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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12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3月期第3四半期 23,429 ― 1,739 ― 850 ― 1,214 ―
20年3月期第3四半期 25,155 13.1 4,768 37.7 3,916 43.3 2,300 55.5

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3四半期 18.87 18.87
20年3月期第3四半期 35.78 35.65

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3四半期 184,200 50,828 27.6 789.83
20年3月期 166,019 50,442 30.4 783.74

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  50,828百万円 20年3月期  50,438百万円

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 ― 6.00 ― 6.00 ―
21年3月期 ― 6.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 6.00 12.00

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 31,400 △14.8 2,400 △54.3 1,100 △72.6 1,200 △48.7 18.65

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、４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、４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)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、本資料の発表日現在の将来に関する前提・見通し・計画に基づく予測が含まれております。実際の業
績は、今後様々な要因によって異なる結果となる可能性があります。なお、連結業績予想に関する定性的情報は、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 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第3四半期  68,323,613株 20年3月期  68,323,613株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  3,969,801株 20年3月期  3,967,556株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第3四半期  64,355,266株 20年3月期第3四半期  64,308,582株
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当第３四半期累計期間の連結業績は、売上高はビル賃貸事業のブリーゼタワー稼働による増収、建築内

装事業のブリーゼタワー貸室内装関連工事収入等で増収となったものの、前年同期に大型物件販売収入を

計上した住宅分譲事業が大幅な減収で、また、資産開発事業で前年同期に計上した匿名組合出資損益分配

による売上計上がなく減収となったこと等により、全体として前年同期に比べ17億26百万円減、6.9%減収

の234億29百万円となりました。利益面におきましても、住宅分譲事業及び資産開発事業における減収に

よる減益で、営業利益は前年同期に比べ30億29百万円減、63.5%減益の17億39百万円、経常利益では営業

外費用で支払利息が増加したこと等により前年同期に比べ30億66百万円減、78.3%減益の８億50百万円と

なりましたが、第３四半期純利益は、税務上の損金算入案件があり税金費用が大幅な減少となったことに

より、前年同期に比べ10億86百万円減、47.2%減益の12億14百万円となりました。 

  

当第３四半期連結累計期間におけるセグメント別の業績については以下の通りとなっています。 
  

 
  

「ビル賃貸事業」では、大阪・西梅田における旧大阪サンケイビル再開発事業のブリーゼタワーが昨年

８月のオフィス部分に続き、10月より商業施設部分「ブリーゼブリーゼ」、11月より劇場部分「サンケイ

ホールブリーゼ」がそれぞれ営業を開始し、全館グランドオープンを迎えそれぞれ収入を計上したことが

売上増に大きく寄与いたしました。また、賃料水準の上昇により主力の東京サンケイビル、日比谷サンケ

イビル等でも増収となり、売上高は前年同期に比べ20億54百万円増、23.3%増収の108億73百万円となりま

した。営業利益でも、ブリーゼタワー開業に伴う一時的な費用が発生したものの、ブリーゼタワーの売上

計上と既存ビルの増収による利益増が寄与し、前年同期に比べ２億17百万円増、8.4%増益の28億６百万円

となりました。 

「資産開発事業」では、収益用不動産１物件の売却収入を計上しましたが、前年同期に計上した収益用

不動産１物件の売却収入と匿名組合出資損益分配による売上計上分の減収により、売上高は前年同期に比

べ10億85百万円減、30.7%減収の24億54百万円で、営業利益は11億51百万円減、58.4%減益の８億19百万円

となりました。 

「住宅分譲事業」では、当第３四半期に新たに「ルフォン御殿山」(東京都品川区)、「ルフォン吉祥

寺」(東京都武蔵野市)の２物件が竣工し、「ルフォン中野上鷺宮」(東京都中野区)と「ルフォン学芸大

学」(東京都世田谷区)の併せて販売戸数47戸、34億31百万円の販売収入を計上しました。しかしながら、

市況の悪化を受け販売が低迷したこと、前年同期には大型の「キャピタルマークタワー」(東京都港区)の

販売収入計上があったことから、前年同期に比べ販売戸数100戸減、42億91百万円の販売収入減、55.6%減

収となりました。営業損益は販売が低迷したことにより６億75百万円の損失を計上し、また、当第３四半

期において販売中の物件を中心に新たにたな卸資産の評価損８億24百万円を計上し、第２四半期に計上し

た１億57百万円と併せ、９億82百万円の評価損を計上した結果、前年同期に比べ23億40百万円減益の16億

57百万円の損失計上となりました。 

【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)

事業の種類別 
セグメントの名称

前第３四半期 当第３四半期

売上高 営業損益 売上高 営業損益

 ビル賃貸事業 8,819 2,589 10,873 2,806

 資産開発事業 3,539 1,970 2,454 819

 住宅分譲事業 7,722 683 3,431 △1,657

 飲食事業 1,490 76 1,710 29

 建築内装事業 2,099 32 3,492 155

 ビルマネジメント事業 3,033 15 3,167 103

 その他の事業 250 10 712 72

 消去又は全社 △1,800 △610 △2,413 △589

合計 25,155 4,768 23,429 1,739
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「飲食事業」では、サンケイ会館が昨年３月及び４月に東京地区で出店した２店とブリーゼブリーゼの

開業に合わせ10月に開店した１店、及び新設子会社ブリーゼレストランズによる１店の計４店舗の新規売

上計上により、売上高は前年同期に比べ２億20百万円増、14.8%増収の17億10百万円となりましたが、営

業利益は既存店舗の落ち込みに加え、新規店舗の立上りに時間を要し、47百万円減、60.7%減益の29百万

円となりました。 

「建築内装事業」では、ブリーゼタワーの貸室内装関連工事及び東京サンケイビルの大型テナント内装

工事の売上計上が寄与し、売上高は前年同期に比べ13億93百万円増、66.4%増収の34億92百万円で、営業

利益は１億23百万円増の１億55百万円となりました。 

「ビルマネジメント事業」では、新規管理物件の受託に加え、ブリーゼタワーの営業開始に伴う保守管

理業務収入計上が大きく寄与し、売上高は前年同期に比べ１億34百万円増、4.4%増収の31億67百万円で、

営業利益も88百万円増の１億３百万円となりました。 

「その他の事業」は、従来の人材派遣及び業務受託等のビジネスサポート事業に加え、新設子会社ブリ

ーゼアーツによるサンケイホールブリーゼの運営事業で、サンケイホールブリーゼの開場に伴う運営業務

収入を計上し、売上高は前年同期に比べ４億62百万円増収の７億12百万円となり、営業利益は62百万円増

の72百万円となりました。 

  

当第３四半期末の資産合計は前連結会計年度末に比べ181億81百万円増加して、1,842億円となりまし

た。主な要因は、第３四半期に竣工した分譲マンション建設及び新規に分譲マンション用地を取得したこ

とによるたな卸資産の増加等により流動資産が70億61百万円増加し、ブリーゼタワーの竣工と特定目的会

社への優先出資等により固定資産が110億72百万円増加したことによるものです。負債合計は前連結会計

年度末に比べ177億94百万円増加して、1,333億71百万円となりました。長期からの振替も含め短期借入金

の増により流動負債が203億40百万円増加し、長期借入金の減とブリーゼタワーの営業開始等により増加

した預り敷金との差し引き等で固定負債が25億46百万円減少しております。純資産合計は前連結会計年度

末に比べ３億86百万円増加して、508億28百万円となりました。これは、配当金の支払と四半期純利益と

の差引きによるものです。 

  

キャッシュ・フローの状況については、当第３四半期末における現金及び現金同等物（以下「資金」と

いう。）は、前連結会計年度末に比べ、２億43百万円減少し60億79百万円となりました。営業活動による

キャッシュ・フローは、31億１百万円の資金の減少となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益

及び減価償却費の計上と分譲マンションの建設・用地取得に伴うたな卸資産の増加による資金の減少及び

法人税等の支払いとの差し引きによるものです。投資活動によるキャッシュ・フローは、151億88百万円

の資金の減少となりました。これは主に特定目的会社への優先出資による長期営業目的有価証券の取得と

ブリーゼタワー建設費等の有形固定資産の取得によるものです。財務活動によるキャッシュ・フローは、

179億37百万円の資金の増加となりました。これは短期・長期の借入れによる収入と短期・長期併せた借

入金の返済による支出との差し引き及び配当金の支払によるものです。 
  

（参考）ＳＰＣ連結による変動額 

当第３四半期末において、ＳＰＣ１社を連結子会社としており、資産合計及び負債・純資産合計に

は、それぞれ35億60百万円含まれております。 

負債には、１年以内返済長期借入金が31億円、１年以内償還社債が５億円含まれておりますが、こ

れはノンリコースローン及び特定社債による資金調達であります。 

ＳＰＣを除く自己資本比率は28.2%と、当第３四半期末において当社が財務的均衡の基準値として

いる自己資本比率30％を若干割り込んでいますが、これは主としてブリーゼタワーの竣工により借入

金残高がピークに達している中で、分譲マンションの販売がずれ込み、資金回収に遅れが生じている

ためであります。ブリーゼタワー投資回収とマンション販売の進捗により、解消されていく見込みで

す。 

 
  

2. 連結財政状態に関する定性的情報

(単位：百万円)

資産合計 負債合計 純資産 自己資本比率

連結 184,200 133,371 50,828 27.6%
ＳＰＣ除く 180,639 129,770 50,869 28.2%
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平成20年11月７日発表の連結業績予想を下表のとおり修正致します。 

 住宅分譲事業において、販売が低迷している分譲マンションにつき、たな卸資産の評価損を第３四半

期末に計上するとともに、販売戸数の減少を見込んだことなどから、通期の業績は前回発表の予想を下回

る見込みであります。 

 
  

  

該当事項はありません。 

  

①簡便な会計処理 

 ・棚卸資産の評価方法 

棚卸資産の簿価切下げについては、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

もり、簿価切下げを行う方法によっております。 

 ・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。 

 ・繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

繰延税金資産の回収可能性の判断については、前連結会計年度末以降に経営環境等、又は一時差異

等の発生状況に著しい変化が認められた場合に、前連結会計年度決算において使用した将来の業績予

測やタックス・プランニングに当該著しい変化の影響を加味したものを利用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。 

  

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工事契約に関する会計基準の適用 

「工事契約に関する会計基準」(企業会計基準第15号)及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」

(企業会計基準適用指針第18号)が平成21年４月１日より前に開始する連結会計年度から適用できること

になったことに伴い、第１四半期連結会計期間よりこれらの会計基準等を早期適用いたしましたが、適

用に伴う影響はありません。 

  

3. 連結業績予想に関する定性的情報

通期 (単位：百万円)

今回修正 
通期予想

前回発表
通期予想

(平成20年11月７日発表)

増減

金額 率

売上高 31,400 36,100 △ 4,700 △ 13.0%

営業利益 2,400 3,050 △ 650 △ 21.3%

経常利益 1,100 1,600 △ 500 △ 31.3%

当期純利益 1,200 1,700 △ 500 △ 29.4%

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：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12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３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,109 6,353

受取手形及び売掛金 1,154 1,680

販売用不動産 10,650 6,216

仕掛販売用不動産 9,764 1,037

開発不動産 9,727 17,978

繰延税金資産 1,156 512

その他 3,226 947

貸倒引当金 △6 △3

流動資産合計 41,782 34,721

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 62,133 36,855

機械装置及び運搬具（純額） 771 313

土地 53,662 53,667

建設仮勘定 8,193 25,902

その他（純額） 740 379

有形固定資産合計 125,502 117,117

無形固定資産 194 193

投資その他の資産   

投資有価証券 660 863

営業投資有価証券 9,766 7,907

長期貸付金 3,518 2,695

繰延税金資産 597 540

その他 2,237 2,130

貸倒引当金 △108 △151

投資その他の資産合計 16,672 13,986

固定資産合計 142,369 131,297

繰延資産 48 －

資産合計 184,200 166,019
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12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３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,845 2,519

短期借入金 43,861 20,205

未払法人税等 136 1,466

賞与引当金 178 364

役員賞与引当金 53 71

その他 4,352 6,460

流動負債合計 51,427 31,087

固定負債   

社債 20,000 20,500

長期借入金 33,085 38,046

再評価に係る繰延税金負債 16,710 16,710

退職給付引当金 686 668

役員退職慰労引当金 － 406

長期未払金 387 －

長期預り敷金 11,073 8,157

その他 0 0

固定負債合計 81,943 84,489

負債合計 133,371 115,577

純資産の部   

株主資本   

資本金 14,120 14,120

資本剰余金 12,974 12,974

利益剰余金 15,306 17,096

自己株式 △1,425 △1,424

株主資本合計 40,975 42,766

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 78 129

土地再評価差額金 9,774 7,542

評価・換算差額等合計 9,853 7,672

少数株主持分 0 3

純資産合計 50,828 50,442

負債純資産合計 184,200 166,019
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 23,429

売上原価 19,055

売上総利益 4,373

販売費及び一般管理費 2,634

営業利益 1,739

営業外収益  

受取利息 83

受取配当金 13

その他 33

営業外収益合計 130

営業外費用  

支払利息 920

その他 99

営業外費用合計 1,019

経常利益 850

特別利益  

固定資産売却益 10

特別利益合計 10

特別損失  

固定資産除却損 15

建替関連損失 18

特別損失合計 33

税金等調整前四半期純利益 827

法人税、住民税及び事業税 122

過年度法人税等 150

法人税等調整額 △659

法人税等合計 △387

四半期純利益 1,214
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【第３四半期連結会計期間】 

（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 8,563

売上原価 7,964

売上総利益 599

販売費及び一般管理費 1,284

営業損失（△） △685

営業外収益  

受取利息 33

その他 13

営業外収益合計 47

営業外費用  

支払利息 372

その他 24

営業外費用合計 396

経常損失（△） △1,034

特別利益  

固定資産売却益 10

特別利益合計 10

特別損失  

固定資産除却損 0

建替関連損失 0

特別損失合計 1

税金等調整前四半期純損失（△） △1,025

法人税、住民税及び事業税 33

法人税等調整額 △331

法人税等合計 △297

四半期純損失（△） △727
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12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 827

減価償却費 2,098

たな卸資産評価損 982

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △18

貸倒引当金の増減額（△は減少） △39

受取利息及び受取配当金 △97

支払利息 920

売上債権の増減額（△は増加） 1,347

たな卸資産の増減額（△は増加） △5,808

仕入債務の増減額（△は減少） 109

退職給付引当金の増減額（△は減少） 18

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △406

長期未払金の増減額（△は減少） 387

賞与引当金の増減額（△は減少） △185

固定資産除売却損益（△は益） 4

前払費用の増減額（△は増加） 329

預り金の増減額（△は減少） △231

差入保証金の増減額（△は増加） △166

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） 1,935

未払又は未収消費税等の増減額 △1,384

その他 △313

小計 308

利息及び配当金の受取額 93

利息の支払額 △976

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △2,528

営業活動によるキャッシュ・フロー △3,101

投資活動によるキャッシュ・フロー  

営業投資有価証券の取得による支出 △2,095

営業投資有価証券の出資払戻による収入 32

有形固定資産の取得による支出 △12,306

有形固定資産の売却による収入 20

貸付けによる支出 △844

貸付金の回収による収入 22

その他 △17

投資活動によるキャッシュ・フロー △15,188

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 181,300

短期借入金の返済による支出 △163,650

長期借入れによる収入 5,100

長期借入金の返済による支出 △4,055

配当金の支払額 △753

その他 △4

財務活動によるキャッシュ・フロー 17,937

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △353

現金及び現金同等物の期首残高 6,322

新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高 110

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,079
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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。 

  

該当事項はありません。 

  

① 事業の種類別セグメント情報 
  

 

(注)１ 事業区分は売上集計区分によっています。 

２ 各事業の主な内容 

 
  

② 所在地別セグメント情報 

 該当事項はありません。 

  

③ 海外売上高 

 該当事項はありません。 

  

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

当第３四半期連結累計期間（平成20年４月１日～平成20年12月31日） (単位：百万円)

ビル賃貸 
事業

資産開発 
事業

住宅分譲
事業

飲食事業
建築内装

事業

ビルマネ
ジメント

事業

その他の
事業

計
消去 

又は全社
連結

売上高及び営業損益

売上高

(1)外部顧客に対する 
   売上高

10,685 2,454 3,431 1,450 3,183 1,953 269 23,429 ― 23,429

(2)セグメント間の 
  内部売上高又は 
  振替高

187 ― ― 260 309 1,213 442 2,413 (2,413) ―

計 10,873 2,454 3,431 1,710 3,492 3,167 712 25,842 (2,413) 23,429

営業費用 8,067 1,635 5,089 1,680 3,337 3,063 639 23,513 (1,823) 21,689
営業利益又は 
営業損失(△)

2,806 819 △1,657 29 155 103 72 2,329 (589) 1,739

(1) ビル賃貸事業……………… 賃貸ビル・賃貸マンション・貸会議室・貸ホールの経営等

(2) 資産開発事業……………… 収益用不動産の開発・取得及びファンドの運用等

(3) 住宅分譲事業……………… マンション等住宅関連の開発及び分譲

(4) 飲食事業…………………… レストランの経営

(5) 建築内装事業……………… 建築工事全般並びに展示、装飾等の製作、イベント・学会等の運営

(6) ビルマネジメント事業…… プロパティマネジメント業務・建物機械設備の維持管理・警備・清掃業務の

受託等

(7) その他の事業……………… 興行の企画制作・貸ホールの運営、人材派遣、給与業務の受託等

(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】

前年同四半期に係る財務諸表等

四半期連結損益計算書

（単位：百万円）

前第３四半期連結会計期間
(自 平成19年４月１日 
  至 平成19年12月31日)

売上高 25,155

売上原価 17,823

売上総利益 7,331

販売費及び一般管理費 2,563

営業利益 4,768

営業外収益

  受取利息 28

  受取配当金 15

  その他 62

  営業外収益合計 106

営業外費用

  支払利息 741

  その他 216

  営業外費用合計 958

経常利益 3,916

特別利益

 投資有価証券売却益 107

  特別利益合計 107

特別損失

  固定資産除却損 4

 早期退職特別加算金 6

  建替関連損失 3

  特別損失合計 15

税金等調整前四半期純利益 4,008

法人税、住民税及び事業税 1,508

法人税等調整額 199

四半期純利益 2,300
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四半期連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：百万円）

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成19年４月１日 
  至 平成19年12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 4,008
  減価償却費 1,647
 役員賞与引当金の増減額（△は減少） △ 23
  貸倒引当金の増減額（△は減少） △ 19
  受取利息及び受取配当金 △ 44
  支払利息 741
  売上債権の増減額（△は増加） △ 3,758
  たな卸資産の増減額（△は増加） △ 12,507
  仕入債務の増減額（△は減少） 2,680
  退職給付引当金の増減額（△は減少） 16
  役員退職引当金の増減額（△は減少） △ 251
  賞与引当金の増減額（△は減少） △ 134
 投資有価証券売却益 △ 107
  営業目的有価証券の増減額（△は増加） 619
  固定資産除却損 4
  早期退職特別加算金 6
  前払費用の増減額（△は増加） 112
  預り金の増減額（△は減少） 980
  差入保証金の増減額（△は増加） △ 14
  預り敷金の増減額（△は減少） △ 826
  未払（未収）消費税等の増減額 △ 106
  その他 344
  小計 △ 6,630
  利息及び配当金の受取額 48
  利息の支払額 △ 830
 早期退職特別加算金の支払額 △ 6
  法人税等の支払額 △ 1,484
  営業活動によるキャッシュ・フロー △ 8,904
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 △ 10
 定期預金の払戻による収入 10
 投資有価証券の売却・償還による収入 147
  長期営業目的有価証券の取得による支出 △ 3,411
  長期営業目的有価証券の清算による収入 423
  有形固定資産の取得による支出 △ 14,110
  貸付けによる支出 △ 696
  貸付金の回収による収入 43
  その他 151
  投資活動によるキャッシュ・フロー △ 17,451
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 31,800
 短期借入金の返済による支出 △ 22,800
  長期借入れによる収入 7,100
  長期借入金の返済による支出 △ 4,599
 社債の発行による収入 10,447
  自己株式の売却・取得による収支 59
  配当金の支払額 △ 753
  財務活動によるキャッシュ・フロー 21,254
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △ 5,102
現金及び現金同等物の期首残高 8,426
新規連結子会社の現金及び現金同等物の期首残高 50
現金及び現金同等物の四半期末残高 3,374
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① 事業の種類別セグメント情報 

  

 
(注)１ 事業区分は売上集計区分によっています。 

２ 各事業の主な内容 

 
  

② 所在地別セグメント情報 

 該当事項はありません。 

  

③ 海外売上高 

 該当事項はありません。 

  

セグメント情報

前第３四半期連結会計期間（平成19年４月１日～平成19年12月31日） (単位：百万円)

ビル賃貸 
事業

資産開発
事業

住宅分譲
事業

飲食事業
建築内装

事業

ビルマネ
ジメント

事業

その他の
事業

計
消去 

又は全社
連結

売上高及び営業損益

売上高

(1)外部顧客に対する 
   売上高

8,667 3,539 7,722 1,237 1,901 2,059 27 25,155 ― 25,155

(2)セグメント間の 
  内部売上高又は 
  振替高

151 ― ― 252 197 974 223 1,800 (1,800) ―

計 8,819 3,539 7,722 1,490 2,099 3,033 250 26,955 (1,800) 25,155

営業費用 6,229 1,568 7,039 1,414 2,066 3,018 240 21,576 (1,189) 20,386

営業利益 2,589 1,970 683 76 32 15 10 5,378 (610) 4,768

(1)ビル賃貸事業……………… 賃貸ビル・賃貸マンション・貸会議室・貸ホールの経営等

(2)資産開発事業……………… 収益用不動産の開発・取得及びファンドの運用等

(3)住宅分譲事業……………… マンション等住宅関連の開発及び分譲

(4)飲食事業…………………… レストランの経営

(5)建築内装事業……………… 建築工事全般並びに展示、装飾等の製作、イベント・学会等の運営

(6)ビルマネジメント事業…… プロパティマネジメント業務・建物機械設備の維持管理・警備・清掃業務の

受託等

(7)その他の事業……………… 人材派遣、給与業務の受託等
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