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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 7,087 △0.2 180 538.3 137 ― 21 △26.4

22年3月期第3四半期 7,100 △9.2 28 △85.4 3 △98.1 29 ―

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 2.84 ―

22年3月期第3四半期 3.84 ―

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 16,466 7,899 48.0 1,041.39
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3四半期  7,897百万円 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）P.3「（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】P.4「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3Q 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3Q  446,484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3Q 7,591,932株 22年3月期3Q 7,626,709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３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、中国を始めとするアジア諸国の好調な経済環境や政

府の景気対策を背景に、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、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となり、結果として先行きの不透明感

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

宅価格の調整等により、新設住宅着工戸数は持ち直しの動きがみられるものの、依然として厳しい雇用、

所得環境等により、当面予断を許さない状況が継続することが見込まれ、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極めて慎重であ

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、在庫販売用不動産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と受注競争の回避を図りつ

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３四半期連結累計期間における売上高は70億87百万円（前年同四半期比0.2％減）、営業

利益は１億80百万円（前年同四半期比538.3％増）、経常利益は１億37百万円、固定資産除却損などの計上

により四半期純利益は21百万円（前年同四半期比26.4％減）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、完成在庫については、分譲マンションは全て引渡しを終了し、静岡

市葵区の投資用マンションについても１棟の引渡しを完了いたしました。開発中の宅地分譲用地では、

藤枝市南駿河台（全４９戸）および、藤枝市高岡（全１０戸）などの完成引渡しが完了し、事業用用地

では、浜松市東区の不動産の引渡しが完了いたしました。この結果、売上高は22億60百万円、セグメン

ト利益は２億41百万円となりました。 

②賃貸・管理事業 

賃貸・管理事業におきましては、個人・法人の消費意欲の低迷により、保有不動産からの家賃収入や

仲介手数料が減少し、駐車場事業についても、駐車単価の下落や台数の減少により収入が減少したもの

の、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、売上高及びセグメント利益とも好調

に推移いたしました。 

この結果、売上高は７億98百万円、セグメント利益は１億80百万円となりました。 

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23億80百万

円、セグメント損失は78百万円となりました。 

④特販事業 

特販事業におきましては、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

荷は好調に推移いたしました。また、それに伴う工場稼働率の向上や選別受注に伴う生コンクリートの

販売価格の上昇によりセグメント利益も好調に推移いたしました。 

この結果、売上高は15億16百万円、セグメント利益は92百万円となりました。 

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１億32百万円、セグメント利益は29百万円

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３四半期連結会計期間末における総資産は164億66百万円（前連結会計年度比11.2％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、107億81百万円（前連結会計年度比19.7％増）となりまし

た。固定資産は、減価償却費や固定資産除却損の計上などにより、56億84百万円（前連結会計年度比1.

9％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支払手形及び買掛金、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、55億95百万円（前連結会計年度比79.5％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、29億71百万円（前連結

会計年度比20.0％減）となりました。 

 

（純資産） 

当第３四半期連結会計期間末における純資産は78億99百万円（前連結会計年度比0.9％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３四半期連結会計期間末における自己資本比率は48.0％（前連結会計年度比5.8ポイント減）となり

ました。 

 

（１株当たり純資産額） 

当第３四半期連結会計期間末における１株当たり純資産額は1,041円39銭（前連結会計年度比６円25銭の

減少）となりました。 

 

（キャッシュ・フローの状況） 

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は、７億96百万円（前年同四半期比１億82百

万円の増加）となりました。 

①営業活動によるキャッシュ・フロー 

仕入債務の増加（３億22百万円）、減価償却費（２億４百万円）、前受金の増加（82百万円）、未払

金の増加（77百万円）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（18

億47百万円）、売上債権の増加（１億83百万円）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13億34百万円となりました。 

②投資活動によるキャッシュ・フロー 

保険積立金の解約（32百万円）、固定資産の売却（９百万円）などによる資金調達に対し、固定資産

等の取得（１億12百万円）、長期貸付金の実行（30百万円）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１億１百万円となりました。 

③財務活動によるキャッシュ・フロー 

短期借入金の純増（18億20百万円）による資金調達に対し、長期借入金の純減（３億98百万円）、配

当金の支払（79百万円）などにより支出した結果、財務活動により得られた資金は13億30百万円となり

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、第４四半期連結会計期間に完成引渡し予定の分譲

マンション「エンブルマーレ焼津」（焼津市）、「エンブルヒルズ東源台」（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、宅地分譲地についても、静岡市葵区および清水区、藤枝市、焼津

市の各物件も、成約状況・工事進捗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、顕在化している新設工場施設や新設商業施設などの大型民間開発や、静岡県内での災害復

旧工事の部材受注が見込まれており、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月期の連結業績予想について、現時点では、平成22年５月11日公表の連結

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３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益はそれぞれ０百万円減少し、税金等調整

前四半期純利益は２百万円減少しております。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 1,096,597 1,202,148

受取手形及び売掛金 1,330,184 1,147,281

商品及び製品 687,224 800,190

仕掛品 6,659 7,115

原材料及び貯蔵品 44,621 42,435

販売用不動産 7,271,762 5,364,471

未成工事支出金 92,353 117,544

その他 270,907 335,717

貸倒引当金 △18,785 △7,791

流動資産合計 10,781,525 9,009,112

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,347,650 2,419,857

土地 2,286,582 2,276,281

その他（純額） 233,874 293,997

有形固定資産合計 4,868,107 4,990,136

無形固定資産 51,799 54,566

投資その他の資産   

その他 802,247 786,885

貸倒引当金 △37,180 △38,656

投資その他の資産合計 765,067 748,228

固定資産合計 5,684,974 5,792,931

資産合計 16,466,500 14,802,044

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 598,992 276,813

短期借入金 3,821,261 2,001,000

1年内返済予定の長期借入金 728,244 413,219

未払法人税等 15,316 64,073

賞与引当金 17,433 43,990

その他 414,118 318,732

流動負債合計 5,595,366 3,117,830

固定負債   

長期借入金 2,034,970 2,748,786

退職給付引当金 318,895 309,356

資産除去債務 14,043 －

その他 603,822 656,308

固定負債合計 2,971,733 3,714,450

負債合計 8,567,099 6,832,280
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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) 

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 4,567,386 4,625,723

自己株式 △145,969 △140,190

株主資本合計 7,927,936 7,992,052

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △9,443 458

繰延ヘッジ損益 △20,825 △22,747

評価・換算差額等合計 △30,269 △22,289

少数株主持分 1,733 －

純資産合計 7,899,400 7,969,763

負債純資産合計 16,466,500 14,802,044
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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 7,100,971 7,087,451

売上原価 5,968,384 5,768,860

売上総利益 1,132,586 1,318,591

販売費及び一般管理費 1,104,359 1,138,425

営業利益 28,226 180,165

営業外収益   

受取利息 1,059 699

受取配当金 2,082 3,145

仕入割引 － 11,901

保険返戻金 18,762 6,989

受取手数料 － 8,548

その他 54,636 20,013

営業外収益合計 76,540 51,297

営業外費用   

支払利息 73,295 72,362

持分法による投資損失 10,259 13,501

その他 17,274 7,873

営業外費用合計 100,830 93,737

経常利益 3,937 137,725

特別利益   

固定資産売却益 1,363 2,615

貸倒引当金戻入額 1,078 1,671

特別利益合計 2,442 4,286

特別損失   

固定資産除却損 360 57,471

投資有価証券評価損 1,236 12,137

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 1,597 71,239

税金等調整前四半期純利益 4,782 70,772

法人税、住民税及び事業税 28,950 28,817

法人税等調整額 △53,446 20,415

法人税等合計 △24,496 49,232

少数株主損益調整前四半期純利益 － 21,540

四半期純利益 29,278 21,540
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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 2,508,287 3,169,733

売上原価 2,107,701 2,468,015

売上総利益 400,585 701,717

販売費及び一般管理費 354,248 392,755

営業利益 46,337 308,962

営業外収益   

受取利息 272 96

受取配当金 732 1,046

仕入割引 5,296 3,795

受取手数料 － 3,151

違約金収入 － 4,955

その他 12,257 6,040

営業外収益合計 18,559 19,085

営業外費用   

支払利息 25,369 25,572

持分法による投資損失 2,308 4,712

貸倒引当金繰入額 10,645 4,682

その他 3,461 2,919

営業外費用合計 41,785 37,886

経常利益 23,111 290,161

特別利益   

固定資産売却益 363 1,339

貸倒引当金戻入額 1,174 1,671

特別利益合計 1,537 3,011

特別損失   

固定資産除却損 － 57,268

投資有価証券評価損 252 9,833

特別損失合計 252 67,101

税金等調整前四半期純利益 24,396 226,071

法人税、住民税及び事業税 8,476 9,659

法人税等調整額 10,353 88,143

法人税等合計 18,830 97,802

少数株主損益調整前四半期純利益 － 128,268

四半期純利益 5,566 128,268
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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 4,782 70,772

減価償却費 201,461 204,534

貸倒引当金の増減額（△は減少） 4,934 9,518

賞与引当金の増減額（△は減少） △25,959 △26,557

退職給付引当金の増減額（△は減少） △19,767 9,539

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 △3,142 △3,844

保険返戻金 △18,762 △6,989

支払利息 73,295 72,362

持分法による投資損益（△は益） 10,259 13,501

固定資産売却損益（△は益） △1,363 △2,615

固定資産除却損 360 57,471

投資有価証券評価損益（△は益） 1,236 12,137

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） 83,493 △183,272

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,531,075 △1,847,152

仕入債務の増減額（△は減少） 363,045 322,178

未払金の増減額（△は減少） 67,894 77,454

未払消費税等の増減額（△は減少） 27,016 △51,746

前受金の増減額（△は減少） 85,432 82,174

預り金の増減額（△は減少） △6,523 △4,159

その他 90,018 1,257

小計 △712,362 △1,191,804

利息及び配当金の受取額 3,255 3,914

利息の支払額 △75,521 △72,377

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △319,874 △74,305

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,104,503 △1,334,573

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 △136,429 △112,069

固定資産の売却による収入 1,700 9,118

貸付けによる支出 △22,440 △30,000

貸付金の回収による収入 5,784 2,021

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 △9,175 6,335

投資活動によるキャッシュ・フロー 28,800 △101,725
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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) 

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） 1,415,400 1,820,261

長期借入れによる収入 761,000 270,000

長期借入金の返済による支出 △857,766 △668,790

自己株式の取得による支出 △963 △5,778

配当金の支払額 △79,985 △79,833

リース債務の返済による支出 △5,109 △5,109

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,232,575 1,330,748

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 156,871 △105,550

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 614,005 796,597
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(4) 継続企業の前提に関する注記 

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。 

 

(5) セグメント情報 

【事業の種類別セグメント情報】 

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） 

 

 
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 

1,100,639 1,369,191 38,456 2,508,287 － 2,508,287 

(2)セグメント間の内
部売上高又は振替
高 

9,338 － 10,061 19,399 (19,399) － 

計 1,109,977 1,369,191 48,518 2,527,687 (19,399) 2,508,287 

営業利益又は営業損失
(△) 

123,879 △3,550 8,040 128,369 (82,032) 46,337 

(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） 

 

 
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 

3,315,712 3,674,719 110,539 7,100,971 － 7,100,971 

(2)セグメント間の内
部売上高又は振替
高 

28,226 － 35,440 63,666 (63,666) － 

計 3,343,938 3,674,719 145,980 7,164,638 (63,666) 7,100,971 

営業利益又は営業損失
(△) 

357,651 △68,759 20,551 309,444 (281,217) 28,226 

(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などの賃

貸及び分譲マンションの管理を行っております。「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） 

（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 2,260,171 798,435 2,380,128 1,516,569 6,955,304 132,147 7,087,451

  セグメント間の内部売上
高又は振替高 

33,000 34,250 － － 67,250 62,654 129,904

計 2,293,171 832,685 2,380,128 1,516,569 7,022,554 194,801 7,217,356

セグメント利益又は損失
（△） 

241,939 180,825 △78,115 92,095 436,745 29,116 465,862

(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） 

（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 1,230,349 298,089 1,089,820 491,874 3,110,133 59,600 3,169,733

  セグメント間の内部売上
高又は振替高 

－ 10,490 － － 10,490 18,433 28,924

計 1,230,349 308,580 1,089,820 491,874 3,120,624 78,033 3,198,658

セグメント利益又は損失
（△） 

264,774 79,551 △1,047 37,399 380,677 15,745 396,423

(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） 

（単位：千円） 

利    益 金    額 

報告セグメント計 436,745

「その他」の区分の利益 29,116

セグメント間取引消去 △35,366

全社費用（注） △250,329

四半期連結損益計算書の営業利益 180,165

(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） 

（単位：千円） 

利    益 金    額 

報告セグメント計 380,677

「その他」の区分の利益 15,745

セグメント間取引消去 △849

全社費用（注） △86,611

四半期連結損益計算書の営業利益 308,962

(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。 
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