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1.  平成21年6月期第2四半期の連結業績（平成20年7月1日～平成20年12月31日） 

（注）１．平成20年６月期第２四半期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、新株予約権の残高はありますが、前第２四半期連結会計期間末 
     現在、当社株式は非上場であり、期中平均株価が把握できませんので記載しておりません。 
   ２．平成21年６月期第２四半期の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在しておりますが、１株当たり四半期純損失であるた 
     め記載しておりません。  

(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6月期第2四半期 7,309 ― 12 ― △210 ― △403 ―
20年6月期第2四半期 8,638 87.6 733 13.0 538 △11.3 302 △1.3

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6月期第2四半期 △15,798.07 ―
20年6月期第2四半期 13,417.56 ―

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6月期第2四半期 10,914 1,207 11.1 47,304.69
20年6月期 13,737 1,683 12.3 65,986.49

（参考） 自己資本   21年6月期第2四半期  1,207百万円 20年6月期  1,683百万円

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6月期 ― ― ― 2,800.00 2,800.00
21年6月期 ― ― ――― ――― ―――

21年6月期（予想） ――― ――― ― 0.00 0.00

3.  平成21年6月期の連結業績予想（平成20年7月1日～平成21年6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 25,245 55.7 882 △48.7 523 △61.1 162 △78.3 6,382.27

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・財務情報等】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．上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合がありま
す。 
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。  

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6月期第2四半期  25,520株 20年6月期  25,520株
② 期末自己株式数 21年6月期第2四半期  ―株 20年6月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年6月期第2四半期  25,520株 20年6月期第2四半期  22,520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に端を発する欧米経済の急激な悪化

の影響が一層深刻化し、特に米国大手金融機関の破綻を契機とした円高の進行、株価の急落は企業業績に深刻な影

響を及ぼしており、個人消費や設備投資の急速な低迷や雇用環境の悪化もあり、景気の後退局面入りが鮮明になっ

ております。　

　当社グループが属する不動産市場におきましては、分譲マンション市場では景気の先行き不透明感等を背景とし

た購入者の買い控え傾向が顕著となり、平成20年の首都圏マンション供給戸数は43,733戸（前年比28.3％減：民間

調査機関）と最盛期の平成12年（95,635戸）の半分以下に落ち込み、深刻な販売不振に陥っております。また不動

産投資市場においても、金融市場の混乱と信用収縮による資金調達環境の激変から不動産取引の低迷が続いており、

不動産事業に関わるプレーヤーの破綻が相次ぐ等、厳しい局面が続いております。

　このような状況の下、当社グループは、開発に期間を要する案件については慎重に対処し、ソリューション物件

の早期売却を進め、回転率の高い物件へ資産の入れ替えを進めてまいりました。

　当第２四半期連結累計期間におきましては、開発予定でありました『自由が丘プロジェクト』を建築途中の段階

で売却するなど、ソリューション物件の早期売却を進めるとともに、不動産市況の低迷と金融環境の悪化から市場

に放出された新築マンションを厳選したうえでマンション・デベロッパーから買い取り、当社グループの強い販売

力を活かしてエンド・ユーザーに販売する「リセール事業」を積極的に推進いたしました。この結果、第２四半期

連結会計期間末におけるたな卸資産残高は、前連結会計年度末の106億円から79億円に減少しました。また、たな

卸資産における、不動産ソリューション案件の比率が大幅に減少し、リセール物件などの回転率の高い物件を中心

とした資産構成に移行したことにより、保有物件の売却遅延により資金調達面で問題が生じるリスクの低減を図り

ました。また、「棚卸資産の評価に関する会計基準」の適用に伴い、第１四半期連結会計期間においては、たな卸

資産評価損129百万円を計上しておりますが、第２四半期連結会計期間におきましては、たな卸資産評価損の計上

はございません。

　今後は、当面は、割安な価格で市場に放出される回転率の高い物件を厳選し仕入を行っていくことにより、着実

な利益の積み上げを図るとともに、中長期的には、土地価格と建築費の動向を注視しつつ、優良な開発用地を厳選

して仕込んでいくことにより、将来の不動産市況の回復局面での更なる成長を目指してまいります。

　当第２四半期連結累計期間においては計画しておりました引渡案件が少ないこともあり経常損失・四半期純損失

となりますが、リセール事業が本格的に寄与してきたこともあり、第２四半期連結会計期間においては、経常損益

は黒字に転じております。

　この結果、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7,309百万円、営業利益12百万円、経常

損失210百万円、四半期純損失403百万円となりました。　

　事業の種類別セグメントの業績の概況は、以下の通りであります。なお、売上高の金額につきましては、セグメ

ント間の内部売上高を含めて記載しております。　

［不動産分譲事業］

　当第２四半期連結累計期間におきましては、新築分譲マンションについては「ウィルローズ瑞江クラース」

「ウィルローズ東川口」「ウィルローズ鴻巣」等において販売促進を図るため当初計画よりも利益率を下げてお

りますが、リセール事業おいては「エム・ブランド船橋」「セントラルコート大和深見西」「グラーサ習志野実

籾」「フォーリア日本橋人形町」等におきまして高回転率による高収益を確保し、合計90戸の引渡しを行いまし

た。

　この結果、当セグメントの売上高は2,517百万円、営業利益は47百万円となりました。　

　［不動産販売代理事業］

　当第２四半期連結累計期間におきましては、上記自社グループ開発物件及び他社開発物件について販売代理を

行い、東京都区部で３物件、埼玉県下で５物件、合計165戸の引渡しを行いました。

　この結果、当セグメントの売上高は394百万円、営業利益は11百万円となりました。

［不動産ソリューション事業］　

　当第２四半期連結累計期間におきましては、収益型デザイナーズ賃貸マンション「海岸Ｂｌｕｅ」、商業リノ

ベーションビル「目黒モンドールビル」及び、従来は商業ビルとして開発予定であった「自由が丘プロジェクト」

の建築途中の段階での売却等を行っております。

株式会社グローバル住販（3259）平成 21 年６月期　第２四半期決算短信

－2－



　この結果、当セグメントの売上高は4,455百万円、営業利益は123百万円となりました。

［その他事業］　

　当第２四半期連結累計期間におきましては、分譲マンション管理業務が順調に推移いたしました。　

　この結果、当セグメントの売上高は87百万円、営業利益は43百万円となりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

＜資産、負債及び純資産の状況＞　

　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て2,823百万円減少し、10,914百万円となりま

した。これは主として、不動産ソリューション事業において物件の早期売却を行ったことにより、たな卸資産が2,702

百万円減少したことによるものです。

　負債は、2,346百万円減少し、9,707百万円となりました。これは主として、金融機関からの借入金及び社債が2,663

百万円減少したことによるものです。　

　純資産は、配当金の支払71百万円及び四半期純損失403百万円の計上等により476百万円減少し、1,207百万円となり

ました。

＜キャッシュ・フローの状況＞　

　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、前連結会計年度末に比べ、

627百万円減少し、974百万円となりました。当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそ

れらの主な要因は下記の通りであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）　

　営業活動の結果、増加した資金は2,296百万円となりました。

　これは主として、たな卸資産が2,702百万円減少したこと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）　

　投資活動の結果、増加した資金は10百万円となりました。　

　これは主として、投資有価証券の売却による収入20百万円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）　

　財務活動の結果、減少した資金は2,934百万円となりました。　

　これは主として、金融機関からの借入及び社債が2,663百万円減少したことによるものです。

３．連結業績予想に関する定性的情報

　米国のサブプライムローン問題に端を発する金融情勢の悪化等により、当社グループの属する不動産業界を取り巻

く環境は極めて厳しい状況に置かれております。分譲マンション市場では景気の先行き不透明感等を背景に深刻な販

売不振に陥っており、不動産投資市場においても金融市場の混乱と信用収縮による資金調達環境の激変から不動産取

引の低迷が続き、不動産事業に関わるプレーヤーの破綻が相次ぐ等、事業環境は厳しさを増しております。

　このような状況を踏まえ、当社は平成20年８月11日公表の業績予想につきまして、連結・個別とも修正することと

いたしました。

　業績修正の主な要因としましては、不動産ソリューション事業におきまして当初計画していた売却価格より引き下

げて早期売却を行ったこと及び、厳しい市場環境を踏まえ不動産分譲事業においてマンション販売計画の見直しを

行ったことであります。

　この結果、通期の連結業績につきましては、売上高25,245百万円、営業利益882百万円、経常利益523百万円、当期

純利益162百万円を見込んでおります。

　詳細につきましては、本日開示しました「業績予想の修正に関するお知らせ」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

①簡便な会計処理　

（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　
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　　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　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」（企業会計基準第９号　平成18年７月５日）が

適用されたことに伴い、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よる簿価切下げの方

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税金等調整前四半期純損失は129,401

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　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。ただし、リース取引開始日が平成20年３月31日以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を適用しております。

　なお、この変更により損益に与える影響はありません。　
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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６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,195,230 1,629,266

受取手形及び売掛金 33,502 4,436

販売用不動産 2,282,121 2,959,779

仕掛販売用不動産 5,664,533 7,689,293

貯蔵品 1,136 1,610

前払費用 649,964 504,075

その他 315,600 118,889

流動資産合計 10,142,088 12,907,352

固定資産   

有形固定資産 545,385 556,710

無形固定資産 17,575 18,874

投資その他の資産 209,767 254,928

固定資産合計 772,728 830,514

資産合計 10,914,816 13,737,866

負債の部   

流動負債   

短期借入金 1,985,400 2,529,873

1年内返済予定の長期借入金 4,167,650 5,561,269

1年内償還予定の社債 196,000 196,000

未払金 1,400,029 599,634

未払法人税等 2,854 491,839

未払消費税等 14,380 92,391

前受金 331,810 236,874

賞与引当金 11,399 11,399

その他 144,156 71,618

流動負債合計 8,253,681 9,790,901

固定負債   

社債 100,000 148,000

長期借入金 1,344,170 2,021,529

その他 9,749 93,460

固定負債合計 1,453,919 2,262,990

負債合計 9,707,601 12,053,891

－5－



（単位：千円）

当第２四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６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 286,288 286,288

資本剰余金 173,088 173,088

利益剰余金 753,633 1,227,173

株主資本合計 1,213,009 1,686,549

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △572 △91

為替換算調整勘定 △5,221 △2,482

評価・換算差額等合計 △5,794 △2,574

純資産合計 1,207,215 1,683,975

負債純資産合計 10,914,816 13,737,866
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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７月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 7,309,290

売上原価 6,111,736

売上総利益 1,197,554

販売費及び一般管理費 1,185,240

営業利益 12,313

営業外収益  

受取利息 1,879

受取配当金 17

受取家賃 6,303

解約精算金 4,457

その他 26,700

営業外収益合計 39,358

営業外費用  

支払利息 151,224

解約違約金 91,920

その他 18,604

営業外費用合計 261,748

経常損失（△） △210,076

特別損失  

たな卸資産評価損 129,401

投資有価証券評価損 6,032

ゴルフ会員権評価損 2,454

関係会社清算損 1,082

特別損失合計 138,971

税金等調整前四半期純損失（△） △349,048

法人税、住民税及び事業税 550

法人税等調整額 53,567

法人税等合計 54,118

四半期純損失（△） △403,166
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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10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 5,920,430

売上原価 4,965,579

売上総利益 954,850

販売費及び一般管理費 697,548

営業利益 257,302

営業外収益  

受取利息 83

受取配当金 17

受取家賃 2,780

解約精算金 3,377

その他 16,546

営業外収益合計 22,806

営業外費用  

支払利息 71,937

解約違約金 91,920

その他 14,170

営業外費用合計 178,027

経常利益 102,080

特別損失  

投資有価証券評価損 6,032

ゴルフ会員権評価損 2,454

特別損失合計 8,486

税金等調整前四半期純利益 93,593

法人税、住民税及び事業税 285

法人税等調整額 108,834

法人税等合計 109,119

四半期純利益 △15,525
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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７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損失（△） △349,048

減価償却費 14,326

関係会社清算損益（△は益） 1,082

ゴルフ会員権評価損 2,454

受取利息及び受取配当金 △1,897

支払利息 151,224

為替差損益（△は益） 160

投資有価証券評価損益（△は益） 6,032

売上債権の増減額（△は増加） △29,065

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,702,892

前払費用の増減額（△は増加） △155,849

長期前払費用の増減額（△は増加） 2,546

未払金の増減額（△は減少） 804,729

未払消費税等の増減額（△は減少） △78,010

未払費用の増減額（△は減少） 79,478

前受金の増減額（△は減少） 94,935

預り金の増減額（△は減少） △8,278

その他の流動資産の増減額（△は増加） △229,635

その他の流動負債の増減額（△は減少） △92,171

小計 2,915,907

利息及び配当金の受取額 1,895

利息の支払額 △139,925

法人税等の支払額 △481,076

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,296,800

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の払戻による収入 7,200

定期預金の預入による支出 △4,300

有形固定資産の取得による支出 △5,610

無形固定資産の取得による支出 △469

投資有価証券の売却による収入 20,625

差入保証金の回収による収入 10,011

差入保証金の差入による支出 △15,856

保険積立金の積立による支出 △670

投資活動によるキャッシュ・フロー 10,929
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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７月１日 
 至 平成20年12月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

担保差入定期預金の預入による支出 △200,000

短期借入れによる収入 2,268,000

短期借入金の返済による支出 △2,812,473

長期借入れによる収入 780,000

長期借入金の返済による支出 △2,850,977

社債の償還による支出 △48,000

配当金の支払額 △71,456

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,934,907

現金及び現金同等物に係る換算差額 △160

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △627,338

現金及び現金同等物の期首残高 1,601,366

現金及び現金同等物の四半期末残高 974,028
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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７月１日　至　平成20年12月31日）

 
不動産分譲
事業
（千円）

不動産販売
代理事業
（千円）

不動産ソ
リューショ
ン事業
（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
2,517,585 253,587 4,455,404 82,713 7,309,290 － 7,309,290

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高

－ 141,267 － 4,420 145,687 (145,687) －

計 2,517,585 394,855 4,455,404 87,134 7,454,978 (145,687) 7,309,290

営業利益 47,227 11,359 123,210 43,284 225,082 (212,768) 12,313

　（注）１．事業区分は売上集計区分によっております。

２．各事業の主な内容

(1）不動産分譲事業……………………新築マンション・戸建等の分譲、新築分譲マンションの買取再販（リセー

ル）

(2）不動産販売代理事業………………新築マンション等の販売代理及び仲介

(3）不動産ソリューション事業………収益用不動産の開発及び販売

(4）その他事業…………………………マンションの管理業務、保険代理店業務等

３．会計方針の変更

　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。これによる営業損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７月１日　至　平成20年12月31日）　

　　本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店は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７月１日　至　平成20年12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７月１日
至　平成19年12月31日）

区分 金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高  8,638,656 100.0

Ⅱ　売上原価  6,966,745 80.6

売上総利益  1,671,910 19.4

Ⅲ　販売費及び一般管理費  938,149 10.9

営業利益  733,760 8.5

Ⅳ　営業外収益    

１．受取利息 1,234   

２．受取配当金 735   

３．解約精算金 4,300   

４．賃貸収入　 8,441   

５．その他　 10,946 25,658 0.3

Ⅴ　営業外費用    

１．支払利息 193,912   

２．支払手数料 24,054   

３．その他 3,398 221,366 2.6

経常利益  538,052 6.2

Ⅵ　特別損失    

１．固定資産売却損 223   

２．固定資産除却損 1,532   

３．ゴルフ会員権評価損 2,830 4,587 0.0

税金等調整前中間純利益  533,465 6.2

法人税、住民税及び事業税 344,933   

法人税等調整額 △113,632 231,301 2.7

中間純利益  302,163 3.5
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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７月１日
至　平成19年12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 533,465

減価償却費　 11,315

賞与引当金の増加額　 1,788

受取利息及び受取配当金　 △1,969

支払利息　 193,912

持分法による投資損失　 868

固定資産除却損　 1,532

固定資産売却損　 223

売上債権の減少額　 22,436

ゴルフ会員権評価損　 2,830

たな卸資産の減少額　 3,105,180

前払費用の減少額　（△は増加額） △46,988

長期前払費用の減少額　 2,317

未払金の増加額（△は減少額）　 △669,756

未払消費税等の増加額　 28,230

未払費用の増加額　 3,190

前受収益の増加額　 87,688

預り金の増加額（△は減少額）　 △24,543

その他　 154,439

小計 3,406,161

利息及び配当金の受取額　 1,969

利息の支払額　 △184,696

法人税等の還付額　 1,091

法人税等の支払額　 △249,773

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,974,752

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　 △3,600

定期預金の払戻による収入　 6,300

有形固定資産の取得による支出　 △333,151

有形固定資産の売却による収入　 1,380

無形固定資産の取得による支出　 △5,035

保証金の差入による支出　 △2,010

出資金の払込による支出　 △10

ゴルフ会員権の取得による支出　 △25,000

投資活動によるキャッシュ・フロー △361,126
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前中間連結会計期間
（自　平成19年７月１日
至　平成19年12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  

割賦債務の返済による支出　 △17,938

短期借入金の純増減額　 △1,731,800

長期借入金の返済による支出　 △2,251,583

長期借入による収入　 830,000

社債の償還による支出　 △48,000

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,219,321

Ⅳ　現金及び現金同等物の減少額 △605,695

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高 1,430,904

Ⅵ　現金及び現金同等物の中間期末残高 825,208
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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７月１日　至　平成19年12月31日）

不動産
分譲事業
（千円）

不動産
販売代理事業
（千円）

不動産ソ
リューション

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
239,479 68,463 8,285,874 44,839 8,638,656 － 8,638,656

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高

－ 169,993 － 2,141 172,134 (172,134) －

計 239,479 238,456 8,285,874 46,980 8,810,790 (172,134) 8,638,656

営業費用 331,868 391,954 7,165,907 42,673 7,932,403 (27,508) 7,904,895

営業利益又は営業損失

（△）
△92,389 △153,497 1,119,967 4,306 878,386 (144,625) 733,760

　（注）１．事業区分は売上集計区分によっております。

２．各事業の主な内容

(1）不動産分譲事業……………………新築マンション・戸建等の分譲

(2）不動産販売代理事業………………新築マンション等の販売代理及び仲介

(3）不動産ソリューション事業………収益用不動産の開発及び販売

(4）その他事業…………………………マンションの管理業務、保険代理店業務等

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210,484千円であり、その主なもの

は、総務人事・財務経理部門等の管理部門に係る費用であります。

〔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７月１日　至　平成19年12月31日）

本邦以外の国又は地域に所在する支店及び連結子会社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７月１日　至　平成19年12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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