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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 118,661 ― 5,145 ― 4,554 ― 1,381 ―
20年3月期第1四半期 166,631 14.9 15,777 43.2 15,025 38.8 14,822 352.1

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 1.09 0.82
20年3月期第1四半期 14.06 8.44

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 456,987 83,281 18.2 30.02
20年3月期 486,204 110,978 22.8 36.31

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  82,980百万円 20年3月期  110,661百万円

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  

（注）上記「配当の状況」は、普通株式に係る配当の状況であります。当社が発行する普通株式と権利関係の異なる種類株式（非上場）の配当の状況については、２ペー
ジ「種類株式の配当の状況」をご覧ください。  

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 ― 0.00 ― 3.00 3.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 0.00 ― 3.00 3.00

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 283,000 △22.8 15,000 △50.6 13,500 △53.7 8,000 23.1 6.32
通期 654,000 △12.2 43,000 △22.8 40,000 △24.7 28,000 25.1 21.46

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、６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、６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.上記業績予想は、本資料発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる場合がありま
す。業績予想に関する事項は、６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。 
2.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」に準拠して作成し、「建設業法施行規則」（昭和24年建設省令第14号）に準じて記載しております。  

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 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  1,294,479,623株 20年3月期  1,294,479,623株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  29,135,792株 20年3月期  17,552,974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  1,269,291,260株 20年3月期第1四半期  1,054,067,574株
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種類株式の配当の状況 

普通株式と権利関係の異なる種類株式に係る１株当たり配当金の内訳は以下のとおりであります。 

(注) 第１回Ｂ種優先株式に係る平成21年３月期（予想）配当金は、平成20年４月１日及びその直後の10月１日の２時

点における「日本円TIBOR(６ヶ月物)」の平均値に基づき優先配当年率が計算されますが、本資料発表日現在で

は、平成20年４月１日時点の「日本円TIBOR(６ヶ月物)」に基づく優先配当年率により算出しているため、今後

変動する可能性があります。 

  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                    

第４回Ａ種優先株式 ― 0 00 ― 9 05 9 05 

第１回Ｂ種優先株式 ― 0 00 ― 9 05 9 05 

21年３月期          

第１回Ｂ種優先株式 － － ― ― ―   

21年３月期（予想）     

第１回Ｂ種優先株式 ― 0 00 － － 9 44 9 44 
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「期中平均株式数(連結)」 

「期末発行済株式数(連結)」 

「１．21年３月期第１四半期の連結業績」 指標算式 

〇１株当たり四半期純利益 

〇潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 

〇１株当たり純資産 

「２．21年３月期の連結業績予想」 指標算式 

〇１株当たり予想第２四半期連結累計期間純利益 

〇１株当たり予想当期純利益(通期) 

※ 第１回Ｂ種優先株式に係る優先配当金見込額。なお、本資料発表日現在において、第２四半期末を基準日とする配当は予定してい

ないため、当該優先配当金見込額は、通期業績予想においてのみ当期純利益から控除しております。なお、本資料発表日現在で

は、平成20年４月１日時点の「日本円TIBOR(６ヶ月物)」に基づく優先配当年率により算出しているため、今後変動する可能性が

あります。 

  21年３月期第１四半期 

  株 

 普通株式 1,269,291,260 

 優先株式 106,857,143 

第４回Ａ種優先株式 (16,857,143) 

第１回Ｂ種優先株式 (90,000,000) 

  21年３月期第１四半期 

  株 

 普通株式 1,265,343,831 

 優先株式 90,000,000 

第１回Ｂ種優先株式 (90,000,000) 

四半期純利益 

期中平均普通株式数 

四半期純利益 

期中平均普通株式数 ＋ 潜在株式数(普通株式増加数) 

四半期末純資産の部合計額 － 四半期末発行済優先株式数×発行価額 － 四半期末少数株主持分 

四半期末発行済普通株式数 

予想第２四半期連結累計期間純利益 

四半期末発行済普通株式数 

予想当期純利益 － 普通株主に帰属しない金額※ 

四半期末発行済普通株式数 
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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国内経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発した米国経済の減速、

原油等原材料価格の高騰などにより、企業収益が減少し、また個人消費には減速感が強まるなどたいへん厳しい状

況にあります。 

マンション市場の新規供給戸数は、減少傾向が継続し、首都圏では前年同期比25.6％減の1万1,277戸、近畿圏で

も同比22.4％減の5,595戸の供給にとどまりました。平成19年秋以降の購入者の買い控え傾向が継続しており、在庫

処理が遅れていることもあって、供給時期を先送りしている物件も多いと思われ、販売面でも厳しい状況となって

います。加えて、信用収縮や資金繰りの問題を理由に、不動産会社や建設関連会社の倒産が発生しております。 

このような中、当第１四半期連結会計期間における業績は、売上高1,187億円（前年同期比28.8％減）、営業利益

51億円（同67.4％減）、経常利益46億円（同69.7％減）となり、営業利益率は4.3％（同5.2ポイント減）、経常利

益率3.8％（同5.2ポイント減）となりました。また、近藤産業㈱あて債権のうち取立て不能見込みの18億円を貸倒

引当金繰入額へ計上する等、特別損益において22億円の損失を計上した結果、税金費用等控除後の四半期純利益は

14億円となりました。 

 事業別セグメントの業績は、次のとおりであります。 

建設事業 

建設事業では、首都圏で「ヨコハマオールパークス（第２工区）」（横浜市鶴見区665戸）、「（仮称）吉

祥寺東町計画」（東京都武蔵野市208戸）他、近畿圏で「（仮称）西九条計画」（大阪市此花区365戸）他の

総戸数200戸以上の大規模物件８件を含め、東西合計で15件のマンション工事を受注いたしました。しかし、

マンション市況の低迷により当第１四半期中に着工を予定していた物件の一部は事業計画の見直しを迫ら

れ、第２四半期以降に先送りされました。  

売上高につきましては、首都圏で「インプレスト高品」（千葉市若葉区157戸）、近畿圏で「インプレスト

クロノスクエア」（大阪府大東市130戸）等のマンション工事が完成し、また、一般工事では当社グループの

㈱センチュリーライフが運営を行う「センチュリーシティ常盤台」（東京都板橋区、老人ホーム）と「セン

チュリーシティ都島」（大阪市都島区、老人ホーム）が完成しました。前年同期と比べ大型物件が少なく、

工事期間中の原材料の高騰等による利益率の低下により減収減益となりました。 

以上の結果、売上高880億円（前年同期比10.6％減）、営業利益47億円（同31.9％減）となりました。 

エンジニアリング事業 

エンジニアリング事業では、社会情勢、市場動向、事業性を認識した上での売れる商品づくりから、住宅

としての品質・性能の確保に至るまで、ソフト・ハードの両面から企画設計、プランニングを実践していま

す。環境や安全面に対しても、細心の配慮をするとともに、地域環境との調和を図りながらプロジェクトご

とにふさわしいデザインを行うなど、優れた作品づくりを目指しています。 

首都圏では「ヴァンフォートメイツ川口」（埼玉県川口市72戸）他が竣工し、それぞれの敷地環境を活か

し、建物デザインに内包された日照、眺望に優れた住空間を創出しました。集合住宅以外の分野において

は、「センチュリーシティ常盤台」（東京都板橋区、老人ホーム）が竣工し、その他事務所ビル等も取り組

んでおります。 

近畿圏では、「ライオンズ灘・都通」（神戸市灘区99戸）他が竣工し、都心にありながら11,000㎡におよ

ぶ広大なランドスケープに包まれた大型プロジェクト「セントプレイスシティ」（大阪市都島区725戸）、新

しい住まい選びのシステム「セルフィット」を導入した「ヴィーナススクエア」（滋賀県大津市376戸）が販

売開始を迎え、東海圏においても大型プロジェクトの企画設計がスタートするなど、多様なニーズに応える

商品企画実現に取り組んでおります。 

また、国土交通省が実施する超長期住宅先導的モデル事業の第１回募集に、「住宅の新築に関する提案」

のモデル事業として、①「さいたま市」超長期住宅先導的モデル分譲マンション事業（棟数・戸数：1棟、67

戸（予定）/事業期間：平成20年度から平成22年度）、②「吹田市」超長期住宅先導的モデル分譲マンション

事業（棟数・戸数：1棟、136戸（予定）/事業期間：平成20年度から平成22年度）を応募し、平成20年７月に

選定されております。 

以上のような取り組みをしてまいりましたが、改正建築基準法等に伴い、設計工程等の複雑化や煩雑化に

より設計原価が予想以上に増加したため、売上高15億円（前年同期比3.0％減）、営業利益１億円（同65.1％

減）となりました。 
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不動産事業 

不動産事業における、マンション受託販売においては、景気の先行き不透明感と一部マンションの価格改

定による分譲価格の下落等から、お客様の購入マインドは一層様子見の傾向が強まり、契約戸数が減少しま

した。しかし、住宅への潜在的な需要は強く、お客様のニーズを反映した物件の販売は堅調に推移しており

ますので、商品企画の強化・推進に注力するとともに、価値・信頼・安心感をお届けすることで、事業主様

との中長期に亘る関係強化を図ってまいります。 

不動産分譲事業においては、不動産市況の低迷を受け、大規模物件等の建築受注を目的とした不動産取扱

件数は減少し、分譲マンション共同事業は前期に完成した物件を中心に販売促進活動を行ったものの、依然

厳しい状況にあります。また、ハワイ州オアフ島で推進中の戸建分譲事業は、米国住宅市場悪化の影響を受

け前年同期比減収減益となりました。 

以上の結果、売上高142億円（前年同期比72.7％減）、営業損失３億円となりました。 

賃貸及び管理事業 

マンション建物管理においては、マンション管理市場の供給戸数が大幅に減少する中、引き続き大規模分

譲マンションを中心とした管理受託を促進するとともに、積極的な営業展開により当社施工以外の物件の管

理受託も伸長し、管理戸数は20万戸に近づきつつあります。また、賃貸管理及び社宅管理代行においても、

運営戸数、受託戸数ともに順調に増加しました。 

売上高は、管理戸数の堅調な伸びにより増収となりましたが、将来の管理物件増加に対応するための先行

投資による経費の増加、サブプライムローン問題に端を発した不動産投資市況の悪化により、賃貸及び管理

事業全体では、売上高125億円（前年同期比3.4％増）、営業利益５億円（同56.0％減）となりました。 

ホテル事業 

ホテル事業では、「浦安ブライトンホテル」において、東京ディズニーリゾート25周年記念による影響に

より稼動率が向上し、前年同期比で売上高が増加いたしました。また、ブライトンホテルグループ５番目の

「ホテルブライトンシティ大阪北浜」が平成20年４月よりオープンしたため、ホテル事業全体では売上高は

増加しましたが、開業費等の増加もあり、売上高28億円（前年同期比5.3％増）、営業損失72百万円となりま

した。 

その他の事業 

その他の事業では、シニアリビング事業の高齢者向けサービス付マンション「センチュリーシティ大宮公

園」、「センチュリーシティ北浦和」ともに、引き続き高稼働率で推移し「センチュリーシティ西千葉」の

稼働率も75％まで上昇しております。 

また、平成20年７月に「センチュリーシティ常盤台」(東京都板橋区)が新たに開業し、同年９月には「セ

ンチュリーシティ都島」(大阪市都島区)の開業を予定しております。 

印刷事業及びレンタル事業は新商品投入も相まって売上高は堅調に推移いたしました。また保険代理店事

業も前年同期並みの水準を維持し、その他の事業全体では、売上高14億円（前年同期比7.8％増）、営業利益

２億円（同1.0％減）となりました。 
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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末の連結総資産は、前連結会計年度末に比べ292億円減少し、4,570億円となりまし

た。これは主に、現金預金及び受取手形・完成工事未収入金等が減少したことによるものであります。 

連結総負債は、前連結会計年度末に比べ15億円減少し、3,737億円となりました。これは主に、短期借入金が増加

した一方で、支払手形・工事未払金等が減少したことによるものであります。 

連結純資産は、前連結会計年度末に比べ277億円減少し、833億円となりました。これは主に、自己株式の償還及

び消却、剰余金の配当により利益剰余金が減少したことによるものであります。 

（キャッシュ・フローの状況） 

当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ114億円減少し、

510億円となりました。 

営業活動によるキャッシュ・フローは、12億円の資金の増加となりました。これは主に、税金等調整前四半期純

利益、売上債権の増減による資金の増加、仕入債務及び未成工事支出金等の増減による資金の減少によるものであ

ります。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、27億円の資金の減少となりました。これは主に、定期預金の預入、有形

及び無形固定資産の取得による資金の減少によるものであります。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、95億円の資金の減少となりました。これは主に、短期借入金の増減によ

る資金の増加、自己株式の償還及び配当金の支払による資金の減少によるものであります。 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

平成20年５月15日に公表いたしました連結業績予想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 

① 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、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

下げを行っております。また、営業循環過程から外れた滞留又は処分見込等のたな卸資産で前連結会計年度末

において帳簿価額を処分見込価額まで切下げているものについては、前連結会計年度以降に著しい変化がない

と認められる限り、前連結会計年度末における貸借対照表価額で計上しております。 

② 固定資産の減価償却費の算定方法 

減価償却の方法として定率法を採用している固定資産の減価償却費については、連結会計年度に係る減価償却

費の額を期間按分して算定しております。 

(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 

 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」に準拠して作成し、「建設業法施行規則」（昭和24年建設省令第14号）に準じて記載しております。 

(４) その他 

国土交通省より本年７月８日に「六会コンクリート㈱が出荷したレディーミクストコンクリートの一部がＪＩ

Ｓ規格に適合していない」旨の発表が行なわれておりますが、当社が施工者として神奈川県内で建設中の新築分

譲マンション４物件において、建物の一部等に当該コンクリートが使用されていることが判明しております。こ

の判明した内容については、各特定行政庁に建築基準法に基づく報告書を提出しておりますが、今後、特定行政

庁より当該コンクリートの使用により建築基準法に適合しないと特定された建物部位については、国土交通省及

び特定行政庁より示される方針等に従い、適切な対応を行なってまいります。 

㈱長谷工コーポレーション (1808) 平成21年３月期第１四半期決算短信

-6-



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

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   

現金預金 53,122 62,639

受取手形・完成工事未収入金等 71,254 94,837

未成工事支出金等 14,876 11,974

販売用不動産 69,228 71,299

不動産事業支出金 47,575 46,009

開発用不動産等 41,917 44,840

短期貸付金 1,900 1,840

繰延税金資産 15,656 17,012

その他 13,615 9,360

貸倒引当金 △502 △171

流動資産合計 328,640 359,641

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物 56,898 56,852

機械、運搬具及び工具器具備品 10,764 10,408

土地 35,118 35,091

建設仮勘定 3,819 3,308

減価償却累計額 △37,348 △36,792

有形固定資産計 69,251 68,867

無形固定資産   

借地権 898 898

その他 1,432 1,508

無形固定資産計 2,329 2,406

投資その他の資産   

投資有価証券 8,063 8,363

長期貸付金 3,609 4,439

繰延税金資産 33,761 33,575

その他 16,056 11,523

貸倒引当金 △4,722 △2,609

投資その他の資産計 56,767 55,290

固定資産合計 128,347 126,563

資産合計 456,987 486,204
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（単位：百万円）

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・工事未払金等 108,320 131,427

短期借入金 30,553 15,424

1年内返済予定の長期借入金 31,800 31,800

未払法人税等 105 851

未成工事受入金 29,231 30,792

不動産事業受入金 4,004 5,731

完成工事補償引当金 3,057 3,128

賞与引当金 1,190 2,572

その他 38,240 26,538

流動負債合計 246,500 248,263

固定負債   

長期借入金 118,014 117,828

退職給付引当金 1,539 1,555

その他 7,652 7,579

固定負債合計 127,205 126,962

負債合計 373,706 375,225

純資産の部   

株主資本   

資本金 50,000 50,000

利益剰余金 46,833 68,573

自己株式 △5,317 △3,638

株主資本合計 91,516 114,936

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △268 △224

為替換算調整勘定 △8,268 △4,051

評価・換算差額等合計 △8,537 △4,275

少数株主持分 302 318

純資産合計 83,281 110,978

負債純資産合計 456,987 486,204
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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：百万円）

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  

完成工事高 87,028

設計監理売上高 1,454

賃貸管理収入 14,968

不動産売上高 14,157

その他の事業収入 1,055

売上高合計 118,661

売上原価  

完成工事原価 78,459

設計監理売上原価 768

賃貸管理費用 12,978

不動産売上原価 13,362

その他の事業費用 848

売上原価合計 106,415

売上総利益  

完成工事総利益 8,569

設計監理総利益 686

賃貸管理総利益 1,990

不動産売上総利益 795

その他の事業総利益 207

売上総利益合計 12,246

販売費及び一般管理費 7,101

営業利益 5,145

営業外収益  

受取利息 182

受取配当金 34

その他 116

営業外収益合計 332

営業外費用  

支払利息 667

持分法による投資損失 199

その他 57

営業外費用合計 923

経常利益 4,554

特別利益  

固定資産売却益 12

その他 2

特別利益合計 14
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（単位：百万円）

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) 

特別損失  

固定資産処分損 12

減損損失 6

貸倒引当金繰入額 2,150

その他 55

特別損失合計 2,222

税金等調整前四半期純利益 2,346

法人税、住民税及び事業税 50

法人税等調整額 916

法人税等合計 966

少数株主損失（△） △2

四半期純利益 1,381
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

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 2,346

減価償却費 912

減損損失 6

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,444

受取利息及び受取配当金 △216

支払利息 667

持分法による投資損益（△は益） 199

投資有価証券評価損益（△は益） 35

固定資産処分損益（△は益） △0

売上債権の増減額（△は増加） 23,583

未成工事支出金等の増減額（△は増加） △2,903

たな卸資産の増減額（△は増加） △194

仕入債務の増減額（△は減少） △22,833

未成工事受入金の増減額（△は減少） △1,561

その他 △655

小計 1,830

利息及び配当金の受取額 214

利息の支払額 △20

法人税等の支払額 △816

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,207

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 △2,000

有形及び無形固定資産の取得による支出 △1,678

有形及び無形固定資産の売却による収入 224

貸付けによる支出 △130

貸付金の回収による収入 902

敷金及び保証金の差入による支出 △70

敷金及び保証金の回収による収入 76

その他 8

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,667

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） 15,129

長期借入れによる収入 204

自己株式の償還による支出 △18,240

自己株式の取得による支出 △1,680

配当金の支払額 △4,881

少数株主への配当金の支払額 △14

その他 0

財務活動によるキャッシュ・フロー △9,481
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（単位：百万円）

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) 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △463

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △11,405

現金及び現金同等物の期首残高 62,426

現金及び現金同等物の四半期末残高 51,022
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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

準拠して作成し、「建設業法施行規則」（昭和24年建設省令第14号）に準じて記載しております。 

(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） 

(注)  事業区分の方法及び各区分に属する主要な事業の内容 

(1) 事業区分の方法 

 日本標準産業分類及び連結損益計算書の売上集計区分を勘案して区分しました。 

(2) 各区分に属する主要な事業の内容 

建設事業      ：建築・土木その他建設工事全般に関する請負及び建設事業に附帯する業務受託 

エンジニアリング事業：建築物の企画、設計、監理及びコンサルティング 

不動産事業     ：不動産の売買、交換及び仲介、販売受託 

賃貸及び管理事業  ：オフィスビル・マンションの賃貸、建物管理、賃貸管理 

ホテル事業     ：ホテルの企画・運営 

その他の事業    ：シニアリビング事業、印刷関連事業等 

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） 

 全セグメントの売上高の合計に占める「本邦」の割合がいずれも90％を超えているため、所在地別セグメン

ト情報の記載を省略しております。 

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、いずれも連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

(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） 

第４回Ａ種優先株式について、平成20年５月15日開催の取締役会において、償還のための取得につき決議

し、平成20年６月27日開催の取締役会の決議に基づき同株式を消却したことにより、利益剰余金が18,240百万

円減少しております。また、剰余金の配当並びに当連結四半期純利益の増減の結果、利益剰余金全体では、前

連結会計年度末の68,573百万円から21,740百万円減少し、46,833百万円となっております。 

また、当社子会社吸収合併に反対する株主から平成20年５月２日に自己株式の買取りを実施したことによ

り、自己株式が前連結会計年度末の3,638百万円から1,679百万円増加し、5,317百万円となっております。 

これらの結果、当第１四半期連結累計期間において、株主資本合計は前連結会計年度末の114,936百万円か

ら23,420百万円減少し、91,516百万円となっております。 

  
建設事業 

（百万円） 

エンジニア
リング事業 
（百万円） 

不動産事業
（百万円）

賃貸及び 
管理事業 

（百万円）

ホテル事業
（百万円）

その他の 
事業 

（百万円）

計 
（百万円） 

消去 
又は全社 
（百万円）

連結 
（百万円）

売上高                   

(1) 外部顧客に対する

売上高 
87,028 1,454 14,157 12,143 2,824 1,055 118,661 ― 118,661 

(2) セグメント間の 

内部売上高 

又は振替高 

1,015 7 6 308 16 353 1,705 (1,705) ― 

計 88,042 1,461 14,164 12,451 2,840 1,408 120,366 (1,705) 118,661 

営業利益又は 

営業損失(△) 
4,738 121 △346 541 △72 190 5,172 (27) 5,145 
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６．その他の情報 

四半期個別受注の概況 

 (1) 個別受注実績 

(注)パーセント表示は、前年同期増減率 

 (参考) 受注実績内訳                                                                      〔単位：百万円〕 

(注)構成比の内（ ）は、工事計に対する内訳 

 (2) 個別受注予想 

(注)パーセント表示は、前年同期増減率 

【個別受注実績及び個別受注予想に関する定性的情報等】 

当第１四半期累計期間の個別受注実績は、工事については昨今のマンション市況の低迷の影響を受け、前年同期より

303億円減少し792億円（前年同期比27.7％減）となり、受注全体では827億円（同28.2％減）となりました。 

なお、第２四半期累計期間及び通期の受注予想については変更ありません。 

   受 注 高 

  百万円 ％ 

21年３月期第１四半期累計期間 82,727 △28.2

20年３月期第１四半期累計期間 115,226 22.4 

    
20年３月期第１四半期累計期間 

(平成19.4.1～19.6.30） 

21年３月期第１四半期累計期間 

(平成20.4.1～20.6.30） 

比 較 増 減 

  

       金  額  構成比  金  額  構成比  金  額  増減率 

  民 間 分 譲 マンション 106,236 ( 97.0%) 73,467 ( 92.7%) △32,769 (△30.8%) 

受 一        般 3,126 (  2.9%) 2,611 (  3.3%) △515 (△16.5%) 

  建  築  工  事 109,362 ( 99.9%) 76,078 ( 96.0%) △33,284 (△30.4%) 

  土  木  工  事 154 (  0.1%) 3,138 (  4.0%) 2,984  (   ― %) 

注 工 事 計 109,516  95.0% 79,216 95.8% △30,300 △27.7% 

   業  務  受  託 3,572 3.1% 2,298 2.8% △1,275 △35.7% 

   建 設 事 業 計 113,088  98.1% 81,514 98.5% △31,574 △27.9% 

高  設  計  監  理 2,138  1.9% 1,213 1.5% △925 △43.3% 

  合  計 115,226 100.0% 82,727 100.0% △32,500 △28.2% 

  第２四半期累計期間 通 期 

  百万円 ％  百万円  ％ 

21年３月期予想 180,000 3.7 400,000 8.8 

20年３月期実績 173,647 △18.4 367,585 △18.8 
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「参考資料」 

前四半期に係る財務諸表等 

(要約) 四半期連結損益計算書 

科目 

前年同四半期 
（自 平成19年４月１日 
至 平成19年６月30日） 

金額（百万円） 

Ⅰ 売上高 166,631 

Ⅱ 売上原価 144,674 

売上総利益 21,957 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 6,180 

営業利益 15,777 

Ⅳ 営業外収益 278 

Ⅴ 営業外費用 1,030 

経常利益 15,025 

Ⅵ 特別利益 560 

Ⅶ 特別損失 102 

税金等調整前四半期純利益 15,483 

法人税、住民税及び事業税 221 

法人税等調整額 411 

少数株主利益 29 

四半期純利益 14,822 
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