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1.  平成21年6月期第3四半期の連結業績（平成20年7月1日～平成21年3月31日） 

１．平成20年６月期第３四半期の対前年同四半期増減率については、四半期連結財務諸表は前四半期より作成しておりますので記載しておりません。 
２．平成21年６月期第３四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3四半期 11,107 ― 2 ― △284 ― △517 ―
20年6月期第3四半期 13,898 ― 2,051 ― 1,781 ― 1,034 ―

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3四半期 △20,261.75 ―
20年6月期第3四半期 45,626.53 45,520.12

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3四半期 12,438 1,095 8.8 42,915.29
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3四半期  1,095百万円 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  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6月期 ― 0.00 ― 2,800.00 2,800.00
21年6月期 ― 0.00 ―
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  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

通期 25,245 55.7 882 △48.7 523 △61.1 162 △78.3 6,382.27
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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  

(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．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3四半期 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3四半期  ―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3四半期 25,520株 20年6月期第3四半期 22,672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３四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した世界的な金融不安の影

響が一層深刻化し、企業収益の大幅な減速や雇用環境の急速な悪化等により個人消費の低迷が続き、景気の後退が

極めて深刻な状況となっております。　

　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続いており、また不動産投資市場においても、資金調達環境は依然として厳しく、不動

産業者の破綻が続く等、厳しい局面が継続しております。しかしながら、首都圏分譲マンション市場の平成21年３

月の契約率が78.3％と好不調の目安となる70％を７ヵ月ぶりに回復するとともに、同月の販売在庫数も8,846戸と

２カ月連続で1万戸台を割り込む等、各社の販売価格引き下げにより値頃感が出てきたことや、住宅ローン減税制

度改正による政府の住宅需要へのテコ入れ策等もあり、回復の兆しも一部で観測されております。

　このような状況の下、当社グループは、不動産デベロッパー業界におきまして、いち早くたな卸資産圧縮による

財務健全性の向上を図り、第２四半期において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」の建築途中での売却等を行い、第２四半期連結会計期間末

におけるたな卸資産残高を7,947百万円まで減少し、第３四半期においては、リセール物件を中心とした期間リス

クをとらない資産の取得をし、これらの物件及び新築分譲マンションの販売に注力してまいりました。

　当第３四半期では、新築分譲マンションにおいて「ウィルローズ府中」「ウィルローズ池袋」「ウィルローズ曳

舟」が竣工入居開始し、リセール物件について「グラーサ習志野実籾」「セントラルコート大和深見西」「イース

トコア曳舟一番館」の３物件を完売し、新築・リセール物件の引渡戸数合計95戸となりました。また新たに「フォー

リアテラス千歳船橋」「フォーリアコート千歳船橋」「アスコットパーク両国石原」の３物件の仕入を行い、販売

進捗は好調に推移しております。「フォーリアテラス千歳船橋」が３月から「フォーリアコート千歳船橋」及び

「アスコットパーク両国石原」が４月から順次引渡となるため、当第３四半期連結累計期間における業績への寄与

は少ないものとなりしたが、第４四半期においては「ウィルローズ中村橋」「ウィルローズ横浜伊勢町」等と併せ

て新築・リセール物件の引渡予定戸数合計198戸であり、ソリューション物件である（仮称）四谷プロジェクトと

ともに高利益率の物件が第４四半期連結業績に大きく寄与する見込みであります。建築基準法改正による着工時期

の遅れ等により、通期売上の約50％が第４四半期に偏重しており、売上の均等化が今後の課題であると認識してお

ります。

　この結果、当社グループの当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高11,107百万円、営業利益2百万円、経常

損失284百万円、四半期純損失517百万円となりました。

　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３四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」「ウィルローズ府中」「ウィルローズ曳舟」「ウィルローズ池袋」

等、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」「フォーリアテラス千歳船橋」等におきまして、合計185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6,064百万円、営業利益は53百万円となりました。　

　［不動産販売代理事業］

　当第３四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8物件、東京都市部で1物件、埼玉県下で5物件、合計308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725百万円、営業利益は52百万円となりました。

［不動産ソリューション事業］　

　当第３四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。

　この結果、当セグメントの売上高は4,507百万円、営業利益は72百万円となりました。

［その他事業］　
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　当第３四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114百万円、営業利益は51百万円となりました。

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３四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1,299百万円減少し、12,438百万円となりま

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813百

万円減少したこと及び、法人税等の支払等により現金及び預金が459百万円減少したことによるものです。

　負債は、710百万円減少し、11,343百万円となりました。これは主として、買掛金が1,396百万円増加した一方で、

金融機関からの借入金及び社債が1,554百万円、未払法人税等が471百万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517百万円の計上等により588百万円減少し、1,095百万円となり

ました。

＜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（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比べ、

653百万円減少し、948百万円となりました。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1,178百万円となりました。

　これは主として、法人税等の支払550百万円及び税金等調整前四半期純損失391百万円を計上した一方で、たな

卸資産が813百万円減少したこと及び仕入債務が1,428百万円増加したこと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、減少した資金は6百万円となりました。　

　これは主として、投資有価証券の売却による収入20百万円を計上する一方で、差入保証金の差入により27百万

円を支出し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）　

　財務活動の結果、減少した資金は1,825百万円となりました。　

　これは主として、金融機関からの借入及び社債が1,554百万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

　当社グループの業績見通しは、平成21年２月６日に公表いたしました連結業績予想から変更ありません。

　連結業績予想は、当社が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、予想数値と異なる場合があります。今後修正の必要が生じた場合は、適時かつ適切に開示してまいります。

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　

　　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。この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第３四半期連結累計期間の営
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業損益、経常損益は40,520千円、税金等調整前四半期純損益は169,921千円それぞれ減少しております。。

　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。　

④　流動負債のうち「未払金」については、表示を明瞭にするため、当第３四半期連結会計期間より仕入取引等

に係るものについては「買掛金」、仕入取引等以外に係るものについては「未払金」に区分掲記しております。

なお、前連結会計年度の流動負債の「未払金」に含まれる「買掛金」は377,094千円であります。

㈱グローバル住販（3259）平成 21 年６月期　第３四半期決算短信

－5－



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６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,169,526 1,629,266

受取手形及び売掛金 25,620 4,436

販売用不動産 4,270,858 2,959,779

仕掛販売用不動産 5,565,800 7,689,293

貯蔵品 1,022 1,610

前払費用 413,407 504,075

その他 219,439 118,889

流動資産合計 11,665,674 12,907,352

固定資産   

有形固定資産 538,906 556,710

無形固定資産 19,231 18,874

投資その他の資産 214,680 254,928

固定資産合計 772,818 830,514

資産合計 12,438,492 13,737,866

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,773,788 －

短期借入金 2,275,000 2,529,873

1年内返済予定の長期借入金 5,042,387 5,561,269

1年内償還予定の社債 96,000 196,000

未払金 129,332 599,634

未払法人税等 20,816 491,839

未払消費税等 － 92,391

前受金 382,906 236,874

賞与引当金 39,508 11,399

その他 79,031 71,618

流動負債合計 9,838,771 9,790,901

固定負債   

社債 52,000 148,000

長期借入金 1,436,953 2,021,529

その他 15,569 93,460

固定負債合計 1,504,523 2,262,990

負債合計 11,343,294 12,053,891
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（単位：千円）

当第３四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 639,720 1,227,173

株主資本合計 1,099,096 1,686,549

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 76 △91

為替換算調整勘定 △3,975 △2,482

評価・換算差額等合計 △3,898 △2,574

純資産合計 1,095,198 1,683,975

負債純資産合計 12,438,492 13,737,866
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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：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 11,107,776

売上原価 9,073,856

売上総利益 2,033,920

販売費及び一般管理費 2,031,031

営業利益 2,888

営業外収益  

受取利息 2,388

受取配当金 17

受取家賃 16,450

解約精算金 13,190

その他 31,501

営業外収益合計 63,548

営業外費用  

支払利息 212,338

解約違約金 91,920

その他 46,229

営業外費用合計 350,487

経常損失（△） △284,050

特別利益  

過年度売上原価修正 31,438

特別利益合計 31,438

特別損失  

たな卸資産評価損 129,401

投資有価証券評価損 6,041

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 138,981

税金等調整前四半期純損失（△） △391,593

法人税、住民税及び事業税 60,303

法人税等調整額 65,183

法人税等合計 125,486

四半期純損失（△） △517,079
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年７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（△） △391,593

減価償却費 21,768

関係会社清算損益（△は益） 1,082

賞与引当金の増減額（△は減少） 28,108

ゴルフ会員権評価損 2,454

受取利息及び受取配当金 △2,405

支払利息 212,338

為替差損益（△は益） 84

投資有価証券評価損益（△は益） 6,041

過年度売上原価修正（△は益） △31,438

売上債権の増減額（△は増加） △21,183

たな卸資産の増減額（△は増加） 813,003

前払費用の増減額（△は増加） 86,521

長期前払費用の増減額（△は増加） 999

仕入債務の増減額（△は減少） 1,428,132

未払金の増減額（△は減少） △88,873

未払消費税等の増減額（△は減少） △92,391

未払費用の増減額（△は減少） △1,217

前受金の増減額（△は減少） 146,032

預り金の増減額（△は減少） 9,325

その他の流動資産の増減額（△は増加） △103,231

その他の流動負債の増減額（△は減少） △87,414

小計 1,936,144

利息及び配当金の受取額 2,404

利息の支払額 △208,886

法人税等の支払額 △550,818

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,178,844

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 △6,600

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 △3,364

投資有価証券の取得による支出 △60

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 △27,544

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 △6,013
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（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成21年３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 3,338,000

短期借入金の返済による支出 △3,592,873

長期借入れによる収入 3,613,000

長期借入金の返済による支出 △4,716,458

社債の償還による支出 △196,000

配当金の支払額 △71,456

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,825,788

現金及び現金同等物に係る換算差額 △84

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △653,042

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 948,324
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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３四半期連結累計期間（自　平成20年７月１日　至　平成21年３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
6,064,516 427,945 4,507,404 107,911 11,107,776 － 11,107,776

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高

－ 297,902 － 6,483 304,386 (304,386) －

計 6,064,516 725,848 4,507,404 114,394 11,412,162 (304,386) 11,107,776

営業利益 53,912 52,752 72,194 51,976 230,837 (227,948) 2,888

　（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。この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第３四半期連結累計期間の不動産

ソリューション事業の営業利益は40,520千円減少しております。

〔所在地別セグメント情報〕

　当第３四半期連結累計期間（自　平成20年７月１日　至　平成21年３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３四半期連結累計期間（自　平成20年７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。　

（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等

（１）（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７月１日
至　平成20年３月31日

金額（千円）

Ⅰ　売上高 13,898,559

Ⅱ　売上原価 10,257,413

売上総利益 3,641,145

Ⅲ　販売費及び一般管理費 1,590,116

営業利益 2,051,029

Ⅳ　営業外収益 35,507

Ⅴ　営業外費用 304,907

経常利益 1,781,629

Ⅵ　特別利益 －

Ⅶ　特別損失 4,587

税金等調整前四半期純利益 1,777,042

法人税、住民税及び事業税 824,318

法人税等調整額 △81,720

四半期純利益 1,034,444
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（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
自　平成19年７月１日
至　平成20年３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  

税金等調整前四半期純利益　 1,777,042

減価償却費　 17,772

賞与引当金の増加額　 33,519

受取利息及び受取配当金　 △4,193

支払利息　 265,934

持分法による投資損失　 2,411

固定資産除却損　 1,532

固定資産売却損　 223

売上債権の増加額　 △122,809

ゴルフ会員権評価損　 2,830

たな卸資産の減少額　 3,927,296

前払費用の増加額　 △66,009

長期前払費用の減少額　 2,044

未払金の増加額　 145,885

未払消費税等の増加額　 72,106

未払費用の増加額　 607

前受収益の増加額　 630,397

預り金の減少額 　 △129

その他　 160,958

小計 6,847,423

利息及び配当金の受取額　 4,193

利息の支払額　 △259,715

法人税等の還付額　 1,091

法人税等の支払額　 △370,598

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,222,394

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　 △5,300

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　 △339,948

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 △15,066

保証金の差入による支出　 △4,398

保証金の回収による収入　 152

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 △381,889
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前年同四半期
自　平成19年７月１日
至　平成20年３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　 △1,499,500

長期借入金の返済による支出　 △4,896,269

長期借入れによる収入　 1,594,700

社債の償還による支出　 △96,000

株式の発行による収入　 299,376

財務活動によるキャッシュ・フロー △4,615,631

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額 1,224,872

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 1,430,904

Ⅶ　現金及び現金同等物の四半期末残高 2,655,777
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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〕

前第３四半期連結累計期間（自　平成19年７月１日　至　平成20年３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 2,217,975 1,237,804 11,305,874 82,346 14,844,001 △945,442 13,898,559

営業費用 2,075,771 625,707 9,574,993 74,085 12,350,556 △503,026 11,847,530

営業利益 142,204 612,097 1,730,881 8,261 2,493,444 △442,415 2,051,029

（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、リノベーションによるバリューアップ

 　　　  （４）その他事業・・・・・・・・・・マンションの管理業務、収益用不動産の賃貸、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471,593千円であり、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〕

前第３四半期連結累計期間（自　平成19年７月１日　至　平成20年３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〕

前第３四半期連結累計期間（平成19年７月１日～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。　
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