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1.  平成23年2月期第3四半期の連結業績（平成22年3月1日～平成22年11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2月期第3四半期 5,546 △43.9 △203 ― △440 ― 3,557 ―
22年2月期第3四半期 9,882 △33.8 △4,274 ― △4,912 ― △8,032 ―

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2月期第3四半期 233.43 165.77
22年2月期第3四半期 △626.10 ―

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2月期第3四半期 15,109 △1,886 △12.5 △114.30
22年2月期 20,052 △5,569 △27.8 △434.20

（参考） 自己資本   23年2月期第3四半期  △1,887百万円 22年2月期  △5,570百万円

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2月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
23年2月期 ― 0.00 ―
23年2月期 

（予想）
0.00 0.00

3.  平成23年2月期の連結業績予想（平成22年3月1日～平成23年2月28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 10,800 △2.6 165 ― △175 ― 6,000 ― 407.73



(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  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 

（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ますが、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。１株当たり予想当期純利益につきましては、新株予約権付社債発行による潜在株式数
を考慮しておりません。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「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】P.4「その他」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2月期3Q 16,515,120株 22年2月期  12,829,849株
② 期末自己株式数 23年2月期3Q  2,080株 22年2月期  1,149株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年2月期3Q 15,241,074株 22年2月期3Q 12,828,764株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業収益の改善から設備投資は持ち直しつつあ

り、緩やかな回復の兆しを見せておりますが、雇用情勢や個人消費等は依然として厳しい状況にあり、

先行き不透明のまま推移しております。 

不動産業界におきましては、一部に回復の兆しが見えるものの、景気低迷等により消費者の不動産購

入意欲が低迷しており、業界を取り巻く環境は依然として厳しい状況にあります。 

このような状況下、当社グループは、経費節減、たな卸資産の売却による有利子負債の圧縮等による

財務体質の改善に努めました。 

しかしながら、依然として厳しい経営環境の中、たな卸資産の売却等で販管費を補える利益を確保で

きず、営業損失２億３百万円を計上することとなりました。 

その結果、当第３四半期連結累計期間におきましては、営業収益は55億４千６百万円（前年同期比

43.9％減）、営業損失は２億３百万円（前第３四半期連結累計期間は42億７千４百万円の営業損失）、

経常損失は４億４千万円（前第３四半期連結累計期間は49億１千２百万円の経常損失）、四半期純利益

は35億５千７百万円（前第３四半期連結累計期間は80億３千２百万円の四半期純損失）となりました。 

  

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。 
（単位：百万円）  

 
（注）上記の金額には、税込処理を採用している一部の子会社を除き消費税等は含まれておりません。 

  

当社グループでは、分譲マンション代理販売、たな卸資産の売却に注力しました。また、中国での

分譲マンション販売が寄与しました。しかしながら、市況低迷による販売価格の下落等から販管費を

補える利益を確保できませんでした。 

この結果、当第３四半期連結累計期間の営業収益は47億５千８百万円（前年同期比37.0％減）、営

業損失は１億５千３百万円（前第３四半期連結累計期間は35億４千３百万円の営業損失）となりまし

た。 

  

当社グループでは、営繕工事の獲得及び管理物件の斡旋強化による入居率向上並びに付帯商品の販

売等に注力しました。営繕工事の獲得につきましては、前期を上回る実績を上げることが出来ました

が、来店者の減少による営業機会の減少に伴い入居率は改善されず、更には賃料の下落により客単価

も減少しました。また、前連結会計年度において保有する賃貸物件の一部を売却したこと等により家

賃収入も減少しております。 

この結果、当第３四半期連結累計期間の営業収益は７億８千万円（前年同期比5.2％減）、営業利益

は２億２千１百万円（前年同期比6.1％減）となりました。 

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報

事業の種類別セグメント 営業収益 構成比

不動産分譲事業 4,758 85.8%

不動産賃貸管理事業 780 14.1%

環境事業 7 0.1%

合計 5,546 100.0%

①  不動産分譲事業

②  不動産賃貸管理事業
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③  環境事業 

当社グループでは、ガラス瓶のリサイクル事業等に取り組んでおります。 

この結果、当第３四半期連結累計期間の営業収益は７百万円（前年同期比99.5％減）、営業損失は

７百万円（前第３四半期連結累計期間は６億１千９百万円の営業損失）となりました。 

  

当第３四半期連結累計期間末の総資産は151億９百万円となり、前連結会計年度末に比べ49億４千３百

万円減少しました。これは、主にたな卸資産が減少したことによるものです。 

負債の部に関しましては、169億９千６百万円となり、前連結会計年度末に比べ86億２千５百万円減少

しました。これは、主に１年内返済予定の長期借入金、１年内償還予定の新株予約権付社債及び新株予約

権付社債が減少したことによるものです。 

また、純資産の部につきましては△18億８千６百万円となり、前連結会計年度末に比べ36億８千２百万

円増加しました。これは、主に利益剰余金が増加したことによるものです。 

  

業績予想につきましては、平成22年10月12日に公表した数値から変更しておりません。 

  

(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
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当第３四半期連結会計期間において、連結子会社でありました株式会社原弘産レジデンスは清算結了

したため、連結の範囲から除外しております。 

  

棚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。 

  

①完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更   

請負工事に係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適用しておりましたが、「工事契

約に関する会計基準」（企業会計基準第15号  平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の

適用指針」（企業会計基準適用指針第18号  平成19年12月27日）を第１四半期連結会計期間より適用

し、第１四半期連結会計期間に着手した工事契約から、進捗部分について成果の確実性が認められる工

事については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の工事については工事完

成基準を適用しております。 

  なお、当第３四半期連結累計期間末においては工事進行基準を適用しているものがないため、これに

よる影響はありません。 

  

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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当社グループは、前連結会計年度において5,876,505千円の営業損失、10,161,902千円の当期純損

失を計上したことから、5,569,251千円の債務超過の状態となりました。当第３四半期連結累計期間

においては、3,557,760千円の四半期純利益を計上したことから、債務超過の額は1,886,972千円とな

りました。 

  また、昨年より借入金の弁済が困難になったことから金融機関と協議し一定期間の弁済の猶予と金

利の一部減免を要請し、実行していただいております。 

  これらの状況により、継続企業の前提に関する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、これらの状況を早急に解消するため、たな卸資産の売却による金融負債の圧縮、

安定収益の見込める賃貸管理部門の強化、収益率の高い不動産仲介部門の強化、新規事業として不動

産の再生再販事業を計画しております。 

  上記の計画に基づき、たな卸資産については一部を売却いたしました。2012年満期ユーロ円建A種

転換社債型新株予約権付社債及び2012年満期ユーロ円建B種転換社債型新株予約権付社債について

は、額面金額合計5,000,000千円のうち2,500,000千円を15％の金額で買入消却したことにより

2,125,000千円の社債償還益を計上しました。また、残額2,500,000千円については、社債権者集会に

おいて償還金額を15％に減額することが決定されたことから2,125,000千円の債務免除益を計上しま

した。これらにより金融負債の圧縮を図っております。 

  なお、資金繰りの安定を図ることを目的として各金融機関と種々協議しておりますが、今後も良好

な関係を維持すべく鋭意協議してまいります。 

  当社グループは、引き続き、たな卸資産の売却による金融負債の圧縮、安定収益の見込める賃貸管

理部門の強化、収益率の高い不動産仲介部門の強化、新規事業として不動産の再生再販事業の積極的

推進等を通じて、収益力を上げていく予定です。 

  

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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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３四半期連結会計期間末
(平成22年11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２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 393,419 1,303,340

受取手形及び売掛金 107,397 102,715

有価証券 16,451 14,865

たな卸資産 10,816,445 14,257,037

短期貸付金 3,042,231 2,974,314

その他 469,511 1,013,362

貸倒引当金 △3,173,998 △3,177,317

流動資産合計 11,671,458 16,488,317

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 2,396,870 2,388,320

減価償却累計額 △510,280 △458,915

建物及び構築物（純額） 1,886,590 1,929,405

機械装置及び運搬具 42,993 37,926

減価償却累計額 △33,753 △30,288

機械装置及び運搬具（純額） 9,239 7,637

土地 1,337,300 1,337,300

その他 74,894 83,038

減価償却累計額 △66,057 △67,650

その他（純額） 8,837 15,388

有形固定資産合計 3,241,968 3,289,731

無形固定資産   

のれん 14,007 16,689

その他 9,028 11,448

無形固定資産合計 23,035 28,138

投資その他の資産   

投資有価証券 70,721 88,755

その他 262,395 361,759

貸倒引当金 △159,784 △203,714

投資その他の資産合計 173,332 246,800

固定資産合計 3,438,336 3,564,670

資産合計 15,109,795 20,052,987
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年11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２月28日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,124,801 1,280,043

短期借入金 12,916,764 12,140,718

1年内返済予定の長期借入金 286,983 3,083,120

1年内償還予定の新株予約権付社債 － 2,300,000

賞与引当金 10,910 6,650

その他 897,127 2,245,565

流動負債合計 15,236,587 21,056,098

固定負債   

新株予約権付社債 229,800 2,700,000

長期借入金 553,619 546,173

退職給付引当金 16,270 16,081

債務保証損失引当金 796,243 1,122,046

その他 164,246 181,840

固定負債合計 1,760,180 4,566,141

負債合計 16,996,767 25,622,239

純資産の部   

株主資本   

資本金 7,731,838 7,659,238

資本剰余金 3,452,500 3,379,900

利益剰余金 △12,959,293 △16,517,054

自己株式 △1,921 △1,857

株主資本合計 △1,776,876 △5,479,772

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △683 △2,434

為替換算調整勘定 △109,853 △87,988

評価・換算差額等合計 △110,537 △90,423

少数株主持分 441 944

純資産合計 △1,886,972 △5,569,251

負債純資産合計 15,109,795 20,052,987

㈱原弘産（8894）　平成23年2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）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年11月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年11月30日) 

営業収益 9,882,923 5,546,561

営業原価 12,938,883 5,276,868

営業総利益又は営業総損失（△） △3,055,960 269,692

販売費及び一般管理費 1,218,520 473,460

営業損失（△） △4,274,480 △203,768

営業外収益   

受取利息 9,369 3,083

受取配当金 2,389 825

有価証券売却益 1,218 －

為替差益 49,846 －

持分法による投資利益 1,000 －

工事補償金 － 20,000

保険解約返戻金 － 10,113

その他 28,850 17,007

営業外収益合計 92,674 51,029

営業外費用   

支払利息 342,320 227,770

支払手数料 89,583 39,398

貸倒引当金繰入額 94,989 －

為替差損 － 6,411

その他 203,417 13,751

営業外費用合計 730,310 287,331

経常損失（△） △4,912,116 △440,071

特別利益   

固定資産売却益 802,083 769

投資有価証券売却益 284,671 40

社債償還益 5,070,250 2,125,000

債務免除益 475,927 2,228,892

債務保証損失引当金戻入額 － 200,399

その他 27,826 28,721

特別利益合計 6,660,759 4,583,823

特別損失   

固定資産売却損 7,952 51

固定資産除却損 － 461

投資有価証券売却損 26,600 3,507

出資金評価損 18,556 －

たな卸資産評価損 7,928,287 －

貸倒引当金繰入額 573,150 －

債務保証損失引当金繰入額 1,211,418 －

減損損失 11,934 －

匿名組合投資損失 － 273,648

その他 6,273 －

特別損失合計 9,784,172 277,669

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（△）

△8,035,529 3,866,083

法人税、住民税及び事業税 5,020 308,825

法人税等調整額 － －
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年11月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年11月30日) 

法人税等合計 5,020 308,825

少数株主損失（△） △8,473 △503

四半期純利益又は四半期純損失（△） △8,032,077 3,557,760
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【第３四半期連結会計期間】 

（単位：千円）

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年９月１日 
 至 平成21年11月30日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成22年９月１日 
 至 平成22年11月30日) 

営業収益 654,189 1,189,332

営業原価 1,549,398 1,081,891

営業総利益又は営業総損失（△） △895,208 107,440

販売費及び一般管理費 307,801 122,270

営業損失（△） △1,203,009 △14,829

営業外収益   

受取利息 1,890 820

為替差益 △9,544 －

持分法による投資利益 1,000 －

保険解約返戻金 － 10,113

その他 △1,799 2,354

営業外収益合計 △8,454 13,288

営業外費用   

支払利息 91,363 75,831

支払手数料 5,041 －

貸倒引当金繰入額 △10,008 －

債権譲渡損 50,057 －

為替差損 － 4,349

その他 56,911 1,929

営業外費用合計 193,365 82,111

経常損失（△） △1,404,830 △83,651

特別利益   

固定資産売却益 1,018 －

投資有価証券売却益 14,390 －

債務免除益 29,750 103,892

その他 16,376 1,358

特別利益合計 61,535 105,250

特別損失   

固定資産売却損 5,172 －

匿名組合投資損失 － 273,648

その他 △190 －

特別損失合計 4,981 273,648

税金等調整前四半期純損失（△） △1,348,276 △252,050

法人税、住民税及び事業税 1,434 △28,485

法人税等調整額 － －

法人税等合計 1,434 △28,485

少数株主損失（△） △3,759 △170

四半期純損失（△） △1,345,951 △223,394
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年11月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年11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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△8,035,529 3,866,083

減価償却費 123,409 59,641

貸倒引当金の増減額（△は減少） 594,133 △47,248

賞与引当金の増減額（△は減少） △1,460 4,260

退職給付引当金の増減額（△は減少） △92,259 188

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △23,424 －

債務保証損失引当金の増減額（△は減少） 1,110,393 △156,802

受取利息及び受取配当金 △11,758 △3,908

支払利息 342,320 227,770

社債償還益 △5,070,250 △2,125,000

投資有価証券売却損益（△は益） △258,071 3,467

固定資産売却損益（△は益） △794,130 △718

匿名組合投資損益（△は益） － 273,648

債務免除益 － △2,228,892

売上債権の増減額（△は増加） △329,957 △5,264

たな卸資産の増減額（△は増加） 16,114,590 3,326,812

仕入債務の増減額（△は減少） 60,412 △155,241

前受金の増減額（△は減少） 894,984 △1,686,065

その他 625,442 660,076

小計 5,248,844 2,012,807

利息及び配当金の受取額 12,151 3,908

利息の支払額 △394,479 △249,783

法人税等の支払額 △64,807 △65,471

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,801,708 1,701,460

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 △93,303 －

定期預金の払戻による収入 314,121 5,041

有形固定資産の取得による支出 △1,236 △9,624

有形固定資産の売却による収入 5,949 1,086

無形固定資産の取得による支出 － △870

無形固定資産の売却による収入 715,000 －

投資有価証券の取得による支出 △700 －

投資有価証券の売却による収入 170,391 22,566

貸付けによる支出 － △84,125

貸付金の回収による収入 172,923 28,114

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

892,055 －

子会社株式の取得による支出 △78,540 －

その他 44,637 3,137

投資活動によるキャッシュ・フロー 2,141,297 △34,673
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年11月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年11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） △5,904,475 △1,470,058

長期借入れによる収入 10,000 1,008

長期借入金の返済による支出 △1,349,098 △712,593

社債の償還による支出 △1,000,000 △375,000

その他 △6 △64

財務活動によるキャッシュ・フロー △8,243,580 △2,556,707

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,719 △14,957

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,303,293 △904,879

現金及び現金同等物の期首残高 2,409,175 1,298,298

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △1,190 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,104,691 393,419
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当社グループは、前連結会計年度において5,876,505千円の営業損失、10,161,902千円の当期純損

失を計上したことから、5,569,251千円の債務超過の状態となりました。当第３四半期連結累計期間

においては、3,557,760千円の四半期純利益を計上したことから、債務超過の額は1,886,972千円とな

りました。 

  また、昨年より借入金の弁済が困難になったことから金融機関と協議し一定期間の弁済の猶予と金

利の一部減免を要請し、実行していただいております。 

  これらの状況により、継続企業の前提に関する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、これらの状況を早急に解消するため、たな卸資産の売却による金融負債の圧縮、

安定収益の見込める賃貸管理部門の強化、収益率の高い不動産仲介部門の強化、新規事業として不動

産の再生再販事業を計画しております。 

  上記の計画に基づき、たな卸資産については一部を売却いたしました。2012年満期ユーロ円建A種

転換社債型新株予約権付社債及び2012年満期ユーロ円建B種転換社債型新株予約権付社債について

は、額面金額合計5,000,000千円のうち2,500,000千円を15％の金額で買入消却したことにより

2,125,000千円の社債償還益を計上しました。また、残額2,500,000千円については、社債権者集会に

おいて償還金額を15％に減額することが決定されたことから2,125,000千円の債務免除益を計上しま

した。これらにより金融負債の圧縮を図っております。 

  なお、資金繰りの安定を図ることを目的として各金融機関と種々協議しておりますが、今後も良好

な関係を維持すべく鋭意協議してまいります。 

  しかし、これらの対応策は実施途上にあり、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されており、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は反映しておりません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記
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前第３四半期連結累計期間(自 平成21年３月１日 至 平成21年11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  各事業の主な内容 

(1) 不動産分譲事業…………マンション分譲、戸建住宅の企画・設計・販売、不動産の販売・仲介 

(2) 不動産賃貸管理事業……一般賃貸物件の管理・斡旋 

(3) 環境事業…………………風力発電機、太陽光発電システム、その他環境機器の販売 

３  会計処理基準に関する事項の変更 

（棚卸資産の評価に関する会計基準の適用） 

  「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）を

第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の低下による簿価切

下げの方法）に変更しております。 

  この結果、従来の方法によった場合に比べて、不動産分譲事業の営業損失が1,251,352千円、環境事業の

営業損失が442,557千円増加しております。   

  

当第３四半期連結累計期間(自 平成22年３月１日 至 平成22年11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  各事業の主な内容 

(1) 不動産分譲事業…………マンション分譲、戸建住宅の企画・設計・販売、不動産の販売・仲介 

(2) 不動産賃貸管理事業……一般賃貸物件の管理・斡旋 

(3) 環境事業…………………風力発電機、太陽光発電システム、その他環境機器の販売 

３  会計処理基準に関する事項の変更 

（完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更） 

  「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号  平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計

基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号  平成19年12月27日）を第１四半期連結会計期間より適用

し、第１四半期連結会計期間に着手した工事契約から、進捗部分について成果の確実性が認められる工事に

ついては工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の工事については工事完成基準を

適用しております。 

  なお、当第３四半期連結会計期間末においては工事進行基準を適用しているものがないため、これによる

影響はありません。 

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

不 動 産 
分譲事業 
(千円)

不動産賃貸
管理事業 
(千円)

環境事業
(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

7,547,330 823,189 1,512,402 9,882,923 ― 9,882,923

  (2) セグメント間の内部 
      営業収益又は振替高

― 9,681 ― 9,681 (9,681) ―

計 7,547,330 832,870 1,512,402 9,892,604 (9,681) 9,882,923

営業利益又は営業損失(△) △3,543,737 236,173 △619,585 △3,927,149 (347,331) △4,274,480

不 動 産 
分譲事業 
(千円)

不動産賃貸
管理事業 
(千円)

環境事業
(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

4,758,544 780,589 7,427 5,546,561 ― 5,546,561

  (2) セグメント間の内部 
      営業収益又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 4,758,544 780,589 7,427 5,546,561 ― 5,546,561

営業利益又は営業損失(△) △153,418 221,874 △7,212 61,244 (265,013) △203,768
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前第３四半期連結累計期間(自 平成21年３月１日 至 平成21年11月30日) 

 
(注) １  国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２  本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

 （１）ヨーロッパ・・・オランダ 

  

当第３四半期連結累計期間(自 平成22年３月１日 至 平成22年11月30日) 

 
(注) １  国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

  

【所在地別セグメント情報】

日本 
（千円）

ヨーロッパ
（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

8,769,046 1,113,876 9,882,923 ― 9,882,923

(2) セグメント間の内部
営業収益又は振替高

― 54,154 54,154 (54,154) ―

計 8,769,046 1,168,031 9,937,077 (54,154) 9,882,923

営業損失（△） △4,272,814 △1,666 △4,274,480 ― △4,274,480

日本 
（千円）

中国
（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

3,078,941 2,467,619 5,546,561 ― 5,546,561

(2) セグメント間の内部
営業収益又は振替高

― ― ― ― ―

計 3,078,941 2,467,619 5,546,561 ― 5,546,561

営業損失(△) △103,228 △100,539 △203,768 ― △203,768
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前第３四半期連結累計期間(自 平成21年３月１日 至 平成21年11月30日) 

 
(注) １  国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２  本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

 （１）アジア・・・中華人民共和国 

３  海外営業収益は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における営業収益であります。 

  

当第３四半期連結累計期間(自 平成22年３月１日 至 平成22年11月30日) 

 
(注) １  国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２  本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

 （１）アジア・・・中華人民共和国 

３  海外営業収益は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における営業収益であります。 

  

該当事項はありません。 

  

【海外営業収益】

アジア 計

海外営業収益（千円） 1,079,234 1,079,234

連結営業収益（千円） ― 9,882,923

連結営業収益に占める 

海外営業収益の割合(％)
10.9 10.9

アジア 計

海外営業収益（千円） 2,467,619 2,467,619

連結営業収益（千円） ― 5,546,561

連結営業収益に占める 

海外営業収益の割合(％)
44.5 44.5

(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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