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1.  平成22年12月期第1四半期の連結業績（平成22年1月1日～平成22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 ％

22年12月期第1四半期 7,572 △3.7 3,573 △5.6 2,990 8.4 1,671 350.3
21年12月期第1四半期 7,869 ― 3,789 ― 2,758 ― 371 ―

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12月期第1四半期 11.47 ―

21年12月期第1四半期 2.54 ―

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12月期第1四半期 387,524 71,482 18.1 481.86
21年12月期 379,294 69,739 17.9 468.01

（参考） 自己資本   22年12月期第1四半期  70,158百万円 21年12月期  68,142百万円

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

21年12月期 ― 0.00 ― 8.00 8.00

22年12月期 ―

22年12月期 
（予想）

0.00 ― 9.00 9.00

3.  平成22年12月期の連結業績予想（平成22年1月1日～平成22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  
 

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

15,500 0.3 7,000 △4.4 5,500 △0.6 3,000 49.3 20.60

通期 33,500 7.2 15,500 7.7 12,000 9.6 6,500 △70.5 41.05
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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）  有  

（注）詳細は、６ページ定性的情報・財務諸表等４．その他をご覧ください。 

(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  有  
（注）詳細は、６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、６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 

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 1社 （社名 エヌケー・エステート特定目的会社 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年12月期第1四半期 146,428,700株 21年12月期  146,428,700株

② 期末自己株式数 22年12月期第1四半期  831,802株 21年12月期  831,802株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年12月期第1四半期 145,596,898株 21年12月期第1四半期 145,596,900株
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(1) 連結経営成績に関する分析 

 当第１四半期における我が国経済は、企業収益の改善など持ち直しの気配を感じさせておりますが、デフレ傾

向や雇用情勢の厳しさなど、依然基調としては自立性に乏しく、不安定な状況にあると考えられます。 

 不動産業界においても、賃貸事業における都心地区の空室率が上昇を続ける等、足下景気の弱さの影響を受け

ております。 

  

 このような環境のもとでも当社グループは、都心を中心に数多くの賃貸物件を有して安定的かつ効率的な不動

産賃貸収入を得ておりますが、更に中長期的な収益力の強化と成長基盤の確立のため、新しい中期経営計

画“Step-Up2012”に基づき、特に既存ビルの建替えを積極的に推進し、リーシングの強化にもあたってまいり

ました。 

  

 その結果、当第１四半期の連結業績は、企業向けオフィスビルの賃貸を主とした安定した不動産賃貸収入をベ

ースとし、営業収益は 百万円（前年同期比△297百万円、3.7％減）、営業利益は 百万円（前年同期比

△215百万円、5.6％減）、経常利益は 百万円（前年同期比232百万円、8.4％増）となりました。 

 また、四半期純利益につきましては、前年同期に計上した投資有価証券評価損やたな卸資産評価損がなかった

こと等により、 百万円（前年同期比1,300百万円、350.3％増）と大幅に増益となりました。 

  

 事業の種類別セグメントの業績は、次の通りであります。 

（各セグメントの営業収益は、セグメント間の内部営業収益、振替高を含みます。） 

  

（不動産事業）   

 当社グループの中核事業は、東京23区を中心に、100件以上の賃貸物件・賃貸可能面積約40万㎡を活用した

不動産賃貸業務であります。当社のビジネスモデルをより強固なものにすべく、築年数の古い物件を中心に立

地の特性に適した建替を進めることを引き続き 大の経営課題として取り組んでおります。 

 当第１四半期におきましては、ヒューリック両国ビル（平成22年１月竣工）、ヒューリックレジデンス草加

（平成22年２月竣工）及びヒューリックコート元代々木（平成22年３月竣工）が竣工いたしました。 

 そのほか、北浦和家庭寮（平成22年４月竣工予定）、西宮荘（平成22年６月竣工予定）、荏原富士ビル（平

成22年８月竣工予定）、新虎ノ門ビル（平成22年８月竣工予定）、麹町富士ビル（平成22年10月竣工予定）、

数寄屋橋富士ビル（平成23年２月竣工予定）、雪ヶ谷家庭寮（平成23年３月竣工予定）、千里山寮（平成23年

９月竣工予定）、荻窪富士ビル（平成23年12月竣工予定）、経堂家庭寮（平成24年１月竣工予定）、大伝馬町

ビル・第二大伝馬町ビル（平成24年３月竣工予定）、及び雷門Ｆビル（平成24年７月竣工予定）の建替計画も

順調に進行しております。  

 なお、当第１四半期におきましては、新たに大森山王家庭寮（平成23年５月竣工予定）の建替を決定いたし

ました。 

 また、新たな収益源として積極的に展開をはかっておりますＰＰＰ（パブリック・プライベート・パートナ

ーシップ）事業におきましても、新たに台東区が実施した「旧福井中学校跡地活用事業」の公募型プロポーザ

ルにおいて、当社を代表企業とする企業グループが優先交渉権者として選定されましたほか、既存の「奈良県

養徳学舎整備事業」（平成22年10月竣工予定）及び「芝浦水再生センター再構築に伴う上部利用事業」も順調

に進行しております。 

 このように、当セグメントにおける事業は順調に進行しておりますが、当第１四半期におきましては、前期

に中目黒センタービルを売却した影響等もあり、営業収益は6,842百万円（前年同期比△247百万円、3.4％

減）、営業利益は4,097百万円（前年同期比△207百万円、4.8％減）となりました。   

  

（保険事業）   

 保険事業におきましては、国内・外資系の保険会社と代理店契約を結んでおり、法人から個人まで多彩な保

険商品を販売しております。保険業界は規制緩和・制度改定による自由化の進展、少子高齢化、人口減少とい

う社会構造の転換に加え、経済環境の悪化などにより事業環境は一段と厳しくなっております。その中で当社

は、既存損保代理店の営業権取得を重点戦略として法人取引を中心に拡充に努めております。 

 この結果、当セグメントにおける営業収益は600百万円（前年同期比６百万円、1.0％増）、営業利益は267

百万円（前年同期比７百万円、2.7％増）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

7,572 3,573

2,990

1,671
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（その他事業） 

 その他事業におきましては、連結子会社であるヒューリック不動産サービス㈱による当社保有ビル等の営繕

工事、テナント退去時の原状回復工事、新規入居時の内装工事を中心に受注実績を積み上げておりますが、営

繕工事の受注が伸び悩んだ結果、当セグメントにおける営業収益は159百万円（前年同期比△124百万円、

43.8％減）、営業利益は０百万円（前年同期比△18百万円、97.9％減）となりました。 

  

 所在地別セグメントの業績は、当第１四半期において、本邦以外の国又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。 

  

(2) 特別目的会社（ＳＰＣ）の連結について 

 当社においては、基金を全額拠出又はシェアの過半を拠出する一般社団法人を通じて保有する特別目的会社

（ＳＰＣ）は、いずれも実質的に支配している事象があることから子会社と判定し連結しております。  

 特別目的会社（ＳＰＣ）の連結化の影響は以下の通りであります。 

  

前四半期（自 平成21年１月１日 至 平成21年３月31日）  

（単位：百万円）

  

前期（平成21年12月31日）  

（単位：百万円）

  

当四半期（自 平成22年１月１日 至 平成22年３月31日）  

（単位：百万円）

  

  

  連結しない場合 連結した場合 影響額 影響度（％） 

 営業収益           8,185            7,869               △316               △3.86

 営業利益           3,500            3,789                 288                 8.24

 経常利益           2,695            2,758                  63                 2.35

 四半期純利益             328              371                  42                13.04

  連結しない場合 連結した場合 影響額 影響度（％） 

 資産          345,248          379,294              34,045                 9.86

 負債          276,773           309,554              32,781                11.84

 純資産           68,475           69,739               1,264                 1.84

  連結しない場合 連結した場合 影響額 影響度（％） 

 営業収益           7,763            7,572               △191               △2.46

 営業利益           3,288            3,573                 285                 8.67

 経常利益           2,936            2,990                  54                 1.85

 四半期純利益           1,656             1,671                  15                 0.91

 資産          353,707          387,524              33,817                 9.56

 負債          283,544           316,042              32,498                11.46

 純資産           70,162           71,482               1,319                 1.88
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(1) 財政状態の変動状況 

（資産）   

 当第１四半期末の資産合計は、 百万円となり、対前期末比8,230百万円増加いたしました。当社グル

ープにおいては、中核事業である不動産賃貸業務をより強固なものにすべく、築年数の古い物件を中心に特性

に適した建替を積極的に推進しております。 

 また、当社グループは総資産に占める不動産及び投資有価証券の割合が高く、特に投資有価証券については

市況変動により残高が増減する可能性があります。当第１四半期において、株式市況の回復により上場株式の

含み益は2,606百万円増加いたしました。 

主な項目の増減は以下の通りであります。 

 ①現金及び預金   2,922百万円増加 

 ②建物及び構築物   3,539百万円増加（建替物件の竣工等） 

 ③投資有価証券     2,283百万円増加（上場株式含み益の増加等） 

  

（負債） 

  当第１四半期末の負債合計は、 百万円となり、対前期末比で6,488百万円増加いたしました。これは

設備投資等に伴い、資金調達をおこなったためであります。 

 当社グループは負債に占める借入金の割合が高く、借入金残高は270,276百万円となっておりますが、このう

ち特別目的会社（ＳＰＣ）のノンリコースローンが31,749百万円含まれております。金融機関からの資金調達

については、高い収益力を背景として安定的に低コストで調達をおこなっております。 

 なお、固定負債のうち繰延税金負債については、今後投資有価証券の時価評価により残高が増減する可能性が

あります。                     

  

（純資産） 

 当第１四半期末の純資産合計は、 百万円となり、対前期末比で1,742百万円増加いたしました。このう

ち株主資本合計は、 百万円となり、対前期末比で499百万円増加いたしました。これは四半期純利益によ

る利益剰余金の増加及び配当金の支払による利益剰余金の減少によるものであります。 

 また、評価・換算差額等合計は、 百万円となり、対前期末比で1,516百万円増加いたしました。これは

上場株式の含み益の増加により、その他有価証券評価差額金が増加したことによるものであります。 

  

(2) キャッシュ・フローの状況 

 当第１四半期における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動により 百万円減少

し、投資活動により 百万円減少し、財務活動において 百万円増加し、当第１四半期末には 百

万円となりました。  

                                    （単位：百万円）   

  

 当第１四半期における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りであります。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動によるキャッシュ・フローは 百万円の支出（前年同期比△4,765百万円）となりました。これ

は主に、安定した不動産賃貸収入をベースに税金等調整前四半期純利益が 百万円及び減価償却費が 百

万円あった一方、法人税等の支払額 百万円があったためであります。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動によるキャッシュ・フローは 百万円の支出（前年同期比66百万円）となりました。これは主

に、積極的な建替の推進をおこなったためであります。 

  

２．連結財政状態に関する定性的情報

387,524

316,042

71,482

64,441

5,717

1,770

4,607 9,300 10,418

  
平成21年12月期
第１四半期 

平成22年12月期 
第１四半期  

営業活動によるキャッシュ・フロー  2,995  △1,770

投資活動によるキャッシュ・フロー  △4,674  △4,607

財務活動によるキャッシュ・フロー  △254  9,300

現金及び現金同等物の四半期末残高  16,790  10,418

1,770

2,783 980

4,887

4,607
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（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動によるキャッシュ・フローは 百万円の収入（前年同期比9,554百万円）となりました。これ

は、積極的な投資等を支えるための資金調達をおこなう一方で、配当金の支払額 百万円があったためであ

ります。 

  

  

 当第１四半期の業績は概ね計画通りに推移しており、平成22年12月期の業績予想に変更はありません。   

  

  

 エヌケー・エステート特定目的会社は、当第１四半期において清算いたしました。 

  

  

 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用に関しては、該当事項はありません。 

 また、記載すべき重要な簡便な会計処理の適用についても、該当事項はありません。   

  

  

① 会計基準等の変更に伴う変更 

該当事項はありません。  

  

② ①以外の変更 

(不動産の取得に付随して発生する登録免許税及び不動産取得税の会計処理) 

 従来、当社の不動産取得に付随して発生する登録免許税及び不動産取得税については、発生時に費用処理

しておりましたが、当第１四半期より取得原価に算入する方法に変更しております。この変更は、近年の不

動産取得の本格化に伴い、上記付随費用の発生額の重要性が増してきたこと及び収益が長期的・安定的に実

現する賃貸事業の性質上、これらの付随費用を取得原価に算入する方法がより合理的であり、費用収益対応

の観点から期間損益をより適正に表示すると判断したためにおこなったものであります。 

 この変更により、従来の方法によった場合と比較して、当第１四半期の営業利益、経常利益及び税金等調

整前四半期純利益はそれぞれ99,689千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。 

  

  

9,300

1,171

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：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22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21年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 10,536,722 7,613,852

営業未収入金 801,586 653,978

販売用不動産 4,733,449 4,584,506

未成工事支出金 1,222 442

貯蔵品 3,112 5,238

繰延税金資産 146,568 415,835

その他 551,757 566,386

貸倒引当金 △3,540 △2,847

流動資産合計 16,770,879 13,837,391

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 61,355,084 57,816,000

機械装置及び運搬具（純額） 267,880 196,231

土地 217,154,473 217,153,673

建設仮勘定 6,161,897 6,944,984

その他（純額） 234,507 245,662

有形固定資産合計 285,173,843 282,356,551

無形固定資産   

のれん 577,913 489,724

借地権 19,101,393 19,103,504

その他 786,451 731,600

無形固定資産合計 20,465,757 20,324,829

投資その他の資産   

投資有価証券 63,245,177 60,961,970

差入保証金 834,209 782,583

繰延税金資産 101,757 103,011

その他 804,103 777,234

貸倒引当金 △1,558 △1,558

投資その他の資産合計 64,983,690 62,623,242

固定資産合計 370,623,291 365,304,624

繰延資産   

繰延資産合計 130,798 152,117

資産合計 387,524,969 379,294,133
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22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21年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

1年内償還予定の社債 － 100,000

短期借入金 110,423,144 69,276,144

短期社債 999,796 10,995,930

未払費用 888,551 1,145,242

未払法人税等 1,102,128 5,117,887

前受金 1,965,733 2,006,025

賞与引当金 103,771 36,359

役員賞与引当金 9,874 34,472

その他 1,740,736 2,188,057

流動負債合計 117,233,736 90,900,119

固定負債   

社債 100,000 －

長期借入金 159,853,352 180,523,924

繰延税金負債 11,522,946 10,668,274

退職給付引当金 280,801 291,581

役員退職慰労引当金 46,000 44,200

長期預り保証金 26,550,142 26,674,011

その他 455,814 452,500

固定負債合計 198,809,056 218,654,491

負債合計 316,042,793 309,554,611

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,879,151 3,879,151

資本剰余金 3,519,151 3,519,151

利益剰余金 57,165,794 56,665,903

自己株式 △122,970 △122,970

株主資本合計 64,441,126 63,941,235

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 5,717,334 4,200,811

評価・換算差額等合計 5,717,334 4,200,811

少数株主持分 1,323,714 1,597,474

純資産合計 71,482,175 69,739,521

負債純資産合計 387,524,969 379,294,133
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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：千円）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年３月31日) 

営業収益 7,869,799 7,572,279

営業原価 2,638,517 2,603,821

営業総利益 5,231,281 4,968,458

販売費及び一般管理費 1,441,744 1,394,843

営業利益 3,789,536 3,573,614

営業外収益   

受取利息 6,136 23,450

受取配当金 69,782 33,161

持分法による投資利益 80,586 94,729

賃貸解約関係収入 119,120 364,424

その他 14,024 5,812

営業外収益合計 289,650 521,578

営業外費用   

支払利息 1,158,084 1,025,453

その他 162,536 78,870

営業外費用合計 1,320,621 1,104,324

経常利益 2,758,566 2,990,868

特別利益   

投資有価証券売却益 1,755 562,602

特別利益合計 1,755 562,602

特別損失   

たな卸資産評価損 417,201 －

固定資産除却損 756,345 455,242

建替関連損失 26,771 313,046

投資有価証券売却損 － 1,408

投資有価証券評価損 560,196 －

その他 38,703 －

特別損失合計 1,799,218 769,697

税金等調整前四半期純利益 961,103 2,783,774

法人税、住民税及び事業税 579,858 944,621

法人税等調整額 △17,039 127,730

法人税等合計 562,818 1,072,352

少数株主利益 27,168 40,100

四半期純利益 371,116 1,671,320
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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）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22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利益 961,103 2,783,774

減価償却費 860,476 980,702

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,132 692

賞与引当金の増減額（△は減少） 62,953 67,411

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △24,100 △24,598

退職給付引当金の増減額（△は減少） △4,598 △10,779

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 1,800 1,800

受取利息及び受取配当金 △75,919 △56,612

支払利息 1,158,084 1,025,453

持分法による投資損益（△は益） △80,586 △94,729

たな卸資産評価損 431,496 －

有形固定資産除却損 756,345 455,242

投資有価証券売却損益（△は益） △8,488 △559,414

投資有価証券評価損益（△は益） 560,196 －

売上債権の増減額（△は増加） △214,633 △147,608

たな卸資産の増減額（△は増加） 66,602 △147,597

差入保証金の増減額（△は増加） △1,962 △51,625

預り保証金の増減額（△は減少） 545,772 △123,869

その他の資産の増減額（△は増加） △287,872 374,457

その他の負債の増減額（△は減少） 344,913 △77,143

小計 5,052,715 4,395,556

利息及び配当金の受取額 76,020 79,317

利息の支払額 △1,599,076 △1,357,129

法人税等の支払額 △534,000 △4,887,826

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,995,659 △1,770,082

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 △3,124,306 △4,831,895

無形固定資産の取得による支出 △88,420 △104,466

投資有価証券の取得による支出 △1,530,379 △5,169

投資有価証券の売却による収入 67,330 815,861

投資有価証券の償還による収入 240,000 －

子会社株式の取得による支出 △258,063 △456,000

貸付金の回収による収入 246 246

その他 19,530 △25,704

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,674,062 △4,607,129
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（単位：千円）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年３月31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） △16,970,000 3,410,000

短期社債の純増減額（△は減少） 3,419,850 △10,004,916

長期借入れによる収入 33,980,000 23,300,000

長期借入金の返済による支出 △19,806,072 △6,233,572

社債の発行による収入 － 100,000

社債の償還による支出 － △100,000

配当金の支払額 △878,572 △1,171,429

財務活動によるキャッシュ・フロー △254,793 9,300,081

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,933,196 2,922,870

現金及び現金同等物の期首残高 18,723,303 7,495,852

現金及び現金同等物の四半期末残高 16,790,107 10,418,722
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 該当事項はありません。 

  

前第１四半期（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、売上集計区分によっております。 

２．各事業の主な内容 

（1）不動産事業・・・・・不動産賃貸業務、不動産開発・分譲業務、不動産投資業務等 

（2）保険事業・・・・・・保険代理店業務  

（3）その他事業・・・・・建築工事請負、設計・工事監理業務 

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．その他に記載の通り、当第１四半期より「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。この変更に伴い、従来の方法によ

った場合に比べ、不動産事業の営業利益が14,295千円減少しております。 

  

当第１四半期（自 平成22年１月１日 至 平成22年３月31日） 

 （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）不動産事業・・・・・不動産賃貸業務、不動産開発・分譲業務、不動産投資業務等 

（2）保険事業・・・・・・保険代理店業務  

（3）その他事業・・・・・建築工事請負、設計・工事監理業務 

３．会計処理の方法の変更 

（不動産の取得に付随して発生する登録免許税及び不動産取得税の会計処理）  

   定性的情報・財務諸表等４．その他に記載の通り、従来、当社の不動産取得に付随して発生する登録免

許税及び不動産取得税については、発生時に費用処理しておりましたが、当第１四半期より取得原価に算

入する方法に変更しております。この変更により、従来の方法によった場合に比べ、不動産事業の営業利

益が99,689千円増加しております。 

  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  
不動産事業 
（千円） 

保険事業
（千円） 

その他事業
（千円） 

計
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結
（千円） 

営業収益             

(1）外部顧客に対する営

業収益 
 7,087,646  593,904  188,247  7,869,799  －  7,869,799

(2）セグメント間の内部

営業収益又は振替高 
 2,692  －  95,643  98,335 (98,335)  －

計  7,090,338  593,904  283,891  7,968,134 (98,335)  7,869,799

営業利益  4,305,217  260,096  19,166  4,584,480 (794,943)  3,789,536

  
不動産事業 
（千円） 

保険事業
（千円） 

その他事業
（千円） 

計
（千円） 

消去又は全社 
（千円） 

連結
（千円） 

営業収益             

(1）外部顧客に対する営

業収益 
 6,839,293  600,353  132,632  7,572,279  －  7,572,279

(2）セグメント間の内部

営業収益又は振替高 
 3,577  －  26,783  30,361 (30,361)  －

計  6,842,871  600,353  159,416  7,602,641 (30,361)  7,572,279

営業利益  4,097,275  267,232  399  4,364,906 (791,292)  3,573,614
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前第１四半期（自 平成21年１月１日 至 平成21年３月31日）及び当第１四半期（自 平成22年１月１日 

至 平成22年３月31日）において、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がないた

め、該当事項はありません。 

  

   

前第１四半期（自 平成21年１月１日 至 平成21年３月31日）及び当第１四半期（自 平成22年１月１日 

至 平成22年３月31日）において、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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  該当事項はありません。  

  

  

６．その他の情報
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