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1.  平成21年4月期第2四半期の連結業績（平成20年5月1日～平成20年10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4月期第2四半期 9,045 ― 274 ― 252 ― △27 ―

20年4月期第2四半期 12,161 54.8 652 △10.1 689 △8.9 400 △13.8

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4月期第2四半期 △42.77 △42.76

20年4月期第2四半期 627.56 626.19

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4月期第2四半期 14,888 2,654 17.8 4,195.92
20年4月期 15,851 2,746 17.3 4,341.35

（参考） 自己資本   21年4月期第2四半期  2,654百万円 20年4月期  2,746百万円

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  

当社は定款において期末日を配当基準日と定めておりますが、現時点では当該基準日における配当予想額は未定であります。  

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4月期 ― 100.00 ― 100.00 200.00
21年4月期 ― 80.00 ――― ――― ―――

21年4月期（予想） ――― ――― ― ― ―

3.  平成21年4月期の連結業績予想（平成20年5月1日～平成21年4月30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 18,500 △9.8 514 △40.2 450 △43.8 103 △76.4 162.79

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．その他をご参照ください。  

(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、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご参照ください。  

(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き作成しており、 
    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、業績予想に関連する事項につきましては、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」をご参照ください。 
  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。  

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4月期第2四半期  638,874株 20年4月期  638,874株

② 期末自己株式数 21年4月期第2四半期  6,163株 20年4月期  6,163株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年4月期第2四半期  632,711株 20年4月期第2四半期  637,598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（平成20年５月１日から平成20年10月31日まで）におけるわが国経済は、サブプライムローン問題

に加え、米国大手証券会社の破綻等による米国経済の減速、原油価格・素材価格の高騰・世界同時株安・急激な円

高等に伴い、企業の設備投資や個人消費が減少し、景気の減速により厳しさを増しました。

　このような経済状況のもとで、当社グループは、移動体通信関連事業における販売基盤の整備・サービス向上、

不動産事業の市場動向に応じた多角化への深耕及びリゾート事業の拡大強化などに努めてまいりました。

　当第２四半期の経営成績は、売上高90億45百万円（前年同期比25.6％減）、営業利益２億74百万円（前年同期比

57.8％減）、経常利益２億52百万円（前年同期比63.4％減）となりました。また、投資有価証券の評価損ならびに、

販売用不動産等の減損処理による特別損失が2億38百万円発生し、四半期純損失27百万円となりました。

（移動体通信関連事業）

　携帯電話業界においては、携帯電話の加入件数が平成20年10月末現在で１億513万台に達し、そのうち第３世代携

帯電話端末の台数は9,438万台となっており、全体の89.8％を占めております。第３世代携帯電話への移行が進む一

方、割賦販売による買い替えサイクルの長期化等により、当第２四半期の携帯電話の純増数は214万台と前年同期比

13.4％減となりました（「電気通信事業者協会」より）。

　このような環境のなかで、当社グループは、不採算店舗の移設や撤去等により経営効率の向上に取り組んでまい

りましたが、市場の厳しい環境をカバーすることが出来ず、売上高は78億13百万円（前年同期比15.0％減）となり

ました。

（不動産事業）

　米国のサブプライムローン問題、米国大手証券会社の破綻により、世界レベルでの金融信用圧縮に伴い、不動産

取引の停滞や不動産市況の悪化等の影響が発生し、不動産・建築会社等の経営破綻が相次ぐなど厳しい経営環境が

続いております。このような状況下にあって、当社グループにおきましては、不動産市況に左右されない最適な事

業の構築を目指し取り組んでまいりましたが、市場の厳しい環境をカバーすることが出来ませんでした。

　当第２四半期における売上高は３億13百万円（前年同期比86.2％減）となりました。

（リゾート事業）

　ゴルフ業界につきましては、これまで女子のみであった持続的なプロゴルフ人気が男子にも発生したことでゴル

フへの関心が高まり、ゴルフが親しみやすいスポーツとして捉えられるようになっております。

　このような経営環境の中、当社グループにおきましては保有コースの５コースが期首より稼動したことによって

事業基盤が拡大しました。

　今後においても、ゴルフ場の数を増やすことによって、スケールメリットを活用し、一括購買による仕入価格の

低減や当社グループの複数コースの優待などの運営により、さらなる事業基盤の拡大を目指します。

　当第２四半期における売上高は８億98百万円（前年同期比34.3％増）となりました。

（その他事業）

　その他事業としてフード事業を行っております。

　前連結会計年度に比べ当第２四半期は、店舗体制が２店舗から１店舗に減少したことにより売上高は19百万円（前

年同期比49.7％減）となりました。
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２．連結財政状態に関する定性的情報

（１）財政状態の変動状況

　当第２四半期末における総資産は、148億88百万円となり、前連結会計年度末と比べて９億63百万円の減少とな

りました。これは主に、売掛金の減少によるものであります。　

　負債は、122億33百万円となり、前連結会計年度末と比べて８億71百万円の減少となりました。これは主に、　

買掛金の減少によるものであります。

　純資産は、26億54百万円となり、前連結会計年度末と比べて92百万円の減少となり、自己資本比率は17.8％と

なりました。

（２）キャッシュ・フローの状況

　当第２四半期末の現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、７億47百万円となり、前連結会計年度末

に比べ１億97百万円の減少となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当第２四半期における営業活動により使用したキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益18百万円、

売上債権の減少による収入７億78百万円等がありましたが、仕入債務の減少による支出９億９百万円、法人税等

の支払１億89百万円等により、全体では19百万円の支出となりました。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当第２四半期における投資活動により使用したキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出１億44

百万円等により、全体では２億54百万円の支出となりました。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当第２四半期における財務活動により得たキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出３億48百万円

等がありましたが、長期借入れによる収入６億50百万円により、全体では76百万円の収入となりました。

３．連結業績予想に関する定性的情報

今後の経済情勢、市場動向を勘案の上、業績予想の見直しを行った結果、平成20年６月13日の決算短信で発表し

ました平成21年４月期の業績予想（通期・個別)を修正しております。詳細については、本日公表しました「通期業

績予想の修正に関するお知らせ」をご覧下さい。

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

①　簡便な会計処理

イ　たな卸資産の評価方法

　　たな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。

ロ　固定資産の減価償却の算定方法

　　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

　　該当事項はありません。
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（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」等の適用

　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 平成19年３月14日）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 平成19年３月14日）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。

　なお、四半期連結財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内

閣府令」（内閣府令第50号 平成20年８月７日）附則第７条第１項第５号ただし書きにより、改正後の四半期連

結財務諸表規則に基づいて作成しております。

②　「棚卸資産の評価に関する会計基準」の適用

　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（商品、販売用不動産）及び

最終仕入原価法による原価法（貯蔵品）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、商品及び販売用

不動産は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、

貯蔵品については最終仕入原価法による原価法（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。これによる、営業利益及び経常利益に与える影響はありませんが、税金等

調整前四半期純利益が１億25百万円減少しております。

③　「リース取引に関する会計基準」等の適用

　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によっ

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(平成５年６月17日(企業会計審議会

第一部会)、平成19年３月30日改正))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(平成６年１月18日(日本公認会計士協会 会計制度委員会)、平成19年３月30日改正))が平成20年４月１

日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができることになったことに伴い、

第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっております。

また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース期間を

耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

　なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、引き続

き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。この変更に伴う損益への影響は軽微であ

ります。
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１【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10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４月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,004,506 1,128,789

売掛金 1,654,146 2,432,950

商品 546,111 662,318

販売用不動産 1,956,316 1,925,581

貯蔵品 14,166 12,902

その他 190,923 199,461

貸倒引当金 △13,876 △286

流動資産合計 5,352,293 6,361,716

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 2,613,799 2,584,725

減価償却累計額 △695,030 △626,846

建物及び構築物（純額） 1,918,768 1,957,878

土地 5,479,351 5,465,339

その他 277,858 192,808

減価償却累計額 △79,522 △83,003

その他（純額） 198,336 109,805

有形固定資産合計 7,596,455 7,533,023

無形固定資産   

のれん 77,354 88,005

その他 133,505 104,738

無形固定資産合計 210,860 192,744

投資その他の資産   

匿名組合出資金 831,403 831,681

その他 883,964 910,661

貸倒引当金 △6,572 △189

投資その他の資産合計 1,708,794 1,742,153

固定資産合計 9,516,110 9,467,921

繰延資産 19,810 22,203

資産合計 14,888,214 15,851,841
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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10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４月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,306,585 2,215,613

短期借入金 3,793,716 3,974,764

1年内償還予定の社債 44,000 44,000

未払法人税等 110,996 188,645

賞与引当金 73,630 80,424

その他 599,993 633,154

流動負債合計 5,928,921 7,136,602

固定負債   

社債 610,000 632,000

長期借入金 5,434,318 5,092,084

退職給付引当金 5,714 4,059

その他 254,453 240,273

固定負債合計 6,304,485 5,968,417

負債合計 12,233,407 13,105,019

純資産の部   

株主資本   

資本金 693,858 693,858

資本剰余金 832,376 832,376

利益剰余金 1,180,520 1,270,855

自己株式 △43,998 △43,998

株主資本合計 2,662,757 2,753,091

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △7,949 △6,270

評価・換算差額等合計 △7,949 △6,270

純資産合計 2,654,807 2,746,821

負債純資産合計 14,888,214 15,851,841
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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５月１日 
 至 平成20年10月31日) 

売上高 9,045,530

売上原価 7,077,436

売上総利益 1,968,094

販売費及び一般管理費 1,693,121

営業利益 274,973

営業外収益  

受取利息及び配当金 1,627

広告支援金収入 21,882

ゴルフ場施設協力金 22,110

その他 32,992

営業外収益合計 78,613

営業外費用  

支払利息 91,254

貸倒引当金繰入額 4,843

その他 5,107

営業外費用合計 101,205

経常利益 252,380

特別利益  

固定資産売却益 10,954

特別利益合計 10,954

特別損失  

固定資産売却損 51

固定資産除却損 5,536

販売用不動産評価損 125,563

投資有価証券評価損 38,960

匿名組合投資損失 74,366

特別損失合計 244,479

税金等調整前四半期純利益 18,855

法人税、住民税及び事業税 119,911

法人税等調整額 △73,992

法人税等合計 45,919

四半期純損失（△） △27,063
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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５月１日 
 至 平成20年10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利益 18,855

減価償却費 91,883

のれん償却額 10,650

繰延資産償却額 2,392

貸倒引当金の増減額（△は減少） 19,973

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,654

賞与引当金の増減額（△は減少） △6,794

受取利息及び受取配当金 △1,627

支払利息 91,254

固定資産売却損益（△は益） △10,902

固定資産除却損 5,536

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） 38,960

匿名組合投資損益（△は益） 74,366

販売用不動産評価損 125,563

為替差損益（△は益） △21

売上債権の増減額（△は増加） 778,804

たな卸資産の増減額（△は増加） △25,465

その他の資産の増減額（△は増加） 5,901

仕入債務の増減額（△は減少） △909,028

未払金の増減額（△は減少） △13,712

未払消費税等の増減額（△は減少） 22,793

その他の流動負債の増減額（△は減少） △59,252

預り敷金及び保証金の受入による収入 3,637

小計 265,425

利息及び配当金の受取額 2,288

利息の支払額 △98,212

法人税等の支払額 △189,152

営業活動によるキャッシュ・フロー △19,650

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の増減額（△は増加） △73,125

有形固定資産の取得による支出 △144,401

有形固定資産の売却による収入 24,814

匿名組合出資金の払込による支出 △60,000

敷金及び保証金の差入による支出 △10,880

敷金及び保証金の回収による収入 3,159

貸付金の回収による収入 6,420

投資活動によるキャッシュ・フロー △254,012
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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５月１日 
 至 平成20年10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） △140,000

長期借入れによる収入 650,000

長期借入金の返済による支出 △348,814

社債の償還による支出 △22,000

配当金の支払額 △62,951

財務活動によるキャッシュ・フロー 76,234

現金及び現金同等物に係る換算差額 21

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △197,407

現金及び現金同等物の期首残高 944,639

現金及び現金同等物の四半期末残高 747,232
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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 平成19年３月14日）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 平成19年３月14日）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。

　なお、四半期連結財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」

（内閣府令第50号 平成20年８月７日）附則第７条第１項第５号ただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則

に基づいて作成しております。

（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５月１日　至　平成20年10月31日）

 

移動体
通信関連
事業

（千円）

不動産
事業

（千円）

リゾート
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

7,813,625 313,571 898,363 19,970 9,045,530 － 9,045,530

(2）セグメント間の内部
売上高又は振替高

－ － － － － 　(－) －

計 7,813,625 313,571 898,363 19,970 9,045,530 　(－) 9,045,530

経常利益
（又は経常損失△）

362,407 100,039 106,309 △5,685 563,071 　(310,690) 252,380

　（注）１．事業の区分の方法

事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２．事業の内容

移動体通信関連事業：移動体通信機器等の販売事業・携帯電話サービス契約への加入取次等の業務受託等

不動産事業　　　　：貸しビル、マンション賃貸事業及び不動産販売事業等

 　　　　　 リゾート事業　　　：ゴルフ場の運営管理等

その他事業　　　　：フード事業

３．営業利益又は営業損失に替えて、経常利益又は経常損失を記載しております。

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）

　　　「定性的情報・財務諸表等」４．（3）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。これによる、経常利益

に与える影響はありません。

〔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５月１日　至 平成20年10月31日）

　　　　　　本邦以外の国また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〕

　　　　　当第２四半期連結累計期間（自 平成20年５月１日　至 平成20年10月31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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「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５月１日
至　平成19年10月31日）

区分 金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高  12,161,924 100.0

Ⅱ　売上原価  10,009,226 82.3

売上総利益  2,152,698 17.7

Ⅲ　販売費及び一般管理費  1,500,525 12.3

営業利益  652,172 5.4

Ⅳ　営業外収益    

１．受取利息・受取配当金 2,415   

２．店舗開設支援金 33,949   

３．広告支援金収入 21,443   

４．ゴルフ場施設協力金 40,772   

５．その他　 30,383 128,963 1.1

Ⅴ　営業外費用    

１．支払利息 70,932   

２．その他 20,517 91,449 0.8

経常利益  689,686 5.7

Ⅵ　特別利益  6,936 0.1

Ⅶ　特別損失  7,288 0.1

税金等調整前中間純利益  689,334 5.7

法人税、住民税及び事業税 315,252   

法人税等調整額 △26,050 289,201 2.4

中間純利益  400,132 3.3
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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５月１日
至　平成19年10月31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 689,334

減価償却費　 88,869

のれん償却　 7,476

繰延資産償却　 2,030

貸倒引当金の増減額 △34

退職給付引当金の増減額　 549

受取利息及び受取配当金　 △2,415

支払利息　 70,932

固定資産売却益　 △6,901

固定資産除却損　 7,288

売上債権の増減額　 △51,058

たな卸資産の増減額　 799,650

その他資産の増減額　 △65,796

仕入債務の増減額　 198,321

未払金の増額　 39,788

未払消費税等の増減額　 26,171

その他の流動負債の増減額　 △120,737

敷金保証金の受入　 6,660

小計 1,690,129

利息及び配当金の受取額 2,166

利息の支払額 △70,989

法人税等の支払額 △166,465

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,454,839

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増額　 △85,483

有形固定資産の取得による支出 △229,338

有形固定資産の売却による収入 12,893

投資有価証券の取得による支出　 △1,443

長期貸付金による支出　 △3,970

　敷金保証金等の支払 △6,857

敷金保証金等の返還収入 4,375

投資等の取得による支出　 △82,000

投資等の売却による収入 3,535

事業譲受による支出　 △1,056,519

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,444,809
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前中間連結会計期間
（自　平成19年５月１日
至　平成19年10月31日）

区分 金額（千円）

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の増減額　 489,000

長期借入れによる収入　 300,000

長期借入金の返済による支出　 △267,402

社債の償還による支出　 △242,000

自己株式の取得による支出　 △13,314

配当金の支払額　 △62,640

財務活動によるキャッシュ・フロー 203,643

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加額 213,673

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高 671,851

Ⅵ　現金及び現金同等物の中間期末残高 885,525
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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５月１日　至　平成19年10月31日）

 

移動体
通信関連
事業

（千円）

不動産
事業

（千円）

リゾート
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
9,187,194 2,265,904 669,149 39,676 12,161,924 ― 12,161,924

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
― ― ― ― ― 　(－) ―

計 9,187,194 2,265,904 669,149 39,676 12,161,924 　(－) 12,161,924

営業費用及び営業外損益 8,774,080 1,790,220 565,686 47,572 11,177,559 294,678 11,472,238

経常利益（又は経常損失△） 413,113 475,684 103,463 △7,895 984,364 （294,678) 689,686

　（注）１．事業の区分の方法

事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２．事業の内容

移動体通信関連事業：移動体通信機器等の販売事業・携帯電話サービス契約への加入取次等の業務受託等

不動産事業　　　　：貸しビル、マンション賃貸事業及び不動産販売事業等

 　　　　　 リゾート事業　　　：ゴルフ場の運営管理等

その他事業　　　　：フード事業

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目を含めた配賦不能営業費用の金額は294,678千円であり、その主なもの

は、親会社の本社管理部門にかかる費用であります。

 　　　 ４．営業利益又は営業損失に替えて、経常利益又は経常損失を記載しております。

５．前連結会計年度下期よりリゾート事業の資産の金額が、全セグメントの資産の金額の10％以上となったため、

その他事業から別掲しております。なお、前中間連結会計期間のその他事業におけるリゾート事業は、売上

高198,657千円、営業費用及び営業外損益163,134千円、経常利益10,965千円であります。

〔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５月１日　至　平成19年10月31日）

　　　　　　本邦以外の国また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５月１日　至　平成19年10月31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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