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1.  平成22年12月期第3四半期の連結業績（平成22年1月1日～平成22年9月30日）
(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3四半期 12,000 △19.9 △1,005 ― △1,500 ― △1,101 ―
21年12月期第3四半期 14,984 △26.4 △4,748 ― △5,364 ― △5,732 ―

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3四半期 △2,154.45 ―
21年12月期第3四半期 △11,216.13 ―

(2) 連結財政状態
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3四半期 29,168 △578 △2.0 △1,132.85

21年12月期 40,499 519 1.3 1,015.69
（参考） 自己資本  22年12月期第3四半期  △578百万円 21年12月期  519百万円

2.  配当の状況
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

21年12月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
22年12月期 ― 0.00 ―
22年12月期
（予想） ― ―

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無

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、対前期増減率）

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 20,399 2.2 998 ― 429 ― 429 ― 797.45

（注）当四半期における業績予想の修正有無  無



4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.４「２.その他」をご覧ください。）
(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無
新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）
（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  有
（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
① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無
（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）
① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年12月期3Q 537,964株 21年12月期 537,964株
② 期末自己株式数 22年12月期3Q 26,866株 21年12月期 26,866株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 22年12月期3Q 511,098株 21年12月期3Q 511,098株

※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きの対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、四半期財務
諸表に対する四半期レビュー手続きは終了しております。

※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。
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期連結会計期間（平成22年７月１日～平成22年９月30日）におけるわが国の経済は、新興諸国の経済

成長や経済対策等により企業業績や個人消費については若干ながら回復の兆しが見られるものの、一方では急激な

円高の進行が続いており、また地政学的なリスクが鮮明になる中、依然として雇用環境等は厳しく、景気先行きの

不透明感は払拭できない状況が続いており、引き続き景気の二番底についての警戒感が強まっております。 

 当社グループが属する不動産業界におきましては、住宅ローン減税や長期優良住宅減税などの住宅取得優遇策等

が一定の需要を下支えすることとなり、大都市圏を中心に一部に明るさが見られるものの、地方都市を含む全体的

な状況は総じて厳しい環境が続いており、本格的な回復にはなお一層の時間を要するものと考えられます。 

 このような状況下において当社グループは、一昨年度より引き続き経営資源を分譲マンション事業へ集約し、販

管費等の大幅削減に努めながら、事業安定化に向けた経営努力を継続しております。当第３四半期連結会計期間に

おきましても、不稼働資産を中心にたな卸資産の圧縮に努めたものの、利益率が低下いたしました。 

 この結果、当社グループの当第３四半期連結累計期間における経営成績は売上高 百万円（前年同四半期比

％減）、営業損失 百万円（前年同四半期は営業損失 百万円）、経常損失 百万円（前年同四半

期は経常損失 百万円）、四半期純損失 百万円（前年同四半期は四半期純損失 百万円）となりまし

た。 

  

 なお、事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。 

  

＜分譲マンション事業＞ 

 分譲マンション事業におきましては、依然として国内経済の先行き不透明感による消費マインドは低く、価格調

整も続いている状況等ではありましたが、当社グループの主たる営業エリアである東日本の地方衛星都市を主体に

潜在需要の掘り起こしを行ったことやたな卸資産の圧縮に努めた結果、売上高は増加しました。この結果、売上高

は 百万円（前年同四半期比 ％増）、営業損失は 百万円（前年同四半期は営業損失 百万円）と

なりました。 

  

＜不動産流動化事業＞ 

 不動産流動化事業におきましては、新規物件開発は凍結し、たな卸資産の圧縮に努めております。その一環とし

て仙台市内における不稼働資産を売却いたしましたが、たな卸資産処分損として特別損失へ計上したため、売上

高、営業損益とも計上しておりません。 

  

＜不動産賃貸事業＞ 

 不動産賃貸事業におきましては、安定的な賃貸収入の確保に努めております。この結果、売上高 百万円（前

年同四半期比 ％減）、営業利益 百万円（前年同四半期比 ％減）となりました。 

  

＜その他の事業＞ 

 その他の事業におきましては、販売代理事業が堅調に推移いたしましたが、子会社の内装工事等の売上高が減少

しました。この結果、売上高 百万円（前年同四半期比 ％減）、営業利益 百万円（前年同四半期比 ％

減）になりました。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第３四半期連結会計期間末における資産は 百万円となりました。流動資産は 百万円、固定資産は

百万円になりました。 

 負債は 百万円となりました。流動負債は 百万円、固定資産は 百万円となりました。 

 純資産はマイナス 百万円となりました。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（以下

「資金」という）は、前連結会計年度末残高より 百万円減少し、 百万円となりました。 

  

 当第３四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第３四半期連結累計期間における営業活動の結果、獲得した資金は 百万円（前年同四半期は 百万円

の獲得）となりました。これは、税金等調整前四半期純損失 百万円を計上しましたが、たな卸資産の減少額

百万円、仕入債務の減少額 百万円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） 

 当第３四半期連結累計期間における投資活動の結果、獲得した資金は 百万円（前年同四半期は 百万円の使

用）となりました。これは、主に拘束力のある普通預金の払戻による収入 百万円及び投資有価証券の売却によ

る収入 百万円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） 

 当第３四半期連結累計期間における財務活動の結果、使用した資金は 百万円（前年同四半期は 百万円

の使用）となしました。これは、主に短期借入金の減少額 百万円及び長期借入金の返済による支出 百万円

によるものであります。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成22年12月期における通期連結業績予想につきましては、平成22年８月13日に発表いたしました「平成22年12

月期 第２四半期決算短信」から変更ありません。  
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（１）重要な子会社の異動の概要 

該当事項はありません。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

たな卸資産の評価方法 

 たな卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、簿価

切下げを行う方法によっております。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

①前連結会計年度より「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通常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、前

連結会計年度より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（（企業会計基準委員会）平成18年７月５日 企業会計

基準第９号）が適用されたことに伴い、主として個別法による原価法（貸借対照表価格については、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。 

  

③前第３四半期連結会計期間において、固定負債の「引当金」に含めて表示しておりました「役員退職慰労引当

金」は、負債及び純資産の合計額の 分の１を超えたため、当第３四半期連結会計期間では区分掲記すること

とし、「役員退職慰労引当金」以外の「引当金」については、「その他の引当金」としております。なお、前第

３四半期連結会計期間の固定負債の「引当金」に含まれる「役員退職慰労引当金」は 百万円であります。 

  

④前第３四半期連結会計期間において、営業外費用の「その他」に含めて表示しておりました「支払手数料」は、

営業外費用総額の 分の を超えたため、当第３四半期連結会計期間では区分掲記することとしました。な

お、前第３四半期連結会計期間の営業外費用の「その他」に含まれる「支払手数料」は 百万円であります。  

２．その他の情報
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（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

 当社グループは前連結会計年度において、サブプライムローン問題に端を発した不動産に係る信用収縮等の影響

から不動産価格の下落により利益率が低下し、販売用不動産等の評価減を行ったことで、営業損失 百万円、

経常損失 百万円、当期純損失 百万円を計上いたしました。 

 当第３四半期連結累計期間においては、一部のたな卸資産について早期処分を進めた結果、利益率が低下し、営

業損失 百万円、経常損失 百万円、四半期純損失 百万円を計上したことにより、当第３四半期連結

会計期間末において 百万円の債務超過となりました。 

 また、平成20年12月期末時点において、株式会社三井住友銀行、株式会社あおぞら銀行、株式会社みずほ銀行、

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行をそれぞれエージェントとする４件のシンジケートローン契約に付されている財務制

限条項に抵触するとともに、平成21年５月27日には、当社グループが借り入れを行っている全取引金融機関に対し

て、同日以降に期限が到来した借入金について、返済条件等の変更交渉が纏まるまでの間、資金残高維持要請を行

っております。 

 当該状況により、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。 

 当社グループは当該状況を解消すべく、当社グループが も得意とする地方衛星都市を中心とした分譲マンショ

ン事業への特化、不動産流動化事業に係る資産の早期売却、コスト削減プロジェクトチームの立ち上げによる販売

費及び一般管理費の大幅削減に努め、事業運営及び資金収支の安定化を図っております。 

 債務超過につきましては、「３．四半期連結財務諸表 （７）重要な後発事象」に記載のとおり、債務の買戻し

を行ったことから、 百万円の特別利益を第４四半期連結会計期間で計上し、当連結会計年度末時点において

は債務超過を解消する予定であります。 

 また、当社グループは昨年７月に上記内容を基本方針とした事業計画を策定し、取引先金融機関への説明を行う

とともに、各金融機関に対する返済条件の変更を依頼しておりましたが、今年６月に全取引金融機関へ更なる条件

変更を依頼しました。現在のところ、既に９割以上の金融機関より応諾を得ております。 

 財務制限条項に抵触している件につきましては、株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行をエージェントとするシンジケー

トローン契約について、シンジケート団を解散・相対取引に変更し、同行の債務の買戻しを行ったため解消してお

ります。その他の各シンジケートローン契約につきましては、期限の利益喪失の猶予の承諾を頂いており、上記の

返済条件の変更依頼と併せて、更なる猶予の延長を依頼しております。 

 しかし、これらの対応策は全取引金融機関を協議しながら進めている段階であり、現時点では継続企業の前提に

関する重要な不確実性が認められます。  

  

5,205

5,990 6,443

1,005 1,500 1,101

578

2,108
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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：百万円）

当第３四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21年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 901 1,770

受取手形及び売掛金 20 70

販売用不動産 5,361 11,291

仕掛販売用不動産 11,412 15,793

未成工事支出金 131 67

貯蔵品 3 3

その他 455 330

貸倒引当金 △29 △12

流動資産合計 18,255 29,315

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,870 4,966

土地 5,068 5,068

その他（純額） 7 7

有形固定資産合計 9,945 10,042

無形固定資産   

のれん 751 838

その他 15 16

無形固定資産合計 766 854

投資その他の資産   

破産更生債権等 46 263

その他 353 446

貸倒引当金 △200 △423

投資その他の資産合計 199 286

固定資産合計 10,912 11,183

資産合計 29,168 40,499

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金 827 2,520

短期借入金 7,496 4,655

1年内返済予定の長期借入金 18,133 24,776

未払法人税等 20 19

引当金 18 －

繰延税金負債 － 104

その他 1,193 1,282

流動負債合計 27,690 33,358

固定負債   

社債 － 172

長期借入金 1,148 5,627

役員退職慰労引当金 296 －

その他の引当金 6 －

引当金 － 301

その他 605 520

固定負債合計 2,057 6,622

負債合計 29,747 39,980
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（単位：百万円）

当第３四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21年12月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 7,510 7,510

資本剰余金 1,286 1,286

利益剰余金 △8,011 △6,910

自己株式 △1,367 △1,367

株主資本合計 △582 519

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 3 2

繰延ヘッジ損益 － △2

評価・換算差額等合計 3 0

純資産合計 △578 519

負債純資産合計 29,168 40,499
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 

 至 平成22年９月30日) 

売上高 14,984 12,000

売上原価 17,062 10,795

売上総利益又は売上総損失（△） △2,077 1,205

販売費及び一般管理費 2,670 2,210

営業損失（△） △4,748 △1,005

営業外収益   

受取利息 5 2

受取賃貸料 46 82

金利スワップ評価益 16 4

その他 29 27

営業外収益合計 97 116

営業外費用   

支払利息 681 525

その他 32 86

営業外費用合計 713 611

経常損失（△） △5,364 △1,500

特別利益   

前期損益修正益 97 57

債務買戻益 － 1,863

その他 15 7

特別利益合計 113 1,928

特別損失   

前期損益修正損 31 3

固定資産売却損 28 －

訴訟和解金 － 10

たな卸資産評価損 223 －

たな卸資産処分損 － 1,514

減損損失 51 －

その他 10 1

特別損失合計 344 1,529

税金等調整前四半期純損失（△） △5,596 △1,101

法人税、住民税及び事業税 8 5

法人税等調整額 135 －

過年度法人税等 △7 △5

法人税等合計 136 0

四半期純損失（△） △5,732 △1,101
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（第３四半期連結会計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 

 至 平成21年９月30日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成22年７月１日 

 至 平成22年９月30日) 

売上高 3,389 3,797

売上原価 3,012 3,700

売上総利益 377 97

販売費及び一般管理費 713 653

営業損失（△） △335 △556

営業外収益   

受取利息 1 0

受取賃貸料 21 27

金利スワップ評価益 4 －

その他 10 9

営業外収益合計 37 37

営業外費用   

支払利息 205 157

支払手数料 － 43

その他 10 8

営業外費用合計 215 209

経常損失（△） △513 △728

特別利益   

前期損益修正益 2 11

債務買戻益 － 83

その他 3 1

特別利益合計 6 96

特別損失   

訴訟和解金 － 1

その他 0 1

特別損失合計 0 2

税金等調整前四半期純損失（△） △507 △634

法人税、住民税及び事業税 2 1

法人税等合計 2 1

四半期純損失（△） △510 △636
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年１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（△） △5,596 △1,101

減価償却費 103 101

のれん償却額 86 86

減損損失 51 －

たな卸資産処分損 － 1,514

たな卸資産評価損 806 34

債務買戻益 － △1,863

投資有価証券評価損益（△は益） 0 0

金利スワップ評価損益（△は益） 16 △2

匿名組合投資損益（△は益） △11 △15

貸倒引当金の増減額（△は減少） △13 17

賞与引当金の増減額（△は減少） △5 18

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △5 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） △2 1

受取利息及び受取配当金 △6 △2

支払利息 681 525

有形固定資産除却損 0 0

有形固定資産売却損益（△は益） 28 △0

投資有価証券売却損益（△は益） 7 －

前期損益修正損益（△は益） △66 △54

売上債権の増減額（△は増加） 960 50

たな卸資産の増減額（△は増加） 11,480 8,698

前渡金の増減額（△は増加） 3 2

仕入債務の増減額（△は減少） △436 △1,692

前受金の増減額（△は減少） 28 △74

その他の資産の増減額（△は増加） 170 △117

その他の負債の増減額（△は減少） △309 53

その他の固定資産の増減額（△は増加） 28 17

その他 △29 12

小計 7,972 6,215

利息及び配当金の受取額 8 2

利息の支払額 △443 △721

法人税等の支払額 △143 △11

営業活動によるキャッシュ・フロー 7,394 5,485
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（単位：百万円）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 

 至 平成22年９月30日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △50 △77

定期預金の払戻による収入 50 77

拘束力のある普通預金の預入による支出 △717 －

拘束力のある普通預金の払戻による収入 － 865

有形固定資産の取得による支出 △4 △5

有形固定資産の売却による収入 118 0

無形固定資産の取得による支出 △0 －

投資有価証券の取得による支出 △0 －

投資有価証券の売却による収入 45 100

貸付けによる支出 － △9

貸付金の回収による収入 7 4

その他の支出 △46 △3

その他の収入 98 4

投資活動によるキャッシュ・フロー △499 954

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） △2,557 △445

長期借入れによる収入 － 85

長期借入金の返済による支出 △6,168 △6,030

社債の償還による支出 △49 △49

配当金の支払額 △2 △2

財務活動によるキャッシュ・フロー △8,778 △6,443

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,883 △3

現金及び現金同等物の期首残高 2,436 772

現金及び現金同等物の四半期末残高 553 769
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 当社グループは前連結会計年度において、サブプライムローン問題に端を発した不動産に係る信用収縮等の影響

から不動産価格の下落により利益率が低下し、販売用不動産等の評価減を行ったことで、営業損失 百万円、

経常損失 百万円、当期純損失 百万円を計上いたしました。 

 当第３四半期連結累計期間においては、一部のたな卸資産について早期処分を進めた結果、利益率が低下し、営

業損失 百万円、経常損失 百万円、四半期純損失 百万円を計上したことにより、当第３四半期連結

会計期間末において 百万円の債務超過となりました。 

 また、平成20年12月期末時点において、株式会社三井住友銀行、株式会社あおぞら銀行、株式会社みずほ銀行、

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行をそれぞれエージェントとする４件のシンジケートローン契約に付されている財務制

限条項に抵触するとともに、平成21年５月27日には、当社グループが借り入れを行っている全取引金融機関に対し

て、同日以降に期限が到来した借入金について、返済条件等の変更交渉が纏まるまでの間、資金残高維持要請を行

っております。 

 当該状況により、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。 

 当社グループは当該状況を解消すべく、当社グループが も得意とする地方衛星都市を中心とした分譲マンショ

ン事業への特化、不動産流動化事業に係る資産の早期売却、コスト削減プロジェクトチームの立ち上げによる販売

費及び一般管理費の大幅削減に努め、事業運営及び資金収支の安定化を図っております。 

 債務超過につきましては、「３．四半期連結財務諸表 （７）重要な後発事象」に記載のとおり、債務の買戻し

を行ったことから、 百万円の特別利益を第４四半期連結会計期間で計上し、当連結会計年度末時点において

は債務超過を解消する予定であります。 

 また、当社グループは昨年７月に上記内容を基本方針とした事業計画を策定し、取引先金融機関への説明を行う

とともに、各金融機関に対する返済条件の変更を依頼しておりましたが、今年６月に全取引金融機関へ更なる条件

変更を依頼しました。現在のところ、既に９割以上の金融機関より応諾を得ております。 

 財務制限条項に抵触している件につきましては、株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行をエージェントとするシンジケー

トローン契約について、シンジケート団を解散・相対取引に変更し、同行の債務の買戻しを行ったため解消してお

ります。その他の各シンジケートローン契約につきましては、期限の利益喪失の猶予の承諾を頂いており、上記の

返済条件の変更依頼と併せて、更なる猶予の延長を依頼しております。 

 しかし、これらの対応策は全取引金融機関と協議しながら進めている段階であり、現時点では継続企業の前提に

関する重要な不確実性が認められます。 

 なお、四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関する重要な不確実性の影

響を四半期連結財務諸表に反映しておりません。 

（４）継続企業の前提に関する注記

5,205

5,990 6,443

1,005 1,500 1,101

578

2,108
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〔事業の種類別セグメント情報〕  

 当第３四半期連結累計期間（自 平成22年１月１日 至 平成22年９月30日） 

（注）１．事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２．各事業の主な商品 

（１）分譲マンション事業・・・・分譲マンションの企画・開発・販売 

（２）不動産流動化事業・・・・・賃貸マンションや商業施設の企画・開発・売却または中古オフィスビル等の

買取り、売却 

（３）不動産賃貸事業・・・・・・賃貸用マンションや商業施設等の賃貸業務 

（４）その他の事業・・・・・・・分譲マンションの販売代理収入及び内装工事等 

  

〔所在地別セグメント情報〕 

 当第３四半期連結累計期間（自 平成22年１月１日 至 平成22年９月30日） 

 全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が ％のため所在地別セグメント情報の記載を省略しておりま

す。 

  

〔海外売上高〕 

 当第３四半期連結累計期間（自 平成22年１月１日 至 平成22年９月30日） 

 海外売上高がないため海外売上高の記載を省略しております。 

  

 該当事項はありません。 

  

 当社に対して貸付債権（ 百万円）を有する金融機関が第三者へ債権譲渡したことを受け、当社は譲受け債

権者となった当該第三者と交渉の結果、債務の買戻しを行うことが合意できたため、平成22年10月29日開催の取締

役会による債務の買戻しの決議に基づき、同日付で債務の買戻しを行っております。 

 これにより、第４四半期連結会計期間において、 百万円の特別利益を計上いたします。 

（５）セグメント情報

事業の種類別 

セグメントの名称 

分譲マンション 

事業 

(百万円) 

不動産 

流動化事業 

(百万円) 

不動産 

賃貸事業 

(百万円) 

その他の 

事業 

(百万円) 

計 

(百万円) 

消去 

又は全体 

(百万円) 

連結 

(百万円) 

売上高               

 (1)外部顧客に 

   対する売上高 
 10,795  －  612  593  12,000  －  12,000

  (2)セグメント間 

     の内部売上高 

     又は振替高 

 －  －  －  68  68  (68)  －

計  10,795  －  612  662  12,069  (68)  12,000

営業利益又は 

営業損失(△) 
 △1,350  －  324  85  △940  (64)  △1,005

100

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（７）重要な後発事象

2,307

2,108
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（１）生産、受注及び販売の状況 

① 生産実績 

該当事項はありません。 

  

② 契約状況 

当第３四半期連結累計期間における契約状況を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

（注）１．上記金額には、消費税は含まれておりません。 

２．不動産賃貸事業に関しては、事業の性質上、契約状況を表示することには、馴染まないため除いております。

３．その他の事業に関しては、内装工事事業のみの契約状況を表しております。 

  

③ 販売実績 

当第３四半期連結累計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

（注）１．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

   ２．当第３四半期連結累計期間の分譲マンションにおける販売戸数は 戸であります。 

   ３．その他の事業には、販売代理事業における手数料収入が含まれております。 

４．補足情報

事業の種類別 

セグメントの名称 

当第３四半期連結累計期間 

                （自 平成22年１月１日 

                 至 平成22年９月30日） 

契約高 契約繰越残高 

戸数・件数 金額（百万円）
前年同期比 

（％） 
戸数・件数 金額（百万円） 

前年同期比 

（％） 

分譲マンション事業 戸 370  10,456  2.0 戸 29  778  △63.7

不動産流動化事業 件 －  －  － 件 －  －  －

その他の事業 戸 150  232  △11.7 戸 11  102  △51.4

事業の種類別セグメントの名称 

当第３四半期連結累計期間 

        （自 平成22年１月１日 

         至 平成22年９月30日） 

分譲マンション事業（百万円）  10,795

不動産流動化事業（百万円）  －

不動産賃貸事業（百万円）  612

その他の事業（百万円）  593

合計（百万円）  12,000

361

㈱サンシティ （８９１０）　平成22年12月期　第３四半期決算短信

- 14 -


	【8910】サンシティ_3Qサマリー情報
	tdnet.info
	https://www.online3.tdnet.info/onre/jsp/tdzz.download?uji.verb=download&uji.id=fw_discloserData&time=1289388383818


	SW_CreateHT



