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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 27,524 ― △100 ― △221 ― △1,618 ―

20年3月期第2四半期 29,221 18.4 1,027 78.0 924 363.7 293 215.1

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2四半期 △110.23 ―

20年3月期第2四半期 20.00 ―

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 30,746 10,547 34.0 711.61
20年3月期 36,386 12,360 33.7 834.59

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  10,445百万円 20年3月期  12,250百万円

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 ― 12.00 ― 12.00 24.00
21年3月期 ― 12.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 12.00 24.00

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 59,000 △7.5 1,400 △50.3 1,200 △52.3 △1,100 ― △74.94

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、5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、5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、その他特記事項 
１．平成20年5月13日に公表しました、通期連結業績予想は平成20年10月14日の発表のとおり修正を行なっておりますが、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
なる仮定に関する注意事項等につきましては、4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下さい。  
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。  

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  14,680,000株 20年3月期  14,680,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  1,397株 20年3月期  1,397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  14,678,603株 20年3月期第2四半期  14,678,703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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

当第2四半期（6ヶ月） 前中間期 前期比

売上高 27,524 29,221  △5.8％

営業損益 △100 1,027  －　

経常損益 △221 924  －

四半期純損益 △1,618 293  －

　当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、サブプライムローン問題の深刻化を背景とする世界的な金融・

資本市場の混乱、これに起因する輸出の伸びの鈍化や個人消費の減退がみられ、景況感は減速の度を深めてまいりま

した。

  当第２四半期連結累計期間の業績は、主力であるマンション管理事業をはじめとする管理系事業全体では前年同期

を上回る売上高で推移したものの、開発建設事業における販売の低迷や不動産価格の下落を織り込んだ完成在庫の評

価減により、全体の売上高は前年同期比5.8%減の275億2千4百万円、営業損益は1億円の損失、経常損益は2億2千1百万

円の損失となりました。また、開発事業からの撤退を前倒しするためプロジェクト用地を売却することとし、これに

伴う損失引当金等を特別損失として計上したことより、四半期純損益は16億1千8百万円の損失となりました。

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。　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

売上高　（6ヶ月累計） 営業利益　（6ヶ月累計）

当第２四半期 前中間期 前期比 当第２四半期 前中間期 前期比

マンション管理事業 15,465 14,897 3.8％ 1,210 1,244 △2.8％

ビル管理事業 2,211 2,198 0.6％ 125 150 △16.8％

不動産管理事業 1,699 1,726 △1.6％ 238 288 △17.3％

営繕工事業 6,741 5,912 14.0％ 435 378 15.3％

開発建設事業 1,407 4,487 △68.6％ △1,103 △35 －

消去又は全社 － － － △1,006 △998 －

合計 27,524 29,221 △5.8％ △100 1,027 －

①マンション管理事業

　マンション管理事業につきましては、マンション発売戸数の減少傾向が顕著になるなか、受注環境は厳しくなり

つつありましたが、前年度に管理を受注した物件が計画通りに稼動したため、引続き管理戸数を伸ばすことができ

ました。当第２四半期連結累計期間の管理戸数は国内において6,402戸増加し、合計334,813戸となりました。また、

海外を含めたグループ全体では11,588戸増加し、当第２四半期末の管理戸数は403,730戸となりました。

　この結果、売上高は前年同期比3.8%増の154億6千5百万円となりましたが、営業利益は人員増強による人件費の増

加により、前年同期比2.8%減の12億1千万円となりました。

②ビル管理事業

　ビル管理事業につきましては、サブプライムローン問題の影響により外資系金融機関の賃料負担力が低下し、空

室率が増加傾向にある厳しい市況の中、当社におきましては、大型物件の管理開始が寄与し、売上高は前年同期比

0.6%増の22億1千1百万円となりましたが、営業利益は開発事業から人員を一部シフトしたことに伴い、前年同期比

16.8%減の1億2千5百万円となりました。

③不動産管理事業

　不動産管理事業につきましては、オーナー変更による解約・減額に加え、ファンド系の新規受注が低迷したこと

が影響し、売上高は前年同期比1.6%減の16億9千9百万円となりました。営業利益は、ビル管理事業と同様に開発事

業から人員を一部シフトしたことに伴い、前年同期比17.3%減の2億3千8百万円となりました。
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④営繕工事業

　営繕工事業につきましては、管理ストックの拡大により小修繕工事の案件が増加したことに加え、春季着工の大

規模修繕工事の受注が順調に推移したことにより、売上高は前年同期比14.0%増の67億4千1百万円、営業利益は前年

同期比15.3%増の4億3千5百万円となりました。

⑤開発建設事業

　開発建設事業につきましては、販売の低迷に加え、市況悪化への対応として販売価格の見直しを行った結果、売

上高は前年同期比68.6%減の14億7百万円となりました。また完成在庫の評価損を計上した関係で、営業損益は11億

3百万円の損失となりました。

※前年同期（前中間期）及び前年同期比増減率は、参考として記載しております。　

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

  当第２四半期末 平成20年３月期 増減

 　総　　　資　　　産 30,746 36,386 △5,639

 　総　　　負　　　債 20,199 24,026 △3,827

 　純　　　資　　　産 10,547 12,360 △1,812

 　うち自　己　資　本 10,445 12,250 △1,805

 　期末有利子負債 10,667 11,389 △721

 　自己資本比率（％） 34.0 33.7 0.3

 　１株当たり純資産(円） 711.61 834.59 △122.98

　当第２四半期連結会計期間末の総資産は前連結会計年度末と比較し56億3千9百万円減少の307億4千6百万円となりま

した。この主な要因は、現金及び預金の取崩しによる借入金及び仕入債務の圧縮等であります。負債につきましては、

前述の借入金及び仕入債務の圧縮等により、前連結会計年度末比38億2千7百万円減少の201億9千9百万円となりました。

純資産は、前連結会計年度末と比較し利益剰余金等の減少により18億1千2百万円減少の105億4千7百万円となりました。

②キャッシュ・フローの状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

  
当第2四半期連結累計

期間
前中間期 増減

  営業活動によるキャッシュ・フロー △2,555 △543 △2,012

  投資活動によるキャッシュ・フロー △64 △370 306

  財務活動によるキャッシュ・フロー △928 △5,025 4,097

 現金及び現金同等物の増減額(減少：△） △3,550 △5,920 2,370

 現金及び現金同等物の期首残高 7,354 13,229 △5,874

 現金及び現金同等物の期末残高 3,803 7,308 △3,504

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の残高は38億3百万円となり、前連結会計年度末と比較

して35億5千万円減少となりました。

当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因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」は25億5千5百万円の支出となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純

損失の計上15億7千万円、仕入債務の減少額29億9百万円等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6千4百万円の支出となりました。主な要因は、有形固定資産取得の支出4

千7百万円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9億2千8百万円の支出となりました。主な要因は、借入金の純減額7億2千

1百万円によるものであります。
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３．連結業績予想に関する定性的情報

（通期の業績見通し）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位:百万円）　

 平成21年3月期 平成20年3月期 増減額 増減率(％)

　売上高 59,000 63,767 △4,767 △7.5

　営業利益 1,400 2,816 △1,416 △50.3

　経常利益 1,200 2,516 △1,316 △52.3

　当期純損益　 △1,100 1,022 △2,122 －

　主力であるマンション管理事業を中心とする管理系事業全体においては、管理ストックの拡大により増収・増益

を見込んでおりますが、全体といたしましては、開発建設事業において引渡となる物件の減少や市況悪化による販

売価格の下落等による影響で減収・減益を見込んでおります。

　なお、当期純損益につきましては、当第２四半期連結会計期間において、開発事業の早期撤退に向けてプロジェ

クト用地を売却する方針としたため、これに伴う損失引当金等を特別損失として計上した影響で減益を見込んでお

ります。

（連結セグメント別見通し）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位:百万円）

売　上　高　 営　業　利　益　

平成21年3月期 平成20年3月期 前期比 平成21年3月期 平成20年3月期 前期比

マンション管理事業 31,100 29,821 4.3％ 2,700 2,508 7.7％

ビル管理事業 4,400 4,422 △0.5％ 230 298 △22.8％

不動産管理事業 3,700 3,524 5.0％ 600 570 5.3％

営繕工事業 13,300 12,907 3.0％ 950 927 2.5％

開発建設事業 6,500 13,090 △50.3％ △980 486 －

消去又は全社 － － － △2,100 △1,975 －

合計 59,000 63,767 △7.5％ 1,400 2,816 　△50.3％

(注）平成20年10月14日発表の業績予想より変更はありません。　
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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

（棚卸資産の評価方法）

　当第２四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実施棚卸を省略し、前連結会計年度末の実施棚卸高

を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。

　また、棚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

切下げを行なっております。

（固定資産の減価償却費の算定方法）

　定率法を採用している資産については、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する方法に

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

（税金費用の計算）

　税金費用については、原則として、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対す

る税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算してお

ります。また、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定

実効税率を用いた計算をしております。なお、法人税等調整額は法人税等に含めて表示しております。

（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

１．四半期財務諸表に関する会計基準の適用

　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．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適用

　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。これにより、当第２四半期連結累計期間の特別損

失に77百万円を計上した結果、税金等調整前四半期純損失は、77百万円増加しております。

（追加情報）

　事業撤退損失引当金の計上

　開発事業からの撤退を前倒しするためプロジェクト用地を売却することとし、今後見込まれる損失について算

出した金額を計上しております。この結果、特別損失が679百万円増加し、税金等調整前四半期純損失が679百万

円増加しております。
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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：百万円）

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 4,591 8,240

受取手形及び売掛金 3,153 3,382

販売用不動産 6,817 5,091

仕掛販売用不動産 1,308 4,558

未成工事支出金 282 386

貯蔵品 56 51

繰延税金資産 605 571

その他 703 689

貸倒引当金 △56 △53

流動資産合計 17,461 22,917

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,880 2,958

機械装置及び運搬具（純額） 9 11

工具、器具及び備品（純額） 218 229

土地 7,233 7,238

建設仮勘定 1 1

有形固定資産合計 10,343 10,439

無形固定資産   

のれん 94 125

その他 283 314

無形固定資産合計 377 440

投資その他の資産   

投資有価証券 131 133

長期貸付金 6 7

差入保証金 1,025 1,032

繰延税金資産 842 828

その他 834 854

貸倒引当金 △274 △266

投資その他の資産合計 2,564 2,588

固定資産合計 13,285 13,469

資産合計 30,746 36,386
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（単位：百万円）

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 2,633 5,543

短期借入金 2,483 570

1年内償還予定の社債 3,000 3,000

1年内返済予定の長期借入金 3,177 3,741

未払法人税等 86 1,069

賞与引当金 1,178 1,081

役員賞与引当金 － 35

事業撤退損失引当金 679 －

その他 3,335 3,426

流動負債合計 16,572 18,467

固定負債   

長期借入金 2,007 4,078

退職給付引当金 968 679

役員退職慰労引当金 300 281

その他 350 520

固定負債合計 3,626 5,558

負債合計 20,199 24,026

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,529 1,529

資本剰余金 1,329 1,329

利益剰余金 7,620 9,414

自己株式 △1 △1

株主資本合計 10,477 12,271

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1 1

為替換算調整勘定 △33 △22

評価・換算差額等合計 △32 △21

少数株主持分 102 109

純資産合計 10,547 12,360

負債純資産合計 30,746 36,386
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（２）四半期連結損益計算書 

（単位：百万円）

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 27,524

売上原価 21,456

売上総利益 6,067

販売費及び一般管理費 6,168

営業損失（△） △100

営業外収益  

受取利息 6

受取配当金 1

その他 21

営業外収益合計 29

営業外費用  

支払利息 88

貸倒引当金繰入額 15

その他 46

営業外費用合計 150

経常損失（△） △221

特別利益  

貸倒引当金戻入額 1

特別利益合計 1

特別損失  

固定資産除却損 16

投資有価証券評価損 3

会員権評価損 3

減損損失 9

退職給付費用 77

割増退職金 45

株式公開買付対応費用 393

事業撤退損 120

事業撤退損失引当金繰入額 679

特別損失合計 1,350

税金等調整前四半期純損失（△） △1,570

法人税等 33

少数株主利益 13

四半期純損失（△） △1,618
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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損失（△） △1,570

減価償却費 137

減損損失 9

株式公開買付対応費用 393

割増退職金 45

固定資産除売却損益（△は益） 16

投資有価証券評価損益（△は益） 3

貸倒引当金の増減額（△は減少） 17

賞与引当金の増減額（△は減少） 97

退職給付引当金の増減額（△は減少） 289

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 18

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △35

事業撤退損失引当金の増減額（△は減少） 679

受取利息及び受取配当金 △7

支払利息 88

売上債権の増減額（△は増加） 224

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,670

仕入債務の増減額（△は減少） △2,909

未払消費税等の増減額（△は減少） 3

前受金の増減額（△は減少） 66

その他 △203

小計 △962

利息及び配当金の受取額 7

利息の支払額 △107

株式公開買付の対応に伴う支払額 △403

割増退職金の支払額 △45

法人税等の還付額 16

法人税等の支払額 △1,060

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,555

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 △39

定期預金の払戻による収入 41

有形固定資産の取得による支出 △47

無形固定資産の取得による支出 △17

投資有価証券の取得による支出 △1

その他 0

投資活動によるキャッシュ・フロー △64
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（単位：百万円）

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  

短期借入金の純増減額（△は減少） 1,913

長期借入れによる収入 550

長期借入金の返済による支出 △3,184

配当金の支払額 △175

少数株主への配当金の支払額 △19

その他 △11

財務活動によるキャッシュ・フロー △928

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,550

現金及び現金同等物の期首残高 7,354

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,803
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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２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年9月30日）

マンション
管理事業

ビ　　ル
管理事業

不 動 産
管理事業

営繕工事業
開発建設
事　　業

計
消去又は
全　　社

連　結

（百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

売上高

(1）外部顧客に対す

る売上高
15,465 2,211 1,699 6,741 1,407 27,524 － 27,524

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高

－ 11 183 4 － 200 (200) －

計 15,465 2,223 1,883 6,746 1,407 27,725 (200) 27,524

営業利益又は

営業損失（△）
1,210 125 238 435 △1,103 906 (1,006) △100

　（注）１．事業の区分は、内部管理上採用している区分によっています。

２．各区分の主な内容

（1）マンション管理事業・・

 

分譲マンションの管理員業務、清掃・設備管理・保全の各業務、管理組合
の決算・運営補助業務等マンションの総合的管理業務

（2）ビル管理事業・・・・・

 

ビルの環境衛生清掃・保安警備・受付・設備管理・保全の各業務及びビル
の総合的管理業務

（3）不動産管理事業・・・・

 

オーナー所有物件の賃貸管理代行及びサブリース等の賃貸管理代行業務、
不動産の売買・仲介業務

（4）営繕工事業・・・・・・

 

マンション共用部分の建物・設備営繕工事、外壁塗装工事等の大規模修繕
工事、専有部分のリフォーム工事等

（5）開発建設事業・・・・・

 

投資用マンション・ファミリーマンション・等価交換方式による複合マン
ションの開発・建設
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[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）

 
日本

（百万円）
台湾

（百万円）
その他の地域
（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 24,679 2,522 322 27,524 － 27,524

(2）
セグメント間の内部

売上高又は振替高
－ － － － － －

 計 24,679 2,522 322 27,524 － 27,524

 
営業利益又は

営業損失（△）
793 74 40 908 (1,008) △100

　 (注）１．国又は地域は、事業活動の独自性を考慮し、主として国別に区分しております。

２．その他の地域の内訳は次のとおりであります。

その他の地域……中国、フィリピン

[海外売上高]

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）

 台湾 その他の地域 計

Ⅰ　海外売上高（百万円） 2,522 322 2,845

Ⅱ　連結売上高（百万円） － － 27,524

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の

割合（％）
9.2 1.2 10.3

　（注）１．国又は地域は、事業活動の独自性を考慮し、主として国別に区分しております。

２．その他の地域の内訳は次のとおりであります。

　　その他の地域……………中国、フィリピン

３．海外売上高は、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。

６．その他の情報

　当社は平成20年10月21日開催の取締役会において、「業務提携に関する基本合意書」の締結を決議し、同日締結いた

しました。　

　詳細は、平成20年10月21日付「株式会社リロ・ホールディングとの間の業務提携に関する正式協議の開始及び買付説

明書に基づく当社株式買付けに対する対抗措置の不発動の決定に関するお知らせ」をご参照下さい。　

１．業務提携に関する基本合意について

(1)提携先企業の名称

　　株式会社リロ・ホールディング

(2)内容等

　当社及び株式会社リロ・ホールディングの相互の業務分野を活かしてシナジーを実現し、相互の事業における更な

る成長・発展を達成し、もって両社の企業価値の最大化を図ること。

　なお、具体的な業務提携の内容につきましては、本年12月末を目処に協議を進めてまいります。

(3)契約の時期

　平成20年10月21日　

２．その他

　株式会社リロ・ホールディングは、当社の株式を平成20年10月21日、同月22日及び同月23日に、合計3,977,000株

（発行済株式数の27.09％）を取得し当社の筆頭株主及び関係会社となりました。　
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「参考資料」

前年同四半期に係る財務諸表等

（１）中間連結損益計算書

科目

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）

金額（百万円）

Ⅰ　売上高 29,221

Ⅱ　売上原価 22,246

売上総利益 6,975

Ⅲ　販売費及び一般管理費 5,947

営業利益 1,027

Ⅳ　営業外収益  

１．受取利息　 10

２．受取配当金　 4

３．雇用安定助成金 3

４．還付加算金 8

５．その他　 27

営業外収益計　 54

Ⅴ　営業外費用  

１．支払利息　 119

２．その他　 38

営業外費用計　 158

経常利益 924

Ⅵ　特別利益　 73

Ⅶ　特別損失　 60

税金等調整前中間純利益　 937

法人税、住民税及び事業税 630

少数株主利益　　 13

中間純利益　 293
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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（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前中間純利益　 937

減価償却費 131

減損損失　 56

固定資産売却益　 △1

過年度支払利息返還額　 △59

貸倒引当金の増減額 （減少：△）　 0

賞与引当金の増減額 （減少：△） 　 108

退職給付引当金の増減額 （減少：△）　 20

役員退職慰労引当金の増減額 （減少：△）　 △12

役員賞与引当金の増減額 （減少：△）　 △25

受取利息及び受取配当金　 △15

支払利息 119

売上債権の増減額 （増加：△）　 △28

たな卸資産の増減額 （増加：△）　 1,507

仕入債務の増減額 （減少：△）　 △3,470

未払消費税等の増減額 （減少：△）　 5

前受金の増減額 （減少：△）　 71

その他　 △2

小計 △652

過年度支払利息返還による受取額　 59

利息及び配当金の受取額　 15

利息の支払額　 △159

法人税等の支払額　 194

営業活動によるキャッシュ・フロー △543

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　 △61

定期預金の払戻による収入　 32

有形固定資産の取得による支出　 △45

有形固定資産の売却による収入　 19

無形固定資産の取得による支出　 △93

投資有価証券の取得による支出　 △0

新規連結子会社の取得による支出　 △31

連結子会社株式の追加取得による支出　 △204

その他　 15

投資活動によるキャッシュ・フロー △370

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の増減額 （減少：△） △2,835

長期借入れによる収入　 1,427

長期借入金の返済による支出　 △3,476

親会社による配当金の支払額　 △117

少数株主への配当金支払額　 △10

その他　 △13

財務活動によるキャッシュ・フロー △5,025

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額　 18

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額（減少：△）　 △5,920

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高　 13,229

Ⅶ　現金及び現金同等物の中間期末残高　 7,308
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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（平成19年4月1日～9月30日）

マンション
管理事業

ビ　　ル
管理事業

不 動 産
管理事業

営繕工事業
開発建設
事　　業

計
消去又は
全　　社

連　結

（百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

売上高

(1）外部顧客に対す

る売上高
14,897 2,198 1,726 5,912 4,487 29,221 － 29,221

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高

－ 11 193 2 － 207 (207) －

計 14,897 2,210 1,919 5,915 4,487 29,429 (207) 29,221

営業利益又は

営業損失（△）
1,244 150 288 378 △35 2,026 (998) 1,027
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