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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6月30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 ％

21年3月期第1四半期 6,811 ― 47 ― 99 ― 32 ―

20年3月期第1四半期 8,859 △56.3 308 △74.0 365 △68.7 205 △70.0

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

21年3月期第1四半期 3.20 ―

20年3月期第1四半期 19.89 ―

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

21年3月期第1四半期 87,022 18,082 20.8 1,806.39
20年3月期 81,348 18,295 22.5 1,827.69

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  18,082百万円 20年3月期  18,295百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― ― ― 35.00 35.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 35.00 35.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
 

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2四半期連結累計期間 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

通期 43,000 △11.2 1,750 △31.0 1,000 △84.8 510 △85.0 50.95

4.  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特定子会社の異動）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  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。  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

（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。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．平成20年５月15日に公表しました連結業績予想は、本資料において修正しております。なお、第２四半期連結累計期間の業績予想につきましては、個別案件の計上
時期が第３四半期以降にずれる可能性がある等流動的な要素が多く、現時点にて適切な予想値を開示することが困難であるため、記載しておりませんが、業績見通しが
明らかになり次第、適時に開示いたします。 
２．本資料に記載されている業績見通しは、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
異なる可能性があります。なお、業績予想の具体的な修正内容は本日別途開示する「通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。 
３．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  10,311,000株 20年3月期  10,311,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  300,647株 20年3月期  300,647株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  10,010,353株 20年3月期第1四半期  10,310,380株
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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１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、米国のサブプライムローン問題による金融不安や米国経済の

後退懸念、原油価格の急騰及び鋼材をはじめとする原材料価格の高騰によるコストアップにより、景気の減速傾向

が一層強まりました。

　不動産業界においては、建築コストの上昇、マンション契約率の低下に加え、従来主要な販売先であった不動産

ファンド等の不動産投資家の資金調達に懸念が生じており、先行き不透明感が強まりました。

　このような環境の下で、当社グループは大型商業施設の開発、分譲マンションの販売、土地の有効活用による商

業施設及び福祉関連施設等の建築受注に注力しました。しかしながら、当第１四半期において新規の竣工物件が少

なかったことから、売上高は6,811百万円（前年同期比23.1％減）、営業利益は47百万円（同84.7％減）となりまし

た。また、温浴事業における燃料費上昇のヘッジを目的に行っておりました原油スワップの評価益203百万円が営業

外収益として計上されたこと等により、経常利益は99百万円（同72.8％減）、四半期純利益は32百万円（同84.4％

減）となりました。

　事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。

（建築事業）

　建築事業におきましては、商業施設テナントの出店意欲の減退、建築資材価格の高騰等、厳しい事業環境の中で

企画・提案型の営業を展開しました。

　以上の結果、当事業の当第１四半期連結会計期間の売上高は1,773百万円（前年同期比50.8％減）、営業利益は0

百万円（同99.97％減）となりました。また、当第１四半期連結会計期間末の受注残高は12,404百万円（前年同期末

比48.4％増）となりました。

（不動産事業）

　不動産事業におきましては、建築コストの上昇、マンション契約率の低下、激しい販売競争というかつてない厳

しい環境の元で前期完成在庫の販売及び商業施設の開発に注力しました。

　以上の結果、当事業の当第１四半期連結会計期間の売上高は3,508百万円（前年同期比1.6％減）、営業利益は310

百万円（同77.6％増）となりました。また、マンション事業の当第１四半期連結会計期間末の契約残高は16,075百

万円（前年同期末比20.6％減）、マンション事業を除く不動産事業の当第１四半期連結会計期間末の契約残高は

18,026百万円（同495.6％増）となり、不動産事業の契約残高合計は34,101百万円（同46.6％増）となりました。

（温浴事業）

　温浴事業におきましては、施設内の安全確保と水質の維持、質の高いサービスの提供に努めましたが、激しい競

争による売上高の減少及び原油価格高騰の影響による燃料費等のコストアップも加わり、苦戦を強いられました。

　以上の結果、当事業の当第１四半期連結会計期間の売上高は1,489百万円（前年同期比10.4％減）、営業利益は25

百万円（同74.8％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における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動による資金の減

少6,184百万円、投資活動による資金の減少472百万円、財務活動による資金の増加7,400百万円となり、あわせて

742百万円増加しました。この結果、当第１四半期連結会計期間末の資金は11,476百万円（前連結会計年度末10,734

百万円）となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当第１四半期連結会計期間において、営業活動による資金は6,184百万円の減少となりました。これは主に、たな

卸資産の増加、法人税等の支払等によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当第１四半期連結会計期間において、投資活動による資金の減少は472百万円となりました。これは主に、有形固

定資産の取得による支出等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）

　当第１四半期連結会計期間において、財務活動による資金の増加は7,400百万円となりました。これは主に借入金

の増加等によるものであります。
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３．連結業績予想に関する定性的情報

　当第１四半期連結会計期間における業績の進捗を勘案し、業績予想の見直しを行った結果、平成20年５月15日付

当社「平成20年３月期決算短信」にて発表いたしました平成21年３月期の連結業績予想及び個別業績予想を修正し

ております。詳細につきましては、本日別途開示する「通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

４．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特定子会社の異動）

　該当事項はありません。

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

　簡便な会計処理

　法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法に

よっております。

　繰延税金資産の回収可能性の判定に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発

生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタックス・

プランニングを利用する方法によっております。

（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

① 会計基準等の改正に伴う変更

１．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表

に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結

財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

２．通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として個別法に基づく原価法によっておりま

したが、当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成

18年７月５日）が適用されたことに伴い、主として個別法に基づく原価法（貸借対照表価額については収益

性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。これによる影響はありません。

② ①以外の変更

　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理よって

おりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基準

の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号）を当第１四半期連結会計期間から早期適用し、通常の売買取引

に係る会計処理によっております。これによる影響は軽微であります。
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 11,516,567 10,774,251

受取手形・完成工事未収入金等 1,033,080 1,497,426

販売用土地 30,920,607 29,876,065

販売用建物 13,136,133 10,137,468

開発用不動産 7,549,664 6,906,522

未成工事支出金 639,779 363,235

貯蔵品 46,927 44,265

その他 2,479,850 2,524,815

貸倒引当金 △6,992 △3,609

流動資産合計 67,315,618 62,120,440

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 6,410,783 6,032,597

減価償却累計額 △1,470,589 △1,380,794

減損損失累計額 △506,634 △506,634

建物及び構築物（純額） 4,433,559 4,145,169

土地 7,041,359 6,896,310

建設仮勘定 109,700 168,046

その他 815,239 806,147

減価償却累計額 △526,514 △511,782

減損損失累計額 △19,094 △19,094

その他（純額） 269,630 275,270

有形固定資産合計 11,854,249 11,484,796

無形固定資産 12,899 13,123

投資その他の資産   

投資有価証券 2,219,671 2,057,787

差入保証金 2,813,128 2,814,133

その他 2,820,689 2,871,974

貸倒引当金 △13,555 △13,659

投資その他の資産合計 7,839,933 7,730,235

固定資産合計 19,707,083 19,228,154

資産合計 87,022,701 81,348,595
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形、工事未払金及び土地買収未払金等 4,503,689 4,971,846

短期借入金 28,250,334 23,000,000

1年内返済予定の長期借入金 3,312,500 1,787,500

未払法人税等 87,230 2,073,360

未成工事受入金及び前受金 4,341,598 3,919,523

賞与引当金 364,500 243,000

完成工事補償引当金 7,393 20,525

その他 1,259,261 1,201,931

流動負債合計 42,126,507 37,217,687

固定負債   

長期借入金 17,305,000 16,330,000

長期預り保証金 2,185,922 2,199,976

長期預り金 3,100,000 3,100,000

退職給付引当金 2,883,729 2,890,074

役員退職慰労引当金 475,403 445,993

その他 863,511 869,088

固定負債合計 26,813,567 25,835,133

負債合計 68,940,074 63,052,821

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,240,725 3,240,725

資本剰余金 3,413,694 3,413,694

利益剰余金 12,370,806 12,689,110

自己株式 △373,216 △373,216

株主資本合計 18,652,009 18,970,313

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △182,128 △287,284

土地再評価差額金 △387,254 △387,254

評価・換算差額等合計 △569,382 △674,539

純資産合計 18,082,627 18,295,773

負債純資産合計 87,022,701 81,348,595
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（２）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）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

売上高 6,811,838

売上原価 5,471,172

売上総利益 1,340,666

販売費及び一般管理費 1,293,596

営業利益 47,069

営業外収益  

受取利息 1,717

受取配当金 8,351

原油スワップ評価益 203,646

雑収入 36,920

営業外収益合計 250,634

営業外費用  

支払利息 179,704

匿名組合分配損 17,987

雑損失 495

営業外費用合計 198,186

経常利益 99,517

特別利益  

貸倒引当金戻入額 133

特別利益合計 133

特別損失  

固定資産除売却損 272

投資有価証券評価損 13,050

特別損失合計 13,322

税金等調整前四半期純利益 86,329

法人税、住民税及び事業税 91,361

法人税等調整額 △37,091

法人税等合計 54,270

四半期純利益 32,059
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純利益 86,329

減価償却費 108,585

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3,278

賞与引当金の増減額（△は減少） 121,500

退職給付引当金の増減額（△は減少） △6,344

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 29,410

受取利息及び受取配当金 △10,068

支払利息 179,704

売上債権の増減額（△は増加） 464,346

たな卸資産の増減額（△は増加） △4,965,555

仕入債務の増減額（△は減少） △467,077

未成工事受入金及び前受金の増減額（△は減少） 422,075

預り金の増減額（△は減少） 143,940

その他 △55,976

小計 △3,945,852

利息及び配当金の受取額 10,028

利息の支払額 △207,778

法人税等の支払額 △2,041,213

営業活動によるキャッシュ・フロー △6,184,816

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △486,638

投資有価証券の売却及び償還による収入 1,496

差入保証金の差入による支出 △1,643

差入保証金の回収による収入 29,282

長期預り保証金の受入による収入 13,893

長期預り保証金の返還による支出 △29,310

投資活動によるキャッシュ・フロー △472,919

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） 5,250,334

長期借入れによる収入 2,800,000

長期借入金の返済による支出 △300,000

配当金の支払額 △350,282

財務活動によるキャッシュ・フロー 7,400,052

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 742,315

現金及び現金同等物の期首残高 10,734,251

現金及び現金同等物の四半期末残高 11,476,567

- 4 -



　当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結財務諸表を作成しております。

（４）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（５）セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

当第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年６月30日）

 
建築事業
（千円）

不動産事業
（千円）

温浴事業
（千円）

その他事業
（千円）

計（千円）
消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

売上高        

(1）外部顧客に対する売上高 1,773,631 3,508,655 1,489,125 40,426 6,811,838 － 6,811,838

(2）セグメント間の内部売上高又は振替

高
－ － － － － － －

計 1,773,631 3,508,655 1,489,125 40,426 6,811,838 － 6,811,838

営業利益 97 310,800 25,925 15,240 352,062 △304,992 47,069

　（注）１．事業区分の方法

　事業区分の方法は、現に採用している売上集計区分をベースに建築事業、不動産事業、温浴事業、その他

事業にセグメンテーションしています。

２．各区分に属する主要な内容

事業区分 主要な内容

建築事業 商業用建物・福祉関連施設・賃貸用建物等の建築請負、商業施設の賃貸等

不動産事業 マンションの分譲・売買、宅地売買、その他不動産売買、仲介手数料等

温浴事業 温浴施設（スーパー銭湯）の経営

その他事業 損害保険代理手数料収入等

３．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304,992千円であり、その主なもの

は総務部門等管理部門に係る費用であります。

ｂ．所在地別セグメント情報

当第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年６月30日）

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。

ｃ．海外売上高

当第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年６月30日）

海外売上高がないため該当事項はありません。

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　該当事項はありません。

－ 1 －



「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期連結損益計算書

前第１四半期連結累計期間（平成19年４月１日～６月30日）

科目

前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

金額（千円）

Ⅰ　売上高 8,859,988

Ⅱ　売上原価 7,086,439

売上総利益 1,773,549

Ⅲ　販売費及び一般管理費 1,465,426

営業利益 308,122

Ⅳ　営業外収益 161,913

　１．受取利息 5,709

　２．受取配当金 9,788

　３．原油スワップ評価益 43,108

　４．解約違約金収入 93,281

　５．雑収入 10,025

Ⅴ　営業外費用 104,224

　１．支払利息 83,798

　２．出資金運用損 20,370

　３．雑損失 55

経常利益 365,810

Ⅵ　特別利益 －

Ⅶ　特別損失 13,761

　１．固定資産除売却損 261

　２．和解金 13,500

税金等調整前四半期純利益 352,049

税金費用 146,948

四半期純利益 205,101

－ 2 －



（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前第１四半期連結累計期間（平成19年４月１日～６月30日）

 
前年同四半期

（平成20年３月期
第１四半期）

区分 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・
フロー

 

税金等調整前四半期純利
益

352,049

減価償却費 106,643

賞与引当金の増加又は減
少(△)額

119,499

退職給付引当金の増加又
は減少(△)額

△38,221

役員退職慰労引当金の増
加又は減少(△)額

31,740

受取利息及び受取配当金 △15,497

支払利息 83,798

売上債権の増加(△)又は
減少額

922,212

たな卸資産の増加(△)又
は減少額

△8,827,381

未収入金の増加(△)又は
減少額

△949,181

仕入債務の増加又は減少
(△)額

△1,067,183

未成工事受入金及び前受
金の増加又は減少(△)額

153,696

預り金の増加又は減少
(△)額

384,648

その他 △603,107

小計 △9,346,283

利息及び配当金の受取額 14,053

利息の支払額 △91,536

法人税等の支払額 △1,359,498

営業活動によるキャッシュ・
フロー

△10,783,265

－ 3 －



 
前年同四半期

（平成20年３月期
第１四半期）

区分 金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・
フロー

 

投資有価証券の取得によ
る支出

△5,396

投資有価証券の売却等に
よる収入

200,000

有形固定資産の取得によ
る支出

△307,694

無形固定資産の取得によ
る支出

△399

差入保証金の差入による
支出

△21,793

差入保証金の返還による
収入

48,831

長期預り保証金の受入に
よる収入

55,812

長期預り保証金の返還に
よる支出

△160,605

投資活動によるキャッシュ・
フロー

△191,245

Ⅲ　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 6,500,000

長期借入金の返済による
支出

△230,000

長期借入れによる収入 3,790,000

配当金の支払額 △309,314

財務活動によるキャッシュ・
フロー

9,750,685

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加
又は減少(△)額

△1,223,824

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首
残高

5,690,914

Ⅵ　現金及び現金同等物の期末
残高

4,467,089
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（３）セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

前第１四半期連結累計期間（平成19年４月１日～６月30日）

 
建築事業
（千円）

不動産事業
（千円）

温浴事業
（千円）

その他事業
（千円）

計（千円）
消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

売上高        

(1）外部顧客に対する売上高 3,601,971 3,564,625 1,662,786 30,604 8,859,988 － 8,859,988

(2）セグメント間の内部売上高又は振替

高
－ － － － － － －

計 3,601,971 3,564,625 1,662,786 30,604 8,859,988 － 8,859,988

営業費用 3,304,876 3,389,577 1,560,034 16,348 8,270,836 281,029 8,551,866

営業利益 297,094 175,048 102,752 14,256 589,151 △281,029 308,122

ｂ．所在地別セグメント情報

前第１四半期連結累計期間（平成19年４月１日～６月30日）

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。

ｃ．海外売上高

前第１四半期連結累計期間（平成19年４月１日～６月30日）

海外売上高がないため該当事項はありません。
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６．その他の情報

生産、受注及び販売の状況

（１）生産実績

当社グループは生産活動を行っていないため、記載しておりません。

（２）受注実績

受注高

前第１四半期連結累計期間 当第１四半期連結累計期間

(自 平成19年4月 1日 (自 平成20年4月 1日

至 平成19年6月30日) 至 平成20年6月30日)

金額（千円） 金額（千円）

建築事業 2,390,575 4,217,901

受注残高

前第１四半期連結会計期間末 当第１四半期連結会計期間末

(平成19年6月30日） (平成20年6月30日）

金額（千円） 金額（千円）

建築事業 8,358,692 12,404,943

 （注）１．記載金額は千円未満を切り捨てて表示しています。

 ２．受注高・受注残高ともに外部顧客に対する受注高・受注残高を表示しています。

（３）契約実績

不動産事業のうち、マンション分譲事業の契約実績は次のとおりであります。

契約高

前第１四半期連結累計期間 当第１四半期連結累計期間

(自 平成19年4月 1日 (自 平成20年4月 1日

至 平成19年6月30日) 至 平成20年6月30日)

金額（千円） 金額（千円）

マンション分譲 2,435,641 2,698,988

契約残高

前第１四半期連結会計期間末 当第１四半期連結会計期間末

(平成19年6月30日） (平成20年6月30日）

金額（千円） 金額（千円）

マンション分譲 20,234,040 16,075,424

 （注）１．記載金額は千円未満を切り捨てて表示しています。

 ２．契約高・契約残高ともに外部顧客に対する契約高・契約残高を表示しています。

 ３．マンション分譲事業を除く不動産事業の当第１四半期連結会計期間末（平成20年6月30日現在）の契約残高は

18,026,156千円であり、不動産事業全体の同残高は34,101,581千円であります。
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（４）販売実績

前第１四半期連結累計期間 当第１四半期連結累計期間

(自 平成19年4月 1日 (自 平成20年4月 1日

至 平成19年6月30日) 至 平成20年6月30日)

金額（千円） 金額（千円）

建築事業 3,601,971 1,773,631

不動産事業 3,564,625 3,508,655

温浴事業 1,662,786 1,489,125

その他事業 30,604 40,426

 （注）１．記載金額は千円未満を切り捨てて表示しています。

 ２．販売実績は、外部顧客に対する売上高を表示しています。

－ 7 －
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