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1.  平成21年12月期第2四半期の連結業績（平成21年1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 ％

21年12月期第2四半期 5,197 ― 115 ― 56 ― 62 ―

20年12月期第2四半期 6,379 △17.4 323 △64.3 275 △69.2 158 △69.4

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2四半期 1,020.75 ―

20年12月期第2四半期 2,575.25 ―

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2四半期 11,172 421 3.8 6,845.02
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2四半期  421百万円 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 ― 0.00

21年12月期 
（予想）

― 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 9,207 △24.0 217 ― 62 ― 64 ― 1,039.50
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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2四半期 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2四半期  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2四半期 61,568株 20年12月期第2四半期 61,568株
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当第２四半期連結累計期間（平成21年１月１日～平成21年６月30日）におけるわが国経済は、サブプライムローン問題

を起因とする世界的な金融市場の混乱による景気後退が続いておりますが、わが国を始め、欧米各国による経済対策、金

融安定化策等の対策の効果が出始めており、景気は下げ止まりの兆しを示してきております。しかしながら、雇用・所得

環境や個人消費については厳しい状況が続いており、企業を取り巻く環境は非常に厳しいものとなりました。 

不動産業界におきましては、金融機関の融資姿勢の厳格化等から不動産の流動性低下が続いており、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、景気悪化等の影響から投資家の投資スタンスが弱まっては

おりますが、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底堅い需要が見

られているため、総じて安定した事業環境となっております。 

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て第２四半期より販売戸数の拡大を見込んでおりました

が、当初計画には達しませんでした。 

その結果、当第２四半期連結累計期間の売上高5,197百万円（前年同期比18.5%減）、経常利益56百万円（前年同期比

79.5%減）、四半期純利益62百万円（前年同期比60.4%減）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８棟を供給し、171戸を販売した他、「Music Joy根岸」（東京都台東区）などの投資用マ

ンションの中古物件及び土地を販売致しました。 

その結果、売上高は4,318百万円（前年同期比21.9％減）、営業利益は184百万円（前年同期比70.2％減）となりまし

た。 

（不動産管理事業） 

管理物件の順調な増加に加え、大規模修繕工事が完成したことから、売上高は490百万円（前年同期比13.8％増）、営

業利益は147百万円（前年同期比37.2％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233百万円（前年同期比15.8％増）、営業利益は113百万円（前年同期比72.5％

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104百万円（前年同期比26.3％

減）となりましたが、営業利益は57百万円（前年同期比80.1％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51百万円（前年同期比33.5％減）となりましたが、営業損失は10百

万円（前年同期は23百万円の営業損失）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

同四半期の情報については、当第２四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２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ2,686百万円減少し、11,172百万円となりまし

た。これは主に保有在庫の圧縮により、たな卸資産が1,335百万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650百万円減少したことによるものであります。 

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
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 また、当第２四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ2,749百万円減少し、10,751百万円と

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700百万円減少したこと及び有利子負債

が返済や償還により2,032百万円減少したことによるものであります。 

 当第２四半期連結会計期間末の純資産については、前連結会計年度末に比べ63百万円増加し、421百万円となりま

した。これは主に四半期純利益の獲得62百万円によるものであります。  

（２）キャッシュ・フローの状況 

 当第２四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650百万円減少し、893

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、1,287百万円の収入（前年同期は2,700百万円の支出）となりました。

これは主に、仕入債務の減少額が645百万円あったものの、たな卸資産の減少額が1,767百万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、95百万円の収入（前年同期は56百万円の支出）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61百万円あったものの、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、2,034百万円の支出（前年同期は251百万円の支出）となりました。こ

れは主に有利子負債の返済または償還2,032百万円（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。  

  

当第２四半期までの実績及び今後の見通しを勘案の上、平成21年２月20日に公表いたしました、平成21年12月期通

期業績見通しを修正いたします。 

詳細につきましては、本日別途公表致しました「平成21年12月期第２四半期累計期間業績予想との差異及び通期業

績予想（連結・個別）の修正に関するお知らせ」をご覧ください。  

  

  

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。 

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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 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したためであります。 

 これによる損益に与える影響はありません。 
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当社グループの主力事業であります投資用マンション事業におきまして、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ていたものの、建築費の高騰により事業化が困難となり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、事業期間が長期化していることから当該プロジェクトに係る借入金について、金融機

関に対して返済期日の延長を希求しております。 

また、前連結会計年度において継続企業の前提に関する重要な疑義が存在する注記を記載したことから、信用

不安のリスクが高まり、建設会社における新規工事の請負条件及び建設代金の支払い条件が厳格化し、未着工案

件の進捗及び来期以降の新築マンションの供給に多大な影響を及ぼしております。 

  

しかしながら、当初の販売スケジュールは見直すものの、安定した販売実績と第２四半期での利益率改善が図

られている点について金融機関より高い評価を得ており、当社が所有している未着工プロジェクトにおける土地

部分の借入金、計画の変更により販売前に返済期限が到来する借入金の返済延長については概ね合意が得られ、

順次、延長手続きを完了させております。 

今後においても金融機関との協調態勢は良好な関係が維持するものと認識しており、返済期限が到来する借入

金についても継続して支援いただけるものと考えております。 

  

また、未着工プロジェクトについても、事業化できる水準まで建築コストが低下していることから新規プロジ

ェクトとして計画の再構築を進めており、未着工プロジェクトのうち２案件については建設会社との協議を経て

請負契約を締結し、新プロジェクトとして再始動するなど、金融機関及び建設会社との良好な関係を維持しつ

つ、プロジェクト資金及び建設資金の返済スケジュールの見直しや、期日一括もしくは手形を振り出すことによ

る返済条件から販売の都度、返済を行う方法へと切り替えるなど、財務体質の強化へ向けた改善は順調に進展し

ております。 

  

さらに、不動産管理事業においては計画以上の収益が獲得できており、安定的な収益基盤を確立しておりま

す。販売管理費においても人件費の削減やコスト管理を徹底したことによる間接経費の大幅な圧縮により収益の

改善が見られ、平成21年12月期第２四半期連結累計期間においては、黒字化を達成しております。第３四半期以

降においても売上規模は概ね横ばいながらも投資用マンション事業における堅実で安定した販売体制の確立、不

動産管理事業の安定収益及びリストラクチャリングによるコスト削減効果が一段と鮮明になることから、平成21

年12月期通期においても黒字化が見込め、継続的な業績の向上及び収益の獲得が実現する見通しとなっておりま

す。 

  

従いまして、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないものと判断しておりますので、財務諸表

の注記には記載をしておりません。 

  

（４）継続企業の前提に関する重要事象等
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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２四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20年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 893,133 1,544,079

受取手形及び売掛金 43,822 42,875

商品 2,695 1,997

販売用不動産 1,888,575 3,123,910

仕掛販売用不動産 4,540,759 4,637,434

その他のたな卸資産 12,265 16,646

繰延税金資産 36,157 46,168

その他 135,972 191,792

貸倒引当金 △33,340 △11,884

流動資産合計 7,520,042 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 87,366 86,769

減価償却累計額 △86,781 △86,769

工具、器具及び備品（純額） 585 －

土地 － －

有形固定資産合計 585 －

無形固定資産   

その他 252 －

無形固定資産合計 252 －

投資その他の資産   

投資有価証券 9,450 8,945

長期貸付金 8,931 11,220

繰延税金資産 11,529 17,942

投資不動産 3,738,655 4,319,460

減価償却累計額 △241,600 △235,684

投資不動産（純額） 3,497,055 4,083,775

その他 130,533 150,325

貸倒引当金 △5,687 △6,042

投資その他の資産合計 3,651,811 4,266,165

固定資産合計 3,652,648 4,266,165

資産合計 11,172,690 13,859,186
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（単位：千円）

当第２四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20年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,010,160 1,710,889

短期借入金 2,283,680 1,665,680

1年内返済予定の長期借入金 3,492,668 3,757,668

1年内償還予定の社債 115,500 252,400

未払法人税等 6,524 397

繰延税金負債 － 540

賞与引当金 － 5,365

その他 646,867 590,501

流動負債合計 7,555,401 7,983,443

固定負債   

社債 220,000 220,000

長期借入金 2,216,898 4,465,332

退職給付引当金 38,338 40,428

長期預り保証金 594,674 630,793

その他 125,945 160,900

固定負債合計 3,195,855 5,517,454

負債合計 10,751,256 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 △1,600,514 △1,663,359

自己株式 △99,912 △99,912

株主資本合計 417,853 355,008

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 3,580 3,280

評価・換算差額等合計 3,580 3,280

純資産合計 421,434 358,288

負債純資産合計 11,172,690 13,859,186
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 5,197,746

売上原価 3,898,619

売上総利益 1,299,127

販売費及び一般管理費 1,183,597

営業利益 115,529

営業外収益  

受取手数料 10,700

保険解約返戻金 1,604

還付消費税等 11,540

その他 9,634

営業外収益合計 33,480

営業外費用  

支払利息 79,283

支払保証料 1,598

支払手数料 6,998

その他 4,677

営業外費用合計 92,557

経常利益 56,452

特別利益  

貸倒引当金戻入額 613

償却債権取立益 32

前期損益修正益 5,365

固定資産売却益 13,067

受取和解金 5,000

特別利益合計 24,079

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利益 80,382

法人税、住民税及び事業税 1,858

法人税等調整額 15,678

法人税等合計 17,536

四半期純利益 62,845
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成21年１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 80,382

減価償却費 30,592

賞与引当金の増減額（△は減少） △5,365

退職給付引当金の増減額（△は減少） △2,090

貸倒引当金の増減額（△は減少） 21,101

受取利息及び受取配当金 △734

支払利息 79,283

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） △946

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,767,259

仕入債務の増減額（△は減少） △645,278

その他 △5,799

小計 1,305,486

利息及び配当金の受取額 734

利息の支払額 △94,316

法人税等の支払額 △439

法人税等の還付額 76,163

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,287,627

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 △4,573

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 △61,063

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 2,288

その他 19,792

投資活動によるキャッシュ・フロー 95,532

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 2,350,000

短期借入金の返済による支出 △1,732,000

長期借入金の返済による支出 △2,513,434

社債の償還による支出 △136,900

配当金の支払額 △1,772

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,034,106

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △650,945

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 893,133
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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。 

  

該当事項はありません。 

（４）継続企業の前提に関する注記
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 当第２四半期連結累計期間（自 平成21年１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、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２四半期連結累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、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、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したためであります。 

 なお、前第２四半期連結累計期間の「不動産仲介事業」を、当第２四半期連結累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 
 4,318,913  490,525  233,066 104,143  51,096  5,197,746  －  5,197,746

(2)セグメント間の内

部売上高又は振替

高 

 －  4,879  －  501  18,066  23,447  (23,447)  －

 計  4,318,913  495,405  233,066 104,645  69,162  5,221,193  (23,447)  5,197,746

 営業利益又は 

 営業損失（△） 
184,111  147,066 113,630  57,336  △10,651  491,492    (375,962)    115,529

  

前第２四半期連結累計期間 

自 平成20年１月１日 

至 平成20年６月30日 

 売上高   

  外部顧客に対する売上高  141,252

  セグメント間の内部売上高又は振替高     1,607

 計  142,859

 営業利益   31,833
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当第２四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年６月30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２四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年６月30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 

（１）中間連結損益計算書 

  

  
前中間連結会計期間

（自 平成20年１月１日 
至 平成20年６月30日） 

区分 金額（千円）
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高        6,379,456  100.0

Ⅱ 売上原価        4,681,903  73.4

売上総利益        1,697,553  26.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費        1,374,432  21.5

営業利益        323,120  5.1

Ⅳ 営業外収益                  

１．受取利息  2,973            

２．受取手数料  12,640            

３．保険解約返戻金   2,008            

４．その他  3,489  21,110  0.3

Ⅴ 営業外費用                  

１．支払利息  61,647            

２．融資手数料  2,500            

３．その他  5,001  69,148  1.1

経常利益        275,082  4.3

Ⅵ 特別利益                  

１．貸倒引当金戻入益   7,013            

２．償却債権取立益  321  7,335  0.1

Ⅶ 特別損失                  

１．固定資産除却損  853  853  0.0

税金等調整前中間純利益        281,563  4.4

法人税、住民税及び事業
税  75,905            

法人税等調整額  47,105  123,011  1.9

中間純利益        158,552  2.5
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（２）中間連結キャッシュ・フロー計算書

  
前中間連結会計期間

（自 平成20年１月１日 
  至 平成20年６月30日） 

区分 金額（千円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー      

１．税金等調整前中間純利益   281,563

２．減価償却費  71,848

３．のれん償却   93

４．賞与引当金の増加額  1,716

５．退職給付引当金の増加額   5,652

６．貸倒引当金の減少額 △7,013

７．受取利息及び受取配当金  △3,242

８．支払利息  61,647

９．固定資産除却損   853

10．売上債権の増加額  △5,433

11．たな卸資産の増加額 △2,076,275

12．仕入債務の減少額  △691,521

13．その他   162,718

小計 △2,197,392

１．利息及び配当金の受取額  3,267

２．利息の支払額  △61,948

３．法人税等の支払額  △444,271

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,700,345

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   140,000

２．有形固定資産の取得による支出  △48,986

３．無形固定資産の取得による支出  △8,136

４．投資不動産の取得による支出  △138,012

５．貸付金の回収による収入  4,115

６．その他（純額）  △5,630

投資活動によるキャッシュ・フロー △56,651

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   3,011,000

２．短期借入金の返済による支出  △3,316,800

３．長期借入れによる収入   1,282,000

４．長期借入金の返済による支出  △858,000

５．社債の償還による支出  △136,900

６．配当金の支払額  △232,383

財務活動によるキャッシュ・フロー △251,083

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 △3,008,081

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中間期末残高  1,869,350
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前中間連結会計期間（自 平成20年１月１日 至 平成20年６月30日） 

  

  

前中間連結会計期間（自 平成20年１月１日 至 平成20年６月30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。 

  

  

前中間連結会計期間（自 平成20年１月１日 至 平成20年６月30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  5,528,939  431,156  201,316  218,043  6,379,456  －  6,379,456

(2)セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  3,483  －  13,888  17,371  (17,371)  －

計  5,528,939  434,639  201,316  231,932  6,396,828 (17,371)  6,379,456

営業費用  4,910,745  327,449  135,444  224,089  5,597,729  458,606  6,056,336

営業利益  618,193  107,189  65,871  7,843  799,098 (475,978)  323,120

〔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２四半期） 

 当四半期 

 （平成21年12月期第２四半期） 

（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    5,065,084     102.3        4,313,946        85.2       9,342,743        75.7

 その他     412,990        17.9           98,466        23.8       1,183,958         17.2

 合計    5,478,074      75.5       4,412,413        80.5      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２四半期） 

 当四半期 

（平成21年12月期 

第２四半期） 

(参考） 

平成20年12月期  

  

 不動産販売事業 

  

 投資用マンション           5,115,949              4,220,447        9,247,859

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

 小計           5,528,939              4,318,913            10,431,817

 不動産管理事業  －          431,156                490,525               841,092

 不動産賃貸事業  －               201,316                233,066               404,690

 不動産仲介事業  －               141,252                104,143               282,895

 その他の事業  －                76,791                 51,096               154,214

 合計  －             6,379,456              5,197,746            12,114,710
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