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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 14,051 ― △213 ― △523 ― △1,934 ―

20年3月期第2四半期 28,202 △13.6 2,371 47.8 6,522 300.4 3,647 302.6

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 △193.26 ―

20年3月期第2四半期 353.79 ―

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 98,843 15,845 16.0 1,582.91
20年3月期 81,348 18,295 22.5 1,827.69

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  15,845百万円 20年3月期  18,295百万円

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 ― ― ― 35.00 35.00
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 42,000 △13.3 △2,190 ― △3,050 ― △3,070 ― △306.68

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  無  

(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．平成20年８月4日に公表しました連結業績予想及び配当予想は、本資料において修正しております。 
２．本資料に記載されている業績見通しは、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
異なる可能性があります。なお、業績予想の具体的な修正内容は本日別途開示する「業績予想及び期末配当予想の修正並びに役員報酬減額に関するお知らせ」をご覧
ください。 
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。  

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 有

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  10,311,000株 20年3月期  10,311,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  300,647株 20年3月期  300,647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  10,010,353株 20年3月期第2四半期  10,310,380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

　平成20年４月１日から９月30日の６ヶ月間（以下、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金融不安が一段と深刻となり、米国をはじめとする世界経済の後退懸念が強まる等、先行

き不透明感が深まる中で推移しました。

　不動産業界においては、世界的な信用収縮の影響を受け、資金繰りの悪化から破綻に追い込まれる会社が増加す

る等事業環境は一層厳しさを増しました。

　このような環境の下で、当社グループは、当第２四半期において、大型商業施設「ピエリ守山」を開発・オープ

ンしました。また、マンションの完成在庫の販売を中心に営業活動を行いましたが、需要の落ち込みにより厳しい

状況下で推移しました。

　この結果、当第２四半期の経営成績につきましては、売上高は14,051百万円（前年同期比50.2％減）、営業損失

は213百万円（前年同期は2,371百万円の利益）、経常損失は523百万円（同6,522百万円の利益）となりました。マ

ンション事業における個別プロジェクトからの事業撤退に伴う引当金等による特別損失2,360百万円を計上したこと

により、四半期純損失は1,934百万円（同3,647百万円の利益）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。

（建築事業）

　建築事業におきましては、企画・提案型の営業を展開しましたが、テナントの出店意欲の衰え、建築資材価格の

高騰等、厳しい事業環境が続きました。

　以上の結果、当事業の当第２四半期の売上高は4,968百万円（前年同期比35.6％減）、営業利益は90百万円（同

85.1％減）となりました。また、当第２四半期連結累計期間末の受注残高は11,397百万円（前年同期末比50.1％増）

となりました。

（不動産事業）

　不動産事業におきましては、マンション需要の低下、建築コストの上昇といった厳しい環境の下で販売に注力し

ました。また、大型商業施設「ピエリ守山」を開発・オープンしました。

　以上の結果、当事業の当第２四半期の売上高は5,979百万円（前年同期比64.9％減）、営業利益は186百万円（同

91.2％減）となりました。また、マンション事業の当第２四半期末の契約残高は17,672百万円（前年同期末比

35.5％増）、マンション事業を除く不動産事業の当第２四半期末の契約残高は17,350百万円（同0.7％増）となり、

不動産事業の契約残高合計は35,022百万円（同15.7％増）となりました。

（温浴事業）

　温浴事業におきましては、施設内の安全確保と水質の維持、質の高いサービスの提供に努めましたが、激しい競

争と燃料費等のコストアップにより、厳しい運営を余儀なくされました。

　以上の結果、当事業の当第２四半期の売上高は3,029百万円（前年同期比10.9％減）、営業利益は95百万円（同

65.3％減）となりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

　当第２四半期末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動による資金の減少20,948百

万円、投資活動による資金の減少171百万円、財務活動による資金の増加16,176百万円となり、あわせて4,943百万

円減少しました。この結果、当第２四半期末の資金は5,790百万円（前連結会計年度末10,734百万円）となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当第２四半期において、営業活動による資金は20,948百万円の減少となりました。これは主に、たな卸資産の増

加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）

　当第２四半期において、投資活動による資金の減少は171百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得

等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）

　当第２四半期において、財務活動による資金の増加は16,176百万円となりました。これは主に借入金の増加等に

よるものであります。

　また、同期末における長期借入金残高19,945百万円のうち、連結子会社である広島若草都市開発合同会社におけ

るものが6,700百万円含まれております。
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３．連結業績予想に関する定性的情報

　当第２四半期連結会計期間における業績の進捗を勘案し、業績予想の見直しを行った結果、平成20年８月４日付

当社「業績予想の修正に関するお知らせ」にて発表いたしました平成21年３月期の連結業績予想及び個別業績予想

を修正しております。詳細につきましては、本日別途開示する「業績予想及び期末配当予想の修正並びに役員報酬

減額に関するお知らせ」をご参照ください。

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

　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

① 会計基準等の改正に伴う変更

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、主として個別法に基づく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、主として個別法に基づく原価法（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損失、経常損失は、それぞれ140百万円増加し、税金等調整

前四半期純損失は923百万円増加しております。

② ①以外の変更

　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理よって

おりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基準

の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号）を第１四半期連結会計期間から早期適用し、通常の売買取引に

係る会計処理によっております。これによる影響は軽微であります。

－ 2 －



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 5,830,527 10,774,251

受取手形・完成工事未収入金等 1,878,849 1,497,426

販売用土地 37,583,569 29,876,065

販売用建物 27,994,216 10,137,468

開発用不動産 9,019,338 6,906,522

未成工事支出金 1,769,089 363,235

貯蔵品 41,720 44,265

その他 3,025,071 2,524,815

貸倒引当金 △10,165 △3,609

流動資産合計 87,132,217 62,120,440

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 4,258,993 6,032,597

減価償却累計額 △1,329,750 △1,380,794

減損損失累計額 △525,165 △506,634

建物及び構築物（純額） 2,404,077 4,145,169

土地 846,756 6,896,310

建設仮勘定 168,417 168,046

その他 783,988 806,147

減価償却累計額 △525,602 △511,782

減損損失累計額 △25,186 △19,094

その他（純額） 233,199 275,270

有形固定資産合計 3,652,451 11,484,796

無形固定資産 12,676 13,123

投資その他の資産   

投資有価証券 2,056,395 2,057,787

差入保証金 2,761,664 2,814,133

その他 3,241,803 2,871,974

貸倒引当金 △13,503 △13,659

投資その他の資産合計 8,046,360 7,730,235

固定資産合計 11,711,488 19,228,154

資産合計 98,843,705 81,348,595



（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、工事未払金及び土地買収未払金等 7,886,225 4,971,846

短期借入金 30,401,336 23,000,000

1年内返済予定の長期借入金 7,317,500 1,787,500

未払法人税等 19,433 2,073,360

未成工事受入金及び前受金 5,562,295 3,919,523

賞与引当金 160,000 243,000

完成工事補償引当金 16,294 20,525

その他 1,845,593 1,201,931

流動負債合計 53,208,678 37,217,687

固定負債   

長期借入金 19,945,000 16,330,000

長期預り保証金 2,544,064 2,199,976

長期預り金 3,100,000 3,100,000

退職給付引当金 2,897,770 2,890,074

役員退職慰労引当金 444,656 445,993

その他 858,034 869,088

固定負債合計 29,789,525 25,835,133

負債合計 82,998,204 63,052,821

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,240,725 3,240,725

資本剰余金 3,413,694 3,413,694

利益剰余金 10,404,145 12,689,110

自己株式 △373,216 △373,216

株主資本合計 16,685,348 18,970,313

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △187,803 △287,284

土地再評価差額金 △652,044 △387,254

評価・換算差額等合計 △839,847 △674,539

純資産合計 15,845,501 18,295,773

負債純資産合計 98,843,705 81,348,595



（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 14,051,641

売上原価 11,742,837

売上総利益 2,308,803

販売費及び一般管理費 2,522,092

営業損失（△） △213,289

営業外収益  

受取利息 9,735

受取配当金 18,288

受取賠償金 59,523

雑収入 73,595

営業外収益合計 161,142

営業外費用  

支払利息 406,656

原油スワップ評価損 2,701

匿名組合分配損 37,506

雑損失 24,286

営業外費用合計 471,151

経常損失（△） △523,298

特別利益  

貸倒引当金戻入額 207

特別利益合計 207

特別損失  

固定資産除売却損 322

減損損失 24,622

投資有価証券評価損 166,050

たな卸資産評価損 783,571

事業撤退損 1,576,622

その他 4,805

特別損失合計 2,555,994

税金等調整前四半期純損失（△） △3,079,085

法人税、住民税及び事業税 20,517

法人税等調整額 △1,165,000

法人税等合計 △1,144,483

四半期純損失（△） △1,934,601



（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損失（△） △3,079,085

減価償却費 219,496

減損損失 24,622

貸倒引当金の増減額（△は減少） 6,399

賞与引当金の増減額（△は減少） △83,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） 7,695

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △1,337

受取利息及び受取配当金 △28,023

支払利息 406,656

売上債権の増減額（△は増加） △381,422

たな卸資産の増減額（△は増加） △20,930,814

仕入債務の増減額（△は減少） 2,926,878

未成工事受入金及び前受金の増減額（△は減少） 1,642,771

預り金の増減額（△は減少） 662,298

その他 105,671

小計 △18,501,190

利息及び配当金の受取額 27,942

利息の支払額 △436,992

法人税等の支払額 △2,038,075

営業活動によるキャッシュ・フロー △20,948,315

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 △536,201

投資有価証券の売却による収入 2,217

差入保証金の差入による支出 △24,786

差入保証金の回収による収入 45,564

長期預り保証金の受入による収入 400,935

長期預り保証金の返還による支出 △59,573

投資活動によるキャッシュ・フロー △171,842

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） 7,401,336

長期借入れによる収入 9,737,400

長期借入金の返済による支出 △615,000

配当金の支払額 △350,282

その他 2,980

財務活動によるキャッシュ・フロー 16,176,434

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △4,943,724

現金及び現金同等物の期首残高 10,734,251

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,790,527



　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）

 
建築事業
（千円）

不動産事業
（千円）

温浴事業
（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 4,968,209 5,979,855 3,029,038 74,536 14,051,641 － 14,051,641

(2）セグメント間の内部売上高又は振替

高
－ － － － － － －

計 4,968,209 5,979,855 3,029,038 74,536 14,051,641 － 14,051,641

営業利益又は営業損失（△） 90,300 186,563 95,174 23,927 395,966 △609,255 △213,289

　（注）１．事業区分の方法

　事業区分の方法は、現に採用している売上集計区分をベースに建築事業、不動産事業、温浴事業、その他

事業にセグメンテーションしています。

２．各区分に属する主要な内容

事業区分 主要な内容

建築事業 商業用建物・福祉関連施設・賃貸用建物等の建築請負、商業施設の賃貸等

不動産事業 マンションの分譲・売買、宅地売買、その他不動産売買、仲介手数料等

温浴事業 温浴施設（スーパー銭湯）の経営

その他事業 損害保険代理手数料収入等

３．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609,255千円であり、その主なもの

は総務部門等管理部門に係る費用であります。

４．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のための基本となる重要な事項等の変更」３．（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

益は、不動産事業で140,380千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子会社及び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。

（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。
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６．その他の情報

生産、受注及び販売の状況

（１）生産実績

当社グループは生産活動を行っていないため、記載しておりません。

（２）受注実績

受注高

前第２四半期連結累計期間 当第２四半期連結累計期間

(自 平成19年4月 1日 (自 平成20年4月 1日

至 平成19年9月30日) 至 平成20年9月30日)

金額（千円） 金額（千円）

建築事業 5,741,251 6,404,786

受注残高

前第２四半期連結会計期間末 当第２四半期連結会計期間末

(平成19年9月30日） (平成20年9月30日）

金額（千円） 金額（千円）

建築事業 7,594,155 11,397,250

 （注）１．記載金額は千円未満を切り捨てて表示しています。

 ２．受注高・受注残高ともに外部顧客に対する受注高・受注残高を表示しています。

（３）契約実績

不動産事業のうち、マンション分譲事業の契約実績は次のとおりであります。

契約高

前第２四半期連結累計期間 当第２四半期連結累計期間

(自 平成19年4月 1日 (自 平成20年4月 1日

至 平成19年9月30日) 至 平成20年9月30日)

金額（千円） 金額（千円）

マンション分譲 5,687,659 6,482,871

契約残高

前第２四半期連結会計期間末 当第２四半期連結会計期間末

(平成19年9月30日） (平成20年9月30日）

金額（千円） 金額（千円）

マンション分譲 13,047,000 17,672,603

 （注）１．記載金額は千円未満を切り捨てて表示しています。

 ２．契約高・契約残高ともに外部顧客に対する契約高・契約残高を表示しています。

 ３．マンション分譲事業を除く不動産事業の当第２四半期連結会計期間末（平成20年９月30日現在）の契約残高は

17,350,071千円であり、不動産事業全体の同残高は35,022,674千円であります。
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（４）販売実績

前第２四半期連結累計期間 当第２四半期連結累計期間

(自 平成19年4月 1日 (自 平成20年4月 1日

至 平成19年9月30日) 至 平成20年9月30日)

金額（千円） 金額（千円）

建築事業 7,717,184 4,968,209

不動産事業 17,031,160 5,979,855

温浴事業 3,398,669 3,029,038

その他事業 55,440 74,536

 （注）１．記載金額は千円未満を切り捨てて表示しています。

 ２．販売実績は、外部顧客に対する売上高を表示しています。
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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  28,202,455 100.0

Ⅱ　売上原価  22,469,936 79.7

売上総利益  5,732,518 20.3

Ⅲ　販売費及び一般管理費  3,360,808 11.9

営業利益  2,371,709 8.4

Ⅳ　営業外収益    

１．受取利息 9,959   

２．受取配当金 14,840   

３．出資金運用益 4,118,600   

４．原油スワップ評価益 51,581   

５．雑収入 158,983 4,353,965 15.4

Ⅴ　営業外費用    

１．支払利息 201,262   

２．雑損失 2,200 203,462 0.7

経常利益  6,522,212 23.1

Ⅵ　特別利益    

１．貸倒引当金戻入益 1,991 1,991 0.0

Ⅶ　特別損失    

１．固定資産除売却損 9,234   

２．和解金 13,500 22,734 0.0

税金等調整前中間純利益  6,501,469 23.1

法人税、住民税及び事業税 2,749,562   

法人税等調整額 104,240 2,853,802 10.2

中間純利益  3,647,667 12.9
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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 6,501,469

減価償却費 219,816

出資金運用益 △4,118,600

貸倒引当金の増加又は減
少(△)額

△1,991

賞与引当金の増加又は減
少(△)額

4,000

退職給付引当金の増加又
は減少(△)額

13,654

役員退職慰労引当金の増
加又は減少(△)額

15,969

受取利息及び受取配当金 △24,799

支払利息 201,262

売上債権の増加(△)又は
減少額

717,736

たな卸資産の増加(△)又
は減少額

△3,915,533

仕入債務の増加又は減少
(△)額

△1,383,362

未成工事受入金及び前受
金の増加又は減少(△)額

△1,287,307

預り金の増加又は減少
(△)額

48,351

その他 261,691

小計 △2,747,642

利息及び配当金の受取額 24,775

利息の支払額 △207,053

法人税等の支払額 △1,324,589

営業活動によるキャッシュ・
フロー

△4,254,509
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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

 

投資有価証券の取得によ
る支出

△80,297

投資有価証券の売却等に
よる収入

6,130,295

有形固定資産の取得によ
る支出

△925,856

差入保証金の差入による
支出

△23,586

差入保証金の返還による
収入

63,564

長期預り保証金の受入に
よる収入

74,316

長期預り保証金の返還に
よる支出

△203,371

その他 △399

投資活動によるキャッシュ・
フロー

5,034,664

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 △1,000,000

長期借入金の返済による
支出

△565,000

長期借入れによる収入 4,490,000

配当金の支払額 △309,942

財務活動によるキャッシュ・
フロー

2,615,057

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加
又は減少(△)額

3,395,213

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首
残高

5,690,914

Ⅵ　現金及び現金同等物の中間
期末残高

9,086,127
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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）

 
建築事業
（千円）

不動産事業
（千円）

温浴事業
（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 7,717,184 17,031,160 3,398,669 55,440 28,202,455 － 28,202,455

(2）セグメント間の内部売上高又は振替

高
－ － － － － － －

計 7,717,184 17,031,160 3,398,669 55,440 28,202,455 － 28,202,455

営業費用 7,110,097 14,905,446 3,124,470 32,811 25,172,825 657,919 25,830,745

営業利益 607,087 2,125,714 274,198 22,629 3,029,629 △657,919 2,371,709

〔所在地別セグメント情報〕

前中間連結会計期間（平成19年４月１日～９月30日）

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。

〔海外売上高〕

前中間連結会計期間（平成19年４月１日～９月30日）

海外売上高がないため該当事項はありません。
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