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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 4,827 ― △569 ― △805 ― △1,077 ―
20年12月期第1四半期 4,216 △63.5 △362 ― △651 ― △443 ―

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 △2,107.86 ―
20年12月期第1四半期 △868.11 ―

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 55,853 5,877 10.5 11,500.72
20年12月期 59,121 6,953 11.8 13,604.49

（参考） 自己資本   21年12月期第1四半期  5,877百万円 20年12月期  6,953百万円

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 ― ― ― 0.00 0.00
21年12月期 ―
21年12月期 

（予想）
― ― ― ―

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  
※当社グループの事業計画は通期ベースで作成しており、第２四半期累計期間の連結業績予想は作成しておりません。 

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

― ― ― ― ― ― ― ― ―

通期 31,243 △7.6 1,414 ― △398 ― △538 ― △1,053.01
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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 
・ 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、多分に不確定な要素を含んでおります。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。 
・ 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 無

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 537,964株 20年12月期  537,964株
② 期末自己株式数 21年12月期第1四半期  26,866株 20年12月期  26,866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 511,098株 20年12月期第1四半期 511,098株

- 2 -



当第１四半期連結会計期間（平成21年１月１日～平成21年３月31日）における我が国経済は、米国サブプライム 

ローン問題に端を発した世界的な金融市場の混乱や株価下落に加え、実態経済面においても、３月の日銀短観によ

る大企業製造業の業況判断指数（ＤＩ）がマイナス58と過去最低の水準を示し、先行き不透明感が深刻化しており

ます。また、物価上昇や所得低下、雇用不安により個人消費が低迷するなど、景気後退感が一段と強まりを見せて

おります。 

当不動産業界におきましては、平成21年１月１日時点の地価公示が、全国平均で見ると住宅地・商業地を含め全 

ての用途で下落しており、３月の新設住宅着工戸数が前年同月比20.7％減の66,628戸と４ヶ月連続減少し、目的別

では分譲マンションが前年同月比47.8％と大幅に減少し、３ヶ月連続の減少となりました。 

このような状況下において当社グループは、分譲マンション事業への特化を図り、経営資源集約の効果により一 

定の成果を上げることができました。 

また、当社グループが保有しているたな卸資産の評価損385百万円を計上することになりました。 

この結果、当社グループの経営成績は売上高4,827百万円、営業損失569百万円、経常損失805百万円、四半期純 

損失1,077百万円となりました。   

  

なお、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。  

  

<分譲マンション事業>  

分譲マンション事業におきましては、事業エリアを北は青森から静岡、甲信越、北陸まで連続してカバーして 

おり、各エリアの地方衛星都市の開発および潜在需要の掘り起こしを行いましたが、国内経済の先行き不透明感

による消費マインドの著しい低下等の影響から売上高が減少しました。この結果、売上高は3,161百万円、営業

損失は580百万円となりました。 

  

<不動産流動化事業>  

不動産流動化事業におきましては、新規物件開発を中止しており、たな卸資産の圧縮に努めております。こ 

の結果、売上高は1,149百万円、営業損失は54百万円となりました。 

  

<不動産賃貸事業>  

不動産賃貸事業におきましては、前連結会計年度において不動産の保有目的を販売目的から賃貸目的に変更 

したことに伴う、賃貸収入の計上区分の営業外収益から売上高への変更を行いました。この結果、売上高228百

万円、営業利益135百万円となりました。 

  

<その他の事業>  

その他の事業におきましては、子会社の内装工事等の売上高が減少しました。この結果、売上高288百万円、 

営業利益17百万円になりました。  

  

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
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当第１四半期連結会計期間末における資産は55,853百万円となりました。流動資産は44,247百万円、固定資産 

は11,605百万円となりました。 

負債は49,975百万円となりました。流動負債は27,355百万円、固定負債は22,619百万円となりました。 

純資産は5,877百万円となりました。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（以下「資 

金」という）は、前連結会計年度末残高より1,287百万円減少し、1,149百万円となりました。 

当第１四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー）  

当第１四半期連結会計期間における営業活動の結果、獲得した資金は1,624百万円となりました。 

これは、主に仕入債務の増加額1,075百万円、売上債権の減少額643百万円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１四半期連結会計期間における投資活動の結果、獲得した資金は127百万円となりました。 

これは、主に有形固定資産の売却による収入59百万円や投資有価証券の売却による収入45百万円によるもの 

であります。 

   

（財務活動によるキャッシュ・フロー）  

当第１四半期連結会計期間における財務活動の結果、使用した資金は3,038百万円となりました。  

これは、主に短期借入金の減少額749百万円及び長期借入金の返済による支出2,287百万円によるものであり 

ます。 

   

平成21年12月期の連結業績予想につきましては、平成21年２月20日に発表した連結業績予想に変更はございま 

せん。  

なお、当不動産業界におきましては急激な事業環境の変化が続いているため、短期間の業績予想を作成するこ 

とが困難であると判断し、当社グループの当期事業計画は通期ベースで作成しており、第２四半期累計期間の連

結業績予想については、予想が可能になった時点で速やかに開示いたします。  

  

該当事項はありません。  

   

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は、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、 

簿価切下げを行う方法によっております。  

  

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」（企業会計基準委員会 平成19年３月14日  

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」（企業会計基準委員会 平成

19年３月14日 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」（企業会計基準委員会 平

成18年７月５日 企業会計基準第９号）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。 

これにより、営業損失、経常損失は162百万円、税金等調整前四半期純損失は385百万円増加しておりま 

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。  

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
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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 1,199 2,496

受取手形及び売掛金 368 1,012

販売用不動産 16,497 14,895

仕掛販売用不動産 25,207 27,832

未成工事支出金 316 312

貯蔵品 3 3

その他 676 759

貸倒引当金 △21 △24

流動資産合計 44,247 47,286

固定資産   

有形固定資産 10,251 10,373

無形固定資産   

のれん 925 954

その他 11 11

無形固定資産合計 936 965

投資その他の資産   

破産更生債権等 454 454

その他 561 641

貸倒引当金 △597 △598

投資その他の資産合計 417 496

固定資産合計 11,605 11,835

資産合計 55,853 59,121

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金 5,299 3,651

短期借入金 6,417 8,280

1年内返済予定の長期借入金 14,057 13,987

未払法人税等 137 187

引当金 8 5

その他 1,435 1,594

流動負債合計 27,355 27,707

固定負債   

社債 371 371

長期借入金 21,423 23,238

引当金 300 307

その他 524 543

固定負債合計 22,619 24,461

負債合計 49,975 52,168
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（単位：百万円）

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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 7,510 7,510

資本剰余金 1,286 7,392

利益剰余金 △1,544 △6,573

自己株式 △1,367 △1,367

株主資本合計 5,885 6,962

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1 1

繰延ヘッジ損益 △8 △11

評価・換算差額等合計 △7 △9

純資産合計 5,877 6,953

負債純資産合計 55,853 59,121
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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：百万円）

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 4,827

売上原価 4,499

売上総利益 327

販売費及び一般管理費 897

営業損失（△） △569

営業外収益  

受取利息 2

受取賃貸料 16

その他 17

営業外収益合計 36

営業外費用  

支払利息 258

その他 14

営業外費用合計 273

経常損失（△） △805

特別利益  

前期損益修正益 51

その他 3

特別利益合計 55

特別損失  

前期損益修正損 31

固定資産売却損 28

たな卸資産評価損 223

その他 8

特別損失合計 291

税金等調整前四半期純損失（△） △1,041

法人税、住民税及び事業税 3

法人税等調整額 32

法人税等合計 35

四半期純損失（△） △1,077
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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（△） △1,041

減価償却費 34

のれん償却額 28

たな卸資産評価損 385

投資有価証券評価損益（△は益） 0

金利スワップ評価損益（△は益） △3

匿名組合投資損益（△は益） △5

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3

賞与引当金の増減額（△は減少） 3

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △5

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1

受取利息及び受取配当金 △3

支払利息 258

有形固定資産除却損 0

有形固定資産売却損益（△は益） 28

投資有価証券売却損益（△は益） 7

前期損益修正損益（△は益） △20

売上債権の増減額（△は増加） 643

たな卸資産の増減額（△は増加） 633

前渡金の増減額（△は増加） △0

仕入債務の増減額（△は減少） 1,075

前受金の増減額（△は減少） 341

その他の資産の増減額（△は増加） 15

その他の負債の増減額（△は減少） △515

その他の固定資産の増減額（△は増加） 24

その他 1

小計 1,883

利息及び配当金の受取額 5

利息の支払額 △229

法人税等の支払額 △36

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,624
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（単位：百万円）

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) 

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 10

有形固定資産の売却による収入 59

投資有価証券の取得による支出 △0

投資有価証券の売却による収入 45

貸付金の回収による収入 2

その他の支出 △0

その他の収入 10

投資活動によるキャッシュ・フロー 127

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） △749

長期借入金の返済による支出 △2,287

配当金の支払額 △2

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,038

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,287

現金及び現金同等物の期首残高 2,436

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,149
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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。 

  

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

当社グループは前連結会計年度において、サブプライムローン問題に端を発した不動産に係る信用収縮等 

の影響により不動産流動化事業における物件売却が進まず、販売用不動産等の時価が大幅に下落し評価減を

行ったことから、営業損失1,273百万円、経常損失2,275百万円、当期純損失13,638百万円を計上し、営業キ

ャッシュ・フローにおいても大幅なマイナスとなりました。 

当第１四半期連結会計期間においては、営業キャッシュ・フローはプラスを計上したものの、不動産価格 

の下落の影響による利益率の低下及び販売用不動産等の評価損の計上を行ったことから、営業損失569百万

円、経常損失805百万円、四半期純損失1,077百万円を計上いたしました。 

また、借入金、工事未払金等につきましては、安定した資金繰り運営を行う必要から、建物竣工後の販売 

スケジュール等に対応した返済条件や支払条件の変更を取引金融機関及び建設会社に要請しております。  

さらに、前連結会計年度末の連結貸借対照表の純資産の部の金額が、平成19年連結会計年度の決算期末に 

おける連結貸借対照表の純資産の部の金額を下回ったこと等により、株式会社三井住友銀行、株式会社あお

ぞら銀行、株式会社みずほ銀行、株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行をそれぞれエージェントとするシンジケート

ローン契約に付されている財務制限条項に抵触しております。 

当該状況により、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。  
当社グループは当該状況を解消すべく、不動産流動化事業における新規物件開発は行わず、当社グループ  

が も得意とする地方衛星都市を中心とした分譲マンション事業に特化することを決定し、不動産流動化事

業に係るたな卸資産の早期売却を進めております。 

損益の改善策としては、当社グループの全資源を分譲マンション事業へ集約し、それに伴う組織変更及び 

人員配置の適正化、ならびに賃借料や広告宣伝費等を見直すことにより販売費及び一般管理費を大幅に削減

し事業安定化を図ります。 

借入金、工事未払金等につきましては、当第１四半期連結会計期間以前に返済期限及び支払期限が到来し 

たものについては、返済条件又は支払条件の変更に応じて頂きました。今後、返済期限や支払期限が到来す

るものについても返済条件や支払条件を変更し、継続して支援する意向との回答を金融機関及び建設会社よ

り得ております。 

財務制限条項に抵触している件につきましては、株式会社みずほ銀行をエージェントとするシンジケート  

ローン契約については平成20年９月５日付にて、株式会社あおぞら銀行をエージェントとするシンジケート

ローン契約については平成20年12月８日付にて、株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行をエージェントとするシンジ

ケートローン契約については平成21年１月20日付にて、株式会社三井住友銀行をエージェントとするシンジ

ケートローン契約については平成21年４月30日付にて、期限の利益喪失の猶予の承諾をいただいておりま

す。 

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。  

（４）継続企業の前提に関する注記
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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．事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２．各事業の主な商品 

(1)分譲マンション事業・・・・・・分譲マンションの企画・開発・販売 

(2)不動産流動化事業・・・・・・・賃貸用マンションや商業施設の企画・開発・売却または中古オフィスビ

 ル等の買取り、売却 

(3)不動産賃貸事業・・・・・・・・賃貸用マンションや商業施設等の賃貸業務  

(4)その他の事業 ・・・・・・・・ 分譲マンションの内装工事等 

３．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） 

「定性的情報・財務諸表等」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」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９号）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に比べて、分譲マンション事業において営業損

失が162百万円増加しております。 

  

 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） 

全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が100％の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海外売上高の記載を省略しております。 

  

  

当社は、平成21年３月27日開催の定時株主総会決議に基づき、資本準備金6,106百万円および利益準備金16百 

万円を減少し同額をその他資本剰余金に振替ております。 

また、その他資本剰余金6,122百万円および別途積立金5,900百万円で繰越利益剰余金を欠損補填をしており 

ます。 

この結果、当第１四半期連結会計期間末において資本準備金が1,286百万円となっております。  

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

事業の種類別 

セグメントの名称 

分譲マン 

ション事業 

（百万円） 

不動産 

流動化事業 

（百万円） 

不動産 

賃貸事業 

（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  
 3,161  1,149  228    288  4,827     －  4,827

(2) セグメント間 

の内部売上高

又は振替高  

－  －  －     163  163  (163)     － 

 計  3,161  1,149  228  452  4,991  (163)  4,827

営業利益又は 

営業損失（△） 
 △580  △54  135  17  △481    (87)  △569

〔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

㈱サンシティ （８９１０）　平成21年12月期　第１四半期決算短信

- 11 -



「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１四半期連結会計期間（平成20年１月１日～平成20年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（百万円） 

Ⅰ 売上高  4,216

Ⅱ 売上原価  3,232

売上総利益  984

Ⅲ 販売費及び一般管理費  1,346

営業損失（△）  △362

Ⅳ 営業外収益  113

Ⅴ 営業外費用  402

経常損失（△）  △651

Ⅵ  特別利益  5

Ⅶ  特別損失  4

税金等調整前四半期純損失（△）  △660

税金費用   △206

四半期純損失 （△）  △443
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前第１四半期連結会計期間（平成20年１月１日～平成20年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（百万円） 

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損
失  

 △650

減価償却費   12

のれん償却額   110

ヘッジ損益   1

匿名組合評価益  2

貸倒引当金の増減額 
（減少：△）  

 1

賞与引当金の増減額 
（減少：△）  

 70

役員退職慰労引当金の増
減額（減少：△） 

 67

退職給付引当金の増加額  1

受取利息及び受取配当金  △12

支払利息  212

有形固定資産除却損   4

売上債権の増減額 
（増加：△） 

 902

たな卸資産の増減額 
（増加：△）  

 △14,061

前渡金の増減額 
（増加：△） 

 279

仕入債務の増減額 
（減少：△）  

 △1,069

前受金の増減額 
（減少：△）  

 293

その他  △640

小計  △14,471

利息及び配当金の受取
額  

 16

利息の支払額   △241

法人税等の支払額   △1,524

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 △16,221
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前年同四半期 

（平成20年12月期 
第１四半期） 

区分 金額（百万円） 

Ⅱ 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  

 △3

投資有価証券の取得によ
る支出  

 6

貸付による支出   △3

貸付金の回収による収
入  

 2

その他   △243

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 △242

Ⅲ 財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

     

短期借入金の増減額 
（減少：△）  

 3,552

長期借入れによる収入   10,485

長期借入金の返済による
支出  

 △4,361

株式の発行による収入   4

配当金の支払額   △605

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 9,076

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加
額（又は減少額） 

 △7,387

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首
残高 

 15,282

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末
残高 

 7,894
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前第１四半期連結会計期間（平成20年１月１日～平成20年３月31日） 

（注）１．事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２．各事業の主な商品 

(1) 分譲マンション事業・・・・・分譲マンションの企画・開発・販売 

(2) 不動産流動化事業・・・・・・賃貸用マンションや商業施設の企画・開発・売却または中古オフィスビル 

 等の買取り、売却 

(3) その他の事業・・・・・・・・賃貸業務・分譲マンションの内装工事等 

３．営業費用のうち、消去または全社の項目に含めた配賦不能営業費用は138百万円であり、その主なものは、 

親会社の管理部門に係る費用です。  

４．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３区分にしておりましたが、前  

連結会計年度において当社保有不動産の保有目的を変更し、たな卸資産から固定資産に振替えたことによ

り、「その他の事業」の区分に属していた「不動産賃貸事業」の資産が全資産の10％を超えたため、「不動

産賃貸事業」を独立した事業区分とし、「その他の事業」から別掲することといたしました。  

なお、前第１四半期連結会計期間のセグメント情報を前連結会計年度において用いた事業区分の方法に  

より区分すると次の通りになります。  

  

前第１四半期連結会計期間（平成20年１月１日～平成20年３月31日） 

  

（３）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

事業の種類別 
セグメントの名称  

分譲マン 
ション事業 
（百万円） 

不動産 
流動化事業 
（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  
 3,571  0  644  4,216 －  4,216

(2)  セグメント間の内部 

      売上高又は振替高  
－ －  268  268  (268) － 

 計  3,571  0  913  4,485  (268)  4,216

営業費用  3,843  15  879  4,738  (159)  4,578

営業利益又は 

営業損失（△） 
 △272  △14  34  △252  (109)  △362

事業の種類別 

セグメントの名称 

分譲マン 

ション事業 

（百万円） 

不動産 

流動化事業 

（百万円） 

不動産 

賃貸事業 

（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  
 3,571  0  127    516  4,216     －  4,216

(2) セグメント間 

の内部売上高

又は振替高  

－  －  －     268  268  (268)    － 

計  3,571  0  127  785  4,485  (268)  4,216

営業費用  3,843    15  72  806  4,738  (159)  4,578

営業利益又は 

営業損失（△） 
 △272  △14  55  △20  △252    (109)  △362
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前第１四半期連結会計期間（平成20年１月１日～平成20年３月31日） 

全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が100％の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。  

  

前第１四半期連結会計期間（平成20年１月１日～平成20年３月31日） 

海外売上高がないため海外売上高の記載を省略しております。 

  

  

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕
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生産、受注及び販売の状況 生産、受注及び販売の状況 

(1）生産実績 

該当事項はありません。  

  

(2）契約状況 

当第１四半期連結会計期間における契約状況を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりでありま

す。 

（注）１. 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

２. 不動産賃貸事業に関しては、事業の性質上、契約状況を表示することには、馴染まないため除いてお 

ります。 

  

(3）販売実績 

当第１四半期連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりでありま

す。 

（注）１．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．当第１四半期連結会計期間の分譲マンション事業における販売戸数は133戸、不動産流動化事業の販売 

件数は２件であります。 

  

６．その他の情報

事業の種類別 
セグメントの名称 

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

契約高 契約繰越残高 

戸数・件数 金額（百万円）
前年同期比
（％） 

戸数・件数 金額（百万円） 
前年同期比
（％） 

分譲マンション事業 197戸  5,070 △8.5 123戸  3,647 △46.2 

不動産流動化事業 ２件  1,149 － －件  －     － 

その他の事業 39件  114 △21.7 14件  321     22.2 

  

 事業の種類別セグメントの名称 

  

当第１四半期連結会計期間 

（自 平成21年１月１日 

至 平成21年３月31日） 

分譲マンション事業         3,161

不動産流動化事業       1,149

不動産賃貸事業     228

その他の事業     288

 合計     4,827
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