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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 12,707 △33.3 △767 ― △1,743 ― △1,186 ―

20年3月期第1四半期 19,048 ― 1,125 ― 559 ― 131 ―

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 △36.82 ―

20年3月期第1四半期 3.74 3.73

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 278,416 39,146 14.1 1,214.86
20年3月期 254,244 41,769 16.4 1,296.29

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  39,139百万円 20年3月期  41,763百万円

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 ― ― ― 60.00 60.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 60.00 60.00

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  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2四半期連結累計期間 46,000 △4.3 3,400 △19.5 1,400 △50.7 400 △68.8 12.42
通期 139,000 16.9 11,200 △18.8 7,000 △33.7 3,400 △26.8 105.53

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 
 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)および「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。 
 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およ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およ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、3ページ【定性的情報・
財務諸表等】3.連結業績予想に関する定性的情報 をご覧ください。  

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 無

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  35,217,873株 20年3月期  35,217,873株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  3,000,435株 20年3月期  3,000,435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  32,217,438株 20年3月期第1四半期  35,180,979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

当社グループの営業基盤である首都圏における平成21年３月期第１四半期（平成20年４月１日～平成20年

６月30日）のマンション供給戸数は、平成19年６月の建築基準法改正に伴う建築確認手続きの厳格化を反映

した住宅着工戸数の減少が引き続き見られたほか、各社が売れ行きの鈍化を受け新規供給を調整する傾向な

どが見られた結果、11,277戸（前年同期15,149戸に対し25.6％減、株式会社不動産経済研究所調べ）と、前

年同期に比べ減少いたしました。

このような状況下において、当社グループは物件の採算性を重視した仕入活動、費用対効果を追求した販

売活動を行った結果、主力の不動産販売事業のうちマンション販売事業については、契約高20,825百万円

（前年同期比5.6％増）、売上高は8,925百万円（前年同期比5,438百万円の減収、37.9％減）となりました。当

第１四半期における戸建販売事業を含めた不動産販売事業全体の売上高は9,701百万円（前年同期比6,565百

万円の減収、40.4％減）となりました。

不動産販売事業におきましては、顧客への引渡時に売上が計上されるため、その引渡時期により四半期ご

との売上高に偏りが生じる傾向にあります。平成21年３月期におきましては、引渡の大半を第２四半期以降

に予定しているため、当第１四半期におけるマンションの引渡戸数は通期の引渡計画に対して少なくなって

おります。また、当第１四半期におきましては、当初予定どおり大規模物件の引渡がなかったため前年同期

に比べ減収減益となっておりますが、営業の実績を表す契約高は前年同期に比べ増加しており、マンション

販売活動は堅調に推移いたしました。

不動産賃貸事業については、前年同期に比べ賃貸物件保有残高が増加したことにより、不動産賃貸事業の

売上高は945百万円（前年同期比379百万円の増収、67.0％増）となりました。

不動産管理事業の売上高は、管理受託戸数が平成20年５月末現在で187棟13,716戸となったことなどによ

り、412百万円（前年同期比35百万円の増収、9.5％増）となりました。

広告宣伝事業の売上高は、1,593百万円（前年同期比45百万円の減収、2.8％減）となりました。その他の

事業の売上高は合計で54百万円となっております。

これらの結果、当社グループの当第１四半期の業績は、売上高12,707百万円（前年同期比6,340百万円の減

収、33.3％減）、経常損失1,743百万円（前年同期は経常利益559百万円）、四半期純損失1,186百万円（前年同

期は四半期純利益131百万円）となりました。

2. 連結財政状態に関する定性的情報

当第１四半期末における総資産は、たな卸資産の増加等により278,416百万円（前期末比9.5％増）となり

ました。また、純資産は配当金の支払等により39,146百万円（前期末比6.3％減）、自己資本比率は14.1％

（前期末と比較して2.3ポイント低下）となりました。当第１四半期末における現金及び現金同等物（以下

「資金」という）は、期首残高より5,693百万円増加し、29,249百万円となりました。

当第１四半期における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果、減少した資金は25,396百万円となりました。

これは、用地取得によるたな卸資産の増加が主な要因であります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果、減少した資金は1,505百万円となりました。

これは、再開発事業に伴う有形固定資産の増加が主な要因であります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果、増加した資金は32,595百万円となりました。

これは、借入れによる収入が、借入金の返済による支出を上回ったことが主な要因であります。

なお、当社が属する不動産分譲業界の特性として、建築代金の支払条件、用地取得の進捗度合い、およ

び顧客への引渡時期などが財政状態、キャッシュ・フローへ与える影響が大きいため予想は困難であり、

また、それらについての公表を行っておりません。
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3. 連結業績予想に関する定性的情報

首都圏マンション市場におきましては、潜在的な需要は旺盛であるものの、価格の上昇による需要の減退

や建築基準法改正に伴う建築確認の長期化等により、供給、契約ともに弱含みで推移しております。

当社グループにおきましては、このような状況下において、多角的なマーケティングに基づき採算を重視

した仕入を行い、適正価格での供給に努め、積極的な販売活動を展開してまいります。

事業別動向につきましては、不動産販売事業における売上高は、124,100百万円を予想しております。ま

た、不動産賃貸事業における売上高は、賃料収入などにより3,800百万円を計画しております。不動産管理事

業の売上高は、管理戸数の伸長に伴うマンション管理受託収入の増加などにより1,900百万円を見込んでおり

ます。広告宣伝事業については、9,000百万円を見込んでおります。その他事業については、グループ全体で

合わせて200百万円を見込んでおります。通期の業績につきましては、売上高139,000百万円、営業利益

11,200百万円、経常利益7,000百万円、当期純利益3,400百万円を予想しております。

なお、当社は平成20年５月15日付で、平成21年３月期の連結および単体業績予想を発表しておりますが、

当第１四半期におきましては概ね計画どおり推移しており前回発表からの変更はありません。

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

　たな卸資産の評価方法

たな卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積

り、簿価切下げを行う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 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成19年３月14日

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」(企業会計基準委員会 平

成19年３月14日 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、主として個別法による原価法によってお

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」(企業会計基準委員

会 平成18年７月５日 企業会計基準第９号)が適用されたことに伴い、主として個別法による原価法

（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。

これにより、営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失は、それぞれ48,861千円増加して

おります。

なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。
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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 30,051,654 24,358,014

受取手形及び売掛金 1,166,912 3,040,013

有価証券 19,950 19,966

販売用不動産 21,779,727 17,652,216

仕掛販売用不動産 141,445,902 128,490,217

仕掛品 517,106 371,147

その他 6,931,769 5,467,712

貸倒引当金 △6,282 △21,137

流動資産合計 201,906,741 179,378,151

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 23,701,340 23,542,303

減価償却累計額 △2,517,257 △2,276,602

建物及び構築物（純額） 21,184,082 21,265,700

土地 43,127,169 43,051,821

その他 2,224,554 920,084

減価償却累計額 △118,515 △111,354

その他（純額） 2,106,038 808,730

有形固定資産合計 66,417,290 65,126,252

無形固定資産

のれん 1,126,345 1,233,301

その他 70,003 76,179

無形固定資産合計 1,196,349 1,309,481

投資その他の資産

投資有価証券 4,934,166 4,290,167

その他 4,039,377 4,218,875

貸倒引当金 △77,113 △77,938

投資その他の資産 8,896,429 8,431,104

固定資産合計 76,510,069 74,866,837

資産合計 278,416,810 254,244,989
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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

支払手形及び買掛金 14,193,074 17,622,709

短期借入金 36,585,350 16,648,750

1年内返済予定の長期借入金 35,904,512 36,777,672

1年内償還予定の社債 11,596,000 11,596,000

未払法人税等 60,639 3,747,448

賞与引当金 221,913 367,824

完成工事補償引当金 33,996 37,558

債務保証損失引当金 23,000 23,000

その他 12,227,020 6,340,493

流動負債合計 110,845,506 93,161,457

固定負債

社債 11,766,000 11,766,000

長期借入金 112,872,571 103,729,804

退職給付引当金 635,917 615,921

役員退職慰労引当金 251,179 283,364

その他 2,899,524 2,918,831

固定負債合計 128,425,191 119,313,921

負債合計 239,270,697 212,475,378

純資産の部

株主資本

資本金 14,119,757 14,119,757

資本剰余金 16,236,981 16,236,981

利益剰余金 14,524,652 17,644,061

自己株式 △5,096,465 △5,096,465

株主資本合計 39,784,925 42,904,333

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △645,312 △1,141,222

評価・換算差額等合計 △645,312 △1,141,222

少数株主持分 6,500 6,500

純資産合計 39,146,113 41,769,610

負債純資産合計 278,416,810 254,244,989
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(2) 【四半期連結損益計算書】

（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)

売上高 12,707,790

売上原価 9,790,535

売上総利益 2,917,254

販売費及び一般管理費 3,684,942

営業損失（△） △767,688

営業外収益

受取利息 3,196

受取配当金 52,559

違約金収入 30,425

その他 39,200

営業外収益合計 125,381

営業外費用

支払利息 1,086,683

その他 14,495

営業外費用合計 1,101,179

経常損失（△） △1,743,485

特別利益

貸倒引当金戻入額 15,680

特別利益合計 15,680

税金等調整前四半期純損失（△） △1,727,805

法人税、住民税及び事業税 38,992

法人税等調整額 △580,435

法人税等合計 △541,443

四半期純損失（△） △1,186,362
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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損失（△） △1,727,805

減価償却費 255,847

のれん償却額 106,955

持分法による投資損益（△は益） 5,553

賞与引当金の増減額（△は減少） △145,910

貸倒引当金の増減額（△は減少） △15,680

退職給付引当金の増減額（△は減少） 19,996

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △32,185

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） △3,562

受取利息及び受取配当金 △55,755

支払利息 1,086,683

売上債権の増減額（△は増加） 1,873,100

たな卸資産の増減額（△は増加） △17,265,899

仕入債務の増減額（△は減少） △3,429,634

前払費用の増減額（△は増加） △554,336

その他の流動資産の増減額（△は増加） △80,730

敷金及び保証金の増減額（△は増加） △16,163

投資その他の資産の増減額（△は増加） 47,285

未払消費税等の増減額（△は減少） △416,052

前受金の増減額（△は減少） 940,858

預り金の増減額（△は減少） △1,524,654

その他 268,781

小計 △20,663,309

利息及び配当金の受取額 53,389

利息の支払額 △1,060,897

法人税等の支払額 △3,725,801

営業活動によるキャッシュ・フロー △25,396,619

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △26,038

定期預金の払戻による収入 26,021

有形固定資産の取得による支出 △1,495,104

貸付けによる支出 △15,000

貸付金の回収による収入 1,051

出資金の回収による収入 3,000

その他 400

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,505,669

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 35,536,600

短期借入金の返済による支出 △15,600,000

長期借入れによる収入 15,955,400

長期借入金の返済による支出 △7,685,793

社債の発行による収入 8,700,000

社債の償還による支出 △4,300,000

配当金の支払額 △10,295

財務活動によるキャッシュ・フロー 32,595,911

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） 5,693,622

現金及び現金同等物の期首残高 23,555,929

現金及び現金同等物の四半期末残高 29,249,552
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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

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

　該当事項はありません。

(5) セグメント情報

【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）

(単位：千円)

不動産
販売事業

不動産
賃貸事業

不動産
管理事業

広告
宣伝事業

その他
事業

計
消去又は

全社
連結

売 上 高

(1) 外部顧客に対する売上高 9,701,539 945,097 412,956 1,593,562 54,635 12,707,790 ― 12,707,790

(2) セグメント間の内部売上
高又は振替高

7,278 163,253 101,194 1,174,876 ─ 1,446,602 (1,446,602) ―

計 9,708,817 1,108,350 514,151 2,768,438 54,635 14,154,393 (1,446,602) 12,707,790

営業利益又は営業損失(△) △339,638 389,576 61,218 △190,792 △3,246 △82,882 (684,806) △767,688

(注)１．事業区分の方法 

企業集団の事業内容を勘案して区分しております。

２．各事業区分の主要な内容

不動産販売事業：マンション・戸建住宅・宅地の販売、不動産の仲介

不動産賃貸事業：土地・建物等の賃貸

不動産管理事業：マンション・ビルの管理受託

広告宣伝事業 ：広告宣伝の企画・制作、内装工事

その他事業 ：飲食事業の運営など

３．会計処理の方法の変更

(棚卸資産の評価に関する会計基準）

「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」②に記載のとおり、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）を適用

しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、営業損失が不動産販売事業で48,861千円

増加しております。

【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。

【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

　 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）

　 該当事項はありません。
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「参考」

（要約）前四半期連結損益計算書

（単位：千円）

科目

前第１四半期連結累計期間
(自 平成19年４月１日
  至 平成19年６月30日)

金 額

Ⅰ 売上高 19,048,523

Ⅱ 売上原価 14,257,843

売上総利益 4,790,680

Ⅲ 販売費及び一般管理費 3,664,681

営業利益 1,125,998

Ⅳ 営業外収益 135,010

Ⅴ 営業外費用 701,204

経常利益 559,803

　税金等調整前四半期純利益 559,803

　法人税、住民税及び事業税 153,001

　法人税等調整額 275,170

　四半期純利益 131,632
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（要約）前四半期連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成19年４月１日
  至 平成19年６月30日)

　 区分 金 額

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 559,803
　 減価償却費 209,316
    のれん償却額 185,872
    持分法投資損益 18,098
　 賞与引当金の増加額（△減少額） △111,544
　 貸倒引当金の減少額 △22,837
　 退職給付引当金の増加額 19,511
　 役員退職慰労引当金の増加額（△減少額） △15,882
　 完成工事補償引当金の増加額（△減少額） 638
　 受取利息及び受取配当金 △66,209
　 支払利息 660,011
　 固定資産除却損 63
　 売上債権の減少額（△増加額） 2,978,107
　 たな卸資産の増加額 △32,511,519
　 前払費用の増加額 △239,672
　 その他流動資産の減少額（△増加額） 5,934
　 差入保証金・敷金の増加額 △6,886
　 その他投資の減少額（△増加額） 39,966
　 仕入債務の増加額（△減少額） 889,811
　 未払消費税等の減少額 △2,680
　 前受金の増加額 554,072
　 預り金の増加額（△減少額） 55,517
　 その他 293,279

        小 計 △26,507,226

　 利息及び配当金の受取額 72,041
　 利息の支払額 △683,426
　 法人税等の支払額 △3,342,140

　 営業活動によるキャッシュ・フロー △30,460,751

Ⅱ．投資活動によるキャッシュ・フロー
　 定期預金の預入による支出 △26,064
　 定期預金の払戻しによる収入 26,018
　 有形固定資産の取得による支出 △6,707,197
　 貸付金の回収による収入 151

　 投資活動によるキャッシュ・フロー △6,707,091

Ⅲ．財務活動によるキャッシュ・フロー
　 短期借入による収入 23,376,860
　 短期借入金の返済による支出 △7,799,500
　 長期借入による収入 24,886,132
　 長期借入金の返済による支出 △13,820,917
　 社債の発行による収入 7,800,000
　 社債の償還による支出 △4,000,000
　 自己株式の取得による支出 △10
　 株式の発行による収入 5,732
　 配当金の支払額 △175,348

　 財務活動によるキャッシュ・フロー 30,272,948

Ⅳ. 現金及び現金同等物に係る換算差額 ─

Ⅴ. 現金及び現金同等物の増加額(△減少額) △6,894,894

Ⅵ．現金及び現金同等物の期首残高 43,596,217

Ⅶ. 現金及び現金同等物の四半期末残高 36,701,323
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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（自 平成19年４月１日 至 平成19年６月30日）

(単位：千円)

不動産
販売事業

不動産
賃貸事業

不動産
管理事業

広告
宣伝事業

その他
事業

計
消去又は

全社
連結

売 上 高

(1) 外部顧客に対する売上高 16,267,396 565,996 377,001 1,639,103 199,025 19,048,523 ― 19,048,523

(2) セグメント間の内部売上
高又は振替高

─ 156,000 82,011 618,344 ─ 856,356 (856,356) ―

計 16,267,396 721,996 459,012 2,257,448 199,025 19,904,879 (856,356) 19,048,523

営業費用 14,586,546 551,192 396,134 2,510,016 211,251 18,255,140 (332,616) 17,922,524

営業利益又は営業損失(△) 1,680,850 170,804 62,878 △252,567 △12,225 1,649,739 (523,740) 1,125,998

(注)１．事業区分の方法 

企業集団の事業内容を勘案して区分しております。

２．各事業区分の主要な内容

不動産販売事業：マンション・戸建住宅・宅地の販売、不動産の仲介

不動産賃貸事業：土地・建物等の賃貸

不動産管理事業：マンション・ビルの管理受託

広告宣伝事業 ：広告宣伝の企画・制作、内装工事

その他の事業 ：ホテルの運営、給食提供など
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6. その他の情報

　生産、受注及び販売の状況

(1) 売上高の状況

事業 項目

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)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成19年４月１日
  至 平成19年６月30日)

増減（△）

金 額
(千円)

構成比
(％)

金 額
(千円)

構成比
(％)

金 額
(千円)

増減率
(％)

不動産販売事業

マンション 8,925,155 70.2 14,363,320 75.4 △5,438,165 △37.9

戸建住宅 414,373 3.3 343,855 1.8 70,518 20.5

土地 329,800 2.6 1,475,969 7.8 △1,146,169 △77.7

その他 32,210 0.2 84,251 0.4 △52,040 △61.8

小 計 9,701,539 76.3 16,267,396 85.4 △6,565,857 △40.4

不動産賃貸事業 945,097 7.4 565,996 3.0 379,100 67.0

不動産管理事業 412,956 3.3 377,001 2.0 35,955 9.5

広告宣伝事業 1,593,562 12.6 1,639,103 8.6 △45,541 △2.8

その他事業 54,635 0.4 199,025 1.0 △144,390 △72.5

合 計 12,707,790 100.0 19,048,523 100.00 △6,340,733 △33.3

(注) １. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(2) 契約実績

事業 項目

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)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成19年４月１日
  至 平成19年６月30日)

増減（△）

件  数
金 額
(千円)

件  数
金 額
(千円)

金 額
(千円)

増減率
(％)

不動産販売事業

マンション 570 20,825,776 542 19,729,708 1,096,068 5.6

戸建住宅 13 621,362 12 343,358 278,003 81.0

土地 10 1,277,906 20 1,712,269 △434,363 △25.4

合 計 593 22,725,044 574 21,785,336 939,708 4.3

(注) １. 件数欄については、マンションは戸数、戸建住宅は棟数、土地は区画数を表示しております。

　  ２.  上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(3) 契約残高

事業 項目

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)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成19年４月１日
  至 平成19年６月30日)

増減（△）

件  数
金 額
(千円)

件  数
金 額
(千円)

金 額
(千円)

増減率
(％)

不動産販売事業

マンション 949 40,638,686 1,494 56,216,956 △15,578,270 △27.7

戸建住宅 9 450,171 11 250,702 199,468 79.6

土地 8 1,147,026 7 236,300 910,726 385.4

合 計 966 42,235,883 1,512 56,703,959 △14,468,075 △25.5

(注) １. 件数欄については、マンションは戸数、戸建住宅は棟数、土地は区画数を表示しております。

　  ２.  上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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