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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 22,866 ― △1,398 ― △2,192 ― △2,890 ―

20年3月期第3四半期 34,002 △18.5 2,115 33.0 6,194 269.7 3,364 270.3

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3月期第3四半期 △288.72 ―

20年3月期第3四半期 326.36 ―

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 107,231 14,865 13.9 1,485.00
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3四半期  14,865百万円 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  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 ― ― ― 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 41,400 △14.5 △2,500 ― △3,670 ― △3,800 ― △379.61

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） 

１．平成20年11月14日に公表しました連結業績予想は、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「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照くださ
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3四半期  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3四半期  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3四半期  10,010,353株 20年3月期第3四半期  10,310,380株



 平成20年４月１日から12月31日の９ヶ月間（以下、当第３四半期）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の深刻化が実体経済に影響し、景気の後退色が強まる中で先行き不透明感が深ま

りました。 

 不動産業界においては、景気の減速による需要の低迷に加え、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、企画・提案型の建築請負およびマンション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３四半期の経営成績につきましては、売上高は22,866百万円（前年同期比32.7％減）、営業損失

は1,398百万円（前年同期は2,115百万円の利益）、経常損失は2,192百万円（同6,194百万円の利益）となり、四半

期純損失は2,890百万円（同3,364百万円の利益）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３四半期の売上高は6,979百万円（前年同期比24.6％減）、営業利益は148百万円（同

70.7％減）となりました。また、当第３四半期末の受注残高は10,581百万円（前年同期末比14.8％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

ましたが、値引き等による利益率の低下を余儀なくされました。 

 以上の結果、当事業の当第３四半期の売上高は11,246百万円（前年同期比42.8％減）、営業損失は779百万円

（前年同期は2,152百万円の利益）となりました。また、マンション事業の当第３四半期末の契約残高は21,567百

万円（前年同期末比62.8％増）、マンション事業を除く不動産事業の当第３四半期末の契約残高は21,089百万円

（同23.3％増）となり、不動産事業の契約残高合計は42,656百万円（同40.5％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３四半期の売上高は4,524百万円（前年同期比10.0％減）、営業利益は168百万円（同

52.4％減）となりました。 

  

 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、営業活動による資金の減少21,610百万

円、投資活動による資金の減少249百万円、財務活動による資金の増加20,079百万円となり、あわせて1,779百万円減

少しました。この結果、当第３四半期末の資金は8,954百万円（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３四半期において、営業活動による資金は21,610百万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３四半期において、投資活動による資金の減少は249百万円となりました。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３四半期において、財務活動による資金の増加は20,079百万円となりました。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20,460百万円のうち、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。 

  

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 

２．連結財政状態に関する定性的情報 



  

 平成21年３月期の通期業績予想につきましては、最近の業績の状況及び業界の動向を勘案し、平成20年11月14日公

表の業績予想数値を修正いたしました。詳細につきましては、本日別途開示する「業績予想の修正に関するお知ら

せ」を御参照ください。 

   

該当事項はありません。  

  

   

該当事項はありません。 

  

  

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 

 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３四半期連結累計期間の営業損失、経常損失は、それぞれ703百万円増加し、税金等調

整前四半期純損失は1,487百万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。 

   



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 8,994,430 10,774,251

受取手形・完成工事未収入金等 1,266,088 1,497,426

販売用土地 38,056,679 29,876,065

販売用建物 29,558,292 10,137,468

開発用不動産 9,528,848 6,906,522

未成工事支出金 3,830,446 363,235

貯蔵品 45,839 44,265

その他 3,104,464 2,524,815

貸倒引当金 △7,562 △3,609

流動資産合計 94,377,526 62,120,440

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 4,262,465 6,032,597

減価償却累計額 △1,387,224 △1,380,794

減損損失累計額 △525,165 △506,634

建物及び構築物（純額） 2,350,075 4,145,169

土地 846,756 6,896,310

建設仮勘定 673,797 168,046

その他 784,825 806,147

減価償却累計額 △539,342 △511,782

減損損失累計額 △25,186 △19,094

その他（純額） 220,297 275,270

有形固定資産合計 4,090,926 11,484,796

無形固定資産 12,506 13,123

投資その他の資産   

投資有価証券 1,996,671 2,057,787

差入保証金 2,705,901 2,814,133

その他 4,071,138 2,871,974

貸倒引当金 △23,572 △13,659

投資その他の資産合計 8,750,140 7,730,235

固定資産合計 12,853,573 19,228,154

資産合計 107,231,099 81,348,595



（単位：千円）

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、工事未払金及び土地買収未払金等 9,952,255 4,971,846

短期借入金 34,700,000 23,000,000

1年内返済予定の長期借入金 6,407,500 1,787,500

未払法人税等 9,873 2,073,360

未成工事受入金及び前受金 8,429,757 3,919,523

賞与引当金 79,998 243,000

完成工事補償引当金 16,137 20,525

その他 2,367,080 1,201,931

流動負債合計 61,962,602 37,217,687

固定負債   

長期借入金 20,460,000 16,330,000

長期預り保証金 2,561,493 2,199,976

長期預り金 3,100,000 3,100,000

退職給付引当金 2,955,308 2,890,074

役員退職慰労引当金 473,890 445,993

その他 852,456 869,088

固定負債合計 30,403,148 25,835,133

負債合計 92,365,751 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 9,448,591 12,689,110

自己株式 △373,216 △373,216

株主資本合計 15,729,794 18,970,313

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △212,402 △287,284

土地再評価差額金 △652,044 △387,254

評価・換算差額等合計 △864,446 △674,539

純資産合計 14,865,347 18,295,773

負債純資産合計 107,231,099 81,348,595



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

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 22,866,938

売上原価 20,448,041

売上総利益 2,418,897

販売費及び一般管理費 3,817,466

営業損失（△） △1,398,569

営業外収益  

受取利息 11,505

受取配当金 30,128

受取賠償金 72,723

雑収入 136,228

営業外収益合計 250,586

営業外費用  

支払利息 669,535

原油スワップ評価損 288,352

匿名組合分配損 56,999

雑損失 29,314

営業外費用合計 1,044,202

経常損失（△） △2,192,185

特別利益  

貸倒引当金戻入額 208

特別利益合計 208

特別損失  

固定資産除売却損 1,472

減損損失 24,622

投資有価証券売却損 22,735

投資有価証券評価損 93,575

たな卸資産評価損 783,571

事業撤退損 1,587,970

その他 5,805

特別損失合計 2,519,751

税金等調整前四半期純損失（△） △4,711,728

法人税、住民税及び事業税 27,927

法人税等調整額 △1,849,499

法人税等合計 △1,821,572

四半期純損失（△） △2,890,156



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

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損失（△） △4,711,728

減価償却費 293,825

減損損失 24,622

貸倒引当金の増減額（△は減少） 13,865

賞与引当金の増減額（△は減少） △163,002

退職給付引当金の増減額（△は減少） 65,233

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 27,896

受取利息及び受取配当金 △41,634

支払利息 669,535

売上債権の増減額（△は増加） 231,338

たな卸資産の増減額（△は増加） △25,542,985

仕入債務の増減額（△は減少） 4,800,869

未成工事受入金及び前受金の増減額（△は減少） 4,510,233

預り金の増減額（△は減少） 506,630

その他 424,435

小計 △18,890,864

利息及び配当金の受取額 41,753

利息の支払額 △712,638

法人税等の支払額 △2,048,583

営業活動によるキャッシュ・フロー △21,610,333

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 △712,480

投資有価証券の売却による収入 70,269

差入保証金の差入による支出 △26,429

差入保証金の回収による収入 61,847

長期預り保証金の受入による収入 430,095

長期預り保証金の返還による支出 △72,667

投資活動によるキャッシュ・フロー △249,364

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） 11,700,000

長期借入れによる収入 10,737,330

長期借入金の返済による支出 △2,010,000

配当金の支払額 △350,285

その他 2,831

財務活動によるキャッシュ・フロー 20,079,876

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,779,821

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 8,954,430



 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。 

  

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）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 

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974,443千円であり、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、当第３四半期連結累計期間の営業利益は、

不動産事業で703,963千円減少しております。 

   

 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）及び当第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） 

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。 

   

  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）及び当第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） 

海外売上高がないため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 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

  
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 6,979,934 11,246,604 4,524,767 115,631  22,866,938  － 22,866,938

(2）セグメント間の内部売上高又は振替

高 
－ － － －  －  － －

計 6,979,934 11,246,604 4,524,767 115,631  22,866,938  － 22,866,938

営業利益又は営業損失（△） 148,233 △779,778 168,242 39,176  △424,125  △974,443 △1,398,569

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 

〔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 

 該当事項はありません。 

  



「参考資料」  

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

  

  
前年同四半期

（平成20年３月期 
第３四半期） 

区分 金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ 売上高   34,002,733 100.0 

Ⅱ 売上原価   27,366,808 80.5 

売上総利益   6,635,925 19.5 

Ⅲ 販売費及び一般管理費   4,520,583 13.3 

営業利益   2,115,341 6.2 

Ⅳ 営業外収益       

１．受取利息 13,987     

２．受取配当金 22,369     

３．原油スワップ評価益 150,121     

４．出資金運用益 4,148,975     

５．雑収入 177,074 4,512,527 13.3 

Ⅴ 営業外費用       

１．支払利息 332,987     

２．融資手数料 96,900     

３．雑損失 3,680 433,568 1.3 

経常利益   6,194,301 18.2 

Ⅵ 特別利益       

１．固定資産売却益 30,000     

２．貸倒引当金戻入益 1,991     

３．投資有価証券売却益 1,802     

４．補助金収入 1,605,600 1,639,393 4.8 

Ⅶ 特別損失       

１．固定資産除売却損 9,234     

２．和解金 13,500     

３．たな卸資産圧縮損 1,605,600     

４．貸倒損失 24,000 1,652,334 4.8 

税金等調整前四半期純利
益   6,181,360 18.2 

法人税、住民税及び事業
税 2,583,498     

法人税等調整額 232,975 2,816,474 8.3 

四半期純利益   3,364,885 9.9 



  

  

（２）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

前年同四半期
（平成20年３月期 

第３四半期） 

区分 金額（千円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 6,181,360 

減価償却費 333,138 

出資金運用益 △4,148,975

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 △117,500

退職給付引当金の増加又は減少(△)
額 50,039 

役員退職慰労引当金の増加又は減少
(△)額 47,709 

受取利息及び受取配当金 △36,356

支払利息 332,987 

売上債権の増加(△)又は減少額 1,346,142 

たな卸資産の増加(△)又は減少額 △18,097,158

仕入債務の増加又は減少(△)額 △5,410,564

未成工事受入金及び前受金の増加又
は減少(△)額 

△1,215,959

預り金の増加又は減少(△)額 1,846,763 

その他 △451,064

小計 △19,341,428

利息及び配当金の受取額 34,832 

利息の支払額 △351,530

法人税等の支払額 △2,319,552

営業活動によるキャッシュ・フロー △21,977,678



  

  

前年同四半期
（平成20年３月期 

第３四半期） 

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 △424,377

投資有価証券の売却等による収入 6,135,295 

有形固定資産の取得による支出 △1,307,184

有形固定資産の売却による収入  30,000 

差入保証金の差入による支出 △31,379

差入保証金の返還による収入 103,847 

長期預り保証金の受入による収入 124,839 

長期預り保証金の返還による支出 △228,052

その他 △399

投資活動によるキャッシュ・フロー 4,402,590 

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 8,000,000 

長期借入金の返済による支出 △865,000

長期借入れによる収入 12,690,000 

配当金の支払額 △309,942

その他 100,000 

財務活動によるキャッシュ・フロー 19,615,057 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加又は減少
(△)額 2,039,970 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 5,690,914 

Ⅵ 新規連結に伴う現金及び現金同等物の
増加額 162,178 

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高 7,893,063 

    



前第３四半期（平成19年４月１日～12月31日） 

  

前第３四半期（自平成19年４月１日～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在外支店がないため、該当事項はありません。 

   

（３）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

  
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 9,251,154 19,645,744 5,025,242 80,592  34,002,733  － 34,002,733

(2）セグメント間の内部売上高又は振替

高 
－ － － －  －  － －

計 9,251,154 19,645,744 5,025,242 80,592  34,002,733  － 34,002,733

営業利益又は営業損失（△） 506,257 2,152,813 353,206 30,978  3,043,255  △927,914 2,115,341

〔所在地別セグメント情報〕 

〔海外売上高〕 

前第３四半期（自平成19年４月１日～12月31日） 

海外売上高がないため該当事項はありません。 

  



 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 

受注残高 

（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 

契約残高 

（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３四半期連結会計期間末（平成20年12月31日現在）の契約残

高は21,089,289千円であり、不動産事業全体の同残高は42,656,611千円であります。 

（４）販売実績 

（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。 

  

６．その他の情報 

  前第３四半期連結累計期間 当第３四半期連結累計期間 

  （自 平成19年４月１日 （自 平成20年４月１日 

      至 平成19年12月31日）     至 平成20年12月31日） 

  金額（千円） 金額（千円） 

建築事業 8,899,167 7,601,201

  前第３四半期連結会計期間末 当第３四半期連結会計期間末 

  （平成19年12月31日） （平成20年12月31日） 

  金額（千円） 金額（千円） 

建築事業 9,218,101 10,581,940

前第３四半期連結累計期間 当第３四半期連結累計期間 

  （自 平成19年４月１日 （自 平成20年４月１日 

      至 平成19年12月31日）     至 平成20年12月31日） 

  金額（千円） 金額（千円） 

マンション分譲 8,044,884 11,280,433

前第３四半期連結会計期間末 当第３四半期連結会計期間末 

  （平成19年12月31日） （平成20年12月31日） 

  金額（千円） 金額（千円） 

マンション分譲 13,249,804 21,567,322

前第３四半期連結累計期間 当第３四半期連結累計期間 

  （自 平成19年４月１日 （自 平成20年４月１日 

      至 平成19年12月31日）     至 平成20年12月31日） 

  金額（千円） 金額（千円） 

建築事業 9,251,154 6,979,934

不動産事業 19,645,744 11,246,604

温浴事業 5,025,242 4,524,767

その他事業 80,592 115,631
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