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1.  平成23年3月期第3四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年12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 ％

23年3月期第3四半期 10,543 △2.0 3,394 △14.7 2,196 △17.2 2,567 66.0
22年3月期第3四半期 10,756 14.0 3,978 12.4 2,652 1.2 1,546 ―

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3四半期 239.80 ―
22年3月期第3四半期 154.32 ―

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3四半期 132,901 17,634 13.3 1,647.03
22年3月期 138,861 15,501 11.2 1,447.83

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  17,634百万円 22年3月期  15,501百万円

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 ― 30.00 ― 20.00 50.00
23年3月期 ― 30.00 ―
23年3月期 

（予想） 30.00 60.00

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 14,240 4.2 4,600 △6.4 2,620 △18.5 2,600 97.7 242.83



(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、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
づく四半期連結財務諸表のレビュー手続は実施中であります。 

※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予想等の将来に関する記述は、発表日現在において入手可能な情報に基づいた分析・判断によるものであり、実際の業績
につきましては、経営環境の変化等により大きく異なる結果となる可能性があります。業績予想に関する事項は、添付資料４ページ「1.(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５ページ「2.その他の情報」をご覧ください。）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期3Q 10,707,000株 22年3月期  10,707,000株
② 期末自己株式数 23年3月期3Q  73株 22年3月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q 10,706,986株 22年3月期3Q 10,019,415株
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※当社は、当第３四半期決算短信開示後すみやかに、当第３四半期連結決算の概要についての補

足説明資料を当社ホームページに掲載する予定です。 
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当第３四半期連結累計期間(平成22年４月１日～平成22年12月31日、以下「当第３四半期」という。)

の我が国経済は、中国をはじめとする新興国の景気に牽引され、製造業を中心に緩やかに回復し、雇

用・所得環境も改善基調が継続していますが、海外での景気悪化懸念や円高傾向の影響もあり、景気の

先行き不透明感が払拭されない状況となっております。 

オフィスビルマーケットにおきましては、空室率がほぼ大底圏に入り、賃料水準の下落幅も縮小傾向

にあるものと見られますが、当面は、大幅な改善は期待しにくい状況が続くものと認識しております。

不動産価格につきましては、東京圏では都心を中心に下げ止まりが鮮明となる地域が増え、また、住

宅分譲マーケットにおいては、値ごろ感の浸透、低金利の継続等を背景に、好立地物件については回復

が見られておりますが、全般的にはいまだ低迷基調にあるものと思われます。 

ホテル業界におきましては、景気回復を背景に、ビジネス、観光ともに需要が伸び、客室稼働率は改

善し、客室単価も下げ止まりつつありますが、本格的な市況回復にはまだ時間を要するものと思われま

す。 

以上のような事業環境の中、オフィスビル事業、ホテル事業を中核とする当社グループは、持株会社

を中心とした透明性が高く、効率的経営が可能な事業体制の下、お客様をはじめ各ステークホルダーの

視点に立った事業推進を行い、収益力の強化、安定した経営基盤の構築に注力してまいりました。 

当社グループは、不動産価格の正常化を優良収益物件への投資チャンスと捉え、平成22年４月にホテ

ルユニゾ渋谷(東京都渋谷区)を取得し、同年５月21日に開業いたしました。同ホテルを加え、当社グル

ープのホテルは８ホテル1,544室となりました。 

一方で、バランスシートマネジメントの観点から、平成22年９月に常和恵比寿ビル(東京都渋谷区)を

売却いたしました。 

当第３四半期の連結業績につきましては、売上高10,543百万円（前年同四半期10,756百万円 前年同

四半期比2.0％減）となり、営業利益は3,394百万円（前年同四半期3,978百万円 前年同四半期比

14.7％減）、経常利益は2,196百万円（前年同四半期2,652百万円 前年同四半期比17.2％減）を計上

し、また、特別利益2,250百万円を計上した結果、四半期純利益は2,567百万円（前年同四半期1,546百

万円 前年同四半期比66.0％増）となりました。 

  

 
  

セグメントごとの業績は、次のとおりです。 

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。これにより、エクイティ投資事業を除いて事業区分の

変更はないため、前年同四半期比較を行っております。 

  

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３四半期の連結業績］           （単位：百万円）

区分 平成22年３月期
第３四半期

平成23年３月期   
第３四半期

比較増減

 売 上 高 10,756 10,543 △212

 営 業 利 益 3,978 3,394 △584

 経 常 利 益 2,652 2,196 △455

 四半期純利益 1,546 2,567 ＋1,021
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(注) 平成22年３月期第３四半期に記載しておりました消去又は全社の金額を調整額として記載しております。 

  

当第３四半期は、物件売却による賃料の剥落、一部テナントの賃料低下等により、売上高5,879百万

円（前年同四半期6,893百万円 前年同四半期比14.7％減）、営業利益3,142百万円（前年同四半期

3,864百万円 前年同四半期比18.7％減）となりました。 

  

当第３四半期は、平成22年３月に取得したホテルクレガ天神（159室）及び平成22年５月に新規開業

したホテルユニゾ渋谷（186室）が寄与し、売上高は3,027百万円（前年同四半期2,105百万円 前年同

四半期比43.8％増）となり、ホテルユニゾ渋谷の新規開業費用の計上や同ホテル及びホテルクレガ天神

の取得に伴う減価償却費の増加等により営業費用が増加したものの、営業利益は587百万円（前年同四

半期258百万円 前年同四半期比127.6％増）となりました。 

  

当第３四半期は、４月の天候不順及び夏季の記録的な猛暑の影響により、来場者数が減少し、売上高

は571百万円（前年同四半期599百万円 前年同四半期比4.7％減）となり、コスト削減等に努めたもの

の、営業利益は71百万円（前年同四半期87百万円 前年同四半期比18.0％減）となりました。 

  

当第３四半期は、社宅等の賃料収入及び管理受託収入に加え、販売用宅地（都内）売却により、売上

高1,138百万円（前年同四半期1,158百万円 前年同四半期比1.7％減）、営業利益205百万円（前年同四

半期236百万円 前年同四半期比13.1％減）となりました。 

  

当第３四半期は、売上高103百万円、営業利益103百万円となりました。 

  

常和ファクター㈱がグループファイナンス業務を行っておりましたが、平成22年８月１日付をもっ

て、当社は常和ファクター㈱を吸収合併し、当社がグループファイナンス機能を担うこととしたことか

ら、平成22年８月１日以降、その他の売上高、セグメント利益は計上しておりません。これに伴い、当

第３四半期は、売上高99百万円（前年同四半期242百万円 前年同四半期比58.7％減）、営業利益22百

万円（前年同四半期48百万円 前年同四半期比52.6％減）となりました。 

  

［当第３四半期の連結セグメント業績］ （単位：百万円）

セグメントの名称

    平成22年３月期     
第３四半期

平成23年３月期   
第３四半期

比較増減

売上高 営業利益 売上高 営業利益 売上高 営業利益

オフィスビル事業 6,893 3,864 5,879 3,142 △1,013 △721

ホテル事業 2,105 258 3,027 587 ＋922 ＋329

ゴルフ事業 599 87 571 71 △28 △15

住宅事業 1,158 236 1,138 205 △20 △30

エクイティ投資事業 ― ― 103 103 ― ―

その他 242 48 99 22 △142 △25

調整額 △241 △515 △276 △739 △35 △223

合計 10,756 3,978 10,543 3,394 △212 △584

①オフィスビル事業

②ホテル事業

③ゴルフ事業

④住宅事業

⑤エクイティ投資事業

⑥その他
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当第３四半期末の資産合計は、132,901百万円となり、前期末比5,960百万円の減少となりました。こ

れは、ホテルユニゾ渋谷取得、常和恵比寿ビル売却等により有形固定資産が前期末比1,675百万円増

加、一方、現金及び預金が前期末比4,880百万円減少、販売用宅地売却により販売用不動産が前期末比

833百万円減少したこと等によるものです。 

当第３四半期末の負債合計は、115,266百万円となり、前期末比8,092百万円の減少となりました。な

お、当第３四半期末の借入金残高は、前期末比7,513百万円減少いたしました。 

当第３四半期末の純資産合計は、17,634百万円となり、前期末比2,132百万円の増加となりました。

これは、利益剰余金が2,032百万円増加、その他有価証券評価差額金が58百万円増加したこと等による

ものです。 

  

（平成23年３月期の業績見通し） 

通期の連結業績見通しは、平成22年５月10日公表のとおりで、変更はございません。 

なお、期末配当は、既公表の利益配分に関する基本方針に基づき、通期業績予想の達成を前提に、１

株当たり30円を計画しております。 

  

(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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該当事項はありません。 

  

①簡便な会計処理 

一般債権の貸倒見積高の算定方法について、当第３四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結

会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等

を使用して貸倒見積高を算定しております。 

  

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

該当事項はありません。 

  

①「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 

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。  

  なお、これによる損益に与える影響はありません。 

  

②匿名組合投資収益の計上区分の変更 

従来、営業外収益に計上しておりました匿名組合投資収益は、第１四半期連結会計期間より売上高

に含めて計上する方法に変更いたしました。  

 この変更は、当社は第１四半期連結会計期間よりエクイティ投資を推進していく方針を決定したこ

とから、今後当該収益の重要性が増すことが見込まれるため、エクイティ投資を主たる事業の一つと

して位置付け、損益区分において営業活動の成果をより適正に表示するために行ったものでありま

す。  

 また、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)が適用され、上記に伴って当該エクイティ投資事業を報告セ

グメントとして開示しております。  

 この変更により、従来の方法によった場合に比べて、当第３四半期連結累計期間の売上高、売上総

利益及び営業利益は、それぞれ103,996千円増加しておりますが、経常利益及び税金等調整前四半期

純利益への影響はありません。 

  

  

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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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12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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,092,164 9,972,927

受取手形及び売掛金 2,468,901 2,619,984

商品及び製品 2,197 1,759

販売用不動産 758,329 1,591,805

原材料及び貯蔵品 6,185 5,873

繰延税金資産 109,809 725,423

その他 151,419 1,176,921

貸倒引当金 △310 △301

流動資産合計 8,588,698 16,094,394

固定資産   

有形固定資産   

信託建物及び信託構築物（純額） 27,487,587 27,182,426

土地 5,191,894 5,190,757

コース勘定 1,489,299 1,489,299

信託土地 70,809,979 69,600,200

その他（純額） 1,708,885 1,549,853

有形固定資産合計 106,687,646 105,012,536

無形固定資産 4,073,053 4,079,714

投資その他の資産   

投資有価証券 12,736,266 12,591,044

繰延税金資産 10,966 40,297

その他 836,591 1,075,397

貸倒引当金 △31,600 △31,600

投資その他の資産合計 13,552,224 13,675,139

固定資産合計 124,312,924 122,767,390

資産合計 132,901,622 138,861,784
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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12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22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,511 2,194

短期借入金 11,800,000 12,300,000

1年内返済予定の長期借入金 12,023,100 24,373,600

未払法人税等 706,177 288,134

賞与引当金 30,256 54,943

ポイント引当金 9,347 9,347

繰延税金負債 270 258

その他 1,843,353 2,145,372

流動負債合計 26,415,017 39,173,851

固定負債   

長期借入金 79,203,600 73,866,300

受入敷金保証金 7,235,740 7,917,379

繰延税金負債 1,306,701 1,267,659

退職給付引当金 687,045 699,029

役員退職慰労引当金 202,354 223,452

その他 216,511 212,215

固定負債合計 88,851,953 84,186,037

負債合計 115,266,971 123,359,888

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,350,828 3,350,828

資本剰余金 3,266,234 3,266,234

利益剰余金 9,802,453 7,770,296

自己株式 △84 －

株主資本合計 16,419,432 14,387,359

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,215,219 1,156,235

繰延ヘッジ損益 － △41,698

評価・換算差額等合計 1,215,219 1,114,536

純資産合計 17,634,651 15,501,896

負債純資産合計 132,901,622 138,861,784
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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：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 10,756,849 10,543,883

売上原価 5,556,513 5,926,419

売上総利益 5,200,335 4,617,464

販売費及び一般管理費   

販売手数料 6,702 7,002

広告宣伝費 35,187 15,889

役員報酬 220,699 247,786

給料及び手当 370,776 373,431

賞与引当金繰入額 10,642 10,670

退職給付費用 25,194 22,999

役員退職慰労引当金繰入額 47,494 58,048

その他 504,810 487,283

販売費及び一般管理費合計 1,221,507 1,223,112

営業利益 3,978,828 3,394,351

営業外収益   

受取利息 1,589 1,736

受取配当金 201,582 216,216

匿名組合投資利益 103,417 －

その他 26,403 55,630

営業外収益合計 332,993 273,583

営業外費用   

支払利息 1,587,933 1,460,309

その他 71,590 10,651

営業外費用合計 1,659,524 1,470,961

経常利益 2,652,297 2,196,974

特別利益   

固定資産売却益 － 2,250,119

投資有価証券売却益 150,103 －

貸倒引当金戻入額 3,111 －

特別利益合計 153,215 2,250,119

特別損失   

固定資産除却損 1,240 2,062

本社移転損失引当金繰入額 25,100 －

貸倒引当金繰入額 119,060 －

特別損失合計 145,400 2,062

税金等調整前四半期純利益 2,660,112 4,445,031

法人税、住民税及び事業税 326,742 1,249,996

法人税等調整額 787,137 627,527

法人税等合計 1,113,880 1,877,524

少数株主損益調整前四半期純利益 － 2,567,507

四半期純利益 1,546,231 2,567,507
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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10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 4,481,584 4,017,936

売上原価 2,512,896 2,522,516

売上総利益 1,968,687 1,495,420

販売費及び一般管理費   

販売手数料 2,824 2,646

広告宣伝費 5,590 5,543

役員報酬 53,034 66,306

給料及び手当 115,816 110,626

賞与引当金繰入額 10,642 10,670

退職給付費用 7,480 7,389

役員退職慰労引当金繰入額 16,730 20,753

その他 156,460 147,019

販売費及び一般管理費合計 368,578 370,955

営業利益 1,600,108 1,124,464

営業外収益   

受取利息 284 564

受取配当金 41,977 44,962

その他 6,245 8,233

営業外収益合計 48,506 53,760

営業外費用   

支払利息 520,830 455,992

その他 3,609 1,312

営業外費用合計 524,440 457,305

経常利益 1,124,174 720,919

特別利益   

投資有価証券売却益 150,103 －

特別利益合計 150,103 －

特別損失   

固定資産除却損 464 4

本社移転損失引当金繰入額 25,100 －

貸倒引当金繰入額 119,060 －

特別損失合計 144,624 4

税金等調整前四半期純利益 1,129,653 720,915

法人税、住民税及び事業税 151,368 262,918

法人税等調整額 329,431 61,756

法人税等合計 480,800 324,674

少数株主損益調整前四半期純利益 － 396,240

四半期純利益 648,853 396,240
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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４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12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 2,660,112 4,445,031

減価償却費 1,292,195 1,296,791

賞与引当金の増減額（△は減少） △28,204 △24,687

退職給付引当金の増減額（△は減少） 20,326 △11,983

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 33,241 △21,098

貸倒引当金の増減額（△は減少） 115,948 8

本社移転損失引当金の増減額(△は減少) 25,100 －

受取利息及び受取配当金 △203,172 △217,952

支払利息 1,587,933 1,460,309

固定資産売却損益（△は益） － △2,250,119

有形固定資産除却損 1,240 2,062

投資有価証券売却損益（△は益） △150,103 －

株式交付費 14,160 －

売上債権の増減額（△は増加） △354,596 143,077

たな卸資産の増減額（△は増加） 825,919 832,726

匿名組合出資金の増減額（△は増加） 1,728 △33,576

仕入債務の増減額（△は減少） 1,042 316

未払費用の増減額（△は減少） △568,597 △217,965

その他 △754,194 △264,495

小計 4,520,082 5,138,444

利息及び配当金の受取額 203,183 217,596

利息の支払額 △1,509,582 △1,527,319

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △1,004,752 △27,864

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,208,930 3,800,856

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 － △300,000

有形固定資産の取得による支出 △5,383,079 △8,654,310

有形固定資産の売却による収入 － 8,058,500

無形固定資産の取得による支出 － △250

投資有価証券の売却による収入 370,651 81

貸付金の回収による収入 3,938 2,075

貸付けによる支出 △6,730 △2,445

その他 1,004 △361

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,014,215 △896,709

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） △5,300,000 △500,000

長期借入れによる収入 30,500,000 17,810,000

長期借入金の返済による支出 △24,766,575 △24,823,200

配当金の支払額 △655,911 △531,697

株式の発行による収入 3,551,616 －

自己株式の取得による支出 － △84

リース債務の返済による支出 △25,681 △39,928

財務活動によるキャッシュ・フロー 3,303,448 △8,084,909

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 498,163 △5,180,763

現金及び現金同等物の期首残高 2,611,907 9,972,927

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,110,071 4,792,164
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当第３四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31日) 

該当事項はありません。 

  

【事業の種類別セグメント情報】 

前第３四半期連結累計期間(自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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) オフィスビル事業・・・・・・・・・・オフィスビル等の賃貸・運営 

 (2) ホテル事業・・・・・・・・・・・・・ビジネスホテルの運営・管理 

 (3) ゴルフ事業・・・・・・・・・・・・・ゴルフコースの運営・管理 

 (4) 住宅事業・・・・・・・・・・・・・・住宅の賃貸、管理、仲介及び宅地分譲等 

 (5) その他事業・・・・・・・・・・・・・貸金業等 

  

【セグメント情報】 

（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。 

  

１．報告セグメントの概要 

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離独立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業績を評価するために、定期的に検討を行う

対象となっているものであります。 

当社グループは、持株会社である当社の傘下に、各事業を行う運営会社と事業資産を保有する資

産保有会社を置き、各運営会社は各事業の運営収益責任を担い、各事業の企画・立案・営業活動を

行い、各資産保有会社は各事業資産の投資責任を担っております。 

 従って、当社グループは事業の種類別セグメントから構成されており、オフィスビル事業、ホテ

ル事業、ゴルフ事業、住宅事業、エクイティ投資事業の５つを報告セグメントとしております。 

オフィスビル事業は、オフィスビル等の賃貸、運営及び不動産仲介等を行っております。 

 ホテル事業は、ビジネスホテルの運営・管理を行っております。 

 ゴルフ事業は、ゴルフコースの運営・管理を行っております。 

 住宅事業は、住宅の賃貸、管理、仲介及び宅地分譲等を行っております。 

 エクイティ投資事業は、オフィスビル、ホテルのファンドへのエクイティ投資による運用を

行っております。 

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

オフィス 
ビル事業 
(千円)

ホテル 
事業 
(千円)

ゴルフ
事業 
(千円)

住宅
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)

売上高

(1) 外部顧客に 
  対する売上高

6,893,002 2,105,156 599,461 1,158,936 291 10,756,849 ― 10,756,849

(2) セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

― ― ― ― 241,713 241,713 (241,713) ―

計 6,893,002 2,105,156 599,461 1,158,936 242,004 10,998,562 (241,713) 10,756,849

営業利益 3,864,233 258,054 87,213 236,561 48,203 4,494,266 (515,437) 3,978,828
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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３四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31日) 

  
 

(注) １ 「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、グループファイナンス業務（貸金

業）を含んでおります。 

２ セグメント利益の調整額△739,222千円には、セグメント間取引消去59,089千円、及び各報告セグメントに

配分していない全社費用△798,311千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しな

い一般管理費であります。 

３ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整しております。 

  

  

当第３四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31日) 

該当事項はありません。 

  

  

（単位：千円）

報告セグメント

その他
(注)１

合計
調整額 
(注)２

四半期連結
損益計算書
計上額 
(注)３

オフィス 
ビル事業

ホテル 
事業

ゴルフ 
事業

住宅事業
エクイ
ティ投
資事業

計

売上高

外部顧客への
売上高

5,706,066 3,024,395 570,7111,138,712 103,99610,543,883 ― 10,543,883 ― 10,543,883

セグメント間
の内部売上高
又は振替高

173,016 3,246 703 ― ― 176,966 99,924 276,891 △276,891 ―

計 5,879,083 3,027,642 571,4141,138,712 103,99610,720,850 99,924 10,820,774 △276,891 10,543,883

セグメント 
利益

3,142,569 587,373 71,502 205,620 103,649 4,110,717 22,856 4,133,573 △739,222 3,394,351

(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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