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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 366,488 ― 11,996 ― 9,631 ― △3,306 ―
20年3月期第3四半期 526,170 7.9 42,727 0.2 40,981 △2.5 13,921 △56.6

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3四半期 △2.61 ―
20年3月期第3四半期 7.72 5.48

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 505,854 80,138 15.8 27.69
20年3月期 486,204 110,978 22.8 36.31

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  80,040百万円 20年3月期  110,661百万円

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  

（注）上記「配当の状況」は、普通株式に係る配当の状況であります。当社が発行する普通株式と権利関係の異なる種類株式（非上場）の配当の状況については、２ペー
ジ「種類株式の配当の状況」をご覧ください。  

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 ― 0.00 ― 3.00 3.00
21年3月期 ― 0.00 ― ――― ―――

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 508,000 △31.8 17,000 △69.5 13,500 △74.6 △6,000 ― △4.74

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、５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.上記業績予想は、本資料発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる場合がありま
す。業績予想に関する事項は、５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」に準拠して作成し、「建設業法施行規則」（昭和24年建設省令第14号）に準じて記載しております。  

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 無

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  1,294,479,623株 20年3月期  1,294,479,623株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  29,163,811株 20年3月期  17,552,974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  1,266,639,681株 20年3月期第3四半期  1,120,171,158株
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種類株式の配当の状況 

普通株式と権利関係の異なる種類株式に係る１株当たり配当金の内訳は以下のとおりであります。  

(注) １  配当予想の当四半期における修正の有無  有 

２  第１回Ｂ種優先株式に係る平成21年３月期（予想）配当金は、現時点では未定とし、通期実績等を勘案すると

ともに優先株主である主力金融機関と協議の上、償還と併せて決定したいと考えております。 

  

 「期中平均株式数(連結)」 

  

「期末発行済株式数(連結)」 

  

 「１．21年３月期第３四半期(累計)の連結業績」 指標算式 
  
○１株当たり四半期純利益  

  
○１株当たり純資産  

  

「２．21年３月期の連結業績予想」 指標算式 

  
○１株当たり予想当期純利益(通期) 

  

   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           

第４回Ａ種優先株式 ― 0.00 ― 9.05 9.05 

第１回Ｂ種優先株式 ― 0.00 ― 9.05 9.05 

21年３月期           

第１回Ｂ種優先株式 ― 0.00 ― ―― ―― 

21年３月期(予想)           

第１回Ｂ種優先株式 ―― ―― ――  （未定）   （未定） 

     21年３月期第３四半期(累計) 

  株 

普通株式  1,266,639,681

優先株式  95,578,182  

第４回Ａ種優先株式 (5,578,182)  

第１回Ｂ種優先株式  (90,000,000)

     21年３月期第３四半期(累計) 

  株 

普通株式  1,265,315,812

優先株式  90,000,000  

第１回Ｂ種優先株式 (90,000,000) 

四半期純利益 

期中平均普通株式数 

四半期末純資産の部合計額 － 四半期末発行済優先株式数×発行価額 － 四半期末少数株主持分

四半期末発行済普通株式数 

予想当期純利益 

四半期末発行済普通株式数 
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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３四半期連結累計期間における国内経済は、米国に端を発した金融危機を背景とした海外経済の減速、円高

の進行などにより企業収益が悪化し、また個人消費は低迷が続くなどたいへん厳しい状況でありました。 

 マンション市場の新規供給戸数は低調に推移しており、首都圏では前年同期比30.0％減の33,507戸、近畿圏でも

同26.2％減の16,482戸となりました。一方で、消費者の買い控え傾向が継続し、分譲マンションの完成在庫数は増

加しており、需給ともに厳しいものとなっております。また、信用収縮や資金繰りの問題を理由に、不動産会社や

建設会社の倒産が相次いで発生しております。  

 このような中、当第３四半期連結累計期間における業績は、売上高3,665億円（前年同期比30.3％減）、営業利益

120億円（同71.9％減）、経常利益96億円（同76.5％減）となりました。また、当社の取引先の倒産等により貸倒引

当金を74億円特別損失に計上したことなどにより、四半期純損失は33億円となりました。 

   

事業別セグメントの業績は、次のとおりであります。  

建設事業 

建設事業では、首都圏で「ＹＯＫＯＨＡＭＡ ＡＬＬ ＰＡＲＫＳ（第２街区）」（横浜市鶴見区665

戸）、「イニシアフォレスト戸田」（埼玉県戸田市390戸）他、近畿圏で「グランドメゾン西九条ＢＩＯ」

（大阪市此花区365戸）他の総戸数200戸以上の大規模物件17件を含め、東西合計で43件の分譲マンション工

事を受注いたしました。しかし、引き続くマンション市況の低迷と金融機関の融資引締め策による影響で取

引先事業主の供給調整が行われたことにより、一部の物件については着工が延期されました。 

 また、分譲マンション以外の工事として、老朽化した公務員宿舎のＰＦＩ方式による建替事業である「公

務員宿舎綾瀬川住宅（仮称）整備事業新築工事」（東京都葛飾区1,220戸）他を受注いたしました。 

 売上高につきましては、首都圏で「グローブスクエア」（東京都稲城市431戸）、「ザ・ガーデン プレミ

アム 相模原北公園」（神奈川県相模原市324戸）他、近畿圏で「ＢＥＬＩＳＴＡ東淀川大桐（第１工区）」

（大阪市東淀川区433戸）、「プレミスト和泉府中」（大阪府和泉市323戸）他のマンション工事が完成し、

また、一般工事では当社グループの㈱センチュリーライフが運営を行う「センチュリーシティ常盤台」（東

京都板橋区、老人ホーム）と「センチュリーシティ都島」（大阪市都島区、老人ホーム）の他、「食糧会

館」（東京都中央区、事務所ビル）などが完成しました。しかし、前年同期と比べ完成物件数が少なく、原

材料価格の高騰などによる利益率への圧迫により減収減益となりました。 

 以上の結果、売上高2,764億円（前年同期比20.3％減）、営業利益175億円（同33.6％減）となりました。 

  

エンジニアリング事業 

エンジニアリング事業では、首都圏で「グローブスクエア」（東京都稲城市431戸）他が竣工し、それぞれ

の立地環境に調和した、建物デザインに内包された安全で安心な空間を創出しました。分譲住宅以外の分野

においては、「センチュリーシティ常盤台」（東京都板橋区、老人ホーム）が竣工、その他「公務員宿舎綾

瀬川住宅（仮称）整備事業新築工事」（東京都葛飾区1,220戸）が着工いたしました。 

 近畿・東海圏では、都心にありながら11,000㎡におよぶ広大なランドスケープに包まれた大型プロジェク

ト「セントプレイスシティ セントプレイスグランド」（大阪市都島区725戸）が販売を開始、また大阪府営

住宅建替事業コンペの当選（大阪府豊中市450戸）や近畿・東海圏における公務員宿舎の建替事業コンペ提案

を始めとして、公的住宅分野への本格的な取り組みを開始いたしました。 

 新しい商品づくりにおいても、基本性能を重視したシンプルプランの「Be-Liv」、間取り・仕様の新しい

セレクトシステム「Sel-Fit」などの新企画を導入したプロジェクトが事業化されました。 

 以上のように、より良い商品づくりに取り組んで参りましたが、マンション市況の悪化による供給計画の

見直し、改正建築基準法等に伴う設計工程等の複雑化により設計原価が増加した結果、売上高51億円（前年

同期比15.8％減）、営業利益10億円（同41.3％減）となりました。 
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不動産事業  

  不動産事業におけるマンション受託販売においては、経済環境・景気の悪化による購入マインドの減退

や、新規プロジェクトの減少等により、契約戸数が大幅に減少しました。今後は、お客様のニーズを反映し

た商品企画の強化・推進に注力すると共に、お客様に価値・信頼・安心感をお届けすることで、お客様との

中長期のリレーションの構築を図り、販売力アップに努めて参ります。 

 不動産分譲事業においては、不動産市況の低迷を受け、大規模物件等の建築受注を目的とした不動産取扱

件数が減少し、分譲マンション共同事業においても新規引渡物件が減少しました。また、ハワイ州オアフ島

で推進中の戸建分譲事業は、米国金融危機の影響を受け、減収減益となりました。 

 以上の結果、売上高396億円（前年同期比68.8％減）、営業損失86億円となりました。 

  

賃貸及び管理事業 

マンション建物管理においては、不動産市況が低迷する中、積極的な営業展開により当社施工以外の物件

の管理受託も伸長し、管理戸数は初めて20万戸を超えました。また、賃貸管理及び社宅管理代行においても

運営戸数、受託戸数ともに順調に増加しました。 

 以上のように、売上高は取扱い戸数の伸びにより堅調に推移しましたが、将来の管理物件増加に対応する

ための先行投資による経費が増加した結果、賃貸及び管理事業全体では、売上高376億円（前年同期比1.4％

増）、営業利益16億円（同48.2％減）となりました。 

  

ホテル事業 

ホテル事業では、「浦安ブライトンホテル」において、東京ディズニーリゾート25周年記念の影響により

稼働率が向上し、また、「ホテルブライトンシティ大阪北浜」が平成20年４月にオープンしたことにより売

上高が増加しましたが、開業費等の増加もあり、売上高88億円（前年同期比2.2％増）、営業利益２億円（同

63.8％減）となりました。 

   

その他の事業  

その他の事業では、シニアリビング事業の高齢者向けサービス付マンションの稼動率は堅調に推移してお

ります。また、新たに「センチュリーシティ常盤台」（東京都板橋区）が平成20年７月に、「センチュリー

シティ都島」（大阪市都島区）が平成20年９月に開業しました。 

 印刷事業、レンタル事業及び保険代理店事業は、経済環境の変化による影響が懸念されるものの売上高は

堅調に推移しましたが、シニアリビング事業の開業費の発生により、その他の事業全体では、売上高43億円

（前年同期比4.4％増）、営業利益５億円（同10.6％減）となりました。 

  

なお、対前年同期増減率は参考として記載しております。  
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 当第３四半期連結会計期間末の連結総資産は、前連結会計年度末に比べ197億円増加し、5,059億円となりまし

た。これは主に、現金預金が減少した一方で、未成工事支出金等、販売用不動産及び不動産事業支出金が増加した

ことによるものであります。                

  連結総負債は、前連結会計年度末に比べ505億円増加し、4,257億円となりました。これは主に、支払手形・工事

未払金等が減少した一方で、借入金が増加したことによるものであります。 

  連結純資産は、前連結会計年度末に比べ308億円減少し、801億円となりました。これは主に、自己株式の償還及

び消却、剰余金の配当により利益剰余金が減少したことによるものであります。 

  

(キャッシュ・フローの状況) 

当第３四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、前連結会計年度末に比べ225億円減少し、

400億円となりました。 

営業活動によるキャッシュ・フローは、694億円の資金の減少となりました。これは主に、仕入債務及びたな卸資

産の増減による資金の減少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、50億円の資金の減少となりました。これは主に、貸付金の回収による資

金の増加、有形及び無形固定資産の取得、投資有価証券の取得及び子会社株式の取得による資金の減少によるもの

であります。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、521億円の資金の増加となりました。これは主に、借入れによる資金の増

加、自己株式の償還及び配当金の支払による資金の減少によるものであります。 

  

 当第３四半期累計期間の業績を踏まえ、平成20年10月23日に公表しました平成21年３月期（平成20年４月１日～

平成21年３月31日）の業績予想および平成20年５月15日に公表しました配当予想を修正しております。 

 詳細につきましては、本日公表の「業績予想および配当予想の修正ならびに役員報酬の減額に関するお知らせ」

をご参照ください。 

  

     該当事項はありません。 

  

① 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、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

下げを行っております。また、営業循環過程から外れた滞留又は処分見込等のたな卸資産で前連結会計年度末

において帳簿価額を処分見込価額まで切下げているものについては、前連結会計年度以降に著しい変化がない

と認められる限り、前連結会計年度末における貸借対照表価額で計上しております。  

② 固定資産の減価償却費の算定方法 

減価償却の方法として定率法を採用している固定資産の減価償却費については、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しております。  

  

 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」に準拠して作成し、「建設業法施行規則」（昭和24年建設省令第14号）に準じ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 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

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 

（４）その他 

 国土交通省より平成20年７月８日に「六会コンクリート㈱が出荷したレディーミクストコンクリートの一部が

ＪＩＳ規格に適合していない」旨の発表が行われておりますが、当社が施工者として神奈川県内で建設中の新築

分譲マンション４物件において、建物の一部等に当該コンクリートが使用されていることが判明しております。

この判明した内容については、各特定行政庁に建築基準法第12条５項に基づく報告書を提出しておりますが、今

後、特定行政庁による当該コンクリートの使用により建築基準法に適合しないと特定された建物部位について

は、国土交通省及び特定行政庁より示される方針等に従い、適切な対応を行ってまいります。 
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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   

現金預金 40,087 62,639

受取手形・完成工事未収入金等 82,658 94,837

未成工事支出金等 20,551 11,974

販売用不動産 90,746 71,299

不動産事業支出金 58,731 46,009

開発用不動産等 47,225 44,840

繰延税金資産 13,095 17,012

その他 19,221 11,200

貸倒引当金 △762 △171

流動資産合計 371,552 359,641

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物 58,353 56,852

機械、運搬具及び工具器具備品 11,217 10,408

土地 36,421 35,091

建設仮勘定 3,272 3,308

減価償却累計額 △38,869 △36,792

有形固定資産計 70,395 68,867

無形固定資産   

借地権 898 898

のれん 1,771 －

その他 1,302 1,508

無形固定資産計 3,971 2,406

投資その他の資産   

投資有価証券 8,774 8,363

長期貸付金 2,714 4,439

繰延税金資産 33,555 33,575

その他 24,646 11,523

貸倒引当金 △9,753 △2,609

投資その他の資産計 59,937 55,290

固定資産合計 134,302 126,563

資産合計 505,854 486,204
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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・工事未払金等 117,776 131,427

短期借入金 60,569 15,424

1年内返済予定の長期借入金 37,738 31,800

未払法人税等 166 851

未成工事受入金 25,672 30,792

不動産事業受入金 5,158 5,731

完成工事補償引当金 3,392 3,128

工事損失引当金 277 －

賞与引当金 1,196 2,572

その他 19,601 26,538

流動負債合計 271,544 248,263

固定負債   

長期借入金 144,090 117,828

退職給付引当金 1,473 1,555

その他 8,609 7,579

固定負債合計 154,173 126,962

負債合計 425,716 375,225

純資産の部   

株主資本   

資本金 50,000 50,000

利益剰余金 42,144 68,573

自己株式 △5,318 △3,638

株主資本合計 86,826 114,936

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △683 △224

為替換算調整勘定 △6,103 △4,051

評価・換算差額等合計 △6,786 △4,275

少数株主持分 98 318

純資産合計 80,138 110,978

負債純資産合計 505,854 486,204
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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  

完成工事高 273,525

設計監理売上高 4,916

賃貸管理収入 45,507

不動産売上高 39,359

その他の事業収入 3,182

売上高合計 366,488

売上原価  

完成工事原価 244,267

設計監理売上原価 2,334

賃貸管理費用 39,474

不動産売上原価 44,664

その他の事業費用 2,826

売上原価合計 333,564

売上総利益  

完成工事総利益 29,258

設計監理総利益 2,582

賃貸管理総利益 6,033

不動産売上総損失（△） △5,305

その他の事業総利益 356

売上総利益合計 32,924

販売費及び一般管理費 20,928

営業利益 11,996

営業外収益  

受取利息 284

受取配当金 75

違約金収入 164

その他 460

営業外収益合計 983

営業外費用  

支払利息 2,315

持分法による投資損失 107

シンジケートローン手数料 316

不動産売買契約解除損 500

その他 109

営業外費用合計 3,347

経常利益 9,631
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（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) 

特別利益  

固定資産売却益 24

その他 6

特別利益合計 30

特別損失  

固定資産処分損 27

減損損失 56

投資有価証券評価損 1,307

貸倒引当金繰入額 7,359

その他 54

特別損失合計 8,802

税金等調整前四半期純利益 859

法人税、住民税及び事業税 332

法人税等調整額 3,830

法人税等合計 4,161

少数株主利益 4

四半期純損失（△） △3,306
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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 859

減価償却費 3,017

減損損失 56

貸倒引当金の増減額（△は減少） 7,734

受取利息及び受取配当金 △359

支払利息 2,315

持分法による投資損益（△は益） 107

投資有価証券評価損益（△は益） 1,307

固定資産処分損益（△は益） 3

不動産売買契約解除損 500

たな卸資産評価損 6,329

売上債権の増減額（△は増加） △1,707

未成工事支出金等の増減額（△は増加） △8,818

たな卸資産の増減額（△は増加） △43,006

仕入債務の増減額（△は減少） △13,694

未成工事受入金の増減額（△は減少） △5,159

その他 △15,941

小計 △66,458

利息及び配当金の受取額 311

利息の支払額 △1,428

損害賠償金の支払額 △552

法人税等の支払額 △1,292

営業活動によるキャッシュ・フロー △69,420

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 △2,000

定期預金の払戻による収入 2,000

有形及び無形固定資産の取得による支出 △3,834

有形及び無形固定資産の売却による収入 605

投資有価証券の取得による支出 △2,315

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△2,911

子会社出資金の取得による支出 △164

貸付けによる支出 △204

貸付金の回収による収入 3,640

敷金及び保証金の差入による支出 △125

敷金及び保証金の回収による収入 327

その他 25

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,955
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（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) 

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） 45,145

長期借入れによる収入 32,128

自己株式の償還による支出 △18,240

自己株式の取得による支出 △1,686

シンジケートローン手数料 △284

配当金の支払額 △4,881

少数株主への配当金の支払額 △14

その他 △36

財務活動によるキャッシュ・フロー 52,133

現金及び現金同等物に係る換算差額 △225

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △22,468

現金及び現金同等物の期首残高 62,426

現金及び現金同等物の四半期末残高 39,958
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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

準拠して作成し、「建設業法施行規則」（昭和24年建設省令第14号）に準じて記載しております。 

  

 該当事項はありません。 

（４）継続企業の前提に関する注記 
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  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） 

(注)  事業区分の方法及び各区分に属する主要な事業の内容 

(1) 事業区分の方法 

日本標準産業分類及び連結損益計算書の売上集計区分を勘案して区分しました。 

(2) 各区分に属する主要な事業の内容 

建設事業      ：建築・土木その他建設工事全般に関する請負及び建設事業に附帯する業務受託 

エンジニアリング事業：建築物の企画、設計、監理及びコンサルティング 

不動産事業     ：不動産の売買、交換及び仲介、販売受託 

賃貸及び管理事業  ：オフィスビル・マンションの賃貸、建物管理、賃貸管理 

ホテル事業     ：ホテルの企画・運営 

その他の事業    ：シニアリビング事業、印刷関連事業等  

  

  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） 

全セグメントの売上高の合計に占める「本邦」の割合が90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記

載を省略しております。  

  

  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） 

海外売上高が、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

（５）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

  
建設事業 
（百万円） 

エンジニア
リング事業 
（百万円） 

不動産事業
（百万円）

賃貸及び
管理事業 

（百万円）

ホテル事業
（百万円）

その他の
事業 

（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 
 273,525 4,916 39,359 36,787 8,720 3,182 366,488 ―  366,488

(2) セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 2,915 199 275 805  59 1,074 5,328 (5,328) ―

計  276,440 5,115 39,634 37,593  8,779 4,256 371,816  (5,328)  366,488

営業利益又は 

営業損失(△) 
 17,460 1,034 △8,579 1,592  176 522 12,204 (209)  11,996

〔所在地別セグメント情報〕 

〔海外売上高〕 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

     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） 

 第４回Ａ種優先株式について、平成20年５月15日開催の取締役会において、償還のための取得につき決議し、

平成20年６月27日開催の取締役会の決議に基づき同株式を消却したことにより、利益剰余金が18,240百万円減少

しております。また、剰余金の配当並びに四半期純利益の増減の結果、利益剰余金全体では、前連結会計年度末

の68,573百万円から26,429百万円減少し、42,144百万円となっております。 

 また、当社子会社吸収合併に反対する株主から平成20年５月２日に自己株式の買取りを実施したことなどによ

り、自己株式が前連結会計年度末の3,638百万円から1,681百万円増加し、5,318百万円となっております。 

 これらの結果、当第３四半期連結累計期間において、株主資本合計は前連結会計年度末の114,936百万円から

28,110百万円減少し、86,826百万円となっております。 
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（７）重要な後発事象 

     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） 

 日本綜合地所株式会社及び日綜不動産株式会社に対する債権の取立不能又は取立遅延のおそれについて 

 

 当社の取引先である日本綜合地所株式会社及び日綜不動産株式会社が、平成21年２月５日付けで東京地方裁判

所に対して会社更生手続開始の申立てを行ったことに伴い、下記のとおり、当該２社に対する債権について取立

不能又は取立遅延のおそれが生じております。 

 

(1) 日本綜合地所株式会社の概要 

 ①商号      日本綜合地所株式会社 

 ②所在地     東京都港区高輪２丁目21番46号 

 ③代表者の氏名  代表取締役社長 西丸 誠 

 ④資本金     14,120百万円 

 ⑤事業の内容   分譲マンションの企画・販売 

 

(2) 日綜不動産株式会社の概要 

 ①商号          日綜不動産株式会社 

 ②所在地        大阪府大阪市中央区本町４丁目１番７号 

 ③代表者の氏名  代表取締役社長 市森 賢治 

 ④資本金        494百万円 

 ⑤事業の内容    不動産の所有・売買 

 

(3) 上記２社に対する債権の種類および金額 

 ①債権の種類及び金額 

  工事債権等 11,989百万円 （未成工事受入金等172百万円控除前） 

 ②当第３四半期連結会計期間末(平成20年12月31日)の純資産(80,138百万円)に対する割合 

  15.0％ 

 

(4) 今後の見通し 

  上記２社に対する工事物件は全て未引渡しであり、商事留置権が存在しております。なお、上記債権のう

ち、平成20年12月31日現在の残高9,244百万円（未成工事受入金等166百万円控除前）に対する取立不能見込額

については、平成21年３月期第３四半期決算において貸倒引当金を4,606百万円計上しております。また、決

算日後１月末日までに発生した債権2,746百万円（未成工事受入金等５百万円控除前）に対する取立不能見込

額につきましては、平成21年３月期の決算において損失処理する予定です。   
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「参考資料」  

前四半期に係る財務諸表等 

（要約）四半期連結損益計算書 

  

科目 

前年同四半期
（自 平成19年４月１日 

  至 平成19年12月31日） 

金額（百万円）

Ⅰ 売上高     526,170 

Ⅱ 売上原価     464,210 

  売上総利益     61,959 

Ⅲ 販売費及び一般管理費     19,233 

  営業利益     42,727 

Ⅳ 営業外収益     1,030 

Ⅴ 営業外費用     2,775 

  経常利益     40,981 

Ⅵ 特別利益  1,172 

Ⅶ 特別損失  29,205 

  税金等調整前四半期純利益  12,948 

  法人税、住民税及び事業税  814 

  法人税等調整額 △1,839

  少数株主利益  52 

  四半期純利益  13,921 
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      四半期個別受注の概況 
  

(1) 個別受注実績    

 (注)パーセント表示は、前年同期増減率 

   

(参考) 受注実績内訳                                                               〔単位：百万円〕 

 (注)構成比の内（ ）は、工事計に対する内訳 

   

(2) 個別受注予想    

 (注) パーセント表示は、前年同期増減率 

  

〔個別受注実績及び個別受注予想に関する定性的情報等〕 

当第３四半期累計期間の個別受注実績は、工事については昨今のマンション市況の低迷の影響を受け、前年同期より

238億円減少し2,071億円(前年同期比10.3％減)となり、受注全体では2,159億円(同12.9％減)となりました。 

なお、通期の受注予想については、同様の状況をふまえまして当第２四半期修正発表値の3,600億円より2,700億円に

変更いたします。 

  

６．その他の情報 

   受  注  高 

  百万円 ％ 

21年３月期第３四半期累計期間 215,915  △12.9 

20年３月期第３四半期累計期間 247,989  △18.6 

  

  

20年３月期第３四半期累計期間 

(平成19.4.1～平成19.12.31) 

21年３月期第３四半期累計期間 

(平成20.4.1～平成20.12.31) 
比 較 増 減 

金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 増減率 

  民間分譲マンション 204,900  ( 88.7%) 155,098 (74.9 %) △49,802 ( △24.3%)

受 一        般  24,013  ( 10.4%) 49,954 (24.1 %) 25,941 (108.0%)

  建  築  工  事 228,913  ( 99.1%) 205,052 (99.0 %)  △23,861 (△10.4%)

  土  木  工  事 2,001  (  0.9%) 2,054 ( 1.0 %)  54 ( 2.7%)

注 工 事 計 230,914  93.1% 207,106 95.9% △23,808 △10.3% 

  業   務   受   託 9,674  3.9% 4,044 1.9% △5,630 △58.2% 

  建 設 事 業 計 240,588  97.0% 211,150 97.8% △29,437 △12.2% 

高 設  計  監  理 7,402  3.0% 4,765 2.2% △2,637 △35.6% 

  合  計 247,989  100.0% 215,915 100.0% △32,074 △12.9% 

  通  期 

  百万円 ％ 

21年３月期予想 270,000  △26.5 

20年３月期実績 367,585  △18.8 
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