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1.  平成23年2月期第2四半期の連結業績（平成22年3月1日～平成22年8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2月期第2四半期 4,357 △52.8 △188 ― △356 ― 3,781 ―

22年2月期第2四半期 9,228 △11.1 △3,071 ― △3,507 ― △6,686 ―

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2四半期 256.95 179.85
22年2月期第2四半期 △521.18 ―

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2四半期 16,003 △1,665 △10.4 △103.25

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2四半期  △1,665百万円 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2Q 16,134,410株 22年2月期  12,829,849株

② 期末自己株式数 23年2月期2Q  2,070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2Q 14,715,464株 22年2月期2Q 12,828,774株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、輸出入や生産は鈍化しつつも増加傾向に、設備投

資は持ち直し傾向にある等、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ること、また円高や株価の低迷等、先行き不透明なまま推移いたしました。 

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、社債の

繰上償還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１億８千８百万円を計上することとなりました。 

その結果、当第２四半期連結累計期間におきましては、営業収益は43億５千７百万円（前年同期比

52.8％減）、営業損失は１億８千８百万円（前第２四半期連結累計期間は30億７千１百万円の営業損

失）、経常損失は３億５千６百万円（前第２四半期連結累計期間は35億７百万円の経常損失）、四半期

純利益は37億８千１百万円（前第２四半期連結累計期間は66億８千６百万円の四半期純損失）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２四半期連結累計期間の営業収益は38億２千３百万円（前年同期比46.8％減）、営

業損失は１億４千５百万円（前第２四半期連結累計期間は24億７千４百万円の営業損失）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

売等に注力いたしました。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

単価も減少いたしました。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２四半期連結累計期間の営業収益は５億２千８百万円（前年同期比8.2％減）、営業

利益は１億５千万円（前年同期比1.2％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 3,823 87.8%

不動産賃貸管理事業 528 12.1%

環境事業 4 0.1%

合計 4,357 100.0%

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、環境事業における事業規模を縮小しております。 

この結果、当第２四半期連結累計期間の営業収益は４百万円（前年同期比99.7％減）、営業損失は

４百万円（前第２四半期連結累計期間は５億４千４百万円の営業損失）となりました。 

  

当第２四半期連結累計期間末の総資産は160億３百万円となり、前連結会計年度末に比べ40億４千９百

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、176億６千８百万円となり、前連結会計年度末に比べ79億５千３百万円減少

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△16億６千５百万円となり、前連結会計年度末に比べ39億４百万円増

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、決算発表時（平成22年4月14日）に公表した数値から変更しております。こ

れは、最近の経営環境及び第２四半期連結累計期間の業績を考慮し修正するものです。詳細につきまして

は、平成22年10月12日発表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

  

(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。 

  

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２四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表示方法の変更 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前第２四半期連結累計期間において、営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に含めていた

「前受金の増減額（△は減少）」は、重要性が増加したため、当第２四半期連結累計期間より区分掲記

することとしております。なお、前第２四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローの

「その他」に含まれる「前受金の増減額（△は減少）」は376,557千円であります。 

  

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２四半期連結累計期間にお

いては、3,781,155千円の四半期純利益を計上したことから、債務超過の額は1,665,055千円となりまし

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、①第25期の事業計画の達成、②第三者割当増

資（優先株式を含む）等の実施を予定しております。第25期の事業計画につきましては、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２四半期連結会計期間末
(平成22年８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２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 456,630 1,303,340

受取手形及び売掛金 96,772 102,715

有価証券 15,043 14,865

たな卸資産 11,323,589 14,257,037

短期貸付金 2,968,914 2,974,314

その他 817,320 1,013,362

貸倒引当金 △3,173,140 △3,177,317

流動資産合計 12,505,131 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 △493,175 △458,915

建物及び構築物（純額） 1,903,695 1,929,405

機械装置及び運搬具 43,039 37,926

減価償却累計額 △33,162 △30,288

機械装置及び運搬具（純額） 9,877 7,637

土地 1,337,300 1,337,300

その他 74,894 83,038

減価償却累計額 △65,100 △67,650

その他（純額） 9,794 15,388

有形固定資産合計 3,260,668 3,289,731

無形固定資産   

のれん 14,901 16,689

その他 9,230 11,448

無形固定資産合計 24,131 28,138

投資その他の資産   

投資有価証券 71,318 88,755

その他 302,348 361,759

貸倒引当金 △159,979 △203,714

投資その他の資産合計 213,687 246,800

固定資産合計 3,498,487 3,564,670

資産合計 16,003,618 20,052,987
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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８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２月28日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,154,886 1,280,043

短期借入金 13,049,866 12,140,718

1年内返済予定の長期借入金 731,658 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 5,660 6,650

その他 940,469 2,245,565

流動負債合計 15,882,540 21,056,098

固定負債   

新株予約権付社債 244,800 2,700,000

長期借入金 563,200 546,173

退職給付引当金 15,835 16,081

債務保証損失引当金 796,243 1,122,046

その他 166,054 181,840

固定負債合計 1,786,133 4,566,141

負債合計 17,668,674 25,622,239

純資産の部   

株主資本   

資本金 7,724,338 7,659,238

資本剰余金 3,445,000 3,379,900

利益剰余金 △12,735,898 △16,517,054

自己株式 △1,920 △1,857

株主資本合計 △1,568,481 △5,479,772

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △416 △2,434

為替換算調整勘定 △96,769 △87,988

評価・換算差額等合計 △97,186 △90,423

少数株主持分 611 944

純資産合計 △1,665,055 △5,569,251

負債純資産合計 16,003,618 20,052,987
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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３月１日 
 至 平成21年８月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年８月31日) 

営業収益 9,228,733 4,357,229

営業原価 11,389,485 4,194,977

営業総利益又は営業総損失（△） △2,160,751 162,251

販売費及び一般管理費 910,719 351,190

営業損失（△） △3,071,470 △188,938

営業外収益   

受取利息 7,479 2,262

受取配当金 2,389 824

有価証券売却益 1,218 －

為替差益 59,391 －

工事補償金 － 20,000

その他 30,650 14,652

営業外収益合計 101,128 37,740

営業外費用   

支払利息 250,956 151,939

支払手数料 84,541 39,398

貸倒引当金繰入額 104,998 －

為替差損 － 2,061

その他 96,448 11,821

営業外費用合計 536,944 205,220

経常損失（△） △3,507,286 △356,419

特別利益   

固定資産売却益 801,064 769

投資有価証券売却益 270,281 40

社債償還益 5,070,250 2,125,000

債務免除益 446,177 2,125,000

債務保証損失引当金戻入額 － 200,399

その他 11,449 27,363

特別利益合計 6,599,223 4,478,573

特別損失   

固定資産売却損 2,780 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 －

その他 6,463 －

特別損失合計 9,779,190 4,020

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（△）

△6,687,253 4,118,133

法人税、住民税及び事業税 3,586 337,311

法人税等調整額 － －

法人税等合計 3,586 337,311

少数株主損失（△） △4,713 △332

四半期純利益又は四半期純損失（△） △6,686,125 3,781,155
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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６月１日 
 至 平成21年８月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成22年６月１日 
 至 平成22年８月31日) 

営業収益 2,191,112 2,522,830

営業原価 2,556,398 2,473,971

営業総利益又は営業総損失（△） △365,286 48,858

販売費及び一般管理費 335,593 149,333

営業損失（△） △700,879 △100,474

営業外収益   

受取利息 3,773 1,072

受取配当金 1,329 590

為替差益 △5,273 －

その他 13,065 1,749

営業外収益合計 12,895 3,412

営業外費用   

支払利息 107,290 73,527

支払手数料 5,034 －

貸倒引当金繰入額 97,800 －

為替差損 － △1,935

その他 30,678 4,077

営業外費用合計 240,803 75,669

経常損失（△） △928,787 △172,731

特別利益   

固定資産売却益 801,064 －

投資有価証券売却益 255,156 40

債務免除益 446,177 －

貸倒引当金戻入額 － 21,010

債務保証損失引当金戻入額 － 21,060

その他 △1,654 32

特別利益合計 1,500,744 42,143

特別損失   

固定資産売却損 216 －

固定資産除却損 － 294

投資有価証券売却損 － 1,530

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 －

その他 2,848 －

特別損失合計 1,799,568 1,824

税金等調整前四半期純損失（△） △1,227,611 △132,411

法人税、住民税及び事業税 1,874 335,691

法人税等調整額 － －

法人税等合計 1,874 335,691

少数株主損失（△） △4,664 △208

四半期純損失（△） △1,224,821 △467,894
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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３月１日 
 至 平成21年８月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年８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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△6,687,253 4,118,133

減価償却費 96,419 39,999

貸倒引当金の増減額（△は減少） 615,977 △47,911

賞与引当金の増減額（△は減少） △8,600 △990

退職給付引当金の増減額（△は減少） △92,310 △245

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △16,789 －

債務保証損失引当金の増減額（△は減少） 1,151,877 △156,802

受取利息及び受取配当金 △9,868 △3,087

支払利息 250,956 151,939

社債償還益 △5,070,250 △2,125,000

債務免除益 － △2,125,000

投資有価証券売却損益（△は益） △243,681 3,467

固定資産売却損益（△は益） △798,284 △718

売上債権の増減額（△は増加） △355,285 8,608

たな卸資産の増減額（△は増加） 15,273,342 2,894,914

仕入債務の増減額（△は減少） 464,714 △125,157

前受金の増減額（△は減少） － △1,448,310

その他 785,433 142,995

小計 5,356,398 1,326,835

利息及び配当金の受取額 9,048 3,087

利息の支払額 △197,056 △170,997

法人税等の支払額 △24,170 △53,165

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,144,220 1,105,759

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 △6,000 －

定期預金の払戻による収入 90,000 5,041

有形固定資産の取得による支出 △1,237 △9,332

有形固定資産の売却による収入 4,215 1,086

無形固定資産の取得による支出 － △257

無形固定資産の売却による収入 416,250 －

投資有価証券の取得による支出 △600 －

投資有価証券の売却による収入 121,633 22,566

貸付金の回収による収入 27,286 7,298

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
支出

△57,944 －

その他 51,814 2,391

投資活動によるキャッシュ・フロー 645,418 28,795
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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３月１日 
 至 平成21年８月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年８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） △5,116,241 △887,793

長期借入れによる収入 10,000 －

長期借入金の返済による支出 △1,223,852 △706,492

社債の償還による支出 △894,750 △375,000

その他 △6 △63

財務活動によるキャッシュ・フロー △7,224,850 △1,969,349

現金及び現金同等物に係る換算差額 13,918 △6,873

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,421,292 △841,667

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 986,692 456,630
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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２四半期連結累計期間

においては、3,781,155千円の四半期純利益を計上したことから、債務超過の額は1,665,055千円とな

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、①第25期の事業計画の達成、②第三者割当

増資（優先株式を含む）等の実施を予定しております。第25期の事業計画につきましては、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２四半期連結累計期間(自 平成21年３月１日 至 平成21年８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) 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154,959千円、環境事業の営

業損失が442,557千円増加しております。   

  

当第２四半期連結累計期間(自 平成22年３月１日 至 平成22年８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) 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２四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

7,187,249 569,318 1,472,165 9,228,733 ― 9,228,733

  (2) セグメント間の内部 
      営業収益又は振替高

― 6,454 ― 6,454 (6,454) ―

計 7,187,249 575,772 1,472,165 9,235,187 (6,454) 9,228,733

営業利益又は営業損失(△) △2,474,395 152,102 △544,510 △2,866,804 (204,666) △3,071,470

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

3,823,898 528,430 4,899 4,357,229 ― 4,357,229

  (2) セグメント間の内部 
      営業収益又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 3,823,898 528,430 4,899 4,357,229 ― 4,357,229

営業利益又は営業損失(△) △145,200 150,255 △4,742 313 (189,251) △188,938
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前第２四半期連結累計期間(自 平成21年３月１日 至 平成21年８月31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２四半期連結累計期間(自 平成22年３月１日 至 平成22年８月31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

8,114,856 1,113,876 9,228,733 ― 9,228,733

(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 8,114,856 1,168,031 9,282,888 (54,154) 9,228,733

営業損失（△） △3,069,804 △1,666 △3,071,470 ― △3,071,470

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

2,191,201 2,166,028 4,357,229 ― 4,357,229

(2) セグメント間の内部
営業収益又は振替高

― ― ― ― ―

計 2,191,201 2,166,028 4,357,229 ― 4,357,229

営業損失（△） △107,550 △81,388 △188,938 ― △188,938
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前第２四半期連結累計期間(自 平成21年３月１日 至 平成21年８月31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２四半期連結累計期間(自 平成22年３月１日 至 平成22年８月31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） 1,039,529 1,039,529

連結営業収益（千円） ― 9,228,733

連結営業収益に占める 

海外営業収益の割合(％)
11.3% 11.3%

アジア 計

海外営業収益（千円） 2,166,028 2,166,028

連結営業収益（千円） ― 4,357,229

連結営業収益に占める 

海外営業収益の割合(％)
49.7 49.7

(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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