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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22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 ％

23年3月期第2四半期 3,917 △14.7 △128 ― △157 ― △106 ―

22年3月期第2四半期 4,592 △9.5 △18 ― △23 ― 23 ―

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

23年3月期第2四半期 △14.05 ―

22年3月期第2四半期 3.11 ―

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

23年3月期第2四半期 15,439 7,753 50.2 1,021.94
22年3月期 14,802 7,969 53.8 1,047.64

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  7,753百万円 22年3月期  7,969百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

年間配当金

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

22年3月期 ― 0.00 ― 10.50 10.50

23年3月期 ― 0.00

23年3月期 
（予想）

― 10.50 10.50

3.  平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 13,200 8.5 600 57.8 550 66.1 300 22.4 39.35



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  無  
（注）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の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に
基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。 

※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、
実際の業績等はさまざまな要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等につい
ては、四半期決算短信（添付資料）３ページ「（３）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】４ページ「２．その他の情報」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） 23年3月期2Q 8,030,248株 22年3月期  8,030,248株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q  443,185株 22年3月期  422,909株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 7,594,804株 22年3月期2Q 7,627,211株
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１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報 

(1) 連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、各国の経済対策や中国を始めとするアジア諸国の好

調な経済環境に支えられ、一部に景気の持ち直しの兆しが見られたものの、欧州における財政・金融不安

に加え、急激な円高の進行や株価の低迷が企業の警戒感を高め、また、エコカー補助金やエコポイント制

度など政策効果も終盤局面を迎えていることもあり、先行きの不透明感を払拭できない状況で推移いたし

ました。 

当社グループが属する不動産業界のうち住宅分譲市場では、住宅版エコポイント制度等の政策効果や住

宅価格の調整による回復の兆しが見られた一方で、消費者の収入の伸び悩み・失業率の高止まりにより、

消費者マインドが低調に推移しており、業況が活発化に転じるまでには至っておりません。事業用不動産

市場（営業所・工場・倉庫等）でも企業の設備投資は慎重であり、また投資不動産市場でも金融機関の慎

重な融資姿勢は継続していることから投資家の動きは鈍く、全体的に不動産の動きは低調に推移いたしま

した。このような経済環境下にあって、当社グループの不動産事業分野では、保有在庫物件の早期売却を

進めるとともに、販売物件の早期商品化に取り組んでまいりました。 

また、建設土木業界におきましても、民間・公共事業ともに需要が減少していることから、ゼネコン間

の競合が激化しており、それに伴う建材競合メーカーとの受注競争が継続しております。このような状況

のもと環境事業分野では、不動産事業分野との連携強化による新規顧客獲得を図りつつ、官から民への転

換を図るべく建築製品の開発・販売を進めるとともに、土木製品についても販売価格の引き上げや受注量

の確保をすべく活動してまいりました。 

この結果、当第２四半期連結累計期間における売上高は39億17百万円（前年同四半期比14.7％減）、営

業損失は１億28百万円、経常損失は１億57百万円、四半期純損失は１億６百万円となりました。 

 

セグメントごとの業績は次のとおりであります。 

①不動産開発事業 

不動産開発事業におきましては、主に第３四半期連結会計期間以降で販売を予定する物件の仕入れ・

商品化およびその販売を進めてまいりました。前連結会計年度より持ち越した販売用不動産のうち、分

譲マンションに関しては残り１戸と順調に推移しておりますが、投資用マンションについては金融機関

の慎重な融資姿勢により引渡しには至りませんでした。 

この結果、売上高は10億29百万円、セグメント損失は22百万円となりました。 

②賃貸・管理事業 

賃貸・管理事業におきましては、前連結会計年度に竣工稼動した複合商業ビルの収益が寄与したもの

の、個人・法人の消費投資意欲の低迷により、賃貸マンションや駐車場の収入等は伸び悩むこととなり

ました。 

この結果、売上高は５億円、セグメント利益は１億１百万円となりました。 

③環境事業 

環境事業におきましては、製造ラインの合理化を推し進めたものの、構造的な公共事業の縮減や慎重

な設備投資姿勢が継続するなか、取扱量は減少することとなりました。 

この結果、売上高は12億90百万円、セグメント損失は77百万円となりました。 

④特販事業 

特販事業におきましては、建築工事量の減少や選別受注に伴う生コンクリートの出荷量が減少したも

のの、前連結会計年度より本格出荷を開始した住宅用PC部材など建築用製品の出荷が好調に推移いたし

ました。 

この結果、売上高は10億24百万円、セグメント利益は54百万円となりました。 

⑤その他 

飲食店売上、衣料品販売や保険代理店収入等で、売上高は72百万円、セグメント利益は13百万円とな

りました。 
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(2) 連結財政状態に関する定性的情報 

（総資産） 

当第２四半期連結会計期間末における総資産は154億39百万円（前連結会計年度比4.3％増）となりまし

た。 

流動資産は、販売用不動産の取得などにより、97億２百万円（前連結会計年度比7.7％増）となりまし

た。固定資産は、事業用建物の取得により増加したものの減価償却費の計上などにより、57億36百万円

（前連結会計年度比1.0％減）となりました。 

流動負債は、未払法人税等は減少したものの短期借入金や１年内返済予定の長期借入金が増加したた

め、44億84百万円（前連結会計年度比43.8％増）となりました。固定負債は、長期借入金を１年内返済予

定の長期借入金に振り替えたことなどにより減少したため、32億円（前連結会計年度比13.8％減）となり

ました。 

 

（純資産） 

当第２四半期連結会計期間末における純資産は77億53百万円（前連結会計年度比2.7％減）となりまし

た。純資産の減少の主な要因は、配当金の支払などによるものであります。 

 

（自己資本比率） 

当第２四半期連結会計期間末における自己資本比率は50.2％（前連結会計年度比3.6ポイント減）となり

ました。 

 

（１株当たり純資産額） 

当第２四半期連結会計期間末における１株当たり純資産額は1,021円94銭（前連結会計年度比25円71銭の

減少）となりました。 

 

（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は、６億15百万円（前年同四半期比31百万円

の減少）となりました。 

①営業活動によるキャッシュ・フロー 

売上債権の減少（２億３百万円）、減価償却費（１億34百万円）、前受金の増加（44百万円）、仕入

債務の増加（30百万円）などによる資金調達に対し、販売用不動産の取得等によるたな卸資産の増加（1

1億64百万円）、税金等調整前四半期純損失（１億55百万円）、未払消費税等の減少（58百万円）、法人

税等の支払（56百万円）などにより支出した結果、営業活動により支出した資金は９億94百万円となり

ました。 

②投資活動によるキャッシュ・フロー 

保険積立金の解約による収入（32百万円）などによる資金調達に対し、固定資産の取得（96百万

円）、長期貸付金の実行（20百万円）などにより支出した結果、投資活動により支出した資金は82百万

円）となりました。 

③財務活動によるキャッシュ・フロー 

短期借入金の純増（10億75百万円）による資金調達に対し、長期借入金の返済（１億96百万円）、配

当金の支払（79百万円）等により、財務活動により得られた資金は７億91百万円となりました。 

 

(3) 連結業績予想に関する定性的情報 

連結業績予想につきましては、不動産開発事業では、当第２四半期連結会計期間中に販売を開始した分

譲マンション「エンブルマーレ焼津」（静岡県焼津市）、「エンブルヒルズ東源台」（静岡県静岡市駿河

区）ともに、成約状況は好調に推移しております。また、第３四半期連結会計期間以降に引渡し予定の販

売物件も、藤枝市や浜松市などの一部大型物件では契約も完了しているなど販売進捗・工事工程ともに順

調に推移しております。 

環境事業では、構造的な公共事業の縮減に伴う土木工事の減少により、厳しい状況が継続するものと考

えておりますが、今後、静岡県内での災害復旧工事の部材受注が見込まれ、また特販事業でも建築用製品

の出荷が順調に推移するものと思われます。 

したがいまして、平成23年３月期の業績予想について、現時点では、平成22年５月11日公表の業績予想

に変更はございません。 
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２．その他の情報 

(1) 重要な子会社の異動の概要 

該当事項はありません。 

なお、前連結会計年度末において当社の連結子会社であったジャパンプログレス株式会社は、第１四半

期連結会計期間において、株式会社ＹＣＦを存続会社とする吸収合併により消滅したため、連結の範囲か

ら除外しております。 

また、第１四半期連結会計期間において株式会社ジャンティを設立しておりますが、重要性が低いため

連結の範囲に含めておりません。 

 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

該当事項はありません。 

 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３

月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３

月31日）を適用しております。 

これにより、当第２四半期連結累計期間の営業損失、経常損失はそれぞれ０百万円増加し、税金等調整

前四半期純損失は２百万円増加しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動

額は13百万円であります。 

 

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

該当事項はありません。 
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3. 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22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 915,610 1,202,148

受取手形及び売掛金 943,142 1,147,281

商品及び製品 753,955 800,190

仕掛品 6,659 7,115

原材料及び貯蔵品 41,623 42,435

販売用不動産 6,509,226 5,364,471

未成工事支出金 127,492 117,544

その他 415,745 335,717

貸倒引当金 △10,573 △7,791

流動資産合計 9,702,883 9,009,112

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,423,217 2,419,857

土地 2,276,281 2,276,281

その他（純額） 249,171 293,997

有形固定資産合計 4,948,670 4,990,136

無形固定資産 52,365 54,566

投資その他の資産   

その他 769,436 786,885

貸倒引当金 △34,304 △38,656

投資その他の資産合計 735,131 748,228

固定資産合計 5,736,167 5,792,931

資産合計 15,439,050 14,802,044

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 307,190 276,813

短期借入金 3,076,900 2,001,000

1年内返済予定の長期借入金 743,422 413,219

未払法人税等 23,807 64,073

賞与引当金 39,642 43,990

その他 293,883 318,732

流動負債合計 4,484,845 3,117,830

固定負債   

長期借入金 2,222,024 2,748,786

退職給付引当金 327,663 309,356

資産除去債務 13,960 －

その他 637,061 656,308

固定負債合計 3,200,710 3,714,450

負債合計 7,685,555 6,832,280
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(単位：千円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,652,065 1,652,065

資本剰余金 1,854,455 1,854,455

利益剰余金 4,439,117 4,625,723

自己株式 △145,162 △140,190

株主資本合計 7,800,475 7,992,052

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △22,349 458

繰延ヘッジ損益 △24,630 △22,747

評価・換算差額等合計 △46,980 △22,289

純資産合計 7,753,495 7,969,763

負債純資産合計 15,439,050 14,802,044
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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)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 4,592,683 3,917,717

売上原価 3,860,683 3,300,844

売上総利益 732,000 616,873

販売費及び一般管理費 750,206 745,669

営業損失（△） △18,205 △128,796

営業外収益   

受取利息 786 603

受取配当金 1,349 2,098

仕入割引 － 8,105

保険返戻金 18,762 6,989

受取手数料 － 5,396

その他 37,082 9,017

営業外収益合計 57,981 32,211

営業外費用   

支払利息 47,925 46,789

持分法による投資損失 7,951 8,788

その他 6,930 4,954

営業外費用合計 62,808 60,532

経常損失（△） △23,032 △157,117

特別利益   

固定資産売却益 1,000 1,275

貸倒引当金戻入額 3,763 4,682

特別利益合計 4,763 5,957

特別損失   

固定資産除却損 360 203

投資有価証券評価損 984 2,304

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 1,630

特別損失合計 1,345 4,138

税金等調整前四半期純損失（△） △19,614 △155,298

法人税、住民税及び事業税 20,473 19,157

法人税等調整額 △63,800 △67,728

法人税等合計 △43,326 △48,570

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △106,728

四半期純利益又は四半期純損失（△） 23,712 △106,728
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【第２四半期連結会計期間】 

(単位：千円)

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 2,774,978 2,069,992

売上原価 2,375,199 1,719,042

売上総利益 399,779 350,949

販売費及び一般管理費 362,778 375,394

営業利益又は営業損失（△） 37,001 △24,445

営業外収益   

受取利息 409 282

受取配当金 445 138

仕入割引 － 3,631

保険返戻金 18,762 6,989

受取手数料 － 2,006

その他 19,760 4,843

営業外収益合計 39,377 17,891

営業外費用   

支払利息 24,765 24,784

持分法による投資損失 6,233 5,072

その他 5,164 2,235

営業外費用合計 36,164 32,091

経常利益又は経常損失（△） 40,214 △38,644

特別利益   

固定資産売却益 1,000 321

貸倒引当金戻入額 2,591 947

特別利益合計 3,591 1,268

特別損失   

固定資産除却損 － 152

投資有価証券評価損 984 1,194

特別損失合計 984 1,346

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

42,821 △38,722

法人税、住民税及び事業税 14,039 8,623

法人税等調整額 5,095 △13,307

法人税等合計 19,135 △4,684

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △34,038

四半期純利益又は四半期純損失（△） 23,685 △34,038
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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損失（△） △19,614 △155,298

減価償却費 131,328 134,425

貸倒引当金の増減額（△は減少） △4,537 △1,569

賞与引当金の増減額（△は減少） 130 △4,348

退職給付引当金の増減額（△は減少） △18,867 18,307

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △119,000 －

受取利息及び受取配当金 △2,136 △2,702

保険返戻金 △18,762 △6,989

支払利息 47,925 46,789

持分法による投資損益（△は益） 7,951 8,788

固定資産売却損益（△は益） △1,000 △1,275

固定資産除却損 360 203

投資有価証券評価損益（△は益） 984 2,304

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 1,630

売上債権の増減額（△は増加） 246,705 203,634

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,097,477 △1,164,604

仕入債務の増減額（△は減少） △237,145 30,376

未払金の増減額（△は減少） 122,150 11,324

未払消費税等の増減額（△は減少） 54,407 △58,777

前受金の増減額（△は減少） 17,777 44,225

預り金の増減額（△は減少） △18 △2,069

その他 21,721 1,039

小計 △867,116 △894,585

利息及び配当金の受取額 2,345 2,805

利息の支払額 △48,315 △46,871

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △302,841 △56,251

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,215,928 △994,902

投資活動によるキャッシュ・フロー   

固定資産の取得による支出 △124,275 △96,874

固定資産の売却による収入 1,000 1,523

貸付けによる支出 △22,440 △20,000

貸付金の回収による収入 2,733 1,886

子会社株式の取得による支出 － △9,800

保険積立金の解約による収入 189,360 32,669

その他 △4,703 7,772

投資活動によるキャッシュ・フロー 41,675 △82,822
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(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９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） 1,260,000 1,075,900

長期借入れによる収入 761,000 －

長期借入金の返済による支出 △572,870 △196,559

自己株式の取得による支出 △845 △4,971

配当金の支払額 △79,982 △79,775

リース債務の返済による支出 △3,406 △3,406

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,363,895 791,187

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 189,642 △286,537

現金及び現金同等物の期首残高 457,133 902,148

現金及び現金同等物の四半期末残高 646,775 615,610
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(4) 継続企業の前提に関する注記 

当第２四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日） 

 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】 

前第２四半期連結会計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日） 

 

 
不動産事業 

(千円) 

環境事業（コ
ンクリート）

(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 

1,598,102 1,128,869 48,006 2,774,978 － 2,774,978 

(2)セグメント間の内
部売上高又は振替
高 

9,571 － 12,711 22,283 (22,283) － 

計 1,607,674 1,128,869 60,717 2,797,262 (22,283) 2,774,978 

営業利益又は営業損失
(△) 

178,169 △69,988 10,234 118,415 (81,414) 37,001 

(注) １ 事業区分の方法 

      事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

２ 各区分に属する主要な製品等 

事業区分 主要製品等 

不動産事業 マンション・宅地分譲、不動産仲介・賃貸借及び管理業務 

環境事業(コンクリート) コンクリート二次製品、生コンクリート、商品、土木工事、建築工事 

その他の事業 飲食店の経営、衣料製品の販売、保険代理店事業 

 

前第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

 
不動産事業 

(千円) 

環境事業（コ
ンクリート）

(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 

2,215,073 2,305,527 72,082 4,592,683 － 4,592,683 

(2)セグメント間の内
部売上高又は振替
高 

18,887 － 25,379 44,266 (44,266) － 

計 2,233,961 2,305,527 97,461 4,636,950 (44,266) 4,592,683 

営業利益又は営業損失
(△) 

233,772 △65,208 12,511 181,074 (199,280) △18,205 

(注) １ 事業区分の方法 

   事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

２ 各区分の主な製品等 

事業区分 主要製品等 

不動産事業 マンション・宅地分譲、不動産仲介・賃貸借及び管理業務 

環境事業(コンクリート) コンクリート二次製品、生コンクリート、商品、土木工事、建築工事 

その他の事業 飲食店の経営、衣料製品の販売、保険代理店事業 
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【セグメント情報】 

１  報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経

営資源の配分の決定及び事業を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

当社は、本社に製品・サービス別の事業本部を置き、各事業本部は取り扱う製品・サービスについて包括

的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。 

したがって、当社は事業本部を基礎とした製品・サービス別セグメントから構成されており、不動産事

業部が所管する「不動産開発事業」及び「賃貸・管理事業」、環境事業部が所管する「環境事業」及び「特

販事業」の計４つを報告セグメントとしております。 

「不動産開発事業」は、宅地分譲・分譲マンションの企画販売や商業・工業・物流施設の誘致開発など

を行っております。「賃貸・管理事業」は、マンション・商業施設・工業施設や駐車場物件の賃貸用及び

分譲マンションの管理などを行っております。「環境事業」は、公共事業を中心とする土木用コンクリー

ト製品の製造・販売を行っております。「特販事業」は、建築用カーテンウォールや住宅用ＰＣ部材の製

造・販売を行っております。 

 

２  報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

当第２四半期連結累計期間（自  平成22年４月１日  至  平成22年９月30日） 

（単位：千円） 

報告セグメント 
 

不動産開発
事業 

賃貸・管理
事業 

環境事業 特販事業 計 

その他 
(注) 

合計 

売上高    

  外部顧客への売上高 1,029,822 500,345 1,290,307 1,024,695 3,845,170 72,546 3,917,717

  セグメント間の内部売上
高又は振替高 

33,000 23,759 － － 56,759 44,221 100,980

計 1,062,822 524,105 1,290,307 1,024,695 3,901,930 116,767 4,018,697

セグメント利益又は損失
（△） 

△22,834 101,274 △77,067 54,696 56,067 13,370 69,438

(注) 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、飲食事業、衣料品事業及び保険代

理店事業等を含んでおります。 

 

当第２四半期連結会計期間（自  平成22年７月１日  至  平成22年９月30日） 

（単位：千円） 

報告セグメント 
 

不動産開発
事業 

賃貸・管理事
業 

環境事業 特販事業 計 

その他 
(注) 

合計 

売上高    

  外部顧客への売上高 662,973 249,020 561,169 571,000 2,044,163 25,828 2,069,992

  セグメント間の内部売上
高又は振替高 

29,914 13,857 － － 43,771 33,889 77,660

計 692,887 262,877 561,169 571,000 2,087,934 59,718 2,147,652

セグメント利益又は損失
（△） 

37,442 65,396 △71,334 57,705 89,209 1,910 91,120

(注) 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、飲食事業、衣料品事業及び保険代

理店事業等を含んでおります。 
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３  報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差

額の主な内容（差異調整に関する事項） 

当第２四半期連結累計期間（自  平成22年４月１日  至  平成22年９月30日） 

（単位：千円） 

利    益 金    額 

報告セグメント計 56,067

「その他」の区分の利益 13,370

セグメント間取引消去 △34,517

全社費用（注） △163,717

四半期連結損益計算書の営業損失（△） △128,796

(注) 全社費用は主に、セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

 

当第２四半期連結会計期間（自  平成22年７月１日  至  平成22年９月30日） 

（単位：千円） 

利    益 金    額 

報告セグメント計 89,209

「その他」の区分の利益 1,910

セグメント間取引消去 △33,973

全社費用（注） △81,591

四半期連結損益計算書の営業損失（△） △24,445

(注) 全社費用は主に、セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

 

４  報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

該当事項はありません。 

 

（追加情報） 

第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号  

平成21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用

指針第20号  平成20年３月21日）を適用しております。 

 

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

当第２四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日） 

 該当事項はありません。 
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