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1.  平成21年12月期第1四半期の連結業績（平成21年1月1日～平成21年3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12月期第1四半期 2,538 ― △50 ― △73 ― △67 ―

20年12月期第1四半期 3,304 △14.7 200 △62.3 176 △65.8 106 △62.1

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12月期第1四半期 △1,103.50 ―

20年12月期第1四半期 1,724.23 ―

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12月期第1四半期 12,181 289 2.4 4,707.85
20年12月期 13,859 358 2.6 5,819.40

（参考） 自己資本   21年12月期第1四半期  289百万円 20年12月期  358百万円

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12月期 ― 2,800.00 ― 0.00 2,800.00
21年12月期 ―

21年12月期 
（予想）

0.00 ― 0.00 0.00

3.  平成21年12月期の連結業績予想（平成21年1月1日～平成21年12月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

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

第2四半期 
連結累計期間

7,224 13.2 204 △36.9 163 △40.7 169 6.6 2,744.93

通期 14,941 23.3 420 ― 362 ― 355 ― 5,765.98
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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  

（注）詳細は、４ページ「定性的情報・財務諸表等 ４．その他」をご覧下さい。 

(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  
（注）詳細は、４ページ「定性的情報・財務諸表等 ４．その他」をご覧下さい。 

(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」をご覧下さい。 

(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．業績予想につきましては現時点で判断できる一定の前提に基づいて算定しておりますが、多分に不確定な要素を含んでおります。 
  従いまして、実際の業績は、業況の変化などにより上記に記載されております予想とは大きく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12月期第1四半期 62,400株 20年12月期  62,400株

② 期末自己株式数 21年12月期第1四半期  832株 20年12月期  832株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年12月期第1四半期 61,568株 20年12月期第1四半期 61,568株
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 当第１四半期（平成21年１月１日～平成21年３月31日）におけるわが国経済は、サブプライムローン問題を起因と

する米国を中心とした金融不安、海外経済の悪化などを背景に輸出が大幅に減少したことで企業収益が悪化しており

ます。また、雇用・所得環境が厳しさを増す中で個人消費が弱まっており、景気の先行きについても悪化を続ける可

能性が高いと見られております。 

 不動産業界におきましては、金融機関からの資金調達環境が悪化したことに加えて、先行きの不透明感から個人消

費意欲の低下による販売状況の鈍化が続いております。政府より不動産業向けの融資政策などが出されたものの、依

然として不動産業者の破綻が続く等、事業環境は依然として厳しい状況が続いております。 

 当社主力事業である投資用マンション市場におきましては、首都圏を中心として人口流入が続いており、安定した

賃料収入が期待できる投資商品として堅調な販売環境が続いておりますが、先行きの不透明感等から今後の事業環境

は厳しい状況が予想されます。 

 このような不動産市場の動向を受け、当社グループは投資用マンション「グリフィンシリーズ」の企画・販売を事

業領域の中心に据え、地域的には成長性のある横浜・川崎エリアを中心としたドミナント戦略（地域限定戦略）を実

践することにより競争優位性を発揮し安定した収入が期待できる投資商品を提供してまいりました。また、今期より

投資用マンション事業の戸別販売を中心とした事業基盤の構築を進めており、第１四半期の戸別販売につきましては

概ね計画通りに推移いたしました。 

 その結果、当第１四半期の連結業績は売上高2,538百万円（前年同期比23.2％減）、経常損失73百万円（前年同期

は176百万円の経常利益）、四半期純損失67百万円（前年同期は106百万円の四半期純利益）となりました。 

  

事業の種類別セグメント実績 

（不動産販売事業）  

 新築の投資用マンションとして「グリフィン横浜・ベイグランデ弐番館」（横浜市神奈川区）、「グリフィン横

浜・東口参番館」（横浜市西区）など６棟を供給し、92戸を販売した他、投資用マンションの中古物件、土地も販売

致しました。 

 その結果、売上高は2,124百万円（前年同期比26.8％減）、営業利益は17百万円（同95.7％減）となりました。  

（不動産管理事業） 

 管理物件が順調に増加したことから、売上高は219百万円（前年同期比8.6％増）、営業利益は63百万円（同28.5％

増）となりました。 

（不動産賃貸事業）  

 収益物件が増加したことから、売上高は110百万円（前年同期比23.5％増）、営業利益は52百万円（同164.5％増）

となりました。  

（不動産仲介事業） 

 収益性の観点から売買仲介を縮小し、賃貸仲介の比重を高めたことにより、売上高は63百万円（前年同期比16.4％

減）となりましたが、営業利益は39百万円（前年同期比64.4％増）となりました。  

（その他の事業） 

 子会社等不採算部門を縮小したことから、売上高は20百万円（前年同期比40.9％減）となりましたが、営業損失は

11百万円（前年同期は21百万円の営業損失）となりました。 

  

※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、前年同四半期とは適用される会計基準が異

なるため、前年同四半期に関する情報は参考として記載しております。また、不動産仲介事業とその他の事業におけ

る前年同四半期に関する情報ついては、当第１四半期で用いた事業区分の方法に基づき記載しております。 

  

(1)資産、負債及び純資産の状況  

 当第１四半期末の総資産は、前連結会計年度末に比べ1,677百万円減少し、12,181百万円となりました。これは主

に保有在庫の圧縮によりたな卸資産が971百万円減少したこと及び有利子負債の返済等により現金及び預金が517百万

円減少したことによるものであります。 

 また、当第１四半期末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ1,608百万円減少し、11,891百万円となりました。

これは主に支払手形の期日到来等により支払手形及び買掛金が386百万円減少したこと及び有利子負債が返済や償還

により1,208百万円減少したことによるものであります。 

 当第１四半期末の純資産については、前連結会計年度末に比べ68百万円減少し、289百万円となりました。これは

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
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主に四半期純損失67百万円の計上によるものであります。  

(2)キャッシュ・フローの状況 

 当第１四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、前連結会計年度末から517百万円減少し、

1,026百万円となりました。 

 「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、610百万円の収入（前年同期は2,776百万円の支出）となりました。こ

れは主に、仕入債務の減少額が341百万円あったものの、たな卸資産の減少額が971百万円となっ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」は、82百万円の収入（前年同期は136百万円の支出）となりました。これ

は主に、投資不動産の取得による支出が59百万円あったものの、投資不動産の売却による収入が139百万円生じたこ

と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、1,210百万円の支出（前年同期は1,112百万円の収入）となりました。

これは主に有利子負債の返済または償還1,208百万円（純額）によるものであります。 

  

※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、前年同四半期とは適用される会計基準が異

なるため、前年同四半期に関する情報は参考として記載しております。  

  

  平成21年12月期の業績予想につきましては、平成21年２月20日に公表いたしました「平成20年12月期 決算短信」

における業績予想から変更はありません。 

 なお、実際の業績等は、業況の変化などにより予想数値と異なる可能性があります。  

  

  

該当事項はありません。  

  

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  

 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たな卸資産の評価に関する会計基準  

 通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として個別法による原価法によっておりました

が、当第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。 

 これによる当第１四半期連結会計期間の損益に与える影響はありません。 

③事業区分の方法の変更 

 事業の種類別セグメント情報における事業区分の方法については、従来、事業の種類・性質の類似性の観点

から「不動産販売事業」、「不動産管理事業」、「不動産賃貸事業」、「その他の事業」の４事業に区分して

おりましたが、当第１四半期連結会計期間より「不動産販売事業」、「不動産管理事業」、「不動産賃貸事

業」、「不動産仲介事業」、「その他の事業」の５事業に区分して表示する方法に変更しております。 

 これは、より事業の実態を適正に開示するために事業区分の見直しを行った結果、従来「その他の事業」に

含めて表示していた「不動産仲介事業」の重要性が増したことから、当第１四半期連結会計期間より「不動産

仲介事業」として区分表示することにいたしました。 

 これによる当第１四半期連結会計期間の損益に与える影響はありません。  

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
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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１四半期連結会計期間末
(平成21年３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12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,026,903 1,544,079

受取手形及び売掛金 42,184 42,875

商品 3,063 1,997

販売用不動産 2,048,764 3,123,910

仕掛販売用不動産 4,729,484 4,637,434

その他のたな卸資産 27,570 16,646

繰延税金資産 35,985 46,168

その他 181,864 191,792

貸倒引当金 △28,872 △11,884

流動資産合計 8,066,947 9,593,020

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 17,401 17,401

減価償却累計額 △17,401 △17,401

建物及び構築物（純額） － －

車両運搬具 20,647 20,647

減価償却累計額 △20,647 △20,647

車両運搬具（純額） － －

工具、器具及び備品 86,769 86,769

減価償却累計額 △86,769 △86,769

工具、器具及び備品（純額） － －

土地 － －

有形固定資産合計 － －

無形固定資産   

その他 266 －

無形固定資産合計 266 －

投資その他の資産   

投資有価証券 8,110 8,945

長期貸付金 9,948 11,220

繰延税金資産 16,336 17,942

投資不動産 4,182,590 4,319,460

減価償却累計額 △241,198 △235,684

投資不動産（純額） 3,941,391 4,083,775

その他 144,551 150,325

貸倒引当金 △5,764 △6,042

投資その他の資産合計 4,114,575 4,266,165

固定資産合計 4,114,841 4,266,165

資産合計 12,181,789 13,859,186
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年３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12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,324,802 1,710,889

短期借入金 2,450,880 1,665,680

1年内返済予定の長期借入金 3,659,668 3,757,668

1年内償還予定の社債 135,500 252,400

未払法人税等 2,643 397

繰延税金負債 540 540

賞与引当金 22,671 5,365

その他 597,736 590,501

流動負債合計 8,194,443 7,983,443

固定負債   

社債 220,000 220,000

長期借入金 2,686,165 4,465,332

退職給付引当金 42,515 40,428

長期預り保証金 621,153 630,793

その他 127,659 160,900

固定負債合計 3,697,492 5,517,454

負債合計 11,891,935 13,500,897

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,071,420 1,071,420

資本剰余金 1,046,860 1,046,860

利益剰余金 △1,731,299 △1,663,359

自己株式 △99,912 △99,912

株主資本合計 287,068 355,008

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,784 3,280

評価・換算差額等合計 2,784 3,280

純資産合計 289,853 358,288

負債純資産合計 12,181,789 13,859,186
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 2,538,304

売上原価 1,973,550

売上総利益 564,753

販売費及び一般管理費 615,435

営業損失（△） △50,682

営業外収益  

受取手数料 5,050

保険解約返戻金 1,604

その他 3,510

営業外収益合計 10,165

営業外費用  

支払利息 30,504

支払保証料 1,079

支払手数料 210

その他 1,082

営業外費用合計 32,876

経常損失（△） △73,392

特別利益  

貸倒引当金戻入額 536

償却債権取立益 17

固定資産売却益 13,067

受取和解金 5,000

特別利益合計 18,621

特別損失  

固定資産除却損 150

特別損失合計 150

税金等調整前四半期純損失（△） △54,920

法人税、住民税及び事業税 891

法人税等調整額 12,127

法人税等合計 13,019

四半期純損失（△） △67,940
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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１四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年３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（△） △54,920

減価償却費 16,095

賞与引当金の増減額（△は減少） 17,306

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,086

貸倒引当金の増減額（△は減少） 16,709

受取利息及び受取配当金 △463

支払利息 30,504

固定資産売却損益（△は益） △13,067

固定資産除却損 150

売上債権の増減額（△は増加） 691

たな卸資産の増減額（△は増加） 971,105

仕入債務の増減額（△は減少） △341,148

その他 14,232

小計 659,280

利息及び配当金の受取額 463

利息の支払額 △48,974

法人税等の支払額 △420

営業活動によるキャッシュ・フロー 610,349

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 △4,275

無形固定資産の取得による支出 △280

投資不動産の取得による支出 △59,363

投資不動産の売却による収入 139,369

貸付金の回収による収入 1,271

その他 5,773

投資活動によるキャッシュ・フロー 82,495

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 1,900,000

短期借入金の返済による支出 △1,114,800

長期借入金の返済による支出 △1,877,167

社債の償還による支出 △116,900

配当金の支払額 △1,154

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,210,021

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △517,176

現金及び現金同等物の期首残高 1,544,079

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,026,903
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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。 

  

当社グループが属する不動産業界におきましては、世界的な金融市場の混乱と信用収縮に伴い、金融機関によ

る不動産関連融資の厳格化によって、買い手不在の状況が続くなど事業環境は極めて厳しい状況が続いており、

当社グループは前連結会計年度に72,145千円、当第１四半期連結会計期間に50,682千円の営業損失を計上してお

ります。 

 投資用マンション事業におきましては、業容の拡大を図るべくマンション用地の取得を積極的に行ったもの

の、建築費の高騰により事業化できず着工を見合わせていたプロジェクトが複数存在しており、当該プロジェク

トの販売による資金回収ができていない状況となっております。 

また、流通・流動化事業におきましては、投資家の購入意欲はあるものの金融機関からの資金調達が困難と

の理由等から売却が進まない状況を鑑み、融資可能もしくは投資家が期待する利回り商品となるよう、販売価格

を下げての売却が避けられない状況が続いております。 

 このような状況により、当社が所有している不動産に関する借入について、販売前に返済期限が到来するプロ

ジェクトが発生しており、金融機関と返済条件の変更及び延長の交渉を行い一部の借入については合意を得てお

ります。また、今後返済期限が到来する借入についても返済条件の変更及び延長の交渉を継続して行っておりま

す。 

 また、平成20年12月期におきまして多額の当期純損失（4,212,124千円）を計上したため、当社グループが金

融機関と契約している借入契約に記載されている財務制限条項に抵触する事実が発生しておりましたが、借入条

件の変更等を行った結果、平成21年３月末時点におきまして財務制限条項に抵触している借入は投資用マンショ

ン事業におけるプロジェクト１件のみとなっております。当件に係る財務制限条項には基準となる連結会計年度

末または事業年度末における純資産がそれぞれ直前の連結会計年度末または事業年度末における純資産の75％未

満となった場合には担保物件の仮登記を本登記にすることが定められており、現在は本登記しております。 

  

 当該状況により、当社グループには、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在しております。 

  

 当該状況を大幅に改善するための当社グループの対応は、以下のとおりであります。 

  

①金融機関及び建設会社への対応 

 投資用マンション事業において、変更した販売スケジュールに合わせて金融機関及び建設会社等と返済条件の

変更及び延長の交渉を行っており、既に一部のプロジェクトにつきましては合意を得られております。今後販売

が開始するプロジェクトにつきましても、返済条件の変更及び延長の交渉を進めてまいります。 

 また、財務制限条項に抵触している１件の借入につきましては、第２四半期中に返済する予定となっているこ

とから、解消できる見込みとなっております。 

金融機関及び建設会社との協調体制は、この厳しい環境下でも依然として良好な関係を保持しており、今後

も今まで以上の関係強化に努めてまいります。 

②事業効率の改善 

 当社グループは投資用マンションを中心とした事業基盤の構築に向けて、抜本的な事業体制の見直しを行って

まいります。  

イ．投資用マンション事業 

 投資用マンション事業におきましては、通常、土地については金融機関からの借入、建物については手形に

よる支払いを利用しており、資金需要が少ないビジネスモデルとなっております。新築の投資用マンション分

譲は堅調に推移していることから、現在着工を見合わせているプロジェクトを再稼働させ、来期以降の販売物

件を確保して収益の柱として強化を図ってまいります。アコースティックマンションファンドに組成されてい

る３物件については、昨今の不動産市況から１棟単位での売却が困難であり、投資家の期待利回りまで価格を

下げて売却活動を進めておりましたが、当初予定していた販売価格での売却は困難であり、資金回収を優先す

るために購入価格以下での売却が余儀なくされる可能性があります。 

 この環境が改善される見込みは依然として不透明な状況であることから、１棟単位での販売から、販売環境

が比較的安定しており当社グループの経験とノウハウを 大限に活かすことができる戸別販売へと転換し、販

売価格を下げることなく迅速な売却活動及び早期投下資金の回収を行ってまいります。尚、既にアコースティ

ックマンションファンドの物件１棟を戸別にて販売開始しております。 

（４）継続企業の前提に関する注記
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ロ．流通・流動化事業 

 流通・流動化事業におきましては、新たな事業の軸として拡大を目指しておりましたが、事業環境の悪化か

ら新規物件の取得を中止しております。現在は保有物件の売却・資金回収を進めており、投資用マンション事

業に対し経営資源の集中を図っております。 

ハ．不動産管理事業・不動産賃貸事業 

不動産管理事業・不動産賃貸事業におきましては、投資用マンション事業の安定した供給による事業拡大を

図るとともにさらなる事業効率化を図り、安定収益事業として成長させてまいります。 

③営業体制の強化 

 投資用マンション事業における営業体制の見直しと強化を図るため、東京支店にて営業部を設置いたしまし

た。この東京支店を中心に、１棟販売を予定しておりましたアコースティックマンション３棟の戸別販売を行っ

ております。さらに本社にて臨時雇用者によるテレマーケティングを行い、アプローチとクロージング作業を分

業する営業手法の部署を設置しており、さらなる営業効率の向上を目指しております。 

④固定費の削減 

 役員・従業員を含めた報酬体系につきましては既に見直しをしております。その他の一般管理費につきまして

は、事務所の統合や縮小等を検討し、費用対効果を 大化させるため見直しを進めております。 

  

上記施策を確実に実行していくことにより、継続企業の前提に関する重要な疑義を解消できるものと判断して

おります。したがって、四半期連結財務諸表は、継続企業を前提として作成されており、このような重要な疑義

の影響を四半期連結財務諸表には反映しておりません。 
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 当第１四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年３月31日）  

 （注）1. 事業区分の方法及び各区分の内容 

     事業区分は事業内容を勘案して次のとおり分類しております。 

     不動産販売事業・・・・マンション等の販売 

     不動産管理事業・・・・マンション等の管理 

     不動産賃貸事業・・・・マンション等の賃貸 

          不動産仲介事業・・・・不動産の仲介  

     その他の事業・・・・・ファンド事業他 

    2. 会計処理の方法の変更  

 「定性的情報・財務諸表等」における「４．その他」（３）②に記載のとおり、当第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。

当該変更による当第１四半期連結会計期間の事業の種類別セグメントの損益に与える影響はありません。 

    3. 事業区分の方法の変更 

 事業区分の方法については、従来、事業の種類・性質の類似性の観点から「不動産販売事業」、「不動産

管理事業」、「不動産賃貸事業」、「その他の事業」の４事業に区分しておりましたが、当第１四半期連結会

計期間より「不動産販売事業」、「不動産管理事業」、「不動産賃貸事業」、「不動産仲介事業」、「その他

の事業」の５事業に区分して表示する方法に変更しております。 

 これは、より事業の実態を適正に開示するために事業区分の見直しを行った結果、従来「その他の事業」に

含めて表示していた「不動産仲介事業」の重要性が増したことから、当第１四半期連結会計期間より「不動産

仲介事業」として区分表示することにいたしました。 

 なお、前第１四半期連結会計期間の「不動産仲介事業」を、当第１四半期連結会計期間において用いた事業

区分の方法により区分すると次のようになります。  

  

                               （単位：千円） 

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  

不動産販売

事業 

（千円） 

不動産管理 

事業 

（千円） 

不動産賃貸

事業 

（千円）  

不動産仲介

事業 

（千円） 

その他の 

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 
 2,124,005  219,997  110,197  63,599  20,504  2,538,304  －  2,538,304

(2)セグメント間の内

部売上高又は振替

高 

 －  1,395  －  155  6,064  7,615  (7,615)  －

 計  2,124,005  221,392  110,197  63,754  26,568  2,545,919  (7,615)  2,538,304

 営業利益又は 

 営業損失（△） 
 17,520  63,990  52,732  39,699  △11,832  162,110  (212,792)  △50,682

  

前第１四半期連結会計期間 

自 平成20年１月１日 

至 平成20年３月31日 

 売上高   

  外部顧客に対する売上高    76,036

  セグメント間の内部売上高又は振替高    1,497

 計    77,533

 営業利益    24,145
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 当第１四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年３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在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

 当第１四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年３月31日） 

 海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

〔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
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「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 

前第１四半期連結累計期間（平成20年１月１日～３月31日） 

  

科目 

前年同四半期
（平成20年12月期 
第１四半期） 

金額（千円）

Ⅰ 売上高  3,304,374

Ⅱ 売上原価  2,426,858

売上総利益  877,516

Ⅲ 販売費及び一般管理費  676,955

営業利益  200,560

Ⅳ 営業外収益  11,476

１．受取手数料   6,150

２．保険解約返戻金   845

３．その他  4,480

Ⅴ 営業外費用  35,140

１．支払利息   31,756

２．支払保証料   1,793

３．融資手数料   1,250

４．その他   341

経常利益  176,896

Ⅵ 特別利益  6,367

１．貸倒引当金戻入益   6,303

２．償却債権取立益   64

Ⅶ 特別損失 －

税金等調整前四半期純利益  183,264

法人税、住民税及び事業税  43,224

法人税等調整額  33,882

四半期純利益  106,157
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前第１四半期連結累計期間（平成20年１月１日～３月31日） 

（２）（要約）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12月期 
第１四半期） 

区分 金額（千円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー      

１．税金等調整前四半期純利益   183,264

２．減価償却費  35,211

３．のれん償却   93

４．賞与引当金の増加額  16,368

５．退職給付引当金の増加額   4,416

６．貸倒引当金の減少額 △6,303

７．受取利息及び受取配当金  △2,358

８．支払利息  31,756

９．売上債権の増加額  △18,677

10．たな卸資産の増加額 △2,057,456

11．仕入債務の減少額  △616,337

12．その他   122,181

小計 △2,307,841

１．利息及び配当金の受取額  2,466

２．利息の支払額  △26,852

３．法人税等の支払額  △444,028

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,776,255

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー      

１．有価証券の売却による収入   40,000

２．有形固定資産の取得による支出  △43,205

３．無形固定資産の取得による支出  △3,519

４．投資不動産の取得による支出  △137,812

５．貸付金の回収による収入  2,189

６．その他（純額）   5,825

投資活動によるキャッシュ・フロー △136,522

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー      

１．短期借入れによる収入   2,261,000

２．短期借入金の返済による支出  △1,569,760

３．長期借入れによる収入   1,092,000

４．長期借入金の返済による支出  △398,000

５．社債の償還による支出  △116,900

６．配当金の支払額  △155,613

財務活動によるキャッシュ・フロー  1,112,726

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 －

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少額 △1,800,051

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  4,877,431

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高  3,077,379
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前第１四半期連結累計期間（自 平成20年１月１日 至 平成20年３月31日） 

  

前第１四半期連結累計期間（自 平成20年１月１日 至 平成20年３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在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

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

     海外売上高がないため、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〕

  
不動産販売事業 

（千円） 
不動産管理事業

（千円） 
不動産賃貸事業

（千円）  
その他の事業

（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  2,901,754  202,626  89,236  110,757  3,304,374  －  3,304,374

(2)セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  1,684  －  7,565  9,249  (9,249)  －

計  2,901,754  204,310  89,236  118,322  3,313,624 (9,249)  3,304,374

営業費用  2,496,917  154,526  69,299  115,364  2,836,107  267,706  3,103,814

営業利益  404,837  49,784  19,937  2,957  477,517 (276,956)  200,560

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕
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受注及び販売の状況  

 [契約状況] 

 （注） 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

 [販売状況] 

単位：千円 

  （注） １ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

      ２  セグメント間の取引については相殺消去しております。 

      ３ 不動産販売事業における「その他」の内容は、土地・オフィスビル等の販売であります。 

      ４ その他の事業の内容は、ファンド事業他であります。  

  

  

  

  

  

  

  

６．その他の情報

区分 

 前年同四半期 

 （平成20年12月期第１四半期） 

 当四半期 

 （平成21年12月期第１四半期） 

（参考）  

 平成20年12月期 

 金額（千円）  
前年同期比

（％）  
 金額（千円） 

前年同期比

（％）  
 金額（千円） 

前年同期比

（％）  

 投資用マンション    2,539,550     101.4       2,381,078        93.8       9,342,743        75.7

 その他     412,990         34.0           98,466        23.8       1,183,958         17.2

 合計    2,952,540       79.4       2,479,544        84.0      10,526,701        54.7

 事業の種類別 

セグメントの名称 
 区分 

 前年同四半期 

（平成20年12月期 

第１四半期） 

 当四半期 

（平成21年12月期 

第１四半期） 

(参考） 

平成20年12月期  

  

 不動産販売事業 

  

 投資用マンション        2,488,764              2,025,539        9,247,859

 その他         412,990                 98,466        1,183,958

 小計         2,901,754              2,124,005            10,431,817

 不動産管理事業  －         202,626                219,997               841,092

 不動産賃貸事業  －                89,236                110,197               404,690

 不動産仲介事業  －                76,036                 63,599               282,895

 その他の事業  －                34,721                 20,504               154,214

 合計  －             3,304,374              2,538,304            12,114,710
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