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1.  平成23年3月期第3四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年12月31日） 

 

(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 ％

23年3月期第3四半期 83,823 1.4 5,490 12.4 5,516 10.8 2,774 △1.4

22年3月期第3四半期 82,685 0.1 4,884 8.9 4,977 8.1 2,814 8.5

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

23年3月期第3四半期 192.69 ―

22年3月期第3四半期 195.43 ―

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

23年3月期第3四半期 66,936 32,583 48.5 2,253.47
22年3月期 67,826 30,763 45.2 2,130.04

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  32,449百万円 22年3月期  30,672百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

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

22年3月期 ― 36.00 ― 36.00 72.00
23年3月期 ― 36.00 ―

23年3月期 
（予想）

36.00 72.00

3.  平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 115,600 3.1 7,400 25.4 7,430 23.9 3,830 10.6 265.97



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）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の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※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きの対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に
基づく四半期財務諸表のレビュー手続きは実施中であります。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 本資料に記載されている業績予想は、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、実際の業績は様々な要
因により大きく異なる可能性があります。業績予想に関する事項は、四半期決算短信［添付資料］３ページ「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。 

4.  その他 （詳細は、［添付資料］３ページの「２．その他の情報」をご覧ください。）

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） 23年3月期3Q 14,400,000株 22年3月期  14,400,000株

② 期末自己株式数 23年3月期3Q  108株 22年3月期  108株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q 14,399,892株 22年3月期3Q  14,399,892株



  

  

○添付資料の目次

１．当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………………………………………  2

（１）連結経営成績に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  2

（２）連結財政状態に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  3

（３）連結業績予想に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  3

２．その他の情報 ……………………………………………………………………………………………………………  3

（１）重要な子会社の異動の概要 ………………………………………………………………………………………  3

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 ……………………………………………………………………  3

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 ……………………………………………………………  4

３．四半期連結財務諸表 ……………………………………………………………………………………………………  5

（１）四半期連結貸借対照表 ……………………………………………………………………………………………  5

（２）四半期連結損益計算書 ……………………………………………………………………………………………  7

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 …………………………………………………………………………  8

（４）継続企業の前提に関する注記 ……………………………………………………………………………………  9

（５）セグメント情報 ……………………………………………………………………………………………………  9

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ……………………………………………………………  9

（７）重要な後発事象 ……………………………………………………………………………………………………  9

  



（１）連結経営成績に関する定性的情報 

〈セグメント別の状況〉 

（注）事業区分の方法の変更 

平成22年４月１日付で、リニューアル事業部を再編し、リニューアル統括事業部を設置、首都圏第一事業部か

ら第三事業部に各々リニューアル部を新設しました。その組織変更に伴い、従来管理業に区分していた営繕業務

の一部を工事業に組み替えました。 

この結果、従来の方法に比較して当第３四半期連結累計期間の売上高は、管理業が21億円減少し、工事業が 

21億円増加しております。 

  

当第３四半期連結累計期間における我が国経済は、景気回復のペースは鈍化しつつも輸出の需要等に支えられ緩

やかな改善基調が続いてまいりました。その一方で、雇用・所得環境は引き続き厳しい状況で推移し、管理会社に

対するお客様のコスト意識の高まりや、管理委託費の安価な他社への切り替えなど当社を取り巻く環境にも影響を

与えました。 

このような状況のもと、当社グループは経営体質の強化を図るべく、引き続きコストマネジメントに努めてまい

りました。また、公共施設の管理・運営などに民間企業のノウハウを活用する指定管理者制度・ＰＦＩ事業・市街

地再開発案件への取り組み強化などに注力し、受注拡大に向けた積極的な営業活動を展開してまいりました。 

その結果、当社グループの当第３四半期連結累計期間の売上高は838億23百万円（前年同期比1.4％増）、営業利

益は54億90百万円（前年同期比12.4％増）となりました。また、当社は平成22年10月１日より退職給付制度の一部

を確定拠出年金制度へ移行するのに伴い、第２四半期会計期間において6億48百万円の退職給付制度改定損を特別

損失として計上しております。これにより四半期純利益は27億74百万円（前年同期比1.4％減）となりました。 

  

①管理業 

マンション管理におきましては、顧客満足度の向上を目指し「マンション管理についてのユーザー評価・ニーズ

調査」を実施いたしました。お客様から多くの貴重なご意見を頂き、今後のサービス及び業務品質の向上につなげ

てまいります。また、組合財産の保全強化として新収納支払システム「住む～ず（すむーず）」並びに専有部サー

ビスの「家族力・プラス（かぞくりょく・ぷらす）」の組合一括販売におきましても、継続して提案活動を行って

まいりました。 

ビル管理におきましては、価格競争力の強化、技術力・サービスなどの品質の確保及び向上に取り組んでおりま

す。また、オフィスビル、商業施設などを中心に新規案件の開拓に努めるとともに、市街地再開発案件などの大型

プロジェクトやＰＦＩ事業にも取り組んでまいりました。 

その結果、売上高は541億28百万円で、リニューアル事業部の再編により営繕収入が減となり前年同期比では

3.1％の減となりましたが、管理委託費収入が増収となったことに加え営業費用の削減に努めた結果、営業利益は 

48億90百万円（前年同期比12.9％増）となりました。  

  

②賃貸業 

賃貸業におきましては、一部において需要の回復傾向が見られるものの、企業の経営合理化による事業所再編に

より稼働率が低下するとともに、新規募集賃料・既存テナント改定賃料の下落傾向が続くなど、厳しい事業環境で

推移いたしました。このような状況のもと、既存テナントの満足度を高める運営を強化するとともに、物件特性及

びマーケット環境を的確に捉え、時機を逸しない戦略的な営業活動を展開し、稼働率の向上・維持に取り組んでま

いりました。 

その結果、売上高は134億28百万円（前年同期比2.5％増）、新規物件の稼働による賃料収入増や子会社の貸し会

議室の稼働率改善による増収により、営業利益は13億24百万円（前年同期比1.7％増）となりました。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

売上高      （百万円） 営業利益     （百万円）

  当四半期 前年同期 比 較 増減率     当四半期 前年同期 比 較 増減率 

管 理 業  54,128  55,855  △1,727 %△3.1   管 理 業 4,890  4,330  560 %12.9

賃 貸 業  13,428  13,098  329 %2.5   賃 貸 業 1,324  1,302  22 %1.7

工 事 業  13,823  11,768  2,055 %17.5   工 事 業 446  521  △75 %△14.4

そ の 他  2,723  2,146  577 %26.9   そ の 他 236  125  110 %88.0

消 去  △281  △184  △97 －   消去又は全社 △1,408  △1,395  △12 －

合 計  83,823  82,685  1,137 %1.4   合 計 5,490  4,884  605 %12.4



  

③工事業 

工事業におきましては、平成22年４月より、首都圏の各事業部内にリニューアル部を新設し、改修計画・工事提

案・施工管理の執行体制を変更することで、お客様への提案の一元化、技術力・品質の向上・効率化を進めまし

た。また、総合調査・長期修繕計画などをベースとした三ヵ年の工事計画を策定し、適切な時期に適切な改修の提

案を行い、効率的で合理的かつ経済的な予防保全の観点から、お客様の満足度向上に努めております。 

その結果、売上高は138億23百万円でリニューアル事業部の再編に伴う管理業からの組み替えにより前年同期比

17.5％の増となりましたが、再編に伴う固定費の負担もあり、営業利益は4億46百万円（前年同期比14.4％減）と

なりました。 

  

④その他 

その他の事業におきましては、マンション生活関連サービスとしての不動産流通業、損害保険代理業、ビルテナ

ントに対するオフィス関連サービス業、ホテルタイプの地域コミュニティー施設の運営、集合住宅等における熱供

給業、リノベーション事業（マンション住戸にリフォームを施し、付加価値をつけて販売する事業）など周辺事業

の強化に努めてまいりました。  

その結果、売上高は27億23百万円（前年同期比26.9％増）、リノベーション事業及び熱供給業の増収により、営

業利益は2億36百万円（前年同期比88.0％増）となりました。 

  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、669億36百万円となり、前連結会計年度末に比べて8億89百万円減少い

たしました。 

 流動資産は、258億20百万円となり、前連結会計年度末に比べて13億74百万円減少いたしました。主な要因は、

現金及び現金同等物の減少25億28百万円や、未成工事支出金の増加6億円によるものです。 

固定資産は、411億15百万円となり、前連結会計年度末に比べて4億84百万円増加いたしました。主な要因は、敷

金及び保証金など投資その他の資産の増加4億27百万円によるものです。 

負債は、343億52百万円となり、前連結会計年度末に比べて27億9百万円減少いたしました。主な要因は、退職給

付制度の一部移行に伴う退職給付引当金の減少22億79百万円によるものです。 

純資産は、325億83百万円となり、前連結会計年度末に比べて18億20百万円増加いたしました。主な要因は四半

期純利益の計上等による利益剰余金の増加17億37百万円によるものです。 

この結果、自己資本比率は48.5％となり、前連結会計年度末に比べて3.3ポイント増加いたしました。 

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

業績予想は、平成22年10月29日公表時から変更はございません。 

なお、業績予想につきましては、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、実際の業績は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 

  

  

（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。 

   

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

（簡便な会計処理） 

①たな卸資産の評価方法 

棚卸資産の簿価切下げに関しては、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。  

  

②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によ

っております。  

  

③経過勘定項目の算定方法 

合理的な算定方法による概算額で計上する方法によっております。  

２．その他の情報



  

④法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法  

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生

状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタックス・プラ

ンニングを利用する方法によっております。  

  

（四半期特有の会計処理） 

税金費用の計算 

当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する方法を採用しております。 

なお、法人税等調整額は、「法人税等」に含めて表示しております。   

   

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

資産除去債務に関する会計基準等の適用  

第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31 

日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を

適用しております。 

これにより営業利益は13百万円の増加、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は5百万円減少しておりま

す。  

  

（追加情報） 

 当社は、平成22年10月１日に退職給付制度の変更を行い、退職給付制度の一部について確定拠出年金制度へ移行す  

 るのに伴い、「退職給付制度間の移行等に関する会計処理」(企業会計基準適用指針第１号）を適用いたしました。 

 本移行に伴う影響額は、第３四半期連結累計期間の特別損失として6億48百万円を計上しております。 



３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 8,257 7,289

受取手形及び売掛金 6,101 5,907

販売用不動産 2,249 1,945

商品 2 2

未成工事支出金 1,046 445

貯蔵品 196 197

短期貸付金 5,790 9,288

その他 2,185 2,157

貸倒引当金 △8 △39

流動資産合計 25,820 27,195

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 13,874 13,523

減価償却累計額 △5,426 △5,081

建物及び構築物（純額） 8,448 8,441

土地 15,027 15,027

その他 4,157 3,855

減価償却累計額 △3,154 △2,961

その他（純額） 1,002 894

有形固定資産合計 24,478 24,363

無形固定資産 2,782 2,840

投資その他の資産   

敷金及び保証金 6,631 6,272

その他 7,222 7,154

投資その他の資産合計 13,854 13,426

固定資産合計 41,115 40,630

資産合計 66,936 67,826



（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12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22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,717 4,799

短期借入金 624 1,186

未払法人税等 2,004 2,081

賞与引当金 598 1,719

役員賞与引当金 65 48

その他 14,650 13,267

流動負債合計 22,662 23,102

固定負債   

長期借入金 39 39

退職給付引当金 4,877 7,156

長期預り敷金保証金 6,257 6,259

その他 517 504

固定負債合計 11,690 13,960

負債合計 34,352 37,062

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,653 1,653

資本剰余金 1,227 1,227

利益剰余金 29,300 27,562

自己株式 △0 △0

株主資本合計 32,181 30,444

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 267 228

評価・換算差額等合計 267 228

少数株主持分 133 90

純資産合計 32,583 30,763

負債純資産合計 66,936 67,826



（２）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21年４月１日 

 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年12月31日) 

売上高 82,685 83,823

売上原価 73,189 73,480

売上総利益 9,495 10,342

販売費及び一般管理費 4,611 4,852

営業利益 4,884 5,490

営業外収益   

受取利息 27 21

受取配当金 19 16

保険配当金 70 39

負ののれん償却額 40 －

持分法による投資利益 － 3

その他 10 26

営業外収益合計 168 108

営業外費用   

支払利息 31 15

固定資産売却損 0 0

投資有価証券評価損 26 35

持分法による投資損失 0 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 18

その他 16 12

営業外費用合計 75 82

経常利益 4,977 5,516

特別損失   

退職給付制度改定損 － 648

関係会社整理損 － 4

特別損失合計 － 652

税金等調整前四半期純利益 4,977 4,863

法人税等 2,156 2,080

少数株主損益調整前四半期純利益 － 2,783

少数株主利益 6 8

四半期純利益 2,814 2,774



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成22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 4,977 4,863

減価償却費 1,107 923

投資有価証券評価損益（△は益） 199 300

退職給付引当金の増減額（△は減少） 444 △2,282

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △1 －

賞与引当金の増減額（△は減少） △1,012 △1,130

売上債権の増減額（△は増加） △269 △91

たな卸資産の増減額（△は増加） △254 △908

その他の流動資産の増減額（△は増加） 167 △18

差入保証金の増減額（△は増加） 141 △431

仕入債務の増減額（△は減少） 83 △188

前受金の増減額（△は減少） △153 452

預り金の増減額（△は減少） 773 1,243

その他の流動負債の増減額（△は減少） 388 204

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） △5 △60

その他の固定負債の増減額（△は減少） △86 △25

その他 170 △166

小計 6,672 2,683

利息及び配当金の受取額 47 42

利息の支払額 △23 △11

法人税等の支払額 △2,586 △2,106

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,109 607

投資活動によるキャッシュ・フロー   

匿名組合出資金の払込による支出 － △170

匿名組合出資金の払戻による収入 22 0

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

－ △211

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
収入

31 －

有形固定資産の取得による支出 △307 △1,126

無形固定資産の取得による支出 △180 △96

その他 △57 91

投資活動によるキャッシュ・フロー △492 △1,511

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 △682 △540

配当金の支払額 △992 △999

その他 △64 △84

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,739 △1,624

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,878 △2,528

現金及び現金同等物の期首残高 12,098 16,560

現金及び現金同等物の四半期末残高 13,976 14,031



該当事項はありません。  

  

  

１．報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資

源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 

当社は、顧客に対し一体となった対応を図るべく地域別に区分した管理を行うとともに、首都圏事業部におい

てはマンション・ビル等の商品に応じた組織体制（部門別）を取っておりますが、「管理業」、「賃貸業」、

「工事業」、「その他」の４つの事業区分を報告セグメントとしております。 

「管理業」はマンション、ビル等建物・施設の事務管理、設備管理、清掃、保安警備、フロントサービスその

他総合的な管理運営業務、 

「賃貸業」はマンション、ビル等建物・施設の賃貸運営業務、 

「工事業」はマンション、ビル共用部分の建物・設備改修工事、マンション専有部分のリフォーム工事、オフ

ィス内の改装工事の請負業務、 

「その他」は不動産の売買・賃貸の仲介、不動産の販売、オフィス関連サービス、ホテルタイプの地域コミュ

ニティー施設の運営業務、熱供給業を営んでおります。 

２．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 

当第３四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31日） 

（単位：百万円）

（注）１．セグメント利益の調整額△1,408百万円には、セグメント間取引消去△19百万円、各報告セグメントに配分

していない全社費用△1,388百万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

般管理費であります。 

 ２．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行っております。 

  

３．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。 

  

（追加情報） 

第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年

３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成20

年３月21日）を適用しております。 

  

  

  

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

  管理業 賃貸業 工事業 その他 計
調整額 
(注)1 

四半期連結
損益計算書 
計上額(注)2

売上高               

(1）外部顧客に対する売上高  53,959 13,418 13,746 2,699  83,823 - 83,823

(2）セグメント間の内部売上高  169 10 77 24  281  △281 -

計  54,128 13,428 13,823 2,723  84,104  △281 83,823

セグメント利益  4,890 1,324 446 236  6,898  △1,408 5,490

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（７）重要な後発事象
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