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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 44,735 ― 2,417 ― 476 ― △451 ―

20年3月期第2四半期 48,066 79.7 4,221 449.1 2,841 ― 1,283 ―

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 △14.02 ―

20年3月期第2四半期 36.49 36.41

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 260,673 39,516 15.2 1,226.37
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2四半期  39,510百万円 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  有  
 

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） ――― ――― ― 0.00 0.00

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  有  
 

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 110,000 △7.5 4,000 △71.0 350 △96.7 60 △98.7 1.86

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 
 平成20年５月15日に公表いたしました連結業績予想のうち、通期について本資料において修正しております。 
 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。 
 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。業績予想の前提となる条件及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2四半期  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2四半期  3,000,453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2四半期  32,217,435株 20年3月期第2四半期  35,183,555株
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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２四半期連結累計期間（平成20年４月

１日～平成20年９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、19,299戸（前年同期30,097戸に対し35.9％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

産販売事業については、契約高39,703百万円（前年同期比8.4％減）、売上高は38,276百万円（前年同期

比3,123百万円の減収、7.5％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、引渡の多くを第３四半期

以降に予定しているため、当第２四半期連結累計期間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。

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1,907百万円（前年同期比459百万円の増収、31.7％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８月末現在で191棟13,928戸となったことなどに

より、779百万円（前年同期比71百万円の増収、10.1％増）となりました。

広告宣伝事業の売上高は、3,666百万円（前年同期比475百万円の減収、11.5％減）となりました。その

他事業の売上高は合計で105百万円となっております。

これらの結果、当社グループの当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高44,735百万円（前年同期比

3,330百万円の減収、6.9％減）、経常利益476百万円（前年同期比83.2％減）、四半期純損失451百万円

（前年同期は中間純利益1,283百万円）となりました。

当第２四半期連結会計期間末における総資産は、マンション用地の取得等により260,673百万円（前期

末比2.5％増）となりました。また、純資産は配当金の支払等により39,516百万円（前期末比5.4％減）、

自己資本比率は15.2％（前期末と比較して1.2ポイント低下）となりました。当第２四半期連結会計期間

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5,445百万円減少し、18,110百

万円となりました。

当第２四半期連結累計期間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20,377百万円となりました。

これは、棚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1,086百万円となりました。

これは、有形固定資産の取得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16,018百万円となりました。

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。

【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

2. 連結財政状態に関する定性的情報
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米国におけるサブプライムローン問題とこれを受けた日本の不動産市況の沈静化の影響等により、当社

の属するマンション分譲業界は極めて厳しい市場環境に置かれております。当社におきましては、当第２

四半期連結累計期間におけるマンションの契約戸数は前年を上回る水準を確保しているものの、六会コン

クリート株式会社によるJIS不適合コンクリートの使用が判明した「ヴェレーナ湘南海岸」(197戸)の引渡

しのずれ、新築マンション建築費の上昇および市場動向を勘案したマンション販売価格の見直し等による

収益性の低下が見込まれております。

このような状況下において、本日開示いたしました「業績予想および配当予想の修正に関するお知ら

せ」に記載のとおり、当社は平成20年５月15日発表の業績予想につきまして、連結・個別とも下記のとお

り下方修正することといたしました。

不動産販売事業における売上高は、上記の理由により95,500百万円を予想しております。不動産賃貸事

業における売上高は、賃料収入などにより3,900百万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、8,500百万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110,000百万円、営業利益

4,000百万円、経常利益350百万円、当期純利益60百万円を予想しております。

該当事項はありません。

棚卸資産の評価方法

棚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。

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、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、当第２四半期連結累計期間では、営業利益、経常利益は517,069千円減少し、税金

等調整前四半期純損失は517,069千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。

3. 連結業績予想に関する定性的情報等

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)

(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

(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
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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 18,912,966 24,358,014
受取手形及び売掛金 1,090,159 3,040,013
有価証券 19,968 19,966
販売用不動産 20,871,809 17,652,216
仕掛販売用不動産 139,222,749 128,490,217
仕掛品 350,771 371,147
その他 5,310,922 5,467,712
貸倒引当金 △13,054 △21,137

流動資産合計 185,766,292 179,378,151
固定資産

有形固定資産
建物及び構築物 25,095,333 23,542,303

減価償却累計額 △2,769,394 △2,276,602

建物及び構築物（純額） 22,325,938 21,265,700
土地 43,189,709 43,051,821
その他 485,541 920,084

減価償却累計額 △122,932 △111,354

その他（純額） 362,608 808,730

有形固定資産合計 65,878,257 65,126,252
無形固定資産

のれん 1,019,390 1,233,301
その他 65,540 76,179

無形固定資産合計 1,084,930 1,309,481
投資その他の資産

投資有価証券 4,307,981 4,290,167
その他 3,707,468 4,218,875
貸倒引当金 △71,330 △77,938

投資その他の資産 7,944,118 8,431,104

固定資産合計 74,907,306 74,866,837

資産合計 260,673,599 254,244,989
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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 13,496,429 17,622,709
短期借入金 31,354,050 16,648,750
1年内返済予定の長期借入金 40,990,325 36,777,672
1年内償還予定の社債 9,996,000 11,596,000
未払法人税等 491,760 3,747,448
賞与引当金 376,622 367,824
完成工事補償引当金 33,966 37,558
債務保証損失引当金 19,312 23,000
その他 4,741,293 6,340,493

流動負債合計 101,499,759 93,161,457
固定負債

社債 11,468,000 11,766,000
長期借入金 104,365,098 103,729,804
退職給付引当金 654,775 615,921
役員退職慰労引当金 263,601 283,364
その他 2,905,504 2,918,831

固定負債合計 119,656,979 119,313,921

負債合計 221,156,739 212,475,378
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 15,259,271 17,644,061
自己株式 △5,096,468 △5,096,465

株主資本合計 40,519,540 42,904,333
評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △1,009,180 △1,141,222

評価・換算差額等合計 △1,009,180 △1,141,222
少数株主持分 6,500 6,500

純資産合計 39,516,860 41,769,610

負債純資産合計 260,673,599 254,244,989
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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 44,735,133
売上原価 34,630,833

売上総利益 10,104,299
販売費及び一般管理費 7,686,759

営業利益 2,417,539
営業外収益

受取利息 32,856
受取配当金 52,714
違約金収入 77,795
その他 70,969

営業外収益合計 234,335
営業外費用

支払利息 2,151,746
その他 23,653

営業外費用合計 2,175,399

経常利益 476,476
特別利益

貸倒引当金戻入額 1,890
社債償還益 285,000
その他 36,614

特別利益合計 323,505
特別損失

固定資産除却損 49,937
その他 3,165

特別損失合計 53,102

税金等調整前四半期純利益 746,879
法人税、住民税及び事業税 461,710
法人税等調整額 736,911

法人税等合計 1,198,622

四半期純損失（△） △451,743
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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 32,027,343
売上原価 24,840,297

売上総利益 7,187,045
販売費及び一般管理費 4,015,606

営業利益 3,171,438
営業外収益

受取利息 29,660
受取配当金 155
違約金収入 47,370
その他 31,768

営業外収益合計 108,954
営業外費用

支払利息 1,065,062
その他 9,157

営業外費用合計 1,074,220

経常利益 2,206,172
特別利益

社債償還益 285,000
その他 36,614

特別利益合計 321,614
特別損失

固定資産除却損 49,937
その他 3,165

特別損失合計 53,102

税金等調整前四半期純利益 2,474,684
法人税、住民税及び事業税 422,718
法人税等調整額 1,317,347

法人税等合計 1,740,066

四半期純利益 734,618
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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 746,879
減価償却費 522,484
固定資産売却損益（△は益） △0
固定資産除却損 49,937
投資有価証券評価損益（△は益） 2,749
社債償還益 △285,000
のれん償却額 213,911
持分法による投資損益（△は益） 4,130
賞与引当金の増減額（△は減少） 8,797
貸倒引当金の増減額（△は減少） △14,690
完成工事補償引当金の増減額（△は減少） △3,592
債務保証損失引当金の増減額（△は減少） △3,688
退職給付引当金の増減額（△は減少） 38,854
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △19,763
受取利息及び受取配当金 △85,571
支払利息 2,151,746
売上債権の増減額（△は増加） 1,949,853
たな卸資産の増減額（△は増加） △13,953,735
前払費用の増減額（△は増加） △356,813
その他の流動資産の増減額（△は増加） 501,074
敷金及び保証金の増減額（△は増加） △20,342
投資その他の資産の増減額（△は増加） 82,505
仕入債務の増減額（△は減少） △4,126,280
未払消費税等の増減額（△は減少） △317,054
前受金の増減額（△は減少） △122,702
預り金の増減額（△は減少） △1,362,237
その他 △161,886

小計 △14,560,434
利息及び配当金の受取額 85,907
利息の支払額 △2,185,140
法人税等の支払額 △3,717,398

営業活動によるキャッシュ・フロー △20,377,065
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 △786,038
定期預金の払戻による収入 786,021
投資有価証券の取得による支出 △5,070
有形固定資産の取得による支出 △1,123,849
有形固定資産の売却による収入 400
無形固定資産の取得による支出 △1,025
無形固定資産の売却による収入 400
貸付けによる支出 △15,000
貸付金の回収による収入 2,051
出資金の回収による収入 12,000
その他 43,454

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,086,655
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（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)

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 55,792,200
短期借入金の返済による支出 △41,086,900
長期借入れによる収入 23,174,200
長期借入金の返済による支出 △18,326,252
社債の発行による収入 12,000,000
社債の償還による支出 △13,613,000
自己株式の取得による支出 △2
配当金の支払額 △1,921,588

財務活動によるキャッシュ・フロー 16,018,656
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） △5,445,064
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 18,110,864
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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。

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)
該当事項はありません。

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）
(単位：千円)

(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、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、不動産販売事業で営業利益が
517,069千円減少しております。

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子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。

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）

海外売上高がないため、該当事項はありません。

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）

該当事項はありません。

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

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

38,276,498 1,907,720 779,343 3,666,193 105,377 44,735,133 ― 44,735,133

(2) セグメント間の内部売
上高又は振替高

265,056 330,945 215,040 2,318,701 ─ 3,129,744 (3,129,744) ―

計 38,541,554 2,238,666 994,383 5,984,895 105,377 47,864,877 (3,129,744) 44,735,133

営業利益又は営業損失(△) 3,298,252 782,605 71,337 △273,887 △9,912 3,868,395 (1,450,855) 2,417,539

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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「参考」

前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 48,066,127 100.0

Ⅱ 売上原価 36,218,190 75.4

売上総利益 11,847,937 24.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費 7,626,464 15.8

営業利益 4,221,472 8.8

Ⅳ 営業外収益

１ 受取利息 42,485

２ 受取配当金 80,151

３ 違約金収入 50,490

４ その他 36,437 209,564 0.4

Ⅴ 営業外費用

１ 支払利息 1,488,834

２ その他 100,513 1,589,347 3.3

経常利益 2,841,690 5.9

Ⅵ 特別利益

１ 固定資産売却益 75,816

２ 貸倒引当金戻入益 20,593 96,410 0.2

Ⅶ 特別損失

１ 固定資産売却損 10,154

２ 固定資産除却損 164,558

たな卸資産廃棄損 27,430 202,143 0.4

税金等調整前
中間純利益 2,735,956 5.7

法人税、住民税
及び事業税 1,386,441

法人税等調整額 65,789 1,452,230 3.0

中間純利益 1,283,725 2.7
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前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 2,735,956

減価償却費 470,378

のれん償却額 371,744

持分法投資損益 25,235

賞与引当金の増加額 65,369

貸倒引当金の減少額 △28,206

退職給付引当金の増加額 19,367

役員退職慰労引当金の減少額 △602

完成工事補償引当金の減少額 △378

受取利息及び受取配当金 △122,636

支払利息 1,488,834

固定資産売却益 △75,816

固定資産売却損 10,154

固定資産除却損 164,558

売上債権の減少額 2,647,564

たな卸資産の増加額 △31,774,344

前払費用の増加額 △528,274

その他流動資産の減少額 261,761

差入保証金・敷金の増加額 △4,264

その他投資の増加額 △192,730

仕入債務の減少額 △6,062,808

未払消費税等の増加額 133,395

前受金の増加額 634,793

預り金の減少額 △388,393

その他 531,543

小計 △29,617,800

利息及び配当金の受取額 145,834

利息の支払額 △1,495,717

法人税等の支払額 △3,335,128

営業活動による
キャッシュ・フロー △34,302,811
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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)

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 △786,107

定期預金の払戻しによる収入 876,840

質権付定期預金の預入れによる支出 △6,000

その他の関係会社有価証券の取得に
よる収入 500

有形固定資産の取得による支出 △15,998,663

有形固定資産の売却による収入 297,356

無形固定資産の取得による支出 △26,330

貸付けによる支出 △20,000

貸付金の回収による収入 303

投資活動による
キャッシュ・フロー △15,662,100

Ⅲ 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 44,648,060

短期借入金の返済による支出 △32,819,700

長期借入れによる収入 65,096,000

長期借入金の返済による支出 △27,018,278

社債の発行による収入 31,000,000

社債の償還による支出 △15,298,000

自己株式の取得による支出 △10

株式の発行による収入 20,208

配当金の支払額 △2,092,366

財務活動による
キャッシュ・フロー 63,535,913

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 13,571,001

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 43,596,217

Ⅶ 連結の範囲の変更に伴う現金及び
現金同等物の増加額 728,725

Ⅷ 現金及び現金同等物の
中間期末残高

57,895,944
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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）
(単位：千円)

(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 ：ホテルの運営、給食提供など

３．当中間連結会計期間における営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は
1,246,780千円であり、その主なものは、当社の一般管理部門に係る費用であります。

事業の種類別セグメント情報

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

Ⅰ売上高
(１)外部顧客に対する

売上高 41,400,251 1,448,530 707,779 4,141,350 368,215 48,066,127 ─ 48,066,127
(２)セグメント間の内部

売上高又は振替高 72,768 321,659 172,871 1,765,870 30,298 2,363,469 (2,363,469) ─

計 41,473,019 1,770,190 880,651 5,907,221 398,514 50,429,597 (2,363,469) 48,066,127

営業費用 36,164,006 1,313,035 736,116 6,260,138 393,789 44,867,086 (1,022,431) 43,844,655
営業利益又は営業損失
(△) 5,309,012 457,154 144,534 △352,916 4,725 5,562,511 (1,341,038) 4,221,472
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(注) １. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(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。

(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。

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)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９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 35,613,932 79.6 36,465,056 75.9 △851,124 △2.3

戸建住宅 795,419 1.8 751,090 1.5 44,329 5.9

土地 1,804,177 4.0 4,042,650 8.4 △2,238,472 △55.4

その他 62,968 0.2 141,453 0.3 △78,484 △55.5

小 計 38,276,498 85.6 41,400,251 86.1 △3,123,752 △7.5

不動産賃貸事業 1,907,720 4.3 1,448,530 3.0 459,189 31.7

不動産管理事業 779,343 1.7 707,779 1.5 71,564 10.1

広告宣伝事業 3,666,193 8.2 4,141,350 8.6 △475,156 △11.5

その他事業 105,377 0.2 368,215 0.8 △262,837 △71.4

合 計 44,735,133 100.0 48,066,127 100.00 △3,330,994 △6.9

(2) 契約実績

事業 項目

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)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９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 1,073 36,894,629 1,049 38,400,276 △1,505,646 △3.9

戸建住宅 23 1,117,262 24 663,266 453,995 68.4

土地 14 1,691,863 43 4,286,410 △2,594,546 △60.5

合 計 1,110 39,703,756 1,116 43,349,953 △3,646,197 △8.4

(3) 契約残高

事業 項目

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日)

前第２四半期連結会計期間末
(平成19年９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 761 30,018,763 1,413 52,785,788 △22,767,025 △43.1

戸建住宅 9 565,025 6 163,375 401,650 245.8

土地 2 86,606 8 243,760 △157,154 △64.5

合 計 772 30,670,394 1,427 53,192,923 △22,522,529 △42.3
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