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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期連結累計期間における我が国経済は、デフレ状況からの脱却に向けた金融緩和と景気回復のため

の各種政策への期待感から、為替相場は円安傾向に進み、株式市場も上昇するなど回復の兆しが見られるもの

の、欧州経済の停滞に加え新興国の景気減速の要素もあり、依然として先行き不透明な状況が続いております。 

 当社グループの属する中古マンション業界におきましては、（財）東日本不動産流通機構によると、平成25年

２月度の首都圏中古マンションの成約件数は3,316件（前年同月比13.6％増）となり、６カ月連続で前年同月を上

回っております。  

 また、首都圏中古マンションの成約㎡単価は、首都圏平均で38.68万円（前年同月比変わらず、前月比2.7％下

落）、成約平均価格は2,531万円（同0.2％上昇、同4.2％下落）となっております。 

 このような市場環境の中、当社グループは、基幹事業である中古マンション事業の収益力を引き続き強化し、

販売、リノベーション等の周辺の事業領域にも収益機会の拡大を図ってまいりました。ニッチ市場である賃貸中

の中古マンション物件については、賃料収入が安定的かつ確実な収益源として寄与しております。 

 当第１四半期連結累計期間は、収益不動産への継続的な投資によりインベストメント事業での賃料収入が増加

した一方、中古マンション事業において、売却件数が減少したため、売上高、営業利益及び経常利益並びに四半

期純利益は前年同四半期に比べ減少しております。この結果、当社グループの当第１四半期連結累計期間におけ

る業績は、売上高2,601,551千円（前年同四半期比18.0％減）、営業利益366,537千円（同10.1％減）、経常利益

230,276千円（同12.5％減）、四半期純利益135,923千円（同8.7％減）となりました。 

 セグメントの概況は、次のとおりであります。 

（中古マンション事業） 

 中古マンション事業におきましては、１室当りの売却利益を 大化すべく、時間をかけてより付加価値の高い

物件作りに注力したことから、前年同四半期と比べて販売数・売上高は減少したものの、売却利益率が上昇いた

しました。この結果、売上高は2,423,781千円（同20.1％減）、営業利益は407,584千円（同4.0％減）となりまし

た。 

 なお、当第１四半期連結累計期間の売上原価に含まれる販売用不動産評価損は1,686千円であります。 

（インベストメント事業） 

 インベストメント事業におきましては、収益不動産へ継続的に投資をおこない保有不動産が増加したことによ

り、売上高が増加しました。この結果、売上高は112,556千円（同37.3％増）、営業利益は27,145千円（同

254.0％増）となりました。 

（アドバイザリー事業） 

 アドバイザリー事業におきましては、賃貸管理物件数の増加により売上高が増加したものの、仲介物件取り扱

い数の増加により仲介業務に係る広告宣伝費が増加したため、販売費及び一般管理費が増加しております。この

結果、売上高は65,213千円（同17.7％増）、営業利益は18,427千円（同47.5％減）となりました。 

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間末における総資産につきましては、前連結会計年度末に比べ、654,739千円増加し、

33,021,927千円となりました。これは主として、インベストメント事業における新規投資により有形固定資産が

458,697千円増加したことによるものであります。 

 負債につきましては、前連結会計年度末に比べ、604,832千円増加し、21,744,393千円となりました。これは主

として、物件取得資金として短期借入金が1,218,540千円増加した一方、1年内返済予定の長期借入金が616,827千

円減少したことによるものであります。 

 純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ、49,906千円増加し、11,277,534千円となりました。これは

主として、利益剰余金が83,104千円増加した一方、少数株主持分が28,446千円減少したことによるものでありま

す。 

    

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成25年１月11日に公表しました平成25年11月期の連結業績予想に変更はありません。１ペ－ジ「３．平成25年

11月期の連結業績予想（平成24年12月1日～平成25年11月30日）」のとおりであります。   

  

１．当四半期決算に関する定性的情報



（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

  該当事項はありません。  

    

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

  該当事項はありません。 

     

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

会計上の見積りの変更 

（耐用年数の変更）  

 当社が保有する「建物及び構築物」及び「その他」の一部は、当第１四半期連結会計期間において、本社事務所

の賃貸借契約の期間満了日が確定したため、移転に伴い利用不能となる資産について耐用年数を賃貸借契約の期間

満了日までの期間に見直し、将来にわたり変更しております。 

 なお、これによる影響は軽微であります。 

   

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項



３．四半期連結財務諸表 
（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11月30日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,891,801 2,109,981

営業未収入金 39,818 42,201

販売用不動産 23,986,207 23,921,882

繰延税金資産 27,404 32,158

その他 225,406 279,695

貸倒引当金 △3,694 △3,507

流動資産合計 26,166,943 26,382,410

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,977,446 2,135,061

減価償却累計額 △585,706 △626,157

建物及び構築物（純額） 1,391,740 1,508,903

土地 3,385,600 3,727,263

その他 43,759 44,469

減価償却累計額 △34,839 △35,676

その他（純額） 8,920 8,792

有形固定資産合計 4,786,261 5,244,959

無形固定資産 10,800 9,797

投資その他の資産   

投資有価証券 1,090,000 1,090,000

繰延税金資産 46,466 44,802

その他 266,715 249,956

投資その他の資産合計 1,403,182 1,384,759

固定資産合計 6,200,244 6,639,516

資産合計 32,367,188 33,021,927



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年11月30日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年２月28日) 

負債の部   

流動負債   

営業未払金 139,932 132,768

短期借入金 1,803,240 3,021,780

1年内返済予定の長期借入金 4,703,539 4,086,712

未払法人税等 156,481 79,705

その他 585,203 582,289

流動負債合計 7,388,396 7,903,255

固定負債   

長期借入金 13,661,225 13,748,414

その他 89,938 92,723

固定負債合計 13,751,163 13,841,137

負債合計 21,139,560 21,744,393

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,573,038 3,573,038

資本剰余金 3,541,478 3,543,871

利益剰余金 3,756,179 3,839,284

自己株式 △694,732 △686,702

株主資本合計 10,175,964 10,269,491

その他の包括利益累計額   

繰延ヘッジ損益 △24,339 △26,110

その他の包括利益累計額合計 △24,339 △26,110

新株予約権 54,774 41,371

少数株主持分 1,021,228 992,782

純資産合計 11,227,627 11,277,534

負債純資産合計 32,367,188 33,021,927



（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１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年12月１日 
 至 平成24年２月29日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年12月１日 
 至 平成25年２月28日) 

売上高 3,171,611 2,601,551

売上原価 2,475,321 1,930,865

売上総利益 696,290 670,685

販売費及び一般管理費 288,407 304,148

営業利益 407,882 366,537

営業外収益   

受取利息 311 260

償却債権取立益 2,033 －

その他 0 126

営業外収益合計 2,345 386

営業外費用   

支払利息 106,890 108,524

支払手数料 40,126 28,122

営業外費用合計 147,017 136,646

経常利益 263,211 230,276

税金等調整前四半期純利益 263,211 230,276

法人税、住民税及び事業税 96,200 97,714

法人税等調整額 19,446 △2,109

法人税等合計 115,647 95,604

少数株主損益調整前四半期純利益 147,563 134,672

少数株主損失（△） △1,251 △1,251

四半期純利益 148,814 135,923



（四半期連結包括利益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年12月１日 
 至 平成24年２月29日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年12月１日 
 至 平成25年２月28日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 147,563 134,672

その他の包括利益   

繰延ヘッジ損益 △25,060 △1,770

その他の包括利益合計 △25,060 △1,770

四半期包括利益 122,502 132,901

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 123,754 134,152

少数株主に係る四半期包括利益 △1,251 △1,251



該当事項はありません。   

   

   

 該当事項はありません。 

   

   

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自平成23年12月１日 至平成24年２月29日）  

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  

（注）１．セグメント利益の調整額は、各報告セグメントに配分していない販売費及び一般管理費の全社費

用であります。 

   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。  

  

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自平成24年12月１日 至平成25年２月28日）  

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  

（注）１．セグメント利益の調整額は、各報告セグメントに配分していない販売費及び一般管理費の全社費

用であります。 

   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）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（５）セグメント情報等

  （単位：千円）

  
中古マンシ
ョン事業 

インベスト

メント事業 

アドバイザ
リー事業 

合計 
調整額 
（注）１ 

四半期連結
損益計算書
計上額 
（注）２

売上高   

  外部顧客への売上高  3,034,235  81,982  55,393  3,171,611 －  3,171,611

  
セグメント間の内部

売上高又は振替高  
－ －  55,890  55,890  △55,890 － 

計   3,034,235  81,982  111,284  3,227,502  △55,890  3,171,611

セグメント利益  424,489  7,669  35,105  467,263  △59,380  407,882

  （単位：千円）

  
中古マンシ
ョン事業 

インベスト

メント事業 

アドバイザ
リー事業 

合計 
調整額 
（注）１ 

四半期連結
損益計算書
計上額 
（注）２

売上高   

  外部顧客への売上高  2,423,781  112,556  65,213  2,601,551  －  2,601,551

  
セグメント間の内部

売上高又は振替高  
 －  －  59,695  59,695  △59,695  －

計   2,423,781  112,556  124,909  2,661,246  △59,695  2,601,551

セグメント利益  407,584  27,145  18,427  453,157  △86,620  366,537
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