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1.  平成25年5月期第3四半期の連結業績（平成24年6月1日～平成25年2月28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 ％

25年5月期第3四半期 6,627 △2.8 297 117.0 216 411.3 121 146.5
24年5月期第3四半期 6,814 ― 137 ― 42 ― 49 ―

（注）包括利益 25年5月期第3四半期 131百万円 （156.8％） 24年5月期第3四半期 51百万円 （―％）

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5月期第3四半期 13.52 ―
24年5月期第3四半期 5.56 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年5月期第3四半期 11,266 4,439 39.4
24年5月期 9,681 4,416 45.6
（参考） 自己資本   25年5月期第3四半期  4,439百万円 24年5月期  4,416百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

24年5月期 ― 0.00 ― 12.00 12.00
25年5月期 ― 0.00 ―
25年5月期（予想） 13.00 13.00

3. 平成25年 5月期の連結業績予想（平成24年 6月 1日～平成25年 5月31日）  
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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 9,710 2.6 680 2.9 610 5.5 364 5.9 40.44



(1) 当四半期連結累計期間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) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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、四半期財務諸表に対する
四半期レビュー手続が実施中です。 

※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、添付資
料３ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

※  注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  有
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  有
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年5月期3Q 9,000,000 株 24年5月期 9,000,000 株
② 期末自己株式数 25年5月期3Q 42 株 24年5月期 ― 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年5月期3Q 8,999,964 株 24年5月期3Q 8,874,705 株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国の経済環境は、東日本大震災の復興需要を背景とした穏や

かな内需の回復が見られたものの、欧州における金融不安の長期化や中国及び新興国の経済成長の鈍化

等により、依然として先行き不透明な状況となっております。一方で、新政権による経済政策による金

融緩和・景気対策への期待感により円安傾向及び株価の持ち直しが進み、景気回復への期待は高まって

おります。 

その状況の中、当社グループの主要顧客層である大学生マーケットにおきましては、平成24年春の大

学入学者数は60.5万人、大学生総数は287.6万人（文部科学省「学校基本調査」による）といずれも過

去 高水準を維持しております。引き続き、少子化時代にあっても安定的に推移する大学生市場におい

ては、さまざまなサービス分野において彼等の多様化するライフスタイルとニーズに応える低廉で高品

質なサービスが求められていると言えます。 

このような市場環境の中で当社グループは、事業の方向性を明確にし、戦略的投資を促進するため、

開発部門と学生マンション部門の２部門からなる「不動産ソリューション事業」と課外活動支援部門と

人材ソリューション部門の２部門からなる「学生生活支援事業」の２事業（セグメント）計４部門で事

業展開を図っております。 

特に、景気動向の影響を比較的受けにくい不動産ソリューション事業における学生マンション部門

は、ますます高まる学生の安心・快適な住居ニーズに支えられ順調に推移いたしました。また、開発部

門においても、販売用不動産の売却が順調に推移いたしました。 

その結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は6,627,078千円（前年同四半期比2.8％減）、営業利

益は297,565千円（同117.0％増）、経常利益は216,514千円（同411.3％増）、四半期純利益は121,683

千円（同146.5％増）となりました。 

  

当第３四半期連結累計期間の売上高は6,627,078千円（前年同四半期比2.8％減）となりました。セ

グメント別には不動産ソリューション事業の売上高は5,309,488千円（同2.1％減）、学生生活支援事

業の売上高は1,317,589千円（同5.4％減）となりました。また、部門別では、開発部門は398,972千

円（同58.9％減）、学生マンション部門は4,910,516千円（同10.3％増）、課外活動支援部門は

1,314,356千円（同0.9％減）、人材ソリューション部門は新卒関連事業を行う持分法適用関連会社

「株式会社ワークス・ジャパン」に営業機能を全面移管したため3,233千円（同95.1％減）となりま

した。 

なお、不動産ソリューション事業における開発部門の売上高が前年同四半期に比べ大幅に減少して

おりますが、これは前年同四半期において、複数の販売用不動産の売却があったためであり、当四半

期においては、同部門の売上高は当初計画どおり、順調に推移しております。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）連結経営成績に関する定性的情報

① 売上高
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当第３四半期連結累計期間の不動産ソリューション事業の売上総利益は1,021,178千円（前年同四

半期比19.1％増）、セグメント利益は469,724千円（同60.0％増）となりました。また学生生活支援

事業の売上総利益は655,042千円（同8.9％減）、セグメント利益は254,827千円（同15.6％減）とな

りました。 

その結果、各セグメントに配分していない全社費用426,986千円（同6.8％減）を調整し、全社の当

第３四半期連結累計期間の営業利益は297,565千円（117.0％増）となりました。 

当第３四半期連結累計期間の営業外損益はマイナス81,050千円となり、その結果、当第３四半期連

結累計期間の経常利益は216,514千円（前年同四半期比411.3％増）となりました。 

当第３四半期連結累計期間の特別損失に固定資産除却損945千円を計上いたしました。 

その結果、四半期純利益は121,683千円（前年同四半期比146.5％増）となりました。 

  

当第３四半期連結会計期間末の資産合計は11,266,825千円となり前連結会計年度末に比べ1,584,868

千円増加いたしました。この増加の主な要因は、現金及び預金が999,274千円の増加、販売用不動産が

392,900千円の増加、有形固定資産のその他が116,055千円の増加及び無形固定資産が62,439千円増加し

たことによるものであります。 

負債合計は6,827,050千円となり前連結会計年度末に比べ1,561,840千円増加いたしました。この増加

の主な要因は、社債（１年内償還予定分を含む）が463,700千円の増加、長期借入金（１年内返済予定

分を含む）が324,470千円の増加、流動負債のその他が712,014千円の増加及び固定負債のその他が

35,437千円増加したことによるものであります。 

また、純資産合計は4,439,774千円となり前連結会計年度末に比べ23,028千円増加いたしました。こ

の増加の主な要因は、前期の剰余金の処分による配当金の支払108,000千円及び四半期純利益121,683千

円を計上したことによるものであります。 

その結果、自己資本比率は前連結会計年度の45.6％から39.4％となりました。 

  

当第３四半期連結累計期間の業績につきましては、不動産ソリューション事業における学生マンショ

ン部門が順調に推移したことから当初計画を上回りました。通期業績につきましても順調に推移するこ

とが見込まれますが、今後の市場動向等を勘案し、平成24年７月12日に公表いたしました通期の連結業

績予想につきましては、現時点での変更は行ないませんが、今後の業績の進捗状況により開示すべき情

報の必要が生じた場合には速やかに公表いたします。 

なお、不動産ソリューション事業における学生マンション部門において、サブリース物件（当社の家

賃保証による一括借上）及び自社物件は、３月末時点において満室の申込みをいただき、８年連続で４

月入居率100％を達成しております。 

  

② 営業利益

③ 経常利益

④ 四半期純利益

（２）連結財政状態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
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 該当事項はありません。  

  

 該当事項はありません。  

  

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

 当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年６月１

日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しており

ます。 

 これによる当第３四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。  

  

当第３四半期連結累計期間（自  平成24年６月１日  至  平成25年２月28日） 

 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

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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４．四半期連結財務諸表 
（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５月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,919,646 4,918,921

受取手形及び売掛金 35,293 26,872

販売用不動産 1,102,038 1,494,939

貯蔵品 10,753 5,977

その他 620,165 665,052

貸倒引当金 △237 －

流動資産合計 5,687,661 7,111,764

固定資産   

有形固定資産   

土地 1,297,674 1,297,674

その他（純額） 841,859 957,914

有形固定資産合計 2,139,533 2,255,588

無形固定資産 89,850 152,290

投資その他の資産   

その他 1,718,232 1,698,541

貸倒引当金 － △461

投資その他の資産合計 1,718,232 1,698,079

固定資産合計 3,947,617 4,105,958

繰延資産 46,677 49,102

資産合計 9,681,956 11,266,825

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 142,844 150,105

短期借入金 1,000,000 1,000,000

1年内返済予定の長期借入金 74,040 91,670

1年内償還予定の社債 354,200 453,600

未払法人税等 93,327 108,165

賞与引当金 57,400 52,520

その他 444,500 1,156,514

流動負債合計 2,166,312 3,012,575

固定負債   

社債 1,416,800 1,781,100

長期借入金 433,070 739,910

役員退職慰労引当金 185,460 194,460

その他 1,063,568 1,099,005

固定負債合計 3,098,898 3,814,475

負債合計 5,265,210 6,827,050
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成24年５月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年２月28日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 775,066 775,066

資本剰余金 511,183 511,183

利益剰余金 3,141,537 3,155,221

自己株式 － △17

株主資本合計 4,427,788 4,441,454

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △11,043 △1,680

その他の包括利益累計額合計 △11,043 △1,680

純資産合計 4,416,745 4,439,774

負債純資産合計 9,681,956 11,266,825
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（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３四半期連結累計期間 

(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年６月１日 
 至 平成24年２月29日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年６月１日 
 至 平成25年２月28日) 

売上高 6,814,510 6,627,078

売上原価 5,238,630 4,950,857

売上総利益 1,575,879 1,676,220

販売費及び一般管理費 1,438,772 1,378,655

営業利益 137,107 297,565

営業外収益   

受取利息 5,317 4,881

受取配当金 582 189

経営指導料 11,250 14,068

雑収入 3,683 7,947

その他 26 －

営業外収益合計 20,860 27,086

営業外費用   

支払利息 57,101 34,735

持分法による投資損失 32,789 46,798

社債発行費等 24,935 24,743

その他 793 1,859

営業外費用合計 115,620 108,137

経常利益 42,347 216,514

特別利益   

固定資産売却益 22,943 －

特別利益合計 22,943 －

特別損失   

固定資産除却損 3,824 945

投資有価証券売却損 10,830 －

特別損失合計 14,654 945

税金等調整前四半期純利益 50,637 215,569

法人税、住民税及び事業税 73,777 160,053

法人税等調整額 △72,514 △66,167

法人税等合計 1,263 93,885

少数株主損益調整前四半期純利益 49,374 121,683

四半期純利益 49,374 121,683

㈱毎日コムネット（8908）　平成25年5月期第3四半期決算短信

- 7 -



 四半期連結包括利益計算書 
 第３四半期連結累計期間 

(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年６月１日 
 至 平成24年２月29日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年６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 49,374 121,683

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 1,648 9,362

その他の包括利益合計 1,648 9,362

四半期包括利益 51,022 131,046

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 51,022 131,046

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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 当第３四半期連結累計期間（自  平成24年６月１日  至  平成25年２月28日） 

  該当事項はありません。  

  

Ⅰ  前第３四半期連結累計期間(自  平成23年６月１日  至  平成24年２月29日) 

１．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△458,235千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。 

  

２．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。 

  

Ⅱ  当第３四半期連結累計期間（自  平成24年６月１日  至  平成25年２月28日） 

１．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△426,986千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）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

(単位：千円)

報告セグメント
調整額 
(注)１

四半期連結損益
計算書計上額 

(注)２不動産ソリュ
ーション事業

学生生活支援
事業

計

売上高

  外部顧客への売上高 5,422,108 1,392,402 6,814,510 － 6,814,510

 セグメント間の内部売上高 

  又は振替高
－ － － － －

計 5,422,108 1,392,402 6,814,510 － 6,814,510

セグメント利益 293,561 301,781 595,342 △458,235 137,107

(単位：千円)

報告セグメント
調整額 
(注)１

四半期連結損益
計算書計上額 

(注)２不動産ソリュ
ーション事業

学生生活支援
事業

計

売上高

  外部顧客への売上高 5,309,488 1,317,589 6,627,078 － 6,627,078

 セグメント間の内部売上高 

  又は振替高
－ － － － －

計 5,309,488 1,317,589 6,627,078 － 6,627,078

セグメント利益 469,724 254,827 724,552 △426,986 297,565
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２．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。 

  

３．報告セグメントの変更等に関する事項 

会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更に記載のとおり、法人税法の改正に

伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年６月１日以後に取得した有形固定資産については、改

正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更したため、報告セグメントの減価償却の方法を改正後

の法人税法に基づく方法に変更しております。 

これによる当第３四半期連結累計期間のセグメント利益に与える影響は軽微であります。 

  

 当第３四半期連結累計期間（自  平成24年６月１日  至  平成25年２月28日） 

  該当事項はありません。  

  

  該当事項はありません。  

  

  

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）重要な後発事象
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