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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6月30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 ％

22年3月期第1四半期 97,389 △17.9 3,113 △39.5 3,248 △28.7 1,586 14.8
21年3月期第1四半期 118,661 ― 5,145 ― 4,554 ― 1,381 ―

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

22年3月期第1四半期 1.10 0.84
21年3月期第1四半期 1.09 0.82

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

22年3月期第1四半期 462,335 75,400 16.3 23.79
21年3月期 485,781 71,187 14.6 19.93

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  75,293百万円 21年3月期  71,075百万円

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  
（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、3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

21年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
0.00 ― 0.00 0.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3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

210,000 △15.3 6,000 △33.6 4,000 △47.7 2,000 △37.5 1.27

通期 470,000 △7.0 19,000 22.0 13,500 8.5 7,000 ― 4.92
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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、7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、7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、7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。 

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） 22年3月期第1四半期 1,265,901,623株 21年3月期  1,265,901,623株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  602,760株 21年3月期  593,316株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 1,265,303,615株 21年3月期第1四半期 1,269,291,260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及び配当金総額は以下のとおりであります。  

(注) 第１回Ｂ種優先株式に係る平成22年３月期 (予想) 配当金は、平成21年４月１日及びその直後の10月１日の２時点

における「日本円TIBOR(６ヶ月物)」の平均値に基づき優先配当年率が計算され、本資料発表日現在では、平成21

年４月１日時点の「日本円TIBOR(６ヶ月物)」に基づく優先配当年率により算出しているため、今後変動する可能

性があります。 

  

「期中平均株式数(連結)」 

  

「期末発行済株式数(連結)」  

   １株当たり配当金  配当金総額 

 (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 年間 

   円 銭  円 銭  円 銭  円 銭  円 銭  百万円 

21年３月期             

第１回Ｂ種優先株式 ― 0.00 ― 9.50 9.50 855 

22年３月期   
         
         
         
        

        
        
        
       

        
        
        
       

        
        
        
       

  

― 第１回Ｂ種優先株式 ― 

22年３月期 (予想)          
                 
                 
       

          

第１回Ｂ種優先株式  0.00 ―  8.63  8.63 777 

     21年３月期第１四半期(累計) 22年３月期第１四半期(累計) 

  株 株 

普通株式  1,269,291,260  1,265,303,615

優先株式  106,857,143  90,000,000  

第４回Ａ種優先株式  (16,857,143) (―) 

第１回Ｂ種優先株式  (90,000,000)  (90,000,000)

     21年３月期 22年３月期第１四半期(累計) 

  株 株 

普通株式  1,265,308,307  1,265,298,863

優先株式  90,000,000   90,000,000  

第１回Ｂ種優先株式 (90,000,000) (90,000,000) 
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 「１．22年３月期第１四半期の連結業績」 指標算式 
  
○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  

   
○１株当たり純資産  

   
  

「３．22年３月期の連結業績予想」 指標算式 

  
○１株当たり予想第２四半期連結累計期間純利益  

  
○１株当たり予想当期純利益(通期)  

  

  

 ※  第１回Ｂ種優先株式に係る優先配当金見込額。本資料発表日現在では、平成21年４月１日時点の「日本円TIBOR（６ヶ月物）」に基

づく優先配当年率により算出しているため、今後変動する可能性があります。なお、21年３月期第１四半期に係る連結経営成績に

つきましては、累積条項が適用されないため、「普通株主に帰属しない金額」及び「利益調整額」はありません。 

  

  

四半期純利益 － 普通株主に帰属しない金額※ 

期中平均普通株式数 

四半期純利益 － 普通株主に帰属しない金額※ ＋ 利益調整額※ 

期中平均普通株式数 ＋ 潜在株式数(普通株式増加数) 

四半期末純資産の部合計額 － 普通株主に帰属しない金額※ － 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 

予想第２四半期連結累計期間純利益 － 普通株主に帰属しない金額※ 

四半期末発行済普通株式数 

予想当期純利益 － 普通株主に帰属しない金額※ 

四半期末発行済普通株式数 
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 当第１四半期連結累計期間における国内経済は、生産や輸出に底入れの兆しが見えたものの、企業収益が低迷する

なかで雇用情勢が悪化し、設備投資が減少するなど厳しい状況が続いております。 

 マンション市場の新規供給戸数は大幅に減少し、首都圏では前年同期比17.9％減の9,239戸、近畿圏では同13.5％

減の4,839戸となりました。首都圏では平成４年以来で１万戸、近畿圏でも平成５年以来で5,000戸を下回りました。

 一方で、在庫販売は順調に推移しており、当第１四半期連結会計期間末の分譲中戸数は首都圏で7,928戸と平成19

年９月末以来で7,000戸台に減少し、近畿圏でも減少傾向に転じ、5,836戸に減少しています。 

 このような中、当第１四半期連結累計期間における業績は、売上高 億円（前年同期比17.9％減）、営業利益

億円（同39.5％減）、経常利益 億円（同28.7％減）、四半期純利益は 億円（同14.8％増）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、本年に入り販売は好転しつつあるものの、昨年来のマンション市況の低迷による販売不調

により、受注を拡大するには厳しい状況となりました。こうした環境下において、大手不動産デベロッパー

からの受注が増加しており、首都圏での総戸数200戸以上の大規模物件４件、近畿圏での総戸数100戸以上の

中規模物件４件を含め、東西合計で12件のマンション工事を受注いたしました。 

一方、首都圏で「ＢＥＬＩＳＴＡ流山おおたかの森」（千葉県流山市、123戸）、近畿圏で「ジークレフ高

槻富田丘」（大阪府高槻市、202戸）等のマンション工事が完成しました。前年同期と比べ完成工事件数及び

大型物件が少なく、受注の減少等の影響により、減収減益となりました。 

以上の結果、売上高563億円（前年同期比36.1％減）、営業利益19億円（同59.4％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「ザ・ガーデンアイル（第二工区）」（千葉県市原市、164戸）他が

竣工し、それぞれの敷地環境を活かし、建築デザインに内包された日照・眺望に優れた住空間を創出しまし

た。 

近畿圏では、神戸市初の官民一体の特定建築者制度による「プライムメイツ アスタ」（神戸市長田区、84

戸）が、お客様の「あったら良いな」をカタチにした「U's-Style」 新バージョン採用プロジェクトとして

販売を開始するなど、多様な商品企画に取り組んでいます。 

以上のような取組みをしてまいりましたが、事業環境の悪化による受注の減少の影響により、売上高８億

円（前年同期比43.4％減）、営業損失１億円（前年同期は営業利益１億円）となりました。  

  

不動産事業  

  不動産事業では、マンション受託販売において、広告宣伝活動に連動した集客の波が見受けられるもの

の、前年同期比では、来訪者数・契約戸数ともに増加し、平成21年１月以降の上向き傾向が持続していま

す。 

不動産分譲事業においては、大規模物件の建築受注等を目的とした不動産の取扱件数が増加し、また分譲

マンション共同事業においては、前期に完成した物件を中心に販売活動を行いました。 

また、ハワイ州オアフ島で推進中の戸建分譲事業については、金融危機以降の買い控え等により売上が減

少し、契約促進のために販売費が増加しました。 

以上の結果、売上高267億円（前年同期比88.6％増）、営業利益２億円（前年同期は営業損失３億円）とな

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

974 31

32 16
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賃貸及び管理事業 

賃貸及び管理事業では、マンション建物管理において、引き続きマンション市況が低迷し当社施工物件も

減少する中、積極的な営業展開により当社施工物件以外の管理受託を拡大しつつあり、前期の事業譲受けや

Ｍ＆Ａにより管理戸数は25万戸を超えています。また、賃貸管理及び社宅管理代行においても、引き続き運

営戸数、受託戸数ともに増加しました。  

このように取扱い戸数が堅調に推移した結果、賃貸及び管理事業全体では、売上高142億円（前年同期比

14.0％増）、営業利益12億円（同130.9％増）となりました。  

   

ホテル事業 

ホテル事業では、前年より厳しさを増した経済情勢に加え、新型インフルエンザ感染者拡大による集客減

少も響き、各ホテル共、売上が前年同期を下回る結果となりました。景気回復に備え、宿泊・婚礼・飲食部

門の営業拡大に全力で取り組みました。 

以上の結果、前期に発生した開業費等の一時的費用は減少しましたが、売上高25億円（前年同期比11.3％

減）、営業損失１億円となりました。 

   

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「センチュリーシティ大宮公

園」、「センチュリーシティ北浦和」、「センチュリーシティ西千葉」いずれも高稼働率を維持していま

す。また、前期に新たに開業した「センチュリーシティ常盤台」、「センチュリーシティ都島」も順調に稼

動率を上げつつあります。  

印刷事業、レンタル事業及び保険代理店事業については、取引先の広告宣伝費の節減、建設工事保険の減

少等の影響により、減収減益を余儀なくされました。シニアリビング事業については新規開業物件の稼動に

より売上高は増加しました。  

以上の結果、その他の事業全体では、売上高13億円（前年同期比8.8％減）、営業利益１億円（同66.8％

減）となりました。  
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２．連結財政状態に関する定性的情報

当第１四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234億円減少し、4,623億円となりまし

た。これは主に、未成工事支出金等が増加した一方で、現金預金、受取手形・完成工事未収入金等及び販売用不動

産が減少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277億円減少し、3,869億円となりました。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42億円増加し、754億円となりました。これは主に、四半期純利益の計上

により利益剰余金が増加したこと及び為替換算調整勘定が増加したことによるものであります。 

なお、第93期事業年度（平成22年３月期）における優先株式の償還については、当社による強制償還を行わない

ことを決定し、優先株主である主力金融機関には償還請求権の行使を行わないことの要請にご同意を頂いた結果、

償還請求期間（各事業年度の７月１日～７月31日）における償還請求は行われておりません。 

  

(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、前連結会計年度末に比べ138億円減少し、

414億円となりました。 

営業活動によるキャッシュ・フローは、125億円の資金の減少（前年同期は12億円の資金の増加）となりまし

た。これは主に、売上債権の増減による資金の増加、仕入債務及び未成工事支出金等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、２億円の資金の増加（前年同期は27億円の資金の減少）となりました。

これは主に、有形及び無形固定資産の取得による資金の減少、有形及び無形固定資産の売却、子会社の清算による

資金の増加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、16億円の資金の減少（前年同期は95億円の資金の減少）となりました。

これは主に、優先株式に係る配当金の支払による資金の減少であります。 

  

３．連結業績予想に関する定性的情報

 平成21年５月14日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。  

  

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 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認められる場合には、前連結会計年度

末に算定した貸倒実績率等の合理的な基準を使用して一般債権の貸倒見積高を算定しております。 

② 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。  

③ 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。  
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 会計処理基準に関する事項の変更 

 請負工事に係る収益の計上基準については、従来、請負金額５億円以上かつ工期12ヶ月以上の工事について

は工事進行基準を、その他の工事については工事完成基準を適用しておりましたが、「工事契約に関する会計

基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」（企業会計

基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を当第１四半期連結会計期間より適用し、当第１四半期連結会計期

間に着手した工事契約から、当第１四半期連結会計期間末までの進捗部分について成果の確実性が認められる

工事については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の工事については工事完成基

準を適用しております。 

 これにより、売上高は966百万円増加し、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞれ91

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。 

  

  

   

（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６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 41,575 55,518

受取手形・完成工事未収入金等 54,553 70,182

未成工事支出金等 24,486 14,890

販売用不動産 40,167 47,325

不動産事業支出金 63,895 61,854

開発用不動産等 47,253 43,523

短期貸付金 2 136

繰延税金資産 10,214 11,693

その他 10,026 9,378

貸倒引当金 △893 △1,247

流動資産合計 291,279 313,253

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物 79,983 80,762

機械、運搬具及び工具器具備品 11,218 11,449

土地 50,440 50,816

建設仮勘定 153 141

減価償却累計額 △38,942 △39,284

有形固定資産計 102,852 103,884

無形固定資産   

借地権 2,329 2,329

のれん 4,901 5,030

その他 1,601 1,253

無形固定資産計 8,831 8,612

投資その他の資産   

投資有価証券 7,214 6,962

長期貸付金 2,954 2,751

繰延税金資産 32,605 32,513

その他 26,604 28,283

貸倒引当金 △10,005 △10,478

投資その他の資産計 59,373 60,032

固定資産合計 171,056 172,528

資産合計 462,335 485,781
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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６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 82,444 100,849

短期借入金 80,404 84,927

1年内返済予定の長期借入金 57,420 57,692

未払法人税等 352 446

未成工事受入金 20,434 20,936

不動産事業受入金 2,539 3,146

完成工事補償引当金 3,359 3,951

賞与引当金 941 1,854

工事損失引当金 112 117

その他 30,289 36,895

流動負債合計 278,295 310,814

固定負債   

長期借入金 97,747 93,329

退職給付引当金 1,591 1,503

電波障害対策引当金 399 －

その他 8,902 8,948

固定負債合計 108,639 103,780

負債合計 386,934 414,594

純資産の部   

株主資本   

資本金 50,000 50,000

利益剰余金 33,375 32,644

自己株式 △109 △108

株主資本合計 83,266 82,536

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 540 30

為替換算調整勘定 △8,514 △11,490

評価・換算差額等合計 △7,973 △11,460

少数株主持分 108 112

純資産合計 75,400 71,187

負債純資産合計 462,335 485,781
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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）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高   

完成工事高 87,028 52,395

設計監理売上高 1,454 827

賃貸管理収入 14,968 16,494

不動産売上高 14,157 26,707

その他の事業収入 1,055 966

売上高合計 118,661 97,389

売上原価   

完成工事原価 78,459 47,096

設計監理売上原価 768 451

賃貸管理費用 12,978 13,645

不動産売上原価 13,362 25,101

その他の事業費用 848 938

売上原価合計 106,415 87,230

売上総利益   

完成工事総利益 8,569 5,299

設計監理売上総利益 686 377

賃貸管理総利益 1,990 2,849

不動産売上総利益 795 1,606

その他の事業総利益 207 28

売上総利益合計 12,246 10,158

販売費及び一般管理費 7,101 7,045

営業利益 5,145 3,113

営業外収益   

受取利息 182 17

受取配当金 34 675

その他 116 309

営業外収益合計 332 1,001

営業外費用   

支払利息 667 809

持分法による投資損失 199 5

その他 57 53

営業外費用合計 923 867

経常利益 4,554 3,248
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（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

特別利益   

固定資産売却益 12 17

貸倒引当金戻入額 － 746

その他 2 50

特別利益合計 14 813

特別損失   

固定資産処分損 12 20

減損損失 6 30

貸倒引当金繰入額 2,150 202

電波障害対策引当金繰入額 － 399

その他 55 213

特別損失合計 2,222 863

税金等調整前四半期純利益 2,346 3,197

法人税、住民税及び事業税 50 425

法人税等調整額 916 1,184

法人税等合計 966 1,609

少数株主利益又は少数株主損失（△） △2 2

四半期純利益 1,381 1,586
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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）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30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 2,346 3,197

減価償却費 912 993

減損損失 6 30

のれん償却額 － 129

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,444 △826

受取利息及び受取配当金 △216 △692

支払利息 667 809

持分法による投資損益（△は益） 199 5

投資有価証券評価損益（△は益） 35 140

固定資産処分損益（△は益） △0 3

電波障害対策引当金繰入額 － 399

たな卸資産評価損 － 625

売上債権の増減額（△は増加） 23,583 15,267

未成工事支出金等の増減額（△は増加） △2,903 △9,597

たな卸資産の増減額（△は増加） △194 3,735

仕入債務の増減額（△は減少） △22,833 △18,661

未成工事受入金の増減額（△は減少） △1,561 △502

その他 △655 △7,104

小計 1,830 △12,051

利息及び配当金の受取額 214 282

利息の支払額 △20 △63

訴訟関連損失の支払額 － △49

法人税等の支払額 △816 △627

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,207 △12,507

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 －

有形及び無形固定資産の取得による支出 △1,678 △758

有形及び無形固定資産の売却による収入 224 529

子会社の清算による収入 － 507

貸付けによる支出 △130 △70

貸付金の回収による収入 902 1

敷金及び保証金の差入による支出 △70 △119

敷金及び保証金の回収による収入 76 102

その他 8 6

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,667 198
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（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30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） 15,129 △4,523

長期借入れによる収入 204 3,848

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 △1,680 △1

配当金の支払額 △4,881 △855

少数株主への配当金の支払額 △14 △6

その他 0 △32

財務活動によるキャッシュ・フロー △9,481 △1,569

現金及び現金同等物に係る換算差額 △463 114

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △11,405 △13,764

現金及び現金同等物の期首残高 62,426 55,130

現金及び現金同等物の四半期末残高 51,022 41,366
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前第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

 （注) １ 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 

２ 会計処理の方法の変更 

 当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日）  

  (工事契約に関する会計基準及び工事契約に関する会計基準の適用指針) 

   「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」に記載のとおり、当第１四

半期連結会計期間より「工事契約に関する会計基準」及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」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、建設事業の売上高は966百万円増加

し、建設事業の営業利益は91百万円増加しております。  

  

（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〕

  
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 
 87,028  1,454 14,157 12,143 2,824 1,055  118,661 ― 118,661

(2) セグメント間の 

内部売上高 

又は振替高 
 1,015  7 6 308 16 353  1,705 (1,705) ―

計  88,042  1,461 14,164 12,451 2,840 1,408  120,366 (1,705) 118,661

営業利益又は 

営業損失(△) 
 4,738  121 △346 541 △72 190  5,172 (27) 5,145

  
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 
 52,395  827 26,707 13,989 2,505 966  97,389 ― 97,389

(2) セグメント間の 

内部売上高 

又は振替高 
 3,861  ― 12 206 13 317  4,410 (4,410) ―

計  56,256  827 26,718 14,196 2,518 1,283  101,799 (4,410) 97,389

営業利益又は 

営業損失(△) 
 1,922  △105 216 1,250 △120 63  3,226 (113) 3,113
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 該当事項はありません。 

   

〔所在地別セグメント情報〕

 前第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日）及び当第１四半期連結累計期間

（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

 全セグメントの売上高の合計に占める「本邦」の割合がいずれも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。 

   

〔海外売上高〕

 前第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日）及び当第１四半期連結累計期間

（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

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

   

（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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６．その他の情報

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１四半期累計期間の個別受注実績は、工事については前年同期より256億円減少し536億円(前年同期比32.3％減)

となり、受注全体では545億円(同34.1％減)となりました。第２四半期累計期間受注予想1,200億円に対し、進捗は

45.4％と概ね当初の予定通り推移しております。 

なお、第２四半期累計期間及び通期の受注予想について変更はありません。  

  

   受  注  高 

  百万円 ％ 

22年３月期第１四半期累計期間    54,521  △34.1

21年３月期第１四半期累計期間  82,727  △28.2

  

  

21年３月期第１四半期累計期間 

(平成20.4.1～平成20.6.30) 

22年３月期第１四半期累計期間 

(平成21.4.1～平成21.6.30) 
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  73,467 ( 92.7%)    52,039 ( 97.0%)  △21,429 (△29.2%)

受 一        般   2,611 (  3.3%)  1,049 (  2.0%)    △1,562 (△59.8%)

  建  築  工  事  76,078 ( 96.0%)    53,088 ( 99.0%)  △22,990 (△30.2%)

  土  木  工  事  3,138 (  4.0%)  536 (  1.0%)  △2,602 (△82.9%)

注 工 事 計  79,216 95.8%  53,624 98.4%    △25,592 △32.3% 

  業   務   受   託  2,298 2.8%    372 0.7%    △1,926 △83.8% 

  建 設 事 業 計  81,514 98.5%    53,995 99.0%    △27,519 △33.8% 

高 設  計  監  理  1,213 1.5%    526 1.0%    △687 △56.7% 

  合  計  82,727 100.0%    54,521 100.0%    △28,206 △34.1% 

  第２四半期累計期間 通  期 

  百万円 ％ 百万円 ％ 

22年３月期予想  120,000 △22.4  270,000  7.6 

21年３月期実績  154,637  △10.9  250,861  △31.8 
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