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1．平成 20年 9月期第 1四半期の連結業績（平成 19年 10月 1日　～　平成 19年 12月 31日）
(1) 連結経営成績　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（％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（当期）
純 利 益      

百万円　　　　　　　％ 百万円　　　　　　％ 百万円　　　　　　％ 百万円　　　　　　％

20年 9月期第 1四半期 5,023 △47.4 △377 － △673 － △453 －

19年 9月期第 1四半期 9,547 239.6 △588 － △950 － △656 －

19年 9月期 66,511 － 4,408 － 2,820 － 2,698 －

１株当たり四半期

（当期）純利益

潜 在 株 式 調 整 後          
１株当たり四半期
（当期）純利益

　　　　　　円　　銭 　　　　　円　　銭

20年 9月期第 1四半期 △2.32 －

19年 9月期第 1四半期 △3.36 －

19年 9月期 13.78 －

(2) 連結財政状態

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

20年 9月期第 1四半期 79,792 11,064 13.9 56.51

19年 9月期第 1四半期 81,064 8,655 10.7 44.21

19年 9月期 79,858 11,947 15.0 61.03

(3)　連結キャッシュ・フローの状況
営 業 活 動 に よ る         
キャッシュ・フロー

投 資 活 動 に よ る         
キャッシュ・フロー

財 務 活 動 に よ る         
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期 末 残 高         

百万円 百万円 百万円 百万円

20年 9月期第 1四半期 △8,022 △385 1,843 7,598

19年 9月期第 1四半期 △11,024 △63 6,894 4,653

19年 9月期 2,857 1,412 1,047 14,163

２．平成 20年 9月期の連結業績予想（平成 19年 10月 1日～平成 20年９月 30日） 【参考】
　　業績予想につきましては、平成 19年 11月 14日に公表しました業績予想から変更はありません。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

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

中間期

通期
18,800

61,000

△30.0

△8.3
180

3,900

△78.5

△11.5

△650

2,450

―

△13.1

△470

2,650

―

△1.8

△2.40

13.54
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３．その他
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う　　：　無

特定子会社の異動）
　(2)　会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無　　　　　　：　無
　(3)　最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無　　　　：　有
       (注) 詳細は、3ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他　をご覧ください。

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
　上記予想は、現時点で得られた情報に基づいて算出したものであり、実際の業績は今後さまざま
な要因によって異なる可能性があります。
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【定性的情報・財務諸表等】
1． 連結経営成績に関する定性的情報

　当第１四半期の業績は、不動産販売事業の売上戸数の減少などにより、売上高が 5,023百万円

（前年同期比 47.4％減）となりましたが、不動産販売事業における販売費及び一般管理費の減少

などにより、営業損失は 377百万円（前年同期は 588百万円の営業損失）、経常損失は 673百万

円（前年同期は 950百万円の経常損失）、四半期純損失は 453百万円（前年同期は 656百万円の

四半期純損失）となりました。

〔事業の種類別セグメント情報〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

前第１四半期 当第 1四半期
区　分

営業収入 営業利益 営業収入 営業利益
不動産販売事業       8,368 △143 3,535 △40
請負工事事業       539 3 699 42
そ の 他 事 業       668 40 802 73
消去又は全社       △28 △489 △13 △453
連 結       9,547 △588 5,023 △377

（不動産販売事業）

　不動産販売事業は、前年同期に比べ売上戸数の減少などにより、売上高が 3,535百万円（前年

同期比 57.7％減）となりましたが、販売費及び一般管理費の減少などにより、営業損失は 40百

万円（前年同期は 143百万円の営業損失）となりました。

（請負工事事業）

　請負工事事業は、建物管理事業との連携を強化した提案型営業などを積極的に推進したことな

どにより、売上高が 699百万円（前年同期比 29.7％増）となり、利益率の改善等により、営業利

益は 42百万円（前年同期比 969.3％増）となりました。

（その他事業）

　その他事業は、賃貸管理事業における管理戸数の増加などにより、売上高が 802百万円（前年

同期比 19.9％増）となり、賃貸管理事業等の利益率の改善により、営業利益は 73百万円（前年

同期比 81.1%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１四半期末の資産合計額は、たな卸資産が増加したものの現金及び預金の減少などにより、

前連結会計年度末比 66百万円減少し 79,792百万円となりました。また、負債合計額は借入金の

増加などにより、前連結会計年度末比 816百万円増加し 68,728百万円となり、純資産合計額は、

利益剰余金の減少などにより、前連結会計年度末比 883百万円減少し 11,064百万円となりまし

た。

3． 連結業績予想に関する定性的情報

　業績予想につきましては、平成 19年 11月 14日に公表しました業績予想から変更はありませ

ん。

※上記予想は、現時点で得られた情報に基づいて算出したものであり、実際の業績は今後さまざ
まな要因によって異なる可能性があります。

4． その他
　 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更

当第 1四半期から、平成 19年 3月 31日以前に取得した有形固定資産のうち償却可能限度額まで償
却が終了しているものについては、残存簿価を 5年間で均等償却しております。

　　 なお、この変更による損益への影響は軽微であります。
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４．（要約）四半期連結財務諸表

（1）（要約）四半期連結貸借対照表

（単位：百万円、％）

前年同四半期末前年同四半期末前年同四半期末前年同四半期末 当四半期末当四半期末当四半期末当四半期末 前期末前期末前期末前期末

平成平成平成平成19191919年年年年9999月期月期月期月期

第第第第1111四半期末四半期末四半期末四半期末

平成平成平成平成20202020年年年年9999月期月期月期月期

第第第第1111四半期末四半期末四半期末四半期末
平成平成平成平成19191919年年年年9999月期末月期末月期末月期末

対前期末対前期末対前期末対前期末

増増増増　　　　減減減減科科科科　　　　目目目目

金金金金　　　　額額額額 金金金金　　　　額額額額 金金金金　　　　額額額額 金金金金　　　　額額額額 増減率増減率増減率増減率

((((資産資産資産資産のののの部部部部))))

ⅠⅠⅠⅠ    流動資産流動資産流動資産流動資産

   現金及び預金 4,653 5,459 9,774 △4,314

   受取手形及び売掛金 1,710 1,582 1,704 △122

   たな卸資産 61,516 61,519 56,054 5,465

   その他 11,476 9,226 10,317 △1,091

   貸倒引当金 △115 △22 △26 4

   流動資産合計流動資産合計流動資産合計流動資産合計 79,24179,24179,24179,241 77,76477,76477,76477,764 77,82477,82477,82477,824 △△△△60606060 △△△△0.10.10.10.1

ⅡⅡⅡⅡ    固定資産固定資産固定資産固定資産

            有形固定資産有形固定資産有形固定資産有形固定資産 169169169169 157157157157 151151151151 6666 4.14.14.14.1

            無形固定資産無形固定資産無形固定資産無形固定資産 357357357357 258258258258 288288288288 △△△△29292929 △△△△10.110.110.110.1

            投資投資投資投資そのそのそのその他他他他のののの資産資産資産資産 1,2941,2941,2941,294 1,6091,6091,6091,609 1,5931,5931,5931,593 16161616 1.01.01.01.0

   投資その他の資産 1,377 1,897 1,881 16

   貸倒引当金 △83 △287 △287 0

   固定資産合計固定資産合計固定資産合計固定資産合計 1,8221,8221,8221,822 2,0262,0262,0262,026 2,0322,0322,0322,032 △△△△6666 △△△△0.30.30.30.3

ⅢⅢⅢⅢ    繰延資産繰延資産繰延資産繰延資産

　 創立費 ―――― 1 1 △0

      繰延資産合計繰延資産合計繰延資産合計繰延資産合計 ―――― 1111 1111 △△△△0000 △△△△5.25.25.25.2

            資産合計資産合計資産合計資産合計 81,06481,06481,06481,064 79,79279,79279,79279,792 79,85879,85879,85879,858 △△△△66666666 △△△△0.10.10.10.1
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　(単位：百万円、％)

前年同四半期末前年同四半期末前年同四半期末前年同四半期末 当四半期末当四半期末当四半期末当四半期末 前期末前期末前期末前期末

平成平成平成平成19191919年年年年9999月期月期月期月期

第第第第1111四半期末四半期末四半期末四半期末

平成平成平成平成20202020年年年年9999月期月期月期月期

第第第第1111四半期末四半期末四半期末四半期末
平成平成平成平成19191919年年年年9999月期末月期末月期末月期末

対前期末対前期末対前期末対前期末

増増増増　　　　減減減減科科科科　　　　目目目目

金金金金　　　　額額額額 金金金金　　　　額額額額 金金金金　　　　額額額額 金金金金　　　　額額額額 増減率増減率増減率増減率

 ( ( ( (負債負債負債負債のののの部部部部))))

ⅠⅠⅠⅠ    流動負債流動負債流動負債流動負債

   支払手形及び買掛金 14,315 14,399 15,357 △958

   短期借入金 40,950 43,550 34,440 9,110

   賞与引当金 61 86 342 △255

   その他 2,972 2,676 2,710 △34

　 流動負債合計流動負債合計流動負債合計流動負債合計 58,30058,30058,30058,300 60,71160,71160,71160,711 52,85052,85052,85052,850 7,8607,8607,8607,860 14.914.914.914.9

ⅡⅡⅡⅡ    固定負債固定負債固定負債固定負債

   長期借入金 13,273 7,060 14,164 △7,104

   退職給付引当金 610 628 663 △34

　 役員退職慰労引当金 ― 113 ― 113

   その他 224 214 233 △18

   固定負債合計固定負債合計固定負債合計固定負債合計 14,10814,10814,10814,108 8,0168,0168,0168,016 15,06015,06015,06015,060 △△△△7,0437,0437,0437,043 △△△△46.846.846.846.8

            負債合計負債合計負債合計負債合計 72,408 68,72868,72868,72868,728 67,91167,91167,91167,911 816816816816 1.21.21.21.2

 ( ( ( (純資産純資産純資産純資産のののの部部部部))))

ⅠⅠⅠⅠ    株主資本株主資本株主資本株主資本

 　資本金 4,063 4,063 4,063 ――――

　 資本剰余金 498 498 498 ――――

　 利益剰余金 4,106 6,617 7,462 △844

　 自己株式 △4 △5 △4 △0

　　　　    株主資本合計株主資本合計株主資本合計株主資本合計 8,6658,6658,6658,665 11,17511,17511,17511,175 12,02012,02012,02012,020 △△△△844844844844 △△△△7.07.07.07.0

ⅡⅡⅡⅡ    評価評価評価評価・・・・換算差額等換算差額等換算差額等換算差額等

   その他有価証券評価差額金 △9 △111 △72 △38

　    評価評価評価評価････換算差額等合計換算差額等合計換算差額等合計換算差額等合計 △△△△9999 △△△△111111111111 △△△△72727272 △△△△38383838 52.552.552.552.5

            純資産合計純資産合計純資産合計純資産合計 8,6558,6558,6558,655 11,06411,06411,06411,064 11,94711,94711,94711,947 △△△△883883883883 △△△△7.47.47.47.4

            負債負債負債負債、、、、純資産合計純資産合計純資産合計純資産合計 81,06481,06481,06481,064 79,79279,79279,79279,792 79,85879,85879,85879,858 △△△△66666666 △△△△0.10.10.10.1
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（（（（2222））））（（（（要約要約要約要約））））四半期連結損益計算書四半期連結損益計算書四半期連結損益計算書四半期連結損益計算書

　(単位：百万円、％)

前年同四半期前年同四半期前年同四半期前年同四半期 当四半期当四半期当四半期当四半期 ((((参考参考参考参考))))前期前期前期前期

平成平成平成平成19191919年年年年9999月期月期月期月期

第第第第1111四半期四半期四半期四半期

平成平成平成平成20202020年年年年9999月期月期月期月期

第第第第1111四半期四半期四半期四半期

対前年同四半期対前年同四半期対前年同四半期対前年同四半期

増増増増　　　　　　　　減減減減 平成平成平成平成19191919年年年年9999月期月期月期月期科科科科　　　　目目目目

金金金金    額額額額 金金金金    額額額額 金金金金    額額額額 増減率増減率増減率増減率 金金金金    額額額額

ⅠⅠⅠⅠ    売上高売上高売上高売上高 9,5479,5479,5479,547 5,0235,0235,0235,023 △△△△4,5244,5244,5244,524 △△△△47.447.447.447.4 66,51166,51166,51166,511

ⅡⅡⅡⅡ    売上原価売上原価売上原価売上原価 7,6597,6597,6597,659 3,7873,7873,7873,787 △△△△3,8723,8723,8723,872 △△△△50.650.650.650.6 51,86251,86251,86251,862

        売上総利益売上総利益売上総利益売上総利益 1,8871,8871,8871,887 1,2351,2351,2351,235 △△△△652652652652 △△△△34.634.634.634.6 14,64814,64814,64814,648

ⅢⅢⅢⅢ    販売費及販売費及販売費及販売費及びびびび一般管理費一般管理費一般管理費一般管理費 2,4752,4752,4752,475 1,6131,6131,6131,613 △△△△862862862862 △△△△34.834.834.834.8 10,24010,24010,24010,240

　　　　営業損失営業損失営業損失営業損失 588588588588 377377377377 210210210210 －－－－ －－－－

　　　　営業利益営業利益営業利益営業利益 －－－－ －－－－ －－－－ －－－－ 4,4084,4084,4084,408

ⅣⅣⅣⅣ    営業外収益営業外収益営業外収益営業外収益 53535353 31313131 △△△△21212121 △△△△41.041.041.041.0 229229229229

   受取利息 25 19 △6 110

   受取手数料 8 3 △5 31

   契約違約金収入 7 2 △4 41

   その他 11 6 △4 45

ⅤⅤⅤⅤ    営業外費用営業外費用営業外費用営業外費用 415415415415 327327327327 △△△△88888888 △△△△21.321.321.321.3 1,8161,8161,8161,816

   支払利息 346 316 △29 1,456

   その他 69 10 △58 360

　　　　経常損失経常損失経常損失経常損失 950950950950 673673673673 276276276276 －－－－ －－－－

　　　　経常利益経常利益経常利益経常利益 －－－－ －－－－ －－－－ －－－－ 2,8202,8202,8202,820

ⅥⅥⅥⅥ    特別利益特別利益特別利益特別利益 8888 19191919 10101010 128.4128.4128.4128.4 13131313

   過年度損益修正益 8 19 10 13

ⅦⅦⅦⅦ    特別損失特別損失特別損失特別損失 53535353 102102102102 48484848 90.790.790.790.7 105105105105

　　　　        役員退職慰労引当金繰入額 －－－－ 95 95 －－－－

   過年度損益修正損 31 6 △24 82

   固定資産除売却損 22 0 △22 23

        税金等調整前四半期純損失税金等調整前四半期純損失税金等調整前四半期純損失税金等調整前四半期純損失 995995995995 756756756756 239239239239 －－－－ －－－－

        税金等調整前当期純利益税金等調整前当期純利益税金等調整前当期純利益税金等調整前当期純利益 －－－－ －－－－ －－－－ －－－－ 2,7292,7292,7292,729

        法人税法人税法人税法人税、、、、住民税及住民税及住民税及住民税及びびびび事業税事業税事業税事業税 1111 1111 0000 4.54.54.54.5 16161616

        法人税等調整額法人税等調整額法人税等調整額法人税等調整額 △△△△340340340340 △△△△305305305305 35353535 △△△△10.410.410.410.4 14141414

　　　　四半期純損失四半期純損失四半期純損失四半期純損失 656656656656 453453453453 203203203203 －－－－ －－－－

　　　　当期純利益当期純利益当期純利益当期純利益 －－－－ －－－－ －－－－ －－－－ 2,6982,6982,6982,698
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（（（（3333））））四半期連結株主資本等変動計算書四半期連結株主資本等変動計算書四半期連結株主資本等変動計算書四半期連結株主資本等変動計算書

前第 1四半期連結会計期間　（自　平成 18 年 10 月 1 日 　至　平成 18 年 12 月 31 日）(単位：百万円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年9月30日残高 4,063 498 5,155 △4 9,713

第1四半期中の変動額

　剰余金の配当 △391 △391

　四半期純損失 △656 △656

　自己株式の取得 △0 △0

　株主資本以外の項目の

　第1四半期中の変動額（純額）
－

第1四半期中の変動額合計 － － △1,048 △0 △1,048

平成18年12月31日残高 4,063 498 4,106 △ 4 8,665

評価･換算

差額等

その他有価証券

評価差額金

純資産合計

平成18年9月30日残高 5 9,718

第1四半期中の変動額

　剰余金の配当 △391

　四半期純損失 △656

　自己株式の取得 △ 0

　株主資本以外の項目の

  第1四半期中の変動額（純額）
△14 △14

第1四半期中の変動額合計 △14 △1,062

平成18年12月31日残高 △9 8,655
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当第 1四半期連結会計期間　　（自　平成 19 年 10 月 1 日 　至　平成 19 年 12 月 31 日）(単位：百万円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成19年9月30日残高 4,063 498 7,462 △ 4 12,020

第1四半期中の変動額

　剰余金の配当 △391 △391

　四半期純損失 △453 △453

　自己株式の取得 △0 △0

　株主資本以外の項目の

　第1四半期中の変動額（純額）
－－－－

第1四半期中の変動額合計 ― ― △844 △0 △844

平成19年12月31日残高 4,063 498 6,617 △5 11,175

評価･換算

差額等

その他有価証券

評価差額金

純資産合計

平成19年9月30日残高 △72 11,947

第1四半期中の変動額

　剰余金の配当 △391

　四半期純損失 △453

　自己株式の取得 △0

　株主資本以外の項目の

　第1四半期中の変動額(純額）
△38 △38

第1四半期中の変動額合計 △38 △883

平成19年12月31日残高 △111 11,064
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前連結会計年度　（自　平成 18 年 10 月 1 日 　至　平成 19 年 9 月 30 日）　　　　　　(単位：百万円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年9月30日残高 4,063 498 5,155 △4 9,713

連結会計年度中の変動額

　剰余金の配当 △391 △391

　当期純利益 2,698 2,698

　自己株式の取得 △0 △0

　株主資本以外の項目の連結

　会計年度中の変動額（純額）
－

連結会計年度中の変動額合計 － － 2,307 △0 2,306

平成19年9月30日残高 4,063 498 7,462 △ 4 12,020

評価･換算

差額等

その他有価証券

評価差額金

純資産合計

平成18年9月30日残高 5 9,718

連結会計年度中の変動額

　剰余金の配当 △391

　当期純利益 2,698

　自己株式の取得 △ 0

　株主資本以外の項目の連結

　会計年度中の変動額（純額）
△77 △77

連結会計年度中の変動額合計 △77 2,228

平成19年9月30日残高 △72 11,947
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（（（（4444））））四半期連結四半期連結四半期連結四半期連結キャッシュキャッシュキャッシュキャッシュ・・・・フローフローフローフロー計算書計算書計算書計算書

（単位：百万円）

前年同四半期前年同四半期前年同四半期前年同四半期

平成平成平成平成 19191919年年年年 9999月期月期月期月期

第第第第 1111四半期四半期四半期四半期

当四半期当四半期当四半期当四半期

平成平成平成平成 20202020年年年年 9999月期月期月期月期

第第第第 1111四半期四半期四半期四半期

        （（（（参考参考参考参考））））前期前期前期前期

平成平成平成平成 19191919年年年年 9999月期月期月期月期

区区区区        分分分分 金金金金　　　　額額額額 金金金金        額額額額 金金金金        額額額額

ⅠⅠⅠⅠ    営業活動営業活動営業活動営業活動によるによるによるによるキャッシュキャッシュキャッシュキャッシュ・・・・フローフローフローフロー

税金等調整前四半期純損失(△)

又は当期純利益
△995 △756 2,729

減価償却費 38 40 162

貸倒引当金の増減額 1 △4 118

受取利息及び受取配当金 △25 △20 △116

支払利息 346 316 1,456

固定資産除売却損益 22 0 23

売上債権の減少額 248 122 254

たな卸資産の増加額 △7,825 △5,465 △2,363

前渡金の増減額 110 △282 236

前払費用の増減額 215 △346 588

仕入債務の減少額 △1,803 △958 △761

前受金の増減額 275 324 △488

その他 △1,251 △665 2,326

　小計 △10,642 △7,696 4,165

利息及び配当金の受取額 25 18 116

利息の支払額 △400 △328 △1,417

法人税等の支払額 △7 △16 △7

営業活動によるキャッシュ・フロー △11,024 △8,022 2,857

ⅡⅡⅡⅡ    投資活動投資活動投資活動投資活動によるによるによるによるキャッシュキャッシュキャッシュキャッシュ・・・・フローフローフローフロー

有形無形固定資産の取得による支出 △60 △12 △142

有形無形固定資産の売却による収入 ― 0 0

投資有価証券の取得による支出 ― △37 △423

出資金の払込による支出 △0 ― △0

貸付けによる支出 △3 △322 △3

貸付金の回収による収入 1 1 1,912

差入敷金保証金の支出 △1 △14 △10

差入敷金保証金の返還による収入 0 ― 113

その他 0 ― △33

投資活動によるキャッシュ・フロー △63 △385 1,412

ⅢⅢⅢⅢ    財務活動財務活動財務活動財務活動によるによるによるによるキャッシュキャッシュキャッシュキャッシュ・・・・フローフローフローフロー

短期借入れによる収入 13,528 19,488 48,726

短期借入金の返済による支出 △12,350 △17,928 △57,833

長期借入れによる収入 6,682 446 19,954

長期借入金の返済による支出 △806 ― △9,412

配当金の支払額 △160 △162 △387

その他 △0 △0 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー 6,894 1,843 1,047

ⅣⅣⅣⅣ    現金及現金及現金及現金及びびびび現金同等物現金同等物現金同等物現金同等物のののの増減額増減額増減額増減額 △4,193 △6,565 5,316

ⅤⅤⅤⅤ    現金及現金及現金及現金及びびびび現金同等物現金同等物現金同等物現金同等物のののの期首残高期首残高期首残高期首残高 8,847 14,163 8,847

ⅥⅥⅥⅥ    現金及現金及現金及現金及びびびび現金同等物現金同等物現金同等物現金同等物のののの期末残高期末残高期末残高期末残高 4,653 7,598 14,163
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（（（（5555））））セグメントセグメントセグメントセグメント情報情報情報情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

　前年同四半期（平成 19 年 9 月期第 1 四半期）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

不動産分譲 請 負 工 事 そ の 他 計 消去又は全社 連　　結

売 上 高

(1)　外部顧客に対する売上高

(2)　セグメント間の内部売上高           

     又は振替高

8,368

―

511

27

668

0

9,547

　　   28

―

(28)

9,547

―

計 8,368 539 668 9,576 (28) 9,547

営 業 費 用 8,511 535 628 9,674 461 10,135

営業利益又は損失(△) △143 　3 40 △98 (489) △588

(注)１．事業区分の方法及び各区分の主な内容
事業区分は事業内容を勘案して次のとおり分類しております。
不動産分譲 中高層住宅及び戸建住宅の分譲
請 負 工 事     中高層住宅等のリフォーム工事及び電気工事、給排水衛生設備工事等の設計

施工
そ の 他 中高層住宅の建物管理、不動産の賃貸及び管理

    ２．営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は 492 百万円であり、そ
　　　　の主なものは第 1 四半期連結財務諸表提出会社及び連結子会社の管理部門等に係る費用であり

　　　　ます。

　当四半期（平成 20 年 9 月期第 1 四半期）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  (単位：百万円)

不動産販売 請 負 工 事 そ の 他 計 消去又は全社 連　　結

売 上 高

(1)　外部顧客に対する売上高

(2)　セグメント間の内部売上高           

     又は振替高

3,535

―

687

11

799

2

5,023

13

―

  (13)

5,023

―

計 3,535 699 802 5,037 (13) 5,023

営 業 費 用 3,576 656 728 4,961 　　 439 5,400

営業利益又は損失(△) △40 42 73 75 (453) △377

(注)１．事業区分の方法及び各区分の主な内容
事業区分は事業内容を勘案して次のとおり分類しております。
不動産販売 中高層住宅及び戸建住宅等の販売
請 負 工 事     中高層住宅等のリフォーム工事及び電気工事、給排水衛生設備工事等の設計

施工
そ の 他 中高層住宅の建物管理、賃貸管理及び不動産投資顧問等

    ２．営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は 450 百万円であり、そ
　　　　の主なものは第 1 四半期連結財務諸表提出会社及び連結子会社の管理部門等に係る費用であり
　　　　ます。
　　３. 前連結会計年度まで「不動産分譲」としていたセグメントは事業の実態を踏まえ「不動産販売」

に名称変更しております。
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　(参考) 前期（平成 19 年 9 月期）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

不動産分譲 請負工事 そ の 他 計 消去又は全社 連　　結

売 上 高

(1)　外部顧客に対する売上高

(2)　セグメント間の内部売上高           

     又は振替高

60,949

―

2,781

129

2,780

8

66,511

137

      ―

（137）

66,511

―

計 60,949 2,910 2,789 66,649 （137） 66,511

営 業 費 用 55,091 2,712 2,499 60,303     1,799 62,102

営 業 利 益 5,857 197 290 6,345 （1,936） 4,408

(注)１．事業区分の方法及び各区分の主な内容
事業区分は事業内容を勘案して次のとおり分類しております。
不動産分譲 中高層住宅及び戸建住宅の分譲
請 負 工 事     中高層住宅等のリフォーム工事及び電気工事、給排水衛生設備工事等の設計

施工
そ の 他 中高層住宅の建物管理、賃貸管理及び不動産投資顧問等

    ２．営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は 1,881 百万円であり、そ
の主なものは連結財務諸表提出会社及び連結子会社の管理部門等に係る費用であります。

〔所在地別セグメント情報〕

　前年同四半期（平成 19 年 9 月期第 1 四半期）

　本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため該当事項はありません。

　当四半期（平成 20 年 9 月期第 1 四半期）

　本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため該当事項はありません。

　(参考) 前期（平成 19 年 9 月期）

　本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため該当事項はありません。

〔海外売上高〕

前年同四半期（平成 19 年 9 月期第 1 四半期）

　　海外売上高がないため該当事項はありません。

当四半期（平成 20 年 9月期第 1 四半期）

　海外売上高がないため該当事項はありません。

(参考) 前期（平成 19 年 9 月期）

　海外売上高がないため該当事項はありません。


