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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9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2四半期 11,997 ― 394 ― 278 ― △271 ―

20年3月期第2四半期 14,860 43.9 2,191 189.7 2,178 211.7 1,280 180.9

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2四半期 △16.93 ―

20年3月期第2四半期 79.72 ―

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2四半期 35,630 17,381 48.8 1,116.88
20年3月期 35,909 18,040 50.2 1,123.11

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  17,381百万円 20年3月期  18,040百万円

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 ― 13.00 ― 13.00 26.00
21年3月期 ― 8.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 8.00 16.00

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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 26,620 △11.3 1,240 △69.6 1,050 △73.8 140 △93.3 8.86

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．その他をご覧下さい。  

(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．その他をご覧下さい。  

(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、その他の特記事項 
１．本資料に掲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。なお、上記予想に関する事項は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欄
下さい。 
２．予想１株当たり当期純利益の算出に際しましては、９月末時点において合理的に算出可能な予想期中平均株式数15,795,727株を使用しております。 
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。  

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2四半期  16,098,250株 20年3月期  16,098,250株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  535,400株 20年3月期  35,400株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第2四半期  16,027,331株 20年3月期第2四半期  16,062,850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２四半期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世界的な金融市場の信用収縮に

加え、原油や原材料価格の高騰の影響等により企業収益は減少し、個人消費も停滞感がみられるなど、景気の減速感

が強まってまいりました。 

 不動産業界におきましては、不動産取引が急速に減少し厳しい環境下に置かれております。首都圏マンション市場

におきましては、地価上昇や建築費の高騰、マンション価格の上昇に伴う需要の減少等の影響により、平成20年上半

期の供給戸数は、２万1,547戸と前年同期の２万8,284戸に比べて23.8％の減少となりました（株式会社不動産経済研

究所調べ）。 

 当社グループの主要事業領域である資産運用型分譲マンション市場におきましても、原材料高騰により原価率が上

昇しプロジェクトの収益性低下は避けられない状況にあります。また、販売面につきましては、少人数世帯による都

心指向などを背景に、安定したインカムゲインが期待できる金融商品として比較的景気変動の影響を受けにくい商品

特性はあるものの、先行き不透明感からの消費マインドの冷え込みによる買い控え傾向が見られます。  

 このような経営環境のもと、当社グループは、長期・安定的な収益基盤の確立を基本方針に、首都圏において、資

産運用として多彩なメリットを提供する「ガーラマンションシリーズ」の開発・販売の拡大、顧客サポート体制の充

実、ブランド力の強化を図るとともに、中古マンション売買の拡充に積極的に取り組み、グループ企業価値の向上に

全力を尽くしてまいりました。 

 こうした結果、当第２四半期連結累計期間は、売上高119億97百万円（前年同期比19.3％減）、営業利益３億94百

万円（前年同期比82.0％減）、経常利益２億78百万円（前年同期比87.2％減）となりました。また、７月に役員報酬

の減額を行ったことに伴い役員退職慰労引当金戻入額55百万円を特別利益に計上しましたが、繰延税金資産の取崩し

により法人税等調整額を４億19百万円計上したこと等により２億71百万円の四半期純損失となりました。なお、前年

同期比は参考として記載しております。 

 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。 

（不動産販売事業） 

 不動産販売事業におきましては、自社ブランド「ガーラマンションシリーズ」を積極的に営業展開するとともに、

中古マンション212戸を販売した結果、ワンルームマンション売上高78億32百万円（391戸）、ファミリーマンション

売上高14億９百万円（42戸）、その他収入17億18百万円となり、不動産販売事業の合計売上高は109億61百万円、営

業利益は１億42百万円となりました。 

（不動産賃貸・建物管理事業） 

 不動産賃貸・建物管理事業におきましては、賃貸物件、管理物件の増加により、売上高６億41百万円、営業利益は

３億２百万円となりました。  

（その他事業） 

 その他事業におきましては、売上高３億94百万円を計上し、営業損失は66百万円となりました。 

 なお、当社グループの主力事業である分譲マンション販売事業は、顧客への引渡しをもって売上が計上されます。

そのため、マンションの竣工や引渡しのタイミングにより四半期毎の業績に偏重が生じる傾向があります。 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期連結会計期間末における総資産は、356億30百万円となり、前連結会計年度末比２億79百万円の減少

となりました。また、有利子負債は、132億26百万円となり、前連結会計年度末比21億51百万円の増加となりまし

た。なお、純資産は173億81百万円となり、自己資本比率は48.8％となりました。 

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第２四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローが60百万円の増

加、投資活動によるキャッシュ・フローが２億６百万円の減少、財務活動によるキャッシュ・フローが17億65百万円

の増加となりました。この結果、当第２四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は63億15百万円となり、

前連結会計年度末と比較して16億18百万円の増加となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

  営業活動の結果、獲得した資金は60百万円となりました。主な収入は、たな卸資産６億23百万円の減少、及び前渡

金５億50百万円の減少等であります。主な支出は、仕入債務10億90百万円の減少、及び法人税等の支払額８億19百万

円等であります。 
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（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２億６百万円となりました。主な収入は、投資有価証券の売却による収入３億

29百万円であります。主な支出は、観光旅館「伊東遊季亭」のリニューアル工事等に伴う有形固定資産の取得によ

る支出４億42百万円であります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果、獲得した資金は17億65百万円となりました。主な収入は、事業用地、及び中古物件の購入資金

対応のための長短借入による収入43億79百万円であります。主な支出は、プロジェクトの完成に伴う長期借入金の

返済による支出22億27百万円であります。 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 平成20年10月27日に開示いたしました「業績予想及び配当予想の修正並びに繰延税金資産取崩しのお知らせ」の通

り、近年の地価上昇や建築費の高騰による原価率の上昇や、上述の繰延税金資産の取崩し等を踏まえ、売上高266億

20百万円（前連結会計年度比11.3％減）、営業利益12億40百万円（前連結会計年度比69.6％減）、経常利益10億50百

万円（前連結会計年度比73.8％減）当期純利益１億40百万円（前連結会計年度比93.3％減）を見込んでおります。 

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） 

   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 

   固定資産の減価償却費の算定方法は、年間償却予定額を期間按分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 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、個別法による原価法によっておりましたが、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、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、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調

整前四半期純利益は、それぞれ16,030千円減少しております。 
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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２四半期連結会計期間末
(平成20年９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 6,810,215 4,986,423

受取手形及び営業未収入金 433,936 550,782

有価証券 5,580 5,570

販売用不動産 15,953,728 17,613,101

仕掛販売用不動産 9,631,540 8,461,975

未成工事支出金 50,496 226,184

原材料及び貯蔵品 15,742 6,755

前渡金 14,257 564,634

繰延税金資産 285,168 267,077

その他 221,311 877,549

貸倒引当金 △1,461 △10,486

流動資産合計 33,420,516 33,549,566

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 878,694 446,491

減価償却累計額 △152,689 △130,266

建物及び構築物（純額） 726,005 316,225

土地 442,261 442,261

建設仮勘定 － 8,185

その他 203,779 186,665

減価償却累計額 △143,131 △133,696

その他（純額） 60,647 52,969

有形固定資産合計 1,228,915 819,642

無形固定資産 31,192 38,089

投資その他の資産   

投資有価証券 184,339 198,923

繰延税金資産 210,511 647,953

その他 569,086 670,647

貸倒引当金 △14,499 △15,188

投資その他の資産合計 949,437 1,502,336

固定資産合計 2,209,545 2,360,068

資産合計 35,630,061 35,909,635
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９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 153,975 1,244,111

短期借入金 3,789,005 1,360,000

1年内返済予定の長期借入金 5,895,070 7,654,920

未払金 262,692 242,279

未払法人税等 153,463 757,652

預り金 1,132,836 1,205,699

賞与引当金 196,453 128,017

その他 328,157 320,816

流動負債合計 11,911,652 12,913,497

固定負債   

長期借入金 3,542,260 2,060,000

退職給付引当金 131,206 140,600

役員退職慰労引当金 885,800 989,800

長期預り敷金保証金 1,741,893 1,736,493

長期預り金 35,405 28,830

固定負債合計 6,336,564 4,955,724

負債合計 18,248,217 17,869,221

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,858,970 1,858,970

資本剰余金 2,345,801 2,345,801

利益剰余金 13,417,147 13,897,301

自己株式 △232,351 △54,851

株主資本合計 17,389,567 18,047,221

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △7,723 △6,808

評価・換算差額等合計 △7,723 △6,808

純資産合計 17,381,844 18,040,413

負債純資産合計 35,630,061 35,909,635
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 11,997,197

売上原価 8,947,298

売上総利益 3,049,898

販売費及び一般管理費  

広告宣伝費 365,933

給料手当及び賞与 725,223

賞与引当金繰入額 214,761

退職給付費用 5,289

役員退職慰労引当金繰入額 12,400

その他 1,332,233

販売費及び一般管理費合計 2,655,840

営業利益 394,057

営業外収益  

受取利息 3,985

受取配当金 10,298

違約金収入 2,830

その他 14,896

営業外収益合計 32,010

営業外費用  

支払利息 89,124

開業費償却 39,026

その他 19,319

営業外費用合計 147,471

経常利益 278,596

特別利益  

役員退職慰労引当金戻入額 55,600

貸倒引当金戻入額 9,000

特別利益合計 64,600

特別損失  

関係会社株式売却損 232

投資有価証券評価損 9,243

特別損失合計 9,475

税金等調整前四半期純利益 333,721

法人税、住民税及び事業税 185,079

法人税等調整額 419,979

法人税等合計 605,058

四半期純損失（△） △271,336
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（第２四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 5,887,896

売上原価 4,487,344

売上総利益 1,400,551

販売費及び一般管理費  

広告宣伝費 173,965

給料手当及び賞与 297,148

賞与引当金繰入額 179,846

退職給付費用 2,543

役員退職慰労引当金繰入額 900

その他 598,245

販売費及び一般管理費合計 1,252,649

営業利益 147,902

営業外収益  

受取利息 3,038

受取配当金 1,720

違約金収入 2,610

その他 12,130

営業外収益合計 19,499

営業外費用  

支払利息 48,466

開業費償却 19,048

その他 6,600

営業外費用合計 74,115

経常利益 93,286

特別利益  

役員退職慰労引当金戻入額 55,600

特別利益合計 55,600

特別損失  

投資有価証券評価損 9,243

特別損失合計 9,243

税金等調整前四半期純利益 139,643

法人税、住民税及び事業税 115,210

法人税等調整額 314,471

法人税等合計 429,681

四半期純損失（△） △290,038
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９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 333,721

減価償却費 71,496

貸倒引当金の増減額（△は減少） △9,714

賞与引当金の増減額（△は減少） 68,436

退職給付引当金の増減額（△は減少） △9,394

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △104,000

受取利息及び受取配当金 △14,283

支払利息 89,124

投資有価証券評価損益（△は益） 9,243

関係会社株式売却損益（△は益） 232

売上債権の増減額（△は増加） 116,846

たな卸資産の増減額（△は増加） 623,765

仕入債務の増減額（△は減少） △1,090,136

前渡金の増減額（△は増加） 550,377

前受金の増減額（△は減少） △49,428

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） 5,400

未払消費税等の増減額（△は減少） 437,506

その他 △72,116

小計 957,076

利息及び配当金の受取額 10,131

利息の支払額 △88,126

法人税等の支払額 △819,020

営業活動によるキャッシュ・フロー 60,060

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 △442,173

有形固定資産の売却による収入 15,109

投資有価証券の取得による支出 △1,887

投資有価証券の売却による収入 329,970

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
支出

△232

定期預金の増減額（△は増加） △145,468

その他 37,823

投資活動によるキャッシュ・フロー △206,860

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） 2,429,005

長期借入れによる収入 1,950,000

長期借入金の返済による支出 △2,227,590

自己株式の取得による支出 △177,500

配当金の支払額 △208,782

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,765,132

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,618,333

現金及び現金同等物の期首残高 4,697,362

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,315,695
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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 

 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２四半期連結会計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日） 

 当第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 

 （注）１．事業区分の方法及び各区分の主な内容 

事業区分は事業内容を勘案して次のとおり分類しております。 

不動産販売事業…………………不動産の販売、仲介 

不動産賃貸・建物管理事業……不動産の賃貸管理、建物管理 

その他事業………………………建築物の設計、施工、請負、不動産のリノベーションほか 

２．会計処理の方法の変更 

 「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」２．(1）に記載のとおり、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、当第２四半期連結累計期間の営業利

益が、不動産販売事業で16,030千円減少しております。 

〔所在地別セグメント情報〕 

 当第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 

 本邦以外の国又は地域に所在する連結会社及び重要な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９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。 

  
不動産販売事業 

（千円）  

不動産賃貸・ 

建物管理事業 

（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 5,529,135 312,219 46,541 5,887,896 － 5,887,896 

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
－ 48,591 3,241 51,832 (51,832) － 

計 5,529,135 360,810 49,782 5,939,729 (51,832) 5,887,896 

営業利益又は営業損失（△） 45,128 147,338 △52,315 140,151 7,750 147,902 

  
不動産販売事業 

（千円） 

不動産賃貸・ 

建物管理事業 

（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 10,961,653 641,394 394,149 11,997,197 － 11,997,197 

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
－ 93,733 19,116 112,849 (112,849) － 

計 10,961,653 735,128 413,265 12,110,047 (112,849) 11,997,197 

営業利益又は営業損失（△） 142,655 302,255 △66,620 378,290 15,767 394,057 
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「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（１）中間連結損益計算書 

 
前中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

区分 金額（千円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高   14,860,998 100.0 

Ⅱ 売上原価   9,954,533 67.0 

 売上総利益   4,906,464 33.0 

Ⅲ 販売費及び一般管理費       

 １．広告宣伝費 389,136     

 ２．給料手当及び賞与 813,571     

 ３．賞与引当金繰入額 182,427     

 ４．退職給付費用 19,227     

 ５．役員退職慰労引当金繰入 
 額 27,600     

 ６．その他 1,282,867 2,714,828 18.3 

 営業利益   2,191,635 14.7 

Ⅳ 営業外収益       

１．受取利息 10,794     

２．受取配当金 8,452     

３．違約金収入 6,930     

４．その他 13,111 39,288 0.3 

Ⅴ 営業外費用       

１．支払利息 46,869     

２．その他 5,974 52,843 0.3 

 経常利益   2,178,079 14.7 

Ⅵ 特別利益       

１．貸倒引当金戻入益 9,000 9,000 0.0 

Ⅶ 特別損失       

１．投資有価証券売却損 2,679 2,679 0.0 

税金等調整前中間純利益   2,184,400 14.7 

法人税、住民税及び事業
税 925,295     

法人税等調整額 △21,505 903,790 6.1 

中間純利益   1,280,609 8.6 
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（２）中間連結キャッシュ・フロー計算書 

 
前中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

区分 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシ
ュ・フロー  

税金等調整前中間純利益 2,184,400 

減価償却費 28,044 

貸倒引当金の増減額 △9,049 

賞与引当金の増減額 86,530 

退職給付引当金の増減額 10,593 

役員退職慰労引当金の増
減額 27,600 

受取利息及び配当金 △19,246 

支払利息 46,869 

投資有価証券売却損益 2,679 

売上債権の増減額 △45,714 

たな卸資産の増減額  △4,554,012 

仕入債務の増減額 △2,127,625 

前渡金の増減額  131,943 

前受金の増減額  227,974 

預り敷金保証金の増減額 35,845 

未払消費税等の増減額 △143,851 

その他  △115,601 

小計 △4,232,620 

利息及び配当金の受取額 19,266 

利息の支払額  △45,546 

法人税等の支払額  △2,287,340 

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△6,546,241 

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  

△8,722 

投資有価証券の取得によ
る支出  

△1,916 

投資有価証券の売却によ
る収入  19,440 

関係会社株式の取得によ
る支出  

△33,000 

定期預金等の増減額  △24,277 

その他  5,859 

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△42,617 
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前中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

区分 金額（千円） 

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 △1,222,000 

長期借入れによる収入  2,380,000 

長期借入金の返済による
支出  

△1,150,000 

配当金の支払額  △271,523 

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

△263,523 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減
額 

△6,852,381 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首
残高 14,706,696 

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間
期末残高 7,854,314 
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（３）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

前中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

〔所在地別セグメント情報〕 

前中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９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重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

〔海外売上高〕 

前中間連結会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

海外売上高がないため該当事項はありません。 

 
不動産販売事
業 

（千円） 

不動産賃貸・
建物管理事業
（千円） 

その他の事業
（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 14,077,900 612,402 170,696 14,860,998 － 14,860,998 

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
－ 76,712 3,300 80,012 (80,012) － 

計 14,077,900 689,114 173,996 14,941,010 (80,012) 14,860,998 

営業費用 12,143,458 406,705 217,450 12,767,614 (98,251) 12,669,362 

営業利益又は営業損失（△） 1,934,441 282,409 △43,454 2,173,396 18,239 2,191,635 
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