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１．平成20年9月期第3四半期の連結業績（平成19年10月１日　～　平成20年６月30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3四半期 3,287 △7.4 1 △93.6 △560 － △916 －

19年9月期第3四半期 3,549 24.9 29 － 230 － 59 －

19年9月期 4,841 18.2 △60 － △38 － △4,422 －

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3四半期 △2 27 － －

19年9月期第3四半期 0 14 － －

19年9月期 △10 55 － －

（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3四半期 14,679 13,342 90.9 32 99

19年9月期第3四半期 20,334 18,985 93.4 45 81

19年9月期 15,973 14,605 90.3 35 68

（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3四半期 744 △152 △0 3,613

19年9月期第3四半期 △5,305 △1,234 △517 2,556

19年9月期 △4,543 △2,013 △803 3,033
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２．配当の状況

１株当たり配当金

（基準日） 第3四半期末

 円 銭

20年9月期第3四半期 － －

19年9月期第3四半期 － －

３．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】

 （％表示は対前期増減率）

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

通期 5,000 3.3 150 － △360 － △230 －  △54

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）　　　：　有

　新規 　１社  　除外 　３社 　

（２）会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無　　　　　　　　　　　　　　　　：　有

（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　　　　　　　　　　　　　　：　無

 

（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】３．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

本資料に記載されている業績の見直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。
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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３四半期におけるわが国経済は、サブプライムローン問題に起因する国際金融市場の混乱や原油・原材料価格

の高騰、更には消費者物価の緩やかな上昇などにより、景気は減速する中で推移しました。

　こうした状況のもと、インベストメント事業は不動産及び株式投資が影響を蒙り、当該事業は売上高を計上できな

かったという厳しい結果になりましたが、当第１四半期に取得した不動産物件の賃貸先募集に注力し当事業の強化を

図っております。

　また、当社グループの中核であるゴルフ・リゾート事業においては、冬季における想定外の天候不順というアクシ

デントがありましたが、姫路相生カントリークラブの会員募集、レストランしゅんの売却等により業績は向上してお

ります。

　この結果、当第３四半期の業績は、売上高32億87百万円（前年同期比7.4％減）、営業利益１百万円（前年同期比

93.6％減）、経常損失５億60百万円（前年同期経常利益２億30百万円）、四半期純損失９億16百万円（前年同期純利

益59百万円）となりました。

　営業利益に関しましては、ゴルフ・リゾート事業の各ゴルフ場における来場者数は天候不順等により減少したため

営業損失３億72百万円を計上しましたが、ＩＴ事業のインターネットデータストレージが事業計画どおり実績をあげ

たために、営業利益１百万円となりました。

　経常損失につきましては、営業外費用として持分法による投資損失４億75百万円の計上が主な要因であります。ま

た、四半期純損失につきましては、特別利益として固定資産売却益４億75百万円の計上がありましたが、特別損失と

して投資不動産売却損１億26百万円、投資有価証券評価損２億27百万円、貸倒引当金繰入額３億27百万円、減損損失

１億23百万円の計上によるものが主な要因であります。

また、投資有価証券評価損２億27百万円は東京平成ファンド投資事業有限責任組合１号の保有する株式が著しく下落

したため、本来なら決算期に行うべき株式の時価評価を監査法人と協議のうえ、当第３四半期で計上しました。

 

事業別セグメントの業績は次のとおりであります。

 

【ゴルフ・リゾート事業】におきましては、消費者マインドの悪化や天候不順の影響により各ゴルフ場とも来場者が

減少しましたが、姫路相生カントリークラブの売上が加算されたことで、売上総額では増加となりました。

　この結果、売上高11億39百万円（前年同期比3.5％増）、営業損失３億72百万円（前年同期営業損失１億47百万円）

となりました。

 

【ファイナンス事業】におきましては、売上高で営業貸付収益51百万円、割賦売上高72百万円の減少でしたが、リー

ス事業においてはリースの新規契約は微増でありましたが、着実に収益をあげております。

　この結果、売上高91百万円（前年比45.1％減）、営業利益28百万円（前年比63.7％減）となりました。

 

【インベストメント事業】におきましては、当該事業を取巻く経済環境が先行き不透明なので状況を静観しておりま

す。

　この結果、売上高０円（前年同期売上高３億55百万円）、営業損失13百万円（前年同期営業損失3百万円）となりま

した。

 

【建設事業】におきましては、公共事業の競争激化、建設資材の高騰によるコストアップの影響を受けましたが、不

採算支店及び営業所の廃止等の営業努力の結果、対売上営業利益率が改善されました。

　この結果、売上高13億97百万円（前年同期比8.2％減）、営業損失39百万円（前年同期営業損失82百万円）となりま

した。

 

【リアルエステート事業】は不動産市況が急速に悪化していると分析しております。従って、積極的経営はハイリス

クを伴うと判断し営業活動は控えております。

　この結果、売上高０円（前年同期売上高４億62百万円）、営業損失28百万円（前年同期営業利益78百万円）となり

ました。

 

【IT事業】は、平成19年４月より開始した広域負荷分散型のインターネットデータストレージ事業ですが、当期第３

四半期までは事業計画どおりに実績をあげております。

　この結果、売上高６億82百万円（前年同期比279.2％増）、営業利益４億26百万円（前年同期比246.3％増）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

（１）資産、負債及び純資産の状況

　当第３四半期の総資産は前年同期に比べ56億55百万円減少し146億79百万円となりました。流動資産は16億95百万

円減少し63億10百万円、固定資産は39億60百万円減少し83億69百万円となりました。

流動資産減少の主な要因は営業出資金、営業貸付金の減少18億13百万円及び貸倒引当金の増加17億９百万円、固定

資産減少の主な要因は建物及び土地の売却による15億79百万円であります。

負債合計の減少の主な要因は支払手形及び工事未払金等が１億40百万円減少したためであります。純資産では利益

剰余金53億44百万円減少しておりますが、これは前連結会計年度に計上した減損損失32億円、貸倒引当金繰入額11

億24百万円及び当第３四半期純損失９億16百万円が主な要因であります。

 

（２）キャッシュ・フローの状況

　当第３四半期における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度に比較し

て５億79百万円増加し36億13百万円となりました。各キャッシュフローの状況とそれらの要因は次のとおりであり

ます。

 

（営業活動におけるキャッシュ・フロー）

　営業活動による資金の増加は７億44百万円となりました。営業貸付金の減少額５億33百万円、預け金の減少額５

億50百万円及び売上債権の減少額１億75百万円が主な要因であります。

 

（投資活動におけるキャッシュ・フロー）

　投資活動による資金の減少は１億52百万円となりました。これは、投資不動産の取得による支出23億61百万円が

あった一方、有形固定資産の売却による収入20億76百万円、投資有価証券の売却による収入１億60百万円があった

ことによるものです。

 

（財務活動におけるキャッシュ・フロー）

　財務活動による資金の減少は自己株式の取得による支出であります。

３．連結業績予測に関する定性的情報

　　　　連結業績予測につきましては変更ございません。特にゴルフ・リゾート事業における各ゴルフ場の子会社（株式

　　　会社A.Cインターナショナル）への合併効果や姫路相生カントリークラブの会員募集業績向上を見込んでおりま

　　　す。また、当第１四半期に取得した不動産物件の賃貸先募集に注力し、インベストメント事業における業績の成果

　　　を見込んでおります。しかしながら、ゴルフ・リゾート事業における想定外の天候不順があった場合や株式市場、

　　　不動産状況の変動によって、変更の必要性のある場合には速やかに発表してまいります。

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）

 　 新規１社（社名（株）姫路相生カントリークラブ）

　　除外３社（社名（株）ランデヴー、オカザキファンド投資事業有限責任組合、トラストゲートＢ号投資事業組合）

　　　　　　　　　　　

 

（２）会計処理の方法における簡便な方法の採用

 　 税金費用は年次決算と同様の方法による簡便的な方法を採用しております。

　　一般債権の貸倒見積高の算定については、簡便的な方法を採用しております。

 

（３）最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更

     該当事項はありません。
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５．（要約）四半期連結財務諸表

(1）（要約）四半期連結貸借対照表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

科目

前年同四半期末
（平成19年9月期
第3四半期末）

当四半期末
（平成20年9月期
第3四半期末）

増減
（参考）前期末

（平成19年9月期末）

金額（千円） 金額（千円）
金額

（千円）
増減率
（％）

金額（千円）

（資産の部）      

Ⅰ　流動資産      

　１．現金預金 2,556,323 3,613,825 1,057,501  3,033,868

　２．受取手形及び完
　　　成工事未収入金
　　　等

420,392 348,914 △71,477  530,881

  ３．たな卸資産 405,242 287,090 △118,151  416,081

　４．未収入金 803,418 1,687,111 883,693  777,322

  ５．営業出資金 1,357,000 997,000 △360,000  1,057,000

  ６．営業貸付金 2,074,800 621,384 △1,453,415  1,155,300

  ７．その他 406,797 483,159 76,361  1,214,455

　　　貸倒引当金 △18,446 △1,728,383 △1,709,936  △1,150,113

流動資産合計 8,005,527 6,310,103 △1,695,423 △21.2 7,034,795

Ⅱ　固定資産      

（１）有形固定資産      

　(ア)賃貸資産      

　１．リース資産 122,338 130,534 8,196  153,160

　(イ)社用資産      

  １．建物及び構築物 1,953,613 875,532 △1,078,080  1,866,654

  ２．機械装置及び
　　　　運搬具

300,522 249,681 △50,840  294,871

　３．工具器具備品 891,629 877,552 △14,077  1,101,564

  ４. 土地 3,084,950 2,497,843 △587,106  3,082,709

   有形固定資産合計 6,353,052 4,631,143 △1,721,908  6,498,959

（２）無形固定資産      

　１．のれん 493,508 － △493,508  －

　２．ソフトウェアー 21,080 16,000 △5,079  25,731

　３．その他 5,554 2,992 △2,561  －

　 無形固定資産合計 520,143 18,992 △501,150  25,731

（３）投資その他の資産      

　１．投資有価証券 3,565,424 208,542 △3,356,881  262,710

　２．関係会社株式 － 644,054 644,054  1,491,097

　３．投資不動産 1,800,000 2,515,972 715,972  395,577

　４．その他 119,659 362,384 242,724  289,673

　　　貸倒引当金 △29,070 △12,049 17,020  △25,509

　投資その他の資産合計　
　　　

5,456,013 3,718,903 △1,737,109  2,413,550

固定資産合計 12,329,209 8,369,040 △3,960,168 △32.1 8,938,241

資産合計 20,334,736 14,679,143 △5,655,592 △27.8 15,973,037
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科目

前年同四半期末
（平成19年9月期
第3四半期末）

当四半期末
（平成20年9月期
第3四半期末）

増減
（参考）前期末

（平成19年9月期末）

金額（千円） 金額（千円）
金額

（千円）
増減率
（％）

金額（千円）

（負債の部）      

Ⅰ　流動負債      

　１．支払手形及び工
　　　事未払金等　　

433,484 292,619 △140,864  372,113

　２．未払法人税等 39,410 31,134 △8,276  67,541

　３．未払消費税等 9,415 85,655 76,239  11,306

　４．未成工事受入金 179,053 224,064 45,011  200,794

　５．その他 217,879 231,838 13,959  248,999

流動負債合計 879,242 865,312 △13,930 △1.6 900,755

Ⅱ　固定負債      

　１．退職給付引当金 197,281 160,337 △36,943  193,318

　２．その他 272,440 310,971 38,531  273,458

固定負債合計 469,721 471,308 1,587 0.3 466,776

負債合計 1,348,963 1,336,620 △12,343 △0.9 1,367,531

（純資産の部）      

Ⅰ　株主資本      

　１．資本金 3,500,000 3,500,000 － － 3,500,000

　２．資本剰余金 15,551,943 15,551,943 － － 15,551,943

　３．利益剰余金 274,311 △5,069,842 △5,344,154 － △3,990,420

　４．自己株式 △317,764 △604,068 △286,304 90.1 △604,065

株主資本合計 19,008,490 13,378,032 △5,630,458 △29.6 14,457,456

Ⅱ　評価・換算差額等      

　１．その他有価証券
　　　評価差額金

△22,718 △35,508 △12,790 56.3 △26,005

評価・換算差額等合
計

△22,718 △35,508 △12,790 56.3 △26,005

Ⅲ　少数株主持分 － － － － 174,055

純資産合計 18,985,772 13,342,523 △5,643,249 △29.7 14,605,506

負債純資産合計 20,334,736 14,679,143 △5,655,592 △27.8 15,973,037
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(2）（要約）四半期連結損益計算書

科目

前年同四半期
（平成19年9月期
第3四半期）

当四半期
（平成20年9月期
第3四半期）

増減
（参考）前期

（平成19年9月期）

金額（千円） 金額（千円）
金額

（千円）
増減率
（％）

金額（千円）

Ⅰ　売上高 3,549,163 3,287,059 △262,104 △7.4 4,841,759

Ⅱ　売上原価 1,875,112 1,736,708 △138,404 △7.4 2,533,238

売上総利益 1,674,051 1,550,350 △123,700 △7.4 2,308,520

Ⅲ　販売費及び一般管
　　理費

1,644,877 1,548,487 △96,390 △5.9 2,368,945

営業利益又は営業
損失（△）

29,173 1,863 △27,309 △93.6 △60,424

Ⅳ　営業外収益 220,637 68,151 △152,486 △69.1 77,808

Ⅴ　営業外費用 19,513 630,477 610,963 － 55,677

経常利益又は経常
損失（△）　

230,297 △560,462 △790,760 － △38,293

Ⅵ　特別利益 57,223 519,194 461,971 807.3 82,608

Ⅶ　特別損失 200,109 837,212 637,103 318.4 4,618,057

　税金等調整前四半期
　（当期）純利益又は
　純損失（△）　　　　
　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　

87,411 △878,480 △965,891 － △4,573,742

　法人税、住民税及び
　事業税

21,130 38,221 17,091 80.9 27,011

　法人税等調整額 6,756 － △6,756 － 16,759

　少数株主損失 － － － － 194,944

　四半期（当期）純利
　益又は純損失（△）　
　

59,524 △916,702 △976,226 － △4,422,568
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(3）（要約）四半期連結株主資本等変動計算書

前第３四半期連結会計期間（自　平成18年10月１日　至　平成19年６月30日）

株主資本 　評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

その他　　
有価証券　
評価差額金

　

評価・換算
差額等合計

　

平成18年９月30日　  
残高（千円）

3,500,000 15,551,943 214,787 △260 19,266,470 △83,662 △83,662 200,000 19,382,807

第３四半期中の変動額

第３四半期純利益 － － 59,524 － 59,524 － － － 59,524

自己株式の取得 － － － △317,504 △317,504 － － － △317,504

株主資本以外の項目
の第３四半期中の変
動額（純額）

－ － － － － 60,944 60,944 △200,000 △139,055

第３四半期中の変動額　
合計
（千円）

－ － 59,524 △317,504 △257,979 60,944 60,944 △200,000 △397,035

平成19年６月30日残高
（千円）

3,500,000 15,551,943 274,311 △317,764 19,008,490 △22,718 △22,718 － 18,985,772

当第３四半期連結会計期間（自　平成19年10月１日　至　平成20年６月30日）

株主資本 　評価・換算差額金

少数株主　
持分

純資産合計
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

その他　　
有価証券　
評価差額金

　

評価・換算
差額等合計

　

平成19年９月30日　残
高（千円）

3,500,000 15,551,943 △3,990,420 △604,065 14,457,456 △26,005 △26,005 174,055 14,605,506

第３四半期中の変動額

第３四半期純損失 － － △916,702 － △916,702 － － － △916,702

自己株式の取得 － － － △3 △3 － － － △3

新規連結に伴う利益
剰余金の増加

－ － △243 － △243 － － － △243

連結除外による利益
剰余金の減少

－ － △162,475 － △162,475 － － － △162,475

株主資本以外の項目
の第３四半期中の変
動額（純額）

－ － － － － △9,503 △9,503 △174,055 △183,558

第３四半期中の変動額　　
合計
（千円）

－ － △1,079,421 △3 △1,079,424 △9,503 △9,503 △174,055 △1,262,983

平成20年６月30日残高
（千円）

3,500,000 15,551,943 △5,069,842 △604,068 13,378,032 △35,508 △35,508 － 13,342,523
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(参考）前期（平成19年９月期）

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（千円） 3,500,000 15,551,943 214,787 △260 19,266,470

連結会計年度中の変動額

当期純損失 － － △4,422,568 － △4,422,568

自己株式の取得 － － － △603,805 △603,805

新規連結に伴う利益剰余金の増加 － － 217,360 － 217,360

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（千円）
 

－ － △4,205,208 △603,805 △4,809,013

平成19年９月30日　残高（千円） 3,500,000 15,551,943 △3,990,420 △604,065 14,457,456

評価・換算差額金

新株予約権 少数株主持分 純資産合計その他有価証券　　
評価差額金　

評価・換算差額金　
合計　

平成18年９月30日　残高（千円） △83,662 △83,662 200,000 － 19,382,807

連結会計年度中の変動額

当期純損失 － － － － △4,422,568

自己株式の取得 － － － － △603,805

新規連結に伴う利益剰余金の増加 － － － － 217,360

株主資本以外の項目の連結会計年
度中の変動額（純額）

57,657 57,657 △200,000 174,055 31,712

連結会計年度中の変動額合計（千円）
 

57,657 57,657 △200,000 174,055 △4,777,301

平成19年９月30日　残高（千円） △26,005 △26,005 － 174,055 14,605,506
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(4）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前年同四半期
（平成19年9月期
第3四半期）

当四半期
（平成20年9月期
第3四半期）

（参考）前期
（平成19年9月期）

区分 金額（千円） 金額（千円）　 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（当期）純利益・損失（△） 87,411 △878,480 △4,573,742

    減価償却費 166,291 302,256 286,579

    減損損失 － 123,581 3,200,537

　　のれん償却額 87,089 － 116,119

　　貸倒引当金の増加・減少(△）額 △821 241,673 1,127,284

    退職給付引当金の増加・減少(△)額 △84,437 △32,980 △88,400

　　持分法による投資損失 － 475,043 28,170

　　有形固定資産売却益 △24,589 △475,048 －

　　有価証券評価損 － 32,992 －

　　有価証券売却損 － 70,280 －

 　 投資有価証券売却益 △13,687 △30,758 △27,687

　　投資有価証券評価損 166,309 227,150 241,223

　　投資有価証券売却損 29,430 － 29,430

 　 投資事業組合運用益 △169,660 － △336

　　投資不動産売却損 － 126,797 －

 　 売上債権の増加(△)・減少額 75,891 175,537 47,019

 　 未成工事支出金の増加(△)・減少額 △170,053 100,245 △153,836

　　預け金の増加(△)・減少額 － 550,000 △543,226

　　未収入金の増加(△)・減少額 － △910,191 △738,682

 　 営業出資金の増加(△)・減少額 △1,017,000 60,000 △717,000

 　 営業貸付金の増加(△)・減少額 △1,825,800 533,915 △906,300

 　 その他流動資産の増加(△)・減少額 △852,905 5,436 △97,728

　　投資不動産の増加(△)・減少額 △1,800,000 － △1,800,000

    仕入債務の増加・減少(△)額 52,865 △73,264 △8,504

    未成工事受入金の増加・減少(△)額 114,137 23,270 135,878

　　その他 △72,678 134,067 △61,803

小計 △5,252,206 781,523 △4,505,005

　　利息及び配当金の受取額 2,913 3,532 5,026

　　法人税等の支払額 △56,510 △40,879 △43,960

営業活動によるキャッシュ・フロー △5,305,803 744,177 △4,543,938
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前年同四半期
（平成19年9月期
第3四半期）

当四半期
（平成20年9月期
第3四半期）

（参考）前期
（平成19年9月期）

区分 金額（千円） 金額（千円）　 金額（千円）

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー    

　　有価証券の売却による収入 － 141,165 －

　  有形固定資産の取得による支出 △1,216,019 △46,109 △1,551,696

　　有形固定資産の売却による収入 41,316 2,076,706 42,860

　　投資有価証券の取得による支出 △222,401 △65,400 △222,401

　　投資有価証券の売却による収入 135,796 160,420 200,796

　　関係会社株式の取得による支出 － － △846,380

　　子会社株式の売却による収入 － 40,000 －

　　投資不動産の取得による支出 － △2,361,956 －

　　投資不動産の売却による収入 － － 331,653

　　貸付金の回収による収入 27,161 24,725 38,419

　　その他の投資支出 78 △122,447 △7,106

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,234,068 △152,895 △2,013,854

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

　　新株予約権の買取による支出 △200,000 － △200,000

　　自己株式の取得による支出 △317,504 △3 △603,805

財務活動によるキャッシュ・フロー △517,504 △3 △803,805

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額（又は減少額） △7,057,376 591,278 △7,361,598

　　新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 2,819 781,767

　　連結除外による現金及び現金同等物の減少額　 － △14,141 －

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 9,613,699 3,033,868 9,613,699

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 2,556,323 3,613,825 3,033,868
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(5）セグメント情報

〔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３四半期）

 

ゴルフ・
リゾート
事業
（千円）

ファイナ
ンス事業 
（千円） 

インベス
トメント
事業 
（千円） 

建設事業
（千円）

リアルエス
テート事業
　
(千円）　

IT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

1,098,171 153,620 355,128 1,299,451 462,792 180,000 3,549,163 － 3,549,163

(2）セグメント

間の内部売

上高又は振

替高

3,045 13,741 － 223,342 － － 240,130 △240,130 －

計 1,101,216 167,361 355,128 1,522,794 462,792 180,000 3,789,294 △240,130 3,549,163

営業費用 1,248,433 89,755 359,001 1,605,572 384,058 56,719 3,743,540 △223,550 3,519,990

営業利益又は

営業損失

（△）

△147,216 77,606 △3,873 △82,777 78,734 123,280 45,753 △16,580 29,173

当四半期（平成20年９月期第３四半期）

 
ゴルフ・リ
ゾート事業
（千円）

ファイナン
ス事業 
（千円） 

インベトメ
ント事業 
（千円） 

建設事業
（千円）

リアルエス
テート事業
（千円）

IT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

1,139,263 67,931 － 1,397,364 － 682,500 3,287,059 － 3,287,059

(2）セグメント

間の内部売

上高又は振

替高

－ 23,949 － － － － 23,949 △23,949 －

計 1,139,263 91,880 － 1,397,364 － 682,500 3,311,008 △23,949 3,287,059

営業費用 1,511,739 63,689 13,539 1,436,769 28,197 255,638 3,309,573 △24,377 3,285,195

営業利益又は

営業損失

（△）

△372,475 28,190 △13,539 △39,404 △28,197 426,861 1,435 428 1,863
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（参考）前期（平成19年9月期）

 
ゴルフ・リ
ゾート事業
（千円）

ファイナン
ス事業 
（千円） 

インベスト
メント　　
事業 
（千円） 

建設事業
（千円）

リアルエス
テート事業
（千円）

ＩＴ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

1,586,852 172,417 358,044 1,849,152 462,792 412,500 4,841,759 － 4,841,759

(2）セグメント

間の内部売

上高又は振

替高

142 52,149 － 232,694 － － 284,987 △284,987 －

計 1,586,995 224,567 358,044 2,081,847 462,792 412,500 5,126,746 △284,987 4,841,759

営業費用 1,820,846 137,426 518,125 2,165,532 393,952 134,618 5,170,502 △268,318 4,902,183

営業利益又は

営業損失

（△）

△233,851 87,140 △160,081 △83,684 68,839 277,881 △43,755 △16,669 △60,424

　　　[所在地別セグメント情報]

　　　　当四半期（平成20年第３四半期）及び前年同四半期（平成19年第３四半期）

　　　　本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び在外支店はないため、該当事項はありません。
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