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1. 平成24年２月期第２四半期の連結業績（平成23年３月１日～平成23年８月31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 ％

24年２月期第２四半期 586 △86.6 △138 ― △227 ― △185 ―
23年２月期第２四半期 4,357 △52.8 △188 ― △356 ― 3,781 ―

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

24年２月期第２四半期 △9 76 ―     

23年２月期第２四半期 256 95 179 85

 (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

24年２月期第２四半期 13,589 454 3.3 23 89

23年２月期 12,331 622 5.0 33 38

(参考) 自己資本 24年２月期第２四半期 454万円 23年２月期 622百万円

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

23年２月期 ― 0 00 ― 0 00 0 00

24年２月期 ― 0 00

24年２月期(予想) ― 0 00 0 00

3. 平成24年２月期の連結業績予想（平成23年３月１日～平成24年２月29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 1,730 △78.9 △115 ― △305 ― △200 ― △12 08



  

 
(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。 

  

 
(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。 

  

 
(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。 

  

 
  

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を実施中です。 

  

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「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「その他の情報」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 (            )、除外 ―社 (            )

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有

(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 ： 有

 ② ①以外の変更 ： 無

(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) 24年２月期２Ｑ 19,031,612株 23年２月期 18,639,481株

②期末自己株式数 24年２月期２Ｑ 2,532株 23年２月期 2,330株

③期中平均株式数（四半期累計） 24年２月期２Ｑ 18,967,299株 23年２月期２Ｑ 14,715,464株

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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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、本年３月に発生した東日本大震災により企業収益

や雇用情勢が悪化しておりましたが、時間の経過とともに徐々に回復しつつある中、欧米諸国における

財政問題が顕在化し為替相場は円高の状態で高止まりする等、景気の先行きは不透明なまま推移いたし

ました。 

このような状況下、当社グループは、戸建住宅事業の用地取得及び販売、再生再販事業における物件

の仕入活動、不動産賃貸管理事業における営繕工事取得活動等に注力いたしました。 

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５億８千６百万円（前年同四半期

比86.6％減）、営業損失は１億３千８百万円（前第２四半期連結累計期間は１億８千８百万円の営業損

失）、経常損失は２億２千７百万円（前第２四半期連結累計期間は３億５千６百万円の経常損失）、四

半期純損失は１億８千５百万円（前第２四半期連結累計期間は37億８千１百万円の四半期純利益）とな

りました。 

  

セグメントの業績は、次のとおりであります。なお、第１四半期連結累計期間より「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）を適用していま

すが、事業区分に変更がないため、前年同四半期比較を記載しております。 

(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、戸建住宅事業、分譲マンション代理販売、たな卸資産の売却に注力いたしまし

た。中国では、保有する一部のたな卸不動産を売却したものの、進行中の第２プロジェクトに係る経

費を多額計上することとなりました。 

この結果、当第２四半期連結累計期間の営業収益は７千９百万円（前年同四半期比97.9％減）、営

業損失は１億１百万円（前第２四半期連結累計期間は１億４千５百万円の営業損失）となりました。 

当社グループでは、前連結会計年度において管理戸数が減少したこと及び当社が保有する賃貸物件

の一部を売却したことから家賃収入を中心に収益が減少いたしました。 

この結果、当第２四半期連結累計期間の営業収益は５億１百万円（前年同四半期比5.2％減）、営業

利益は１億３千３百万円（前年同四半期比11.4％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

セグメントの名称 営業収益 構成比

不動産分譲事業 79 13.5%

不動産賃貸管理事業 501 85.5%

環境事業 5 1.0%

合計 586 100.0%

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２四半期連結累計期間の営業収益は５百万円（前年同四半期比18.6％増）、営業損

失は３百万円（前第２四半期連結累計期間は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135億８千９百万円となり、前連結会計年度末に比べ12億５

千８百万円増加しました。これは、主にたな卸資産が増加したことによるものです。 

負債の部に関しましては、131億３千５百万円となり、前連結会計年度末に比べ14億２千５百万円増

加しました。これは、主に支払手形及び営業未払金が増加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４億５千４百万円となり、前連結会計年度末に比べ１億６千７百万

円減少しました。これは、主に利益剰余金が減少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23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、 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23年８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「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用 

第１四半期連結累計期間より、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号  平成20年３月10

日公表分）及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第24号  平成

20年３月10日）を適用しております。 

  これによる損益に与える影響はありません。 

②「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 

第１四半期連結累計期間より、「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。 

  これによる損益に与える影響はありません。 

③表示方法の変更 

（四半期連結損益計算書関係） 

「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号  平成20年12月26日)に基づく財務諸表等

規則等の一部を改正する内閣府令(平成21年３月24日  内閣府令第５号)の適用により、当第２四半期

連結累計期間及び当第２四半期連結会計期間では、「少数株主損益調整前四半期純損失（△）」の科

目を表示しております。 

  

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債務超過の状態を解消いたしましたが、前連結会計年度に

おいて959,092千円の営業損失を計上し、当第２四半期連結累計期間においても138,174千円の営業損失

を計上することとなりました。また、将来の借入金の弁済が困難になることが予想されるため、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バランスシートの健全化、及び②収益の柱

となる事業ドメインの再構築を計画しております。バランスシートの健全化につきましては、第三者割

当増資による資金調達、たな卸資産の売却による金融負債の圧縮等を計画しております。事業ドメイン

の再構築につきましては、拠点の統廃合による機動力のある組織への改革、安定収益の見込める賃貸管

理部門の強化、不動産の再生再販事業及び戸建住宅事業の強化を計画しております。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協議し、借入金の約定弁済の一時棚上げ及び金利の一部減額

を要請しておりますが、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23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23年２月28日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 146,497 278,777

受取手形及び営業未収入金 42,629 38,489

有価証券 18,813 24,185

たな卸資産 9,519,696 8,187,701

短期貸付金 177,818 172,767

その他 380,148 266,260

貸倒引当金 △46,413 △50,447

流動資産合計 10,239,190 8,917,734

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 2,396,870 2,396,870

減価償却累計額 △560,148 △527,356

建物及び構築物（純額） 1,836,722 1,869,514

機械装置及び運搬具 48,074 40,613

減価償却累計額 △31,864 △32,215

機械装置及び運搬具（純額） 16,210 8,397

土地 1,337,300 1,337,300

その他 73,678 73,678

減価償却累計額 △66,954 △65,572

その他（純額） 6,723 8,106

有形固定資産合計 3,196,957 3,223,319

無形固定資産

のれん 11,325 13,113

その他 9,792 8,318

無形固定資産合計 21,117 21,431

投資その他の資産

投資有価証券 50,005 68,683

その他 1,499,408 1,611,310

貸倒引当金 △1,416,914 △1,510,811

投資その他の資産合計 132,498 169,181

固定資産合計 3,350,573 3,413,932

資産合計 13,589,764 12,331,667
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(単位：千円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成23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23年２月28日)

負債の部

流動負債

支払手形及び営業未払金 1,842,284 948,639

短期借入金 8,386,199 8,362,597

1年内返済予定の長期借入金 201,391 170,239

賞与引当金 5,150 5,160

その他 1,080,827 548,437

流動負債合計 11,515,852 10,035,073

固定負債

新株予約権付社債 130,650 146,100

長期借入金 639,233 545,427

退職給付引当金 16,628 14,820

債務保証損失引当金 500,000 804,912

その他 332,740 163,035

固定負債合計 1,619,252 1,674,296

負債合計 13,135,104 11,709,370

純資産の部

株主資本

資本金 7,781,413 7,773,688

資本剰余金 3,502,075 3,494,350

利益剰余金 △10,698,694 △10,514,151

自己株式 △1,950 △1,933

株主資本合計 582,843 751,953

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △2,849 407

為替換算調整勘定 △125,359 △130,320

評価・換算差額等合計 △128,208 △129,913

少数株主持分 24 256

純資産合計 454,659 622,296

負債純資産合計 13,589,764 12,331,667
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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22年３月１日
至 平成22年８月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年３月１日
 至 平成23年８月31日)

営業収益 4,357,229 586,042

営業原価 4,194,977 409,682

営業総利益 162,251 176,359

販売費及び一般管理費 351,190 314,533

営業損失（△） △188,938 △138,174

営業外収益

受取利息 2,262 1,186

受取配当金 824 1,134

為替差益 － 1,843

工事補償金 20,000 －

その他 14,652 4,819

営業外収益合計 37,740 8,984

営業外費用

支払利息 151,939 87,032

支払手数料 39,398 －

為替差損 2,061 －

その他 11,821 11,239

営業外費用合計 205,220 98,271

経常損失（△） △356,419 △227,461

特別利益

固定資産売却益 769 －

投資有価証券売却益 40 6,101

社債償還益 2,125,000 －

債務免除益 2,125,000 －

債務保証損失引当金戻入額 200,399 －

受取保険金 － 85,966

その他 27,363 9,445

特別利益合計 4,478,573 101,513

特別損失

固定資産売却損 51 －

固定資産除却損 461 115

投資有価証券売却損 3,507 －

投資有価証券評価損 － 6,179

特別損失合計 4,020 6,295

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（△）

4,118,133 △132,242

法人税、住民税及び事業税 337,311 53,079

法人税等調整額 － －

法人税等合計 337,311 53,079

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △185,322

少数株主損失（△） △332 △232

四半期純利益又は四半期純損失（△） 3,781,155 △185,089
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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22年６月１日
至 平成22年８月31日)

当第２四半期連結会計期間
(自 平成23年６月１日
至 平成23年８月31日)

営業収益 2,522,830 289,648

営業原価 2,473,971 197,737

営業総利益 48,858 91,910

販売費及び一般管理費 149,333 170,775

営業損失（△） △100,474 △78,864

営業外収益

受取利息 1,072 591

受取配当金 590 1,124

為替差益 － △3,510

その他 1,749 3,257

営業外収益合計 3,412 1,462

営業外費用

支払利息 73,527 44,987

為替差損 △1,935 －

その他 4,077 2,610

営業外費用合計 75,669 47,597

経常損失（△） △172,731 △124,999

特別利益

投資有価証券売却益 40 3,102

貸倒引当金戻入額 21,010 2,621

債務保証損失引当金戻入額 21,060 －

受取保険金 － 85,966

その他 32 －

特別利益合計 42,143 91,689

特別損失

固定資産除却損 294 71

投資有価証券売却損 1,530 －

特別損失合計 1,824 71

税金等調整前四半期純損失（△） △132,411 △33,381

法人税、住民税及び事業税 335,691 12,415

法人税等調整額 － －

法人税等合計 335,691 12,415

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △45,796

少数株主損失（△） △208 △133

四半期純損失（△） △467,894 △45,663
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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22年３月１日
至 平成22年８月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年３月１日
至 平成23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（△）

4,118,133 △132,242

減価償却費 39,999 37,739

貸倒引当金の増減額（△は減少） △47,911 △97,931

賞与引当金の増減額（△は減少） △990 △10

退職給付引当金の増減額（△は減少） △245 1,807

債務保証損失引当金の増減額（△は減少） △156,802 △170,000

受取利息及び受取配当金 △3,087 △2,321

受取保険金 － △85,966

支払利息 151,939 87,032

社債償還益 △2,125,000 －

債務免除益 △2,125,000 －

投資有価証券売却損益（△は益） 3,467 △6,101

固定資産売却損益（△は益） △718 －

売上債権の増減額（△は増加） 8,608 1,547

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,894,914 △1,323,789

仕入債務の増減額（△は減少） △125,157 893,645

前受金の増減額（△は減少） △1,448,310 577,392

その他 142,995 40,197

小計 1,326,835 △179,000

利息及び配当金の受取額 3,087 2,321

利息の支払額 △170,997 △55,204

法人税等の支払額 △53,165 △18,024

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,105,759 △249,907

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入 5,041 －

有形固定資産の取得による支出 △9,332 △9,835

有形固定資産の売却による収入 1,086 －

無形固定資産の取得による支出 △257 △3,028

投資有価証券の売却による収入 22,566 15,343

貸付けによる支出 － △5,367

貸付金の回収による収入 7,298 5,939

保険金の受取による収入 － 100,000

その他 2,391 －

投資活動によるキャッシュ・フロー 28,795 103,051

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） △887,793 23,601

長期借入金の返済による支出 △706,492 △9,955

社債の償還による支出 △375,000 －

その他 △63 △16

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,969,349 13,629

現金及び現金同等物に係る換算差額 △6,873 947

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △841,667 △132,279

現金及び現金同等物の期首残高 1,298,298 278,777

現金及び現金同等物の四半期末残高 456,630 146,497
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当社グループは、前連結会計年度において債務超過の状態を解消いたしましたが、前連結会計年度

において959,092千円の営業損失を計上し、当第２四半期連結累計期間においても138,174千円の営業

損失を計上することとなりました。また、将来の借入金の弁済が困難になることが予想されるため、

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バランスシートの健全化、及び②収益の

柱となる事業ドメインの再構築を計画しております。バランスシートの健全化につきましては、第三

者割当増資による資金調達、たな卸資産の売却による金融負債の圧縮等を計画しております。事業ド

メインの再構築につきましては、拠点の統廃合による機動力のある組織への改革、安定収益の見込め

る賃貸管理部門の強化、不動産の再生再販事業及び戸建住宅事業の強化を計画しております。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協議し、借入金の約定弁済の一時棚上げ及び金

利の一部減額を要請しておりますが、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。 

 

前第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。 

  

前第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。 

(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

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

【所在地別セグメント情報】

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

【海外営業収益】

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
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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、不動産事業及び環境事業に関連する事業を営んでおり、取扱う製品・サービスについ

て国内及び海外の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。 

従って、当社グループは「不動産分譲事業」、「不動産賃貸管理事業」及び「環境事業」の３つを報告

セグメントとしております。 

「不動産分譲事業」は、不動産の売買仲介事業、戸建住宅事業、マンション分譲事業及び代理販売事業

等を展開しております。「不動産賃貸管理事業」は不動産賃貸事業、不動産管理事業及び不動産斡旋事業

等を展開しております。「環境事業」は、ガラス瓶のリサイクル事業を展開しております。 

  

２  報告セグメントごとの営業収益及び利益又は損失の金額に関する情報 

当第２四半期連結累計期間(自 平成23年３月１日 至 平成23年８月31日) 

 
(注) １  セグメント利益又は損失の調整額△166,426千円は各報告セグメントに配分していない全社費用でありま

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。 

２  セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。 

  

３  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１四半期連結累計期間より「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。 

  

【セグメント情報】

(単位：千円)

報告セグメント

合計
調整額 
(注)１

四半期連結
損益計算書 
計上額 
(注)２

不動産 
分譲事業

不動産賃貸
管理事業

環境事業

営業収益

  外部顧客への営業収益 79,143 501,087 5,811 586,042 ― 586,042

  セグメント間の内部営業収
  益又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 79,143 501,087 5,811 586,042 ― 586,042

セグメント利益又は損失(△) △101,808 133,082 △3,022 28,251 △166,426 △138,174
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該当事項はありません。 

  

(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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