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(百万円未満切捨て)

１．平成25年12月期第２四半期の業績（平成25年１月１日～平成25年６月30日）

（１）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 ％

25年12月期第２四半期 6,461 30.5 898 61.8 865 73.4 782 75.5
24年12月期第２四半期 4,951 △11.7 555 9.8 499 16.4 446 △15.7

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

25年12月期第２四半期 6.38 －
24年12月期第２四半期 3.64 －

 当社は、平成25年７月１日付で普通株式１株につき100株の株式分割を行っております。そのため、前事業年度の期
首に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり四半期純利益を算定しております。

（２）財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

25年12月期第２四半期 21,252 11,718 55.1

24年12月期 18,612 10,935 58.8

(参考) 自己資本 25年12月期第２四半期 11,718百万円 24年12月期 10,935百万円

２．配当の状況

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

24年12月期 － 0.00 － 0.00 0.00

25年12月期 － 0.00

25年12月期(予想) － 2.50 2.50

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ：無

 当社は、平成25年７月１日付で普通株式１株につき100株の株式分割を行っております。そのため、平成25年12月期
（予想）期末の配当金については、当該株式分割の影響を考慮して記載しております。

３．平成25年12月期の業績予想（平成25年１月１日～平成25年12月31日）

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 11,565 14.2 1,485 27.5 1,400 30.2 1,200 26.6 9.77

(注)直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ：無

 当社は、平成25年７月１日付で普通株式１株につき100株の株式分割を行っております。そのため、平成25年12月期
の1株当たり当期純利益については、当該株式分割の影響を考慮して記載しております。



  

   
   

   
   

   

   
 

 
 

※ 注記事項

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

 ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無

 ② ①以外の会計方針の変更 ： 無

 ③ 会計上の見積りの変更 ： 無

 ④ 修正再表示 ： 無

（３）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 25年12月期２Ｑ 125,763,000株 24年12月期 125,763,000株

② 期末自己株式数 25年12月期２Ｑ 3,000,000株 24年12月期 3,000,000株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年12月期２Ｑ 122,763,000株 24年12月期２Ｑ 122,763,000株

 当社は、平成25年７月１日付で普通株式1株につき100株の株式分割を行っております。そのため、前事業年度の期
首に当該株式分割が行われたと仮定して期末発行済株式数、期末自己株式数及び期中平均株式数を算定しておりま
す。

※ 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は終了しておりません。

※ 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見通し等の将来に関する記述は、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、実際の業績等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
の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半期決算短信（添付資料）３ペー
ジ「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。
 当社は、平成25年８月１日に機関投資家及びアナリスト向け四半期決算説明会を開催する予定です。その模様及
び説明内容（音声）については、当日使用する決算説明資料とともに、開催後速やかに当社ホームページに掲載す
る予定です。
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当第２四半期累計期間（自 平成25年１月１日 至 平成25年６月30日）におけるわが国経済は、

「アベノミクス」が掲げる景気回復のための各種政策や金融緩和政策に対する期待感から株価は上昇

し、また為替相場は円安傾向に進みました。個人の消費マインドも改善する等、明るい兆しが見られ、

景気は回復基調で推移しました。一方、当社が属する不動産業界は、デフレ脱却、インフレへの期待感

から不動産業界へも注目が集まり、その結果、不動産取引が活発化する等、持ち直しの動きを見せてお

ります。このような状況のもと、当社はストック型ビジネスが主である不動産運用サービス事業、不動

産売買を主とした不動産再生・流動化サービス事業を軸に展開いたしました。 

不動産運用サービス事業は、基幹事業であるストレージ事業において、出店エリアを地方都市にも拡

大しながら管理室数、稼動室数を増加させ売上への貢献をしました。新規出店現場の稼動を早めるた

め、出店現場近隣の顧客に対して現場見学会の開催等の地域に密着した営業活動を行うとともに、既存

現場は顧客からのアドバイスカードを基に、使い勝手の向上等を目的としてメンテナンスを継続的に行

いました。またアセット事業においては、長期保有を目的とした収益不動産の取得を行った結果増収と

なり、ストック型ビジネスの収益基盤がより強固なものとなりました。この結果、売上高は5,516百万

円となりました。 

一方、不動産再生・流動化サービス事業は、当期中に売却するための区分店舗や事務所、居住用マン

ションを中心とした販売用不動産の取得を積極的に行い、売却も順調に推移しました。この結果、売上

高は945百万円となりました。 

以上の結果、売上高は6,461百万円（前年同四半期比30.5％増）、営業利益は898百万円（前年同四半

期比61.8％増）、経常利益は865百万円（前年同四半期比73.4％増）、四半期純利益は782百万円（前年

同四半期比75.5％増）となりました。 

  

当第２四半期会計期間末における総資産は前事業年度末に比べ2,639百万円増加し、21,252百万円と

なりました。増減の主な内訳は、土地の増加1,749百万円、建物の増加779百万円、および現金及び預金

の増加351百万円であります。 

また、当第２四半期会計期間末における負債合計は前事業年度末に比べ1,857百万円増加し、9,534百

万円となりました。増減の主な内訳は、長期借入金の増加1,111百万円、短期借入金の増加177百万円、

およびその他の固定負債の増加268百万円であります。 

当第２四半期会計期間末における純資産合計は前事業年度末に比べ782百万円増加し、11,718百万円

となりました。増減の主な内訳は、利益剰余金の増加782百万円であります。これらの結果、自己資本

比率は55.1％となりました。 

当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前事業年度末に比べ351百万円増加

し3,436百万円となりました。 

「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、1,462百万円の収入（前年同期は345百万円の支出)とな

りました。主な内訳は、税引前四半期純利益870百万円、減価償却費計上294百万円等の増加要因による

ものであります。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する定性的情報

（２）財政状態に関する定性的情報

①資産、負債及び純資産の状況

 

②キャッシュ・フローの状況
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「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、2,330百万円の支出（前年同期は1,418百万円の収入）と

なりました。主な内訳は、有形固定資産の取得による支出2,587百万円等の減少要因によるものであり

ます。 

「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、1,220百万円の収入（前年同期は674百万円の支出）とな

りました。主な内訳は、長期借入れによる収入1,820百万円等の増加要因に対し、長期借入金の返済に

よる支出771百万円等の減少要因によるものであります。 

  

平成25年12月期通期の業績予想につきましては、売上高、利益ともに各事業において業容が順調に拡

大していることから、平成25年２月14日の「平成24年12月期 決算短信」にて公表いたしました業績予

想から、平成25年７月22日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」に記載のとおり修正を行ってお

ります。 

また、平成25年12月期の配当につきましては、基本方針及び現時点での業績予想を前提に、１株につ

き、年間配当金2.50円の復配を予定しております。なお、中間配当の実施の予定はございません。 

（３）業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項
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３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

(単位：千円)

前事業年度 
(平成24年12月31日) 

当第２四半期会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,084,972 3,436,922

売掛金 155,729 172,182

完成工事未収入金 50,044 19,635

商品 458,858 418,079

販売用不動産 1,356,298 1,279,149

未成工事支出金 180 2,662

貯蔵品 1,181 2,791

その他 671,504 760,182

貸倒引当金 △26,135 △34,238

流動資産合計 5,752,633 6,057,365

固定資産   

有形固定資産   

建物 7,082,481 8,052,596

減価償却累計額 △1,418,527 △1,609,252

減損損失累計額 △83,526 △83,526

建物（純額） 5,580,426 6,359,817

土地 3,759,735 5,509,622

その他 2,010,820 1,837,068

減価償却累計額 △462,957 △517,372

その他（純額） 1,547,862 1,319,695

有形固定資産合計 10,888,025 13,189,135

無形固定資産   

その他 102,888 84,269

無形固定資産合計 102,888 84,269

投資その他の資産   

その他 3,180,057 3,228,656

貸倒引当金 △1,310,642 △1,306,666

投資その他の資産合計 1,869,414 1,921,989

固定資産合計 12,860,328 15,195,394

資産合計 18,612,961 21,252,760
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成24年12月31日) 

当第２四半期会計期間 
(平成25年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 207,144 218,146

工事未払金 179,820 256,098

短期借入金 － 177,000

1年内返済予定の長期借入金 696,876 669,478

未払法人税等 24,633 111,169

その他 671,581 819,804

流動負債合計 1,780,057 2,251,697

固定負債   

長期借入金 4,730,451 5,841,804

資産除去債務 186,387 192,407

その他 980,703 1,248,839

固定負債合計 5,897,542 7,283,051

負債合計 7,677,600 9,534,748

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,568,222 5,568,222

資本剰余金   

資本準備金 5,612,719 5,612,719

資本剰余金合計 5,612,719 5,612,719

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 10,676 793,669

利益剰余金合計 10,676 793,669

自己株式 △256,584 △256,584

株主資本合計 10,935,034 11,718,026

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 327 △15

評価・換算差額等合計 327 △15

純資産合計 10,935,361 11,718,011

負債純資産合計 18,612,961 21,252,760
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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24年１月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成25年１月１日 
 至 平成25年６月30日) 

売上高 4,951,256 6,461,194

売上原価 3,710,311 4,684,008

売上総利益 1,240,944 1,777,186

販売費及び一般管理費 685,687 878,563

営業利益 555,257 898,623

営業外収益   

受取利息 4,747 26,262

貸倒引当金戻入額 3,600 3,771

受取遅延損害金 4,619 4,473

違約金収入 6,605 9,700

その他 3,629 3,369

営業外収益合計 23,202 47,576

営業外費用   

支払利息 62,752 76,923

その他 16,574 3,583

営業外費用合計 79,326 80,507

経常利益 499,133 865,693

特別利益   

固定資産売却益 9,760 15,032

投資有価証券売却益 － 2,270

関係会社株式売却益 2,520 －

特別利益合計 12,280 17,302

特別損失   

固定資産除却損 31,955 9,275

その他 1,079 3,028

特別損失合計 33,034 12,303

税引前四半期純利益 478,379 870,691

法人税、住民税及び事業税 3,403 93,483

法人税等調整額 28,702 △5,784

法人税等合計 32,106 87,699

四半期純利益 446,273 782,992
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（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24年１月１日 
    至  平成24年６月30日）

当第２四半期累計期間 
（自  平成25年１月１日 
    至  平成25年６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 478,379 870,691

減価償却費 339,715 294,188

受取利息及び受取配当金 △4,795 △26,313

支払利息 62,752 76,923

投資有価証券売却損益（△は益） － △2,270

関係会社株式売却損益（△は益） △2,520 －

固定資産売却損益（△は益） △9,681 △14,203

固定資産除却損 31,955 9,275

売上債権の増減額（△は増加） △105,090 13,956

たな卸資産の増減額（△は増加） △806,635 113,835

仕入債務の増減額（△は減少） △60,741 87,279

未収消費税等の増減額（△は増加） － 11,682

未払消費税等の増減額（△は減少） △102,488 9,968

リース資産減損勘定の取崩額 △47,128 －

その他 △52,644 73,892

小計 △278,921 1,518,906

利息及び配当金の受取額 4,093 26,460

利息の支払額 △63,185 △75,765

法人税等の支払額 △7,700 △7,583

営業活動によるキャッシュ・フロー △345,714 1,462,019

投資活動によるキャッシュ・フロー   

投資有価証券の売却による収入 － 2,940

関係会社株式の売却による収入 13,020 －

有形固定資産の取得による支出 △47,867 △2,587,106

有形固定資産の売却による収入 1,407,199 234,612

有形固定資産の除却による支出 △3,036 －

無形固定資産の取得による支出 △17,755 △6,511

貸付金の回収による収入 66,992 25,826

投資活動によるキャッシュ・フロー 1,418,552 △2,330,239

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） － 177,000

長期借入れによる収入 388,000 1,820,350

長期借入金の返済による支出 △1,054,379 △771,045

リース債務の返済による支出 △5,032 △6,134

その他 △3,000 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △674,412 1,220,170

現金及び現金同等物に係る換算差額 － －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 398,425 351,950

現金及び現金同等物の期首残高 2,818,770 3,084,972
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（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
（自  平成24年１月１日 
    至  平成24年６月30日）

当第２四半期累計期間 
（自  平成25年１月１日 
    至  平成25年６月30日）

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,217,196 3,436,922
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該当事項はありません。 

  

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、「不動産運用サービス事業」及び「不動産再生・流動化サービス事業」の事業を営んでお

ります。「不動産運用サービス事業」は、当社が土地・空室等を借上げ、又は土地、建物等を取得・

保有し運用する事業等であります。また、土地、建物所有者のニーズに合わせて、コンテナ、トラン

クルーム等の設置、及び建築を受注し提供する事業であります。「不動産再生・流動化サービス事

業」は、当社が保有している中古の不動産物件について改修等を行うことで付加価値を加え、運用効

率を上げた後に投資家等に販売する事業等であります。 

  

前第２四半期累計期間(自  平成24年１月１日  至  平成24年６月30日) 

 （単位：千円）

 
(注) １ セグメント利益の調整額△273,322千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であり、その主な

内容は管理部門に係る費用であります。 

     ２ セグメント利益は、四半期損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

① 報告セグメントの概要

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

報告セグメント

調整額
四半期損益計算
書計上額不動産運用 

サービス事業

不動産再生・ 
流動化サービス

事業
計

売上高

  外部顧客への売上高 4,643,028 308,227 4,951,256 ― 4,951,256

セグメント間の内部売上高
又は振替高

― ― ― ― ―

計 4,643,028 308,227 4,951,256 ― 4,951,256

セグメント利益 787,411 41,167 828,579 △273,322 555,257
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当第２四半期累計期間(自  平成25年１月１日  至  平成25年６月30日) 

 （単位：千円）

 
(注) １ セグメント利益の調整額△304,989千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であり、その主な

内容は管理部門に係る費用であります。 

     ２ セグメント利益は、四半期損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

該当事項はありません。 

  

（７）重要な後発事象 

 （株式分割、単元株制度の採用及び定款の一部変更） 

当社は、平成25年２月28日開催の取締役会決議に基づき、平成25年７月１日を効力発生日として、当社普

通株式を１株につき100株の割合で分割するとともに、１単元の株式の数を100株とする単元株制度を採用い

たしました。 

  

１．株式分割、単元株制度の採用及び定款の一部変更の目的 

全国証券取引所から平成19年11月27日に公表されました、「売買単位の集約に向けた行動計画」の趣旨

に鑑み、単元株式数を100株とする単元株制度を採用することといたしました。また、東京証券取引所が

有価証券上場規程第445条に定める望ましい投資単位の水準の内容を踏まえ、単元株制度の採用とあわ

せ、当社株式１株につき100株の割合をもって株式分割を行うことといたしました。 

２．株式分割の方法 

平成25年６月30日（当日は休日につき、実質的には平成25年６月28日）を基準日として、同日最終の株

式名簿に記載または記録された株主の所有する普通株式を、１株につき100株の割合をもって分割いたし

ました。 

３．分割により増加した株式数 

株式分割前の発行済株式総数         1,257,630株 

今回の分割により増加した株式数     124,505,370株 

株式分割後の発行済株式総数       125,763,000株 

株式分割後の発行可能株式総数      357,600,000株 

４．株式分割の効力発生日 

平成25年７月１日 

  

報告セグメント

調整額
四半期損益計算
書計上額不動産運用 

サービス事業

不動産再生・ 
流動化サービス

事業
計

売上高

  外部顧客への売上高 5,516,023 945,171 6,461,194 ― 6,461,194

セグメント間の内部売上高
又は振替高

― ― ―     ― ―

計 5,516,023 945,171 6,461,194 ― 6,461,194

セグメント利益 1,126,738 76,874 1,203,612 △304,989 898,623

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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