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決算比較（連結）

１．連結損益計算書
（単位：百万円）

主な増減内容2009/6 2010/6 増減額 増減率(%)

営業収益 32,585 31,927 △658 △2.0

営業費用 25,313 24,945 △367 △1.5

営業利益 7,272 6,981 △290 △4.0

営業外収益 629 772 143 22 7

（単位 百万円）

■営業収益
・賃貸事業： △16億円
・分譲事業： +11億円
・その他： △0億円

■営業費用
営業外収益 629 772 143 22.7

営業外費用 2,103 2,009 △93 △4.5

経常利益 5,798 5,745 △53 △0.9

特別利益 - 204 204 -

特別損失 238 1,279 1,040 435.8

・賃貸事業： △7億円
・分譲事業： +1億円
・その他： +1億円

■営業外費用
・支払利息： △0.4億円

■特別利益
税金等調整前

四半期純利益
5,559 4,670 △889 △16.0

法人税等 2,244 1,908 △335 △15.0

四半期純利益 3,314 2,761 △553 △16.7

■特別利益
・固定資産売却益： +2億円

■特別損失
・資産除去債務の過年度分:+10億円

２．セグメント別収益・利益

主な増減内容
2009/6 2010/6 増減額 増減率(%)

（単位：百万円）

■不動産賃貸事業
・不動産賃貸事業は、新規物件の賃料

収入等があったものの、既存物件の
賃料収入の減や前年度に実施した物
件売却の影響等により、前期に対し
て減収、減益

2009/6 2010/6 増減額 増減率(%)

営業収益

不動産賃貸事業 24,655 23,016 △1,639 △6.6

分譲事業 5,966 7,142 1,176 19.7

その他 3,094 3,090 △3 △0.1

消去 △1 130 △1 322 △191 -

■分譲事業
・分譲事業は、マンションの引渡戸数

が減少したものの、土地の売却、
マンションの一棟売却等により、
前期に対して増収、増益

消去 △1,130 △1,322 △191 -

合計 32,585 31,927 △658 △2.0

営業利益

不動産賃貸事業 8,308 7,412 △896 △10.8

分譲事業 △22 983 1,006 -
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分譲事業 △22 983 1,006

その他 354 182 △171 △48.5

消去又は全社 △1,368 △1,596 △228 -

合計 7,272 6,981 △290 △4.0



決算比較（連結）

３．連結貸借対照表
（単位：百万円）

2010/3 2010/6 増減額 増減率(%)

流動資産 125,200 106,332 △18,867 △15.1

固定資産 791,525 795,426 3,901 0.5

資産合計 916,725 901,759 △14,965 △1.6

流動負債 84,973 87,036 2,062 2.4

主な増減内容

■資産
○流動資産
・現金及び預金： +4億円
・たな卸資産： +13億円
・受取手形及び営業未収入金：

億

（単位 百万円）

, , ,

固定負債 646,213 628,423 △17,790 △2.8

負債合計 731,187 715,459 △15,727 △2.2

純資産合計 185,537 186,299 761 0.4

△121億円
○固定資産
・建設仮勘定： +21億円
・投資有価証券： +30億円

■負債
○流動負債
・1年内返済長期借入金： +107億円

営業未払金： △42億円連結有利子負債 496,682 486,071 △10,611 △2.1 ・営業未払金： △42億円
・ｺﾏｰｼｬﾙﾍﾟｰﾊﾟｰ： △9億円
○固定負債
・受入敷金保証金： + 5億円
・長期借入金： △196億円
・社債： △4億円

■純資産

４．連結キャッシュフロー計算書

（単位 百 ）

・四半期純利益： +27億円
・配当金の支払： △19億円

2009/6 2010/6 増減額

現金及び現金同等物

の期首残高
8,691 20,508 11,816

営業活動による

キャッシュ･フロー
11,128 16,278 5,149

主な内容
（単位：百万円）

■営業活動CF 162億円
・税金等調整前四半期純利益：

46億円
・減価償却費： 59億円
・売上債権の減： 123億円

たな卸資産の増： △13億円
再）減価償却費 6,344 5,925 △418

投資活動による

キャッシュ･フロー
△7,992 △11,815 △3,823

FCF 3,136 4,463 1,326

財務活動による

キャ シ フロ
2,380 △12,990 △15,371

・たな卸資産の増： △13億円
・仕入債務の減： △42億円
・法人税等の支払額： △5億円

■投資活動CF △118億円
・有形固定資産の取得： △96億円
・投資有価証券の取得： △31億円
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キャッシュ･フロー

現金及び現金同等物

の期末残高
14,209 11,979 △2,230

■財務活動CF △129億円
・借入金等の減： △106億円
・配当金の支払： △19億円


