られるものの、依然雇用環境においては厳しい状況が続いており、企業の設備投資の抑制や個人消費の低迷

は当分継続するものと予想されます。 

当社の事業領域である不動産市場においては、分譲マンション市場において物件価格の調整が進んでいることや

住宅ローン減税の拡充などで、市況回復の兆しが見え始めているものの、本格的な回復にはまだ時間を要するもの

と思われます。また、金融市場の信用収縮が物件取得のための資金調達環境を停滞させており、全体的な取引は依

然として停滞傾向にあります。   

このような状況の下、当社グループは、お客様（賃貸物件ユーザー及びオーナー）に軸足を置いた高品質なサー

ビスの提供と、営業基盤の拡充、優良な物件の開発に努めてまいりました。この結果、当第３四半期連結累計期間

の業績として、売上高は2,713,194千円、営業利益は348,095千円、経常利益は308,428千円、四半期純利益は

170,601千円となりました。今後も、経営環境、市場の変動に的確に対応し、効率化と収益力の強化を図ってまい

ります。  

  

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

  

＜不動産管理運営事業＞ 

本事業におきましては、既存オーナーとの信頼関係を基盤にした、サブリース受注、管理室数の拡大を図りま

した。また、自社開発物件（不動産開発販売事業）を中心とする新築物件の管理委託受注または自社所有を強化

し、同時にスケールメリットを生かしたコスト削減による管理業務の採算向上に努めてまいりました。この結

果、不動産管理運営事業の売上高は2,136,562千円、営業利益は368,558千円となりました。 

  

＜不動産開発販売事業＞ 

当第３四半期連結累計期間に引渡した物件は、賃貸事業用自社開発物件他計４棟41室及びマンション1室を売

却いたしました。この結果、不動産開発販売事業の売上高は376,019千円、営業利益は43,674千円となりまし

た。 

  

＜不動産仲介コンサル事業＞ 

 本事業においては、優良な賃貸物件の獲得と多様な物件情報の提供に努め、オーナーのキャッシュ・フローを

増加させるべく稼働率の向上に注力してまいりました。また、人材育成を図るとともに効率化によるコストの削

減に取組んでまいりました。この結果、不動産仲介コンサル事業の売上高は200,611千円、営業利益は67,343千

円となりました。    

  

 当社グループにおける財政状態の分析は以下のとおりであります。 

 なお、文中における将来に関する事項については、本資料提出日現在において判断したものであります。 

   

①資産、負債及び純資産の状況 

 当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末より201,215千円増加し5,241,057千円(前期比4.0％

増）になりました。流動資産は80,490千円減少して、2,757,125千円（前期比2.8％減）となりました。流動資産減

少の主な要因は、販売用不動産の取得に伴い、たな卸資産が37,882千円増加（前期比1.8％増）した一方、現金及

び預金が93,115千円減少（前期比15.0％減）及び営業未収金が22,761千円減少（前期比34.9％減）したためであり

ます。また、固定資産は281,706千円増加して、2,483,931千円（前期比12.8％増）となりました。この主な要因

は、千葉県船橋市の賃貸マンション開発事業（プライムスクエア）等の完成により、有形固定資産が267,252千円

増加したことであります。 

 当第３四半期連結会計期間末の負債の合計は68,873千円増加して3,888,068千円（前期比1.8％増）となりまし

た。流動負債は267,693千円減少して、426,793千円(前期比38.5％減）となりました。固定負債は336,566千円増加

して3,461,275千円（前期比10.8％増）となりました。長期借入金が319,244千円増加したことが主な要因でありま

す。 

 当第３四半期連結会計期間末の純資産は、132,341千円増加して1,352,988千円（前期比10.8％増）となりまし

た。四半期純利益を170,601千円計上し、株主配当を39,257千円行ったことが要因であります。 

   

定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報

２．連結財政状態に関する定性的情報



② キャッシュ・フローの状況 

 当第３四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末から

93,115千円減少し、当第３四半期連結累計期間末現在の残高は527,802千円となりました。当第３四半期連結累計

期間における各キャッシュ・フローの状況と変動の要因は以下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、当第３四半期連結累計期間で減少した資金は44,129千円となりました。税金等調整前四半期

純利益310,385千円の計上に対し、たな卸資産の取得による支出179,147千円及び法人税等を238,547千円支払っ

たことが主な要因であります。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果、当第３四半期連結累計期間で減少した資金は193,457千円となりました。これは、千葉県船

橋市の賃貸マンション開発事業（プライムスクエア）を中心として有形固定資産取得による支出を192,661千円

行ったことによるものであります。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果、当第３四半期連結累計期間で増加した資金は144,472千円となりました。これは、長期借入

金の増加による収入711,000千円に対し、短期借入金の返済による支出20,000千円、長期借入金の返済による支

出507,317千円及び配当金の支払による支出39,257千円があったことによるものであります。   

  

 当第３四半期連結会計期間における業績および今後の見通しを勘案した結果、現時点では前回予想（平成20年12

月12日発表、平成20年10月期決算短信）からの数値の変更はありません。 

  なお、上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績

は今後の様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。 

  

  

該当事項はありません。  

   

① 固定資産の減価償却費の算定方法 

 定率法を採用している固定資産については，連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方

法を採用しております。 

  

② 税金費用 

 税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果

会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しておりま

す。 

  

③ 棚卸資産の評価方法 

 棚卸資産の簿価切下げについては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、簿

価切下げを行う方法によっております。  

３．連結業績予想に関する定性的情報

４．その他

（１）期中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）

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用



  

① 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表

に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財

務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

② 棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 

 「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９号）を

第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の低下による簿価切下

げの方法）に変更しております。 

 当該変更に伴う損益に与える影響はありません。  

  

（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年７月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年10月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 527,802 620,917

営業未収入金 42,482 65,244

販売用不動産 1,496,369 1,186,489

仕掛販売用不動産 648,423 920,421

その他 55,554 61,564

貸倒引当金 △13,506 △17,020

流動資産合計 2,757,125 2,837,616

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,135,859 737,089

土地 1,040,838 994,085

その他（純額） 47,877 226,147

有形固定資産合計 2,224,575 1,957,322

無形固定資産   

その他 7,648 8,014

無形固定資産合計 7,648 8,014

投資その他の資産 251,708 236,887

固定資産合計 2,483,931 2,202,225

資産合計 5,241,057 5,039,841

負債の部   

流動負債   

営業未払金 30,988 51,978

短期借入金 30,000 50,000

1年内返済予定の長期借入金 141,632 257,193

未払法人税等 25,471 123,974

賞与引当金 7,533 14,352

その他 191,169 196,988

流動負債合計 426,793 694,486

固定負債   

長期借入金 2,958,388 2,639,144

その他 502,887 485,564

固定負債合計 3,461,275 3,124,708

負債合計 3,888,068 3,819,195



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年７月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年10月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 165,659 165,635

資本剰余金 64,509 64,485

利益剰余金 1,121,869 990,524

株主資本合計 1,352,037 1,220,646

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 224 －

評価・換算差額等合計 224 －

新株予約権 726 －

純資産合計 1,352,988 1,220,646

負債純資産合計 5,241,057 5,039,841



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年11月１日 
 至 平成21年７月31日) 

売上高 2,713,194

売上原価 1,918,008

売上総利益 795,185

販売費及び一般管理費 447,090

営業利益 348,095

営業外収益  

受取利息 527

その他 87

営業外収益合計 614

営業外費用  

支払利息 40,282

営業外費用合計 40,282

経常利益 308,428

特別利益  

貸倒引当金戻入額 1,957

特別利益合計 1,957

税金等調整前四半期純利益 310,385

法人税等 139,784

四半期純利益 170,601



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年11月１日 
 至 平成21年７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 310,385

株式報酬費用 726

減価償却費 53,395

賞与引当金の増減額（△は減少） △6,819

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,514

受取利息及び受取配当金 △527

支払利息 40,282

営業債権の増減額（△は増加） 22,761

たな卸資産の増減額（△は増加） △179,147

営業債務の増減額（△は減少） △20,990

その他 17,672

小計 234,224

利息及び配当金の受取額 527

利息の支払額 △40,334

法人税等の支払額 △238,547

営業活動によるキャッシュ・フロー △44,129

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 △192,661

無形固定資産の取得による支出 △680

その他 △116

投資活動によるキャッシュ・フロー △193,457

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） △20,000

長期借入れによる収入 711,000

長期借入金の返済による支出 △507,317

株式の発行による収入 46

配当金の支払額 △39,257

財務活動によるキャッシュ・フロー 144,472

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △93,115

現金及び現金同等物の期首残高 620,917

現金及び現金同等物の四半期末残高 527,802



 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

 該当事項はありません。 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年11月１日 至 平成21年７月31日） 

 （注）１．事業区分の方法 

当社グループの事業は、事業の性質及び役務内容の類似性を考慮して区分しております。 

２．各区分に属する主要な役務内容 

  

  

 当第３四半期連結累計期間（自 平成20年11月１日 至 平成21年７月31日）  

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年11月１日 至 平成21年７月31日） 

  海外売上高がないため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）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  
不動産管理
運営事業 
（千円） 

不動産開発
販売事業 
（千円） 

不動産仲介
コンサル事
業（千円）

計（千円） 
消去又は全
社（千円） 

連結
（千円） 

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高  2,136,562  376,019  200,611  2,713,194 －  2,713,194

(2）セグメント間の内部売上高又は振

替高 
 2,098 － －  2,098  △2,098 － 

計  2,138,661  376,019  200,611  2,715,293  △2,098  2,713,194

営業利益  368,558  43,674  67,343  479,576  △131,481  348,095

事業区分 主要な役務内容

不動産管理運営事業 賃貸マンションの一括借上げ（サブリース）、賃貸マンションの自社所有、 

居住用賃貸物件と駐車場の賃料収受及び管理業務、大型リフォーム、 

ウィークリーステイ事業 

不動産開発販売事業 賃貸マンション及び戸建住宅の企画・開発・販売 

不動産仲介コンサル事業 居住用賃貸物件及び駐車場の仲介業務 

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記



「参考資料」  

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

前第３四半期連結累計期間（平成19年11月１日～平成20年７月31日） 

  

  

科目 

前年同四半期
（平成20年10月期 
第３四半期） 

金額（千円）

Ⅰ 売上高  3,164,509

Ⅱ 売上原価  2,255,887

売上総利益  908,621

Ⅲ 販売費及び一般管理費  458,687

営業利益  449,934

Ⅳ 営業外収益  1,258

１．受取利息   573

２．保険金収入  373

３．その他  311

Ⅴ 営業外費用  34,277

１．支払利息  34,277

経常利益  416,915

Ⅵ 特別利益  1,935

１．貸倒引当金戻入益  1,935

Ⅶ 特別損失  1,410

１．固定資産除却損  1,410

税金等調整前四半期純利益  417,441

法人税等  189,755

四半期純利益  227,685



  

 前第３四半期連結累計期間（平成19年11月１日～平成20年７月31日） 

  

（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

  
前年同四半期

（平成20年10月期 
第３四半期） 

区分 金額（千円）

Ⅰ 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  417,441

減価償却費  40,702

貸倒引当金の減少額 △3,568

賞与引当金の減少額 △12,684

受取利息及び受取配当金 △573

支払利息  34,277

固定資産除却損   1,410

営業債権の減少額  10,876

たな卸資産の減少額  124,097

営業債務の減少額 △83,332

前受金の増加額  7,568

未払消費税等の増加額  4,694

預り敷金・保証金の増加額  7,090

その他 △15,719

小計  532,281

利息及び配当金の受取額  573

利息の支払額 △35,006

法人税等の支払額 △230,434

営業活動によるキャッシュ・
フロー  267,414



  

   

  

  

  
前年同四半期

（平成20年10月期 
第３四半期） 

区分 金額（千円）

Ⅱ 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 

△568,110

敷金・保証金差入による支
出 

△1,865

敷金・保証金返還による収
入  1,415

無形固定資産の取得による
支出               

△2,500

その他  3,678

投資活動によるキャッシュ・
フロー 

△567,382

    

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・
フロー   

短期借入金の純減少額 △834,000

長期借入れによる収入  1,784,000

長期借入金の返済による支
出 

△615,140

株式の発行による収入  961

配当金の支払額 △31,100

財務活動によるキャッシュ・
フロー  304,720

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額  4,752

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残
高  498,868

Ⅵ 現金及び現金同等物の四半期
末残高 

 503,620

  



前第３四半期連結累計期間（自 平成19年11月１日 至 平成20年７月31日） 

 （注）１．事業区分の方法 

      当社グループの事業は、事業の性質及び役務内容の類似性を考慮して区分しております。 

２．各区分に属する主要な役務内容 

   

前第３四半期連結累計期間（自 平成19年11月１日 至 平成20年７月31日） 

本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。  

  

前３四半期連結累計期間（自 平成19年11月１日 至 平成20年７月31日） 

  海外売上高がないため該当事項はありません。 

  

（３）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  
不動産管理
運営事業 
（千円） 

不動産開発
販売事業 
（千円） 

不動産仲介
コンサル事
業（千円）

計（千円） 
消去又は全
社（千円） 

連結
（千円） 

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高 2,006,164 964,089 194,255 3,164,509 － 3,164,509 

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
3,290 － － 3,290 △3,290 － 

計 2,009,454 964,089 194,255 3,167,799 △3,290 3,164,509 

営業費用 1,668,429 758,245 137,980 2,564,654 149,919 2,714,574 

営業利益 341,024 205,844 56,274 603,144 △153,210 449,934 

事業区分 主要な役務内容

不動産管理運営事業 
賃貸マンションの一括借上げ（サブリース）、賃貸マンションの自社所有、居住用賃

貸物件と駐車場の賃料収受及び管理業務、大型リフォーム、ウィークリーステイ事業 

不動産開発販売事業 賃貸マンション及び戸建住宅の企画・開発・販売 

不動産仲介コンサル事業 居住用賃貸物件及び駐車場の仲介業務 

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕
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