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1.  平成25年6月期第1四半期の業績（平成24年7月1日～平成24年9月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(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6月期第1四半期 108 0.5 25 10.0 29 4.5 18 △20.2
24年6月期第1四半期 108 0.0 23 △7.9 27 1.2 22 △10.4

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6月期第1四半期 3.67 ―
24年6月期第1四半期 4.60 ―

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

25年6月期第1四半期 2,647 1,805 68.1 365.08
24年6月期 2,632 1,789 67.8 361.80
（参考） 自己資本   25年6月期第1四半期  1,802百万円 24年6月期  1,786百万円

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6月期 ― 2.00 ― 6.00 8.00
25年6月期 ―
25年6月期（予想） 2.00 ― 6.00 8.00

3. 平成25年 6月期の業績予想（平成24年 7月 1日～平成25年 6月30日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期(累計) 215 △0.4 50 △0.9 60 5.8 35 △24.4 7.08
通期 430 △0.3 105 18.1 115 14.6 72 1.0 14.55



(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 

（注）詳細は、添付資料P.3「２.サマリー情報（注記事項）に関する事項（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

※  注記事項

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6月期1Q 7,735,000 株 24年6月期 7,735,000 株
② 期末自己株式数 25年6月期1Q 2,788,197 株 24年6月期 2,788,197 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年6月期1Q 4,946,803 株 24年6月期1Q 4,948,421 株

※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監査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財務諸表の
監査手続きは終了しております。 

※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見通し等の将来に関する記述は、発表日現在において、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。業績予想の前提になる事項については、四半期決算短信(添付資料）２ペ
ージの「１.当四半期決算に関する定性的情報(3)業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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（１）経営成績に関する定性的情報 

  当第１四半期累計期間におけるわが国経済は、世界経済全体について財政悪化と成長鈍化あるいは景気後退の問

題が深刻化し、さらにこれまで以上に政治経済面で連携を深めなければならない韓国・中国に反日運動が発生して

しまいました。これらの要因によって国内経済全体はさらに不安定化し、先行きもより不透明となってしまいまし

た。  

 このような状況下においても、当社はマクロ経済の動きに一喜一憂することなく、全社的構造改革の推進と、環

境変化への対応に努めております。 

①賃貸不動産部門 

 当社では他社と差別化された設備リフォームと顧客サービスにより高い入居率（約96％）を維持しております。 

 この結果、売上高103百万円（前年同四半期比1.5％増）、売上総利益75百万円（同1.8％増）となりました。 

    ②自転車部門 

    市場の悪化に加え、商品開発に遅れが生じてしまいました。  

この結果、販売台数262台（前年同四半期比9.7％減）、売上高は５百万円（同15.7％減）、売上総利益は１百万

円（同48.5％減）となりました。 

以上の結果、全体では、売上高108百万円（前年同四半期比0.5％増）、営業利益25百万円（同10.0％増）、経常

利益29百万円（同4.5％増）、四半期純利益18百万円（同20.2％減）となりました。 

（２）財政状態に関する定性的情報 

   （流動資産） 

 当第１四半期会計期間末における流動資産の残高は、738百万円（前事業年度末は776百万円）となり、37百万

円減少いたしました。この主な要因は、現金及び預金の減少（755百万円から718百万円へ37百万円の減少）等に

よるものであります。  

    （固定資産） 

 当第１四半期会計期間末における固定資産の残高は、1,908百万円（前事業年度末は1,856百万円）となり52百

万円増加いたしました。この主な要因は、賃貸マンションのリフォームに伴う資本的支出による有形固定資産の

増加（1,314百万円から1,323百万円へ９百万円の増加）及び株式の時価の上昇による投資有価証券の増加（528百

万円から571百万円へ43百万円の増加）等によるものであります。 

   （流動負債） 

 当第１四半期会計期間末における流動負債の残高は、93百万円（前事業年度末は109百万円）となり、16百万円

減少いたしました。この主な要因は、未払法人税等が減少（27百万円から13百万円へ14百万円の減少）したこと

等によるものであります。 

   （固定負債） 

 当第１四半期会計期間末における固定負債の残高は、748百万円（前事業年度末は733百万円）となり、15百万

円増加いたしました。この主な要因は、繰延税金負債の増加（195百万円から208百万円へ12百万円の増加）及び

役員退職慰労引当金の増加（66百万円から68百万円へ１百万円の増加）等によるものであります。 

   （純資産） 

 当第１四半期会計期間末における純資産の残高は、1,805百万円（前事業年度末は1,789百万円）となり、16百

万円増加いたしました。この主な要因は、投資有価証券の時価の上昇によりその他有価証券評価差額金が増加

（262百万円から289百万円へ27百万円の増加）したものの、剰余金の配当により繰越利益剰余金が減少（1,422百

万円から1,411百万円へ11百万円の減少）したこと等によるものであります。 

 （３）業績予想に関する定性的情報 

  平成25年６月期の業績予想につきましては、平成24年８月６日の「平成24年６月期 決算短信」で公表いたしま

した第２四半期累計期間及び通期の業績予想の数値から変更はございません。 

   

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（１）四半期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。 

   

   

（２）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と区別することが困難な会計方針の変更） 

 当社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期会計期間より、平成24年７月１日以後に取得した有形固定資

産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

 これにより、従来の方法に比べて、当第１四半期累計期間の営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益は

それぞれ153千円増加しております。 

   

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６月30日) 

当第１四半期会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 755,588 718,571

売掛金 2,161 2,100

商品 11,109 13,821

繰延税金資産 2,516 2,357

その他 4,788 1,887

貸倒引当金 △10 －

流動資産合計 776,155 738,738

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 613,249 621,650

土地 674,614 674,614

その他（純額） 26,942 27,682

有形固定資産合計 1,314,806 1,323,947

無形固定資産 850 1,626

投資その他の資産   

投資有価証券 528,255 571,273

その他 17,026 16,734

貸倒引当金 △4,724 △4,669

投資その他の資産合計 540,557 583,338

固定資産合計 1,856,214 1,908,911

資産合計 2,632,370 2,647,650

負債の部   

流動負債   

買掛金 914 585

未払法人税等 27,257 13,094

賞与引当金 632 1,897

その他 80,808 77,913

流動負債合計 109,613 93,490

固定負債   

繰延税金負債 195,461 208,317

退職給付引当金 3,177 3,292

役員退職慰労引当金 66,938 68,762

長期預り保証金 467,445 467,823

固定負債合計 733,023 748,197

負債合計 842,637 841,687
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年６月30日) 

当第１四半期会計期間 
(平成24年９月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 400,000 400,000

資本剰余金 41,381 41,381

利益剰余金 1,422,906 1,411,395

自己株式 △340,241 △340,241

株主資本合計 1,524,046 1,512,535

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 262,016 289,756

評価・換算差額等合計 262,016 289,756

新株予約権 3,670 3,670

純資産合計 1,789,733 1,805,962

負債純資産合計 2,632,370 2,647,650
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（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成23年７月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成24年７月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高   

商品売上高 6,824 5,749

不動産賃貸収入 101,541 103,114

売上高合計 108,366 108,863

売上原価   

商品売上原価 4,119 4,356

不動産賃貸原価 26,896 27,128

売上原価合計 31,016 31,485

売上総利益 77,349 77,378

販売費及び一般管理費 54,000 51,698

営業利益 23,349 25,680

営業外収益   

受取利息 38 38

受取配当金 2,202 2,669

貸倒引当金戻入額 60 65

役員退職慰労引当金戻入額 220 －

雑収入 1,969 639

営業外収益合計 4,489 3,412

営業外費用   

支払手数料 1 －

雑損失 0 8

営業外費用合計 2 8

経常利益 27,836 29,084

特別利益   

受取保険金 9,997 －

固定資産売却益 － 23

特別利益合計 9,997 23

特別損失   

固定資産除却損 － 170

特別損失合計 － 170

税引前四半期純利益 37,834 28,936

法人税、住民税及び事業税 12,465 13,024

法人税等調整額 2,612 △2,258

法人税等合計 15,078 10,766

四半期純利益 22,756 18,170
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  該当事項はありません。 

   

   

Ⅰ  前第１四半期累計期間（自平成23年７月１日 至平成23年９月30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 

（単位：千円）

(注) セグメント利益の合計額は、四半期損益計算書の売上総利益と一致しております。 

  

  

Ⅱ  当第１四半期累計期間（自平成24年７月１日 至平成24年９月30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 

（単位：千円）

(注) セグメント利益の合計額は、四半期損益計算書の売上総利益と一致しております。 

  

  

  該当事項はありません。 

   

   

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

  
報告セグメント 

その他 合計 
賃貸不動産 自転車 計 

売上高  

外部顧客への売上高  101,541  6,824  108,366  －  108,366

セグメント間の内部売上高又は振替高  －  －  －  －  －

計  101,541  6,824  108,366  －  108,366

セグメント利益  74,645  2,704  77,349  －  77,349

  
報告セグメント 

その他 合計 
賃貸不動産 自転車 計 

売上高  

外部顧客への売上高  103,114  5,749  108,863  －  108,863

セグメント間の内部売上高又は振替高  －  －  －  －  －

計  103,114  5,749  108,863  －  108,863

セグメント利益  75,985  1,393  77,378  －  77,378

（５）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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