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1.  平成21年5月期第1四半期の連結業績（平成20年6月1日～平成20年8月31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5月期第1四半期 15,472 ― 3,054 ― 2,422 ― △293 ―

20年5月期第1四半期 10,931 14.6 6,163 29.9 5,822 34.0 3,488 41.0

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5月期第1四半期 △1,759.81 ―

20年5月期第1四半期 20,913.80 20,888.21

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5月期第1四半期 107,887 22,782 20.9 135,379.44
20年5月期 119,620 23,104 19.2 137,339.70

（参考） 自己資本   21年5月期第1四半期  22,589百万円 20年5月期  22,916百万円

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5月期 ― ― ― 2,000.00 2,000.00
21年5月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年5月期（予想） ――― ― ― 2,000.00 2,000.00

3.  平成21年5月期の連結業績予想（平成20年6月1日～平成21年5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  

※当社は、第2四半期連結累計期間の業績予想を行っておりません。  

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 80,000 89.1 9,600 8.3 7,900 6.8 2,800 0.9 16,780.33

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． 本資料及び添付資料記載の業績予想につきましては、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、実際の業績は様々な原因によっ
て異なる結果となる可能性があります。 
   なお、上記連結業績予想に関する事項については、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。 
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 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年5月期第1四半期  168,812株 20年5月期  168,812株

② 期末自己株式数 21年5月期第1四半期  1,950株 20年5月期  1,950株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年5月期第1四半期  166,862株 20年5月期第1四半期  166,806株



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端を発したグローバル金融市

場の混乱、資源高、及び米国景気の後退懸念等により、足元の企業収益が減少傾向にあり景気の後退懸念が高まって

おります。 

  当社グループの事業ドメインである不動産投資・運用市場におきましては、グローバル金融市場の混乱により金融

機関のリスク許容度が低下しており、不動産向け融資の調達環境が厳しくなっております。これにより、不動産市場

においては流動性の低下が顕著となっており、売り手にとっては厳しい状況が続いております。ただし、このような

環境下においても、当社グループの顧客である政府系ファンド・公的年金等のグローバル機関投資家は、国内不動産

市場への引き続き強い投資意欲を持っております。 

  このような中、当社グループは、保有物件の売却によるバランスシートの圧縮と財務の健全性の向上に取り組んで

まいりました。一方で、当社グループの主軸である不動産ファンドビジネスにおいては、現在運用中の旗艦ファンド

「クリード・リアル・エステート・パートナーズ」(CREP)のパフォーマンスの向上に取り組むとともに、現在の不動

産市場における割安な投資機会を継続的に捉えるため、後続ファンド「クリード・リアル・エステート・パートナー

ズII」(CREP II)の組成準備を進めてまいりました。 

  また、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」が適用となり、一部の保有物件につき

前連結会計年度に発生した時価の下落による評価損失2,545百万円、及び当第１四半期連結会計期間に発生した時価

の下落による評価損失1,554百万円を、それぞれ特別損失、売上原価として計上することとなりました。 

 この結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は15,472百万円（前年同期比41.6％増）、営業利益は3,054百万円

（前年同期比50.4％減）、経常利益は2,422百万円（前年同期比58.4％減）、四半期純損失は293百万円（前年同期は

3,488百万円の四半期純利益）となりました。また、経営指標であるEBIT（利払い前税引前利益）は2,915百万円（前

年同期比52.6％減）、１株当たり四半期純損失は1,759円81銭（前年同期は20,913円80銭の１株当たり四半期純利

益）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。 

（不動産運用事業） 

 当第１四半期連結会計期間におきましては、連結SPCにて保有する物件の売却益、私募ファンドの運用完了に伴う

インセンティブフィー及び配当等により、売上高は7,966百万円（前年同期比10.4％減）、営業利益は3,772百万円

（前年同期比40.2％減）となりました。 

  また、「クリード・リアル・エステート・パートナーズ」は、平成18年11月より物件の取得と運用を開始し、当第

１四半期末の運用資産残高は1,671億円となりました。 

（不動産投資事業） 

 当第１四半期連結会計期間におきましては、保有不動産の売却を推進したこと等により、売上高は7,241百万円

（前年同期比254.1％増）となりましたが、不動産市場の下落に伴い売却益が減少したこと、及び一部の保有物件に

ついて発生した時価の下落により評価損失を計上したこと等により、営業損失は50百万円（前年同期は251百万円の

営業利益）となりました。 

（その他事業） 

 当第１四半期連結会計期間におきましては、当社グループが運営する「カンデオホテルズ」を新規に３棟開業さ

せ、計９棟の稼動による収益が計上されたものの、新規開業に伴い先行費用が発生したこと等により、売上高は450

百万円（前年同期比550.5％増）、営業損失は169百万円（前年同期は営業損失52百万円）となりました。 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

(1)連結財政状況 

（流動資産） 

 当第１四半期連結会計期間末における流動資産の残高は前連結会計年度末に比べ12,631百万円減少し89,521百万円

となりました。主な要因は、販売用不動産の減少11,633百万円と仕掛販売用不動産の減少1,205百万円によるもので

あります。 

（固定資産） 

 当第１四半期連結会計期間末における固定資産の残高は、前連結会計年度末に比べ898百万円増加し18,366百万円

となりました。これは主に、有形固定資産の減少210百万円と投資その他の資産の増加1,119百万円によるものであり

ます。 
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（流動負債） 

 当第１四半期連結会計期間末における流動負債の残高は、前連結会計年度末に比べ7,892百万円減少し56,971百万

円となりました。これは主に、買掛金の減少796百万円、短期借入金（１年内返済予定の長期借入金を含む）の減少

5,661百万円によるものであります。 

（固定負債） 

 当第１四半期連結会計期間末における固定負債の残高は、前連結会計年度末に比べ3,517百万円減少し28,133百万

円となりました。これは主に、社債の減少230百万円、長期借入金の減少2,508百万円によるものであります。 

（純資産） 

 当第１四半期連結会計期間末における純資産の残高は、前連結会計年度末に比べ322百万円減少し22,782百万円と

なりました。これは主に、その他有価証券評価差額金の増加78百万円、為替換算調整勘定の増加247百万円、四半期

純損失293百万円、剰余金の配当333百万円によるものであります。 

(2)連結キャッシュフローの状況 

 営業活動の結果得られた資金は、6,085百万円となりました。これは主に、たな卸資産の減少7,006百万円、法人税

等の支払額が984百万円となったこと等によるものであります。 

 投資活動の結果得られた資金は、1,157百万円となりました。これは主に、連結範囲の変更を伴うその他の関係会

社有価証券の売却による収入が1,046百万円によるものであります。 

 財務活動の結果使用した資金は、7,898百万円となりました。これは、借入金などの有利子負債の減少7,641百万

円、配当金の支払257百万円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 

 わが国の経済は、米国を震源地とするグローバル金融マーケットの混乱、米国景気の後退、新興国の成長鈍化等の

要因により、企業収益の減少や物価上昇・景気の先行き不透明感に伴う個人消費の低迷が起こるなど、停滞局面を迎

えるものと思われます。 

 不動産投資・運用市場におきましては、不動産向け融資の調達環境の改善にしばらく時間がかかるものと思われ、

一部のマーケットにおいてはキャップレートの上昇や不動産価格の下落などが顕著となり軟調な地合いが続くものと

思われます。ただし、買い手としては割安な投資機会であると考えております。 

 このような環境下、当社グループでは、資金調達環境の変化に対応しバランスシートの圧縮と効率性の向上に引き

続き取り組むとともに、年内を予定しているCREP IIの組成により不動産ファンドビジネスをより一層拡大してまい

ります。 

 なお、通期の業績につきましては、平成20年７月９日の平成20年５月期決算発表時の予想と変更はありません。 

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．簡便な会計処理 

 当第１四半期連結会計期間末の棚卸資産の簿価切下げにつきましては洗替法を採用し、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もり、簿価切下げを行う方法によっております。  

２．四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

 該当事項はありません。 

(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 

・会計処理基準に関する事項の変更 

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、営業利益及び経常利益が1,554百万円、税金等調整前四半期純利益が4,099百万円減少しておりま

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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３．当第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」

（実務対応報告第18号 平成18年５月17日）を適用しております。 

    なお、この変更により損益に与える影響は軽微であります。 

2008/10/0721:36:36

-3-



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８月31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５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,052 6,774

売掛金 863 1,135

有価証券 297 667

営業投資有価証券 1,930 1,930

販売用不動産 38,739 50,372

仕掛販売用不動産 29,382 30,587

立替不動産 4,109 3,998

未収還付法人税等 843 764

その他 7,416 6,012

貸倒引当金 △111 △91

流動資産合計 89,521 102,152

固定資産   

有形固定資産 9,304 9,515

無形固定資産 245 255

投資その他の資産   

投資有価証券 5,027 5,826

その他 3,789 1,870

投資その他の資産合計 8,817 7,697

固定資産合計 18,366 17,467

資産合計 107,887 119,620

負債の部   

流動負債   

買掛金 355 1,151

短期借入金 21,288 24,214

1年内返済予定の長期借入金 29,530 32,266

1年内償還予定の社債 2,460 2,460

未払法人税等 1,001 1,017

賞与引当金 153 336

その他 2,181 3,417

流動負債合計 56,971 64,863

固定負債   

社債 1,750 1,980

長期借入金 24,538 27,046

負ののれん 53 134

その他 1,791 2,490

固定負債合計 28,133 31,651

負債合計 85,105 96,515



（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年８月31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５月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,334 4,334

資本剰余金 4,399 4,399

利益剰余金 14,265 14,917

自己株式 △660 △660

株主資本合計 22,338 22,990

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 36 △41

為替換算調整勘定 215 △32

評価・換算差額等合計 251 △74

少数株主持分 192 187

純資産合計 22,782 23,104

負債純資産合計 107,887 119,620



（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６月１日 
 至 平成20年８月31日) 

売上高 15,472

売上原価 10,745

売上総利益 4,726

販売費及び一般管理費 1,672

営業利益 3,054

営業外収益  

受取利息 18

受取配当金 22

負ののれん償却額 80

為替差益 54

その他 50

営業外収益合計 227

営業外費用  

支払利息 511

支払手数料 197

その他 150

営業外費用合計 859

経常利益 2,422

特別利益  

その他の関係会社有価証券売却益 186

その他 2

特別利益合計 188

特別損失  

投資有価証券評価損 695

たな卸資産評価損 2,545

減損損失 48

その他 35

特別損失合計 3,325

税金等調整前四半期純損失（△） △714

法人税、住民税及び事業税 1,408

法人税等調整額 △1,838

法人税等合計 △430

少数株主利益 9

四半期純損失（△） △293



（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６月１日 
 至 平成20年８月31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（△） △714

減価償却費 223

減損損失 48

負ののれん償却額 △80

貸倒引当金の増減額（△は減少） 16

賞与引当金の増減額（△は減少） △182

受取利息及び受取配当金 △41

支払利息 511

為替差損益（△は益） △56

投資有価証券評価損 695

その他の関係会社有価証券売却益 △186

たな卸資産評価損 4,099

売上債権の増減額（△は増加） 237

たな卸資産の増減額（△は増加） 7,006

有価証券の増減額（△は増加） 370

投資有価証券の増減額（△は増加） 484

立替不動産の増減額（△は増加） △110

仕入債務の増減額（△は減少） △804

その他 △4,112

小計 7,404

利息及び配当金の受取額 45

利息の支払額 △379

法人税等の支払額 △984

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,085

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 △27

投資有価証券の取得による支出 △3

投資有価証券の売却による収入 57

連結の範囲の変更を伴うその他の関係会社有価証
券の売却による収入

1,046

貸付けによる支出 △27

定期預金の払戻による収入 104

その他 5

投資活動によるキャッシュ・フロー 1,157



（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成20年８月31日) 

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） △3,626

長期借入れによる収入 8,691

長期借入金の返済による支出 △12,476

社債の償還による支出 △230

配当金の支払額 △257

財務活動によるキャッシュ・フロー △7,898

現金及び現金同等物に係る換算差額 30

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △625

現金及び現金同等物の期首残高 6,671

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 10

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △4

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,051



 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６月１日 至 平成20年８月31日） 

（注）１．事業区分の方法 

事業は、市場の類似性を考慮して区分しております。 

２．各区分に属する主要な事業内容 

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） 

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、営業利益が、不動産運

用事業で259百万円、不動産投資事業で1,294百万円減少しております。 

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６月１日 至 平成20年８月31日） 

（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．本邦以外の区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

 （1）欧州：ドイツ、オランダ 

 （2）アジア：韓国  

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） 

   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、営業利益が、日本で

 
不動産運用 

事業 
（百万円） 

不動産投資 
事業 

（百万円） 

その他事業 
（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 
7,881 7,140 450 15,472 - 15,472

(2)セグメント間の内部

売上高又は振替高 
85 101 - 186 (186) -

計 7,966 7,241 450 15,658 (186) 15,472

営業損益 3,772 (50) (169) 3,553 (498) 3,054

事業区分 主要な事業内容 

不動産運用事業 ファンドマネジメント、アセットマネジメント、不動産ファンドへの投資 

不動産投資事業 自己勘定による不動産及び不動産関連資産への投資 

その他事業 ホテル事業、債権投資、デューデリジェンス、ソリューション事業 

  
日本 

（百万円） 
欧州 

（百万円） 
アジア 

（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 
12,805 2,556 110 15,472 - 15,472

(2)セグメント間の内部

売上高又は振替高 
- - - - - -

計 12,805 2,556 110 15,472 - 15,472

営業利益 3,502 87 36 3,626 (571) 3,054



1,247百万円、欧州で306百万円それぞれ減少しております。 

ｃ．海外売上高 

当第１四半期連結累計期間（自 平成20年６月１日 至 平成20年８月31日） 

 （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

 ２．本邦以外の区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

 （1）欧州：ドイツ 

 （2）アジア：韓国  

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。  

（6）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 該当事項はありません。 

  欧州 アジア 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 2,556 110 2,666 

Ⅱ 連結売上高（百万円）     15,472 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 16.5 0.7 17.2 



「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６月１日～８月31日） 

科目 

前年同四半期 
（平成20年５月期 
第１四半期） 

金額（百万円） 

Ⅰ 売上高 10,931 

Ⅱ 売上原価 3,242 

売上総利益 7,688 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,524 

営業利益 6,163 

Ⅳ 営業外収益  212 

Ⅴ 営業外費用  553 

経常利益 5,822 

Ⅵ 特別利益  0 

Ⅶ 特別損失  1 

匿名組合損益分配前税金等調整前四半期純利益 5,821 

匿名組合損益分配額 △293 

 税金等調整前四半期純利益 6,114 

 法人税、住民税及び事業税 2,504 

 法人税等調整額 113 

少数株主利益 8 

四半期純利益 3,488 



（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６月１日～８月31日） 

 
前年同四半期 

（平成20年５月期 
第１四半期） 

区分 金額（百万円） 

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 6,114 

減価償却費 58 

負ののれん償却額 △80 

貸倒引当金の増減額(減少：△） △7 

賞与引当金の増減額（減少：△） △242 

受取利息及び受取配当金 △42 

支払利息 356 

為替差損益（益：△）  △107 

投資有価証券売却損  1 

関係会社整理損 0 

売上債権の増減額（増加：△）  522 

たな卸資産の増減額（増加：△）  △2,242 

有価証券の増減額(増加：△）  113 

営業投資有価証券の増減額（増加：△） △100 

立替不動産の増減額（増加：△）  3,003 

投資有価証券の増減額（増加：△）  1,199 

預り保証金の増減額（減少：△）  △68 

仕入債務の増減額（減少：△）  △1,421 

その他  △2,316 

小計 4,741 

利息及び配当金の受取額  48 

利息の支払額  △386 

法人税等の支払額  △3,131 

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,271 

Ⅱ 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  △3 

無形固定資産の取得による支出  △29 

投資有価証券の取得による支出   △416 

投資有価証券の売却による収入 5 

投資有価証券の償還による収入 474 

貸付けによる支出 △191 

貸付金の回収による収入  509 

長期性預金の預入による支出  △142 

その他  △1 

投資活動によるキャッシュ・フロー 203 

 



 
前年同四半期 

（平成20年５月期 
第１四半期） 

区分 金額（百万円） 

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（減少：△）  △264 

コマーシャルペーパーの純増減額（減少：△） 2,000 

長期借入による収入  6,621 

長期借入金の返済による支出  △4,125 

社債の償還による支出  △230 

配当金の支払額  △306 

少数株主からの払込金  141 

財務活動によるキャッシュ・フロー 3,835 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 179 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 5,490 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 8,877 

Ⅶ 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 5 

Ⅷ 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △18 

Ⅸ 現金及び現金同等物の四半期末残高 14,354 



（3）継続企業の前提に関する注記 

  該当事項はありません。 

（4）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（自 平成19年６月１日 至 平成19年８月31日） 

ｂ．所在地別セグメント情報 

 前第１四半期連結累計期間（自 平成19年６月１日 至 平成19年８月31日） 
 本邦の売上高の金額は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、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 

 前第１四半期連結累計期間（自 平成19年６月１日 至 平成19年８月31日） 
 前第１四半期連結累計期間は連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

 
不動産運用事業 
（百万円） 

不動産投資事業
（百万円） 

その他事業 
（百万円） 

計（百万円） 
消去又は全社 
（百万円） 

連結 
（百万円） 

売上高 8,888 2,044 69 11,003 (72) 10,931 

営業費用 2,575 1,793 121 4,490 276 4,767 

営業損益 6,313 251 (52) 6,512 (348) 6,163 
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