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1.  平成21年12月期第3四半期の連結業績（平成21年1月1日～平成21年9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3四半期 7,236 ― 203 ― 105 ― 107 ―

20年12月期第3四半期 9,245 △11.3 378 △65.5 314 △69.9 189 △65.5

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3四半期 1,743.03 ―

20年12月期第3四半期 3,072.85 ―

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3四半期 9,976 466 4.7 7,574.71
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3四半期  466百万円 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

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
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  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 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3四半期 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3四半期  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3四半期 61,568株 20年12月期第3四半期 61,568株
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 当第３四半期連結累計期間（平成21年１月１日～平成21年９月30日）におけるわが国経済は、昨年来の景気後退が

続くなか、景気対策の押し上げ効果などにより回復の兆候が見られるものの、厳しい雇用・所得環境が続いており、

依然として先行き不透明な状況が続いております。 

 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くとともに景気不透明感

に伴う購買意欲の低迷や物件価格の下落等の状況が依然として続いております。 

 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に対する姿勢は弱

まっておりますが、安定した収入が期待できる投資商品として、年金制度や将来の生活への不安もあることから底堅

い需要が見られております。 

 このような事業環境のもと、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て、様々な入居者サービスの充実を図り、顧客満足度の向上、ブランド力の強化を図っ

てまいりました。また、投資用マンション事業から派生する不動産管理事業にも注力をし、投資用マンション経営に

おけるワンストップ・ソリューションを提供することで、さらなる顧客サポート体制の充実に全力を尽くしてまいり

ました。 

 さらに、主力エリアである横浜みなとみらい２１地区周辺のオフィスビル等の開発による就業人口の増加に伴う安

定した賃借需要もあり、当第３四半期連結累計期間における販売状況につきましては、概ね堅調に推移いたしまし

た。 

 その結果、当第３四半期連結累計期間の売上高7,236百万円（前年同期比21.7%減）、経常利益105百万円（前年同

期比66.5%減）、四半期純利益107百万円（前年同期比43.3%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）、「グリフィン横浜・岡野公園弐番館」（横浜市西区）など９棟を供給し、234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5,955百万円（前年同期比25.2％減）、営業利益は294百万円（前年同期比62.3％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688百万円（前年同期比8.7％増）、

営業利益は219百万円（前年同期比42.2％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357百万円（前年同期比17.2％増）、営業利益は164百万円（前年同期比

50.8％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137百万円（前年同期比

38.9％減）となりましたが、営業利益は70百万円（前年同期比0.5％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97百万円（前年同期比20.9％減）となりましたが、営業損失は

８百万円（前年同期は14百万円の営業損失）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３四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。 

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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（１）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、前連結会計年度末に比べ3,883百万円減少し、9,976百万円となりまし

た。これは主に保有在庫の圧縮により、たな卸資産が2,416百万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756百万円減少したことによるものであります。 

 また、当第３四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3,991百万円減少し、9,509百万円とな

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1,241百万円減少したこと及び有利子負債

が返済や償還により2,683百万円減少したことによるものであります。 

 当第３四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108百万円増加し、466百万円となりま

した。これは主に四半期純利益の獲得107百万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３四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756百万円減少し、787

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、1,846百万円の収入（前年同期は2,639百万円の支出）となりました。

これは主に、仕入債務の減少額が1,188百万円あったものの、たな卸資産の減少額が2,847百万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253百万円の収入）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66百万円あったものの、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、2,685百万円の支出（前年同期は1,108百万円の支出）となりました。

これは主に有利子負債の返済または償還2,683百万円（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８月10日に公表いたしました「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」における業績予想から変更は

ありません。 

  

  

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、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。  

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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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、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。 

 これによる損益に与える影響はありません。 

  

  

 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。 

 これ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。  

  

 当社は当該状況を解消するため、以下の対応を進めてまいります。 

 当社が所有している未着工プロジェクトにおける販売前に返済期限が到来する土地部分の借入金の返済延長に

ついては概ね合意が得られており、順次、手続きを完了させております。また、建設会社との協議の上、新規プ

ロジェクトとして計画の再構築を進め、２案件については既に請負契約を締結し、再始動しております。残りの

未着工プロジェクトにおいても、建設会社及び金融機関との良好な関係を維持しつつ、未着工案件の再始動によ

る物件の安定供給を目指してまいります。 

 主力事業であります投資用マンション事業については、安定した需要の後押し、利益率の改善により第２四半

期連結会計期間において黒字に転換し、通期の黒字化達成も視野に入ってきている点について引き続き金融機関

より一定の評価を得ております。今後においても協調体制は良好な関係を維持でき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。 

  

 平成21年12月期当初の計画から業績予想の修正に伴い、販売及び供給についてスケジュールの見直しを実施

し、その結果、土地部分の借入金や建設代金において返済スケジュール及び返済方法の切り替えが必要となって

おります。金融機関及び建設会社との協議の上、これまでの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を順次行っており、引き続き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。 

  

 販売管理費においてもコスト管理の徹底を継続し、黒字化達成へ貢献しております。また、賃借料などを含め

た幾つかのコスト削減策は来期以降に寄与するものもあり、今後も継続した収益の改善を見込んでいることか

ら、業績の向上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３四半期連結会計期間末
(平成21年９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 787,459 1,544,079

受取手形及び売掛金 51,494 42,875

商品 3,187 1,997

販売用不動産 939,744 3,123,910

仕掛販売用不動産 4,407,956 4,637,434

その他のたな卸資産 12,951 16,646

繰延税金資産 29,856 46,168

その他 133,459 191,792

貸倒引当金 △41,312 △11,884

流動資産合計 6,324,798 9,593,020

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 12,765 17,401

減価償却累計額 △9,131 △17,401

建物及び構築物（純額） 3,633 －

車両運搬具 12,281 20,647

減価償却累計額 △12,281 △20,647

車両運搬具（純額） － －

工具、器具及び備品 78,619 86,769

減価償却累計額 △76,428 △86,769

工具、器具及び備品（純額） 2,190 －

土地 － －

有形固定資産合計 5,824 －

無形固定資産   

その他 238 －

無形固定資産合計 238 －

投資その他の資産   

投資有価証券 10,218 8,945

長期貸付金 7,889 11,220

繰延税金資産 11,150 17,942

投資不動産 3,743,899 4,319,460

減価償却累計額 △256,165 △235,684

投資不動産（純額） 3,487,733 4,083,775

その他 133,576 150,325

貸倒引当金 △5,383 △6,042

投資その他の資産合計 3,645,184 4,266,165

固定資産合計 3,651,247 4,266,165

資産合計 9,976,045 13,859,186
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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９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 468,944 1,710,889

短期借入金 2,118,480 1,665,680

1年内返済予定の長期借入金 4,514,992 3,757,668

1年内償還予定の社債 220,000 252,400

未払法人税等 4,653 397

繰延税金負債 － 540

賞与引当金 － 5,365

その他 694,005 590,501

流動負債合計 8,021,076 7,983,443

固定負債   

社債 － 220,000

長期借入金 824,407 4,465,332

退職給付引当金 33,286 40,428

長期預り保証金 579,114 630,793

その他 51,801 160,900

固定負債合計 1,488,609 5,517,454

負債合計 9,509,686 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 △1,556,045 △1,663,359

自己株式 △99,912 △99,912

株主資本合計 462,322 355,008

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 4,036 3,280

評価・換算差額等合計 4,036 3,280

純資産合計 466,359 358,288

負債純資産合計 9,976,045 13,859,186

㈱陽光都市開発（8946）　平成21年12月期第３四半期決算短信

－ 7 －



（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21年１月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 7,236,100

売上原価 5,383,085

売上総利益 1,853,014

販売費及び一般管理費 1,649,846

営業利益 203,168

営業外収益  

受取手数料 14,550

保険解約返戻金 1,604

還付消費税等 10,893

その他 12,780

営業外収益合計 39,828

営業外費用  

支払利息 123,673

支払保証料 2,368

支払手数料 7,001

その他 4,743

営業外費用合計 137,786

経常利益 105,210

特別利益  

貸倒引当金戻入額 916

償却債権取立益 55

前期損益修正益 5,365

固定資産売却益 16,692

受取和解金 5,000

特別利益合計 28,030

特別損失  

固定資産売却損 22

固定資産除却損 1,059

特別損失合計 1,081

税金等調整前四半期純利益 132,160

法人税、住民税及び事業税 2,798

法人税等調整額 22,046

法人税等合計 24,845

四半期純利益 107,314
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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21年１月１日 
 至 平成21年９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 132,160

減価償却費 45,448

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） △7,141

貸倒引当金の増減額（△は減少） 28,769

受取利息及び受取配当金 △792

支払利息 123,673

固定資産売却損益（△は益） △16,670

固定資産除却損 1,059

売上債権の増減額（△は増加） △8,618

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,847,714

仕入債務の増減額（△は減少） △1,188,261

その他 △35,222

小計 1,916,752

利息及び配当金の受取額 792

利息の支払額 △147,144

法人税等の支払額 △534

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 1,846,029

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 △10,924

有形固定資産の売却による収入 1,809

有形固定資産の除却による支出 △919

無形固定資産の取得による支出 △550

投資不動産の取得による支出 △66,307

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 3,330

その他 16,748

投資活動によるキャッシュ・フロー 82,557

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 △1,897,200

長期借入れによる収入 80,000

長期借入金の返済による支出 △2,963,601

社債の償還による支出 △252,400

配当金の支払額 △2,005

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,685,206

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △756,620

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 787,459
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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３四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年９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３四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３四半期連結累計期間の「不動産仲介事業」を、当第３四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 
 5,955,700  688,899  357,406 137,029  97,063  7,236,100  －  7,236,100

(2)セグメント間の内

部売上高又は振替

高 

 －  7,725  －  501  22,585  30,813  (30,813)  －

 計  5,955,700  696,625  357,406 137,531 119,649  7,266,913  (30,813)  7,236,100

 営業利益又は 

 営業損失（△） 
294,011  219,265 164,590  70,638 △8,292  740,213    (537,044)    203,168

  

前第３四半期連結累計期間 

自 平成20年１月１日 

至 平成20年９月30日 

 売上高   

  外部顧客に対する売上高  224,363

  セグメント間の内部売上高又は振替高     1,607

 計  225,971

 営業利益   70,267
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当第３四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年９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３四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年９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等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

前第３四半期連結累計期間（平成20年１月１日～９月30日） 

  

科目 

前年同四半期
（平成20年12月期 
第３四半期） 

金額（千円）

Ⅰ 売上高  9,245,467

Ⅱ 売上原価  6,801,851

売上総利益  2,443,615

Ⅲ 販売費及び一般管理費  2,065,486

営業利益  378,128

Ⅳ 営業外収益  37,810

１．受取手数料  17,590

２．保険解約返戻金   8,879

３．その他  11,340

Ⅴ 営業外費用  101,600

１．支払利息  87,566

２．支払保証料  4,764

３．融資手数料  5,145

４．その他   4,124

経常利益  314,339

Ⅵ 特別利益  10,799

１．貸倒引当金戻入益  10,452

２．償却債権取立益  346

Ⅶ 特別損失  1,250

１．固定資産売却損   384

２．固定資産除却損   865

税金等調整前四半期純利益  323,888

法人税、住民税及び事業税  75,590

法人税等調整額  59,108

四半期純利益  189,188
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前第３四半期連結累計期間（平成20年１月１日～９月30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３四半期） 

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   323,888

２．減価償却費   109,294

３．のれん償却   93

４．賞与引当金の増加額   20,965

５．退職給付引当金の増加額   8,762

６．貸倒引当金の減少額  △10,692

７．受取利息及び受取配当金 △4,806

８．支払利息   87,566

９．固定資産売却損   384

10．固定資産除却損   865

11．売上債権の増加額 △23,890

12．たな卸資産の増加額  △1,455,492

13．仕入債務の減少額  △1,153,267

14．その他   64,050

小計 △2,032,278

１．利息及び配当金の受取額   5,361

２．利息の支払額  △92,944

３．法人税等の支払額  △519,773

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,639,635

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   380,000

２．有形固定資産の取得による支出  △71,692

３．有形固定資産の売却による収入   666

４．無形固定資産の取得による支出  △8,536

５．投資不動産の取得による支出  △138,362

６．貸付金の回収による収入   5,456

７．その他（純額）   85,746

投資活動によるキャッシュ・フロー  253,278

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   3,150,500

２．短期借入金の返済による支出  △3,634,520

３．長期借入れによる収入   1,432,000

４．長期借入金の返済による支出  △1,423,000

５．社債の償還による支出  △253,800

６．配当金の支払額  △379,887

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,108,707

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 △3,495,064

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  1,382,366
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前第３四半期連結累計期間（自 平成20年１月１日 至 平成20年９月30日） 

  

  

  

  

前第３四半期連結累計期間（自 平成20年１月１日 至 平成20年９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。  

  

  

前第３四半期連結累計期間（自 平成20年１月１日 至 平成20年９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  7,959,783  633,776  304,852  347,053  9,245,467  －  9,245,467

(2)セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  5,240  －  37,663  42,904  (42,904)  －

計  7,959,783  639,017  304,852  384,717  9,288,371 (42,904)  9,245,467

営業費用  7,180,253  484,857  195,709  329,091  8,189,911  677,426  8,867,338

営業利益  779,529  154,160  109,142  55,626  1,098,459 (720,330)  378,128

〔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 

前第３四半期連結累計期間 当第３四半期連結累計期間 
（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    7,312,989      76.0        5,473,370        74.8       9,342,743        75.7

 その他     834,603        31.4          144,141        17.3       1,183,958         17.2

 合計    8,147,592      66.3       5,617,512        68.9      10,526,701        54.7

 事業の種類別 

セグメントの名称 
 区分 前第３四半期連結累計期間 当第３四半期連結累計期間 

(参考） 

平成20年12月期  

  

 不動産販売事業 

  

 投資用マンション           7,125,180              5,811,559        9,247,859

 その他          834,603                144,141        1,183,958

 小計           7,959,783              5,955,700            10,431,817

 不動産管理事業  －          633,776                688,899               841,092

 不動産賃貸事業  －               304,852                357,406               404,690

 不動産仲介事業  －               224,363                137,029               282,895

 その他の事業  －               122,690                 97,063               154,214

 合計  －             9,245,467              7,236,100            12,114,710
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