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1.  平成21年9月期第3四半期の連結業績（平成20年10月1日～平成21年6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 ％

21年9月期第3四半期 2,749 ― △112 ― △12 ― △461 ―

20年9月期第3四半期 3,287 △7.4 1 △93.6 △560 ― △916 ―

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

21年9月期第3四半期 △11.42 ―

20年9月期第3四半期 △2.27 ―

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

21年9月期第3四半期 12,853 11,553 89.9 285.68
20年9月期 13,232 11,972 90.5 296.03

（参考） 自己資本   21年9月期第3四半期  11,553百万円 20年9月期  11,972百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年9月期 ― ― ― 0.00 0.00
21年9月期 ― ― ―

21年9月期 
（予想）

0.00 0.00

3.  平成21年9月期の連結業績予想（平成20年10月1日～平成21年9月30日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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 3,790 △13.6 △197 ― △100 ― △550 ― △13.60
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4.  その他 

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  有  

（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４.その他をご覧ください。 

(2) 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  有  
（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４.その他をご覧ください。 

(3) 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（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もの） 

（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４.その他をご覧ください。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

１．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、当社が現時点で合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績はさ
まざまな要素により異なる結果となる可能性があることをご承知おきください。 
２．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基
準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 1社 （社名 株式会社A．Cファイナンス ）

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） 21年9月期第3四半期 42,442,851株 20年9月期  42,442,851株

② 期末自己株式数 21年9月期第3四半期  2,000,648株 20年9月期  2,000,528株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年9月期第3四半期 40,442,254株 20年9月期第3四半期 40,442,357株
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定性的情報・財務諸表等 

１．連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期連結会計期間におけるわが国経済は、昨年９月に「リーマン・ブラザーズ」が破綻したことによる、

いわゆるリーマンショックに伴う米国発の世界的信用収縮により、100年に一度と云われる世界同時不況に陥ってい

ます。急激な実態経済の減速は、不動産業界、建設業界も影響を受けており、また雇用・所得環境の悪化による個人

消費の低迷等から景況感の悪化が急速に進みました。 

 こうした経済状況のもとで、当社グループ（当社、連結子会社及び持分法適用会社）にとっても不動産価格の下

落、株価の低迷、個人消費の冷え込み、苛烈な受注競争等は業績に影響を与える要因となりました。 

 この結果、当第３四半期連結会計期間の業績は、売上高９億29百万円、営業損失26百万円、経常損失51百万円、四

半期純損失は45百万円となりました。 

     事業別セグメントの業績は次のとおりであります。 

    なお、以下の売上高にはセグメント間の内部売上高または振替高を含んでおります。 

①ゴルフ・リゾート事業 

 ゴルフ・リゾート事業におきましては、消費者マインドの悪化、天候の影響等のマイナス要因がありました。 

 この結果、売上高４億69百万円、営業損失94百万円となりました。 

②ファイナンス事業 

 ファイナンス事業におきましては、営業貸付業務を縮小しております。また、会計処理方法の変更（「リース取引

に関する会計基準」の早期適用）をしておりますが、この変更による営業損失に与える影響は軽微であります。 

 この結果、売上高７百万円、営業損失11百万円となりました。営業損失の主な要因は貸倒引当金繰入額８百万円で

あります。 

③インベストメント事業 

 インベストメント事業におきましては、当該事業を取巻く経済環境が先行き不透明なので状況を静観しておりま

す。 

 この結果、営業損失０百万円となりました。 

④建設事業 

 建設事業におきましては、公共事業の競争激化、建設資材の高騰によるコストアップの影響を受けましたが、不採

算支店営業所の廃止等により、売上高は減少したものの、営業利益を計上するに至りました。 

  この結果、売上高３億12百万円、営業利益22百万円となりました。 

⑤リアルエステート事業 

 リアルエステート事業は不動産市況が急速に悪化していると分析しております。従って、積極的経営はハイリスク

を伴うと判断し営業活動は控えております。 

 この結果、売上高０百万円、営業損失７百万円となりました。 

⑥ＩＴ事業 

 ＩＴ事業は、収入が安定しており、当第３四半期連結会計期間においても高収益を計上しております。 

 この結果、売上高１億42百万円、営業利益51百万円となりました。 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

（1）資産、負債及び純資産の状況 

 当第３四半期末の総資産は前連結会計年度末に比べ３億79百万円減少し128億53百万円となりました。流動資産は 

８億84百万円減少し46億64百万円、固定資産は５億５百万円増加し81億89百万円となりました。 

流動資産減少の主な要因は現金及び預金の減少４億62百万円、未収入金の減少９億98百万円、営業出資金の減少９億

97百万円、また、一方貸倒引当金は14億39百万円減少しております。固定資産増加の主な要因は福島空港ゴルフクラ

ブを取得したことによるものであります。内訳は建物及び構築物87百万円、土地３億25百万円となっております。 

 負債合計は前連結会計年度末に比べ39百万円増加し13億円となりました。負債合計の増加の主な要因は未払金（前

連結会計年度末においては「未払金」１億54百万円は「その他」に含まれております。）63百万円の増加でありま

す。 

 純資産では資本剰余金が37億82百万円減少しておりますが、これは利益剰余金の欠損填補によるものであります。
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（2）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連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計

年度末に比較して４億62百万円減少し31億15百万円となりました。当第３四半期連結会計期間における各キャッシ

ュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

 （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動による資金の増加は２億99百万円となりました。これは主に、貸倒引当金の増加によるものであります。

 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動による資金の減少は７億61百万円となりました。これは、有形固定資産の取得による支出７億89百万円に

よるものであります。 

 （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

  財務活動による資金の減少は自己株式の取得による支出であります。 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 通期の連結業績予想は、ゴルフ・リゾート事業については天候不順による影響、ＩＴ事業については予定を下回

るサーバー賃貸料収入、建設事業については公共工事削減による影響、インベストメント事業については株安、と

様々な逆風を予想しております。よって連結売上高の減少が見込まれるため、業績予想を修正しております。 

 通期の連結業績予想数値は１ページ【平成21年９月期の連結業績予想】に記載したとおりであります。 

 なお、詳細は平成21年８月７日公表の「営業外損失の発生及び平成21年９月期通期（連結・個別）業績予想の修

正に関するお知らせ」をご参照ください。 

（参考）株式併合に伴う１株当たり数値の遡及修正 

 平成20年６月30日現在の株主名簿及び実質株主名簿に記載又は記録された株主に対し、平成20年７月１日付で、そ

の所有する株式10株を１株に併合いたしました。その結果、発行済株式総数は併合前の424,428,513株から、併合後

は42,442,851株となりました。当該併合が前連結会計年度の開始日（平成19年10月１日）に行われたと仮定した場合

の、前年第３四半期及び前連結会計年度における１株当たり情報は以下のとおりであります。  

４．その他 

（１）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更に伴う特定子会社の異動） 

 当社は、平成21年２月10日をもって連結子会社であった株式会社Ａ.Ｃファイナンスを吸収合併し、連結の範

囲から除外しております。 

（２）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 

 １．原価差異の配賦方法 

 原価差異の配賦方法については、予定価格等を適用しているために原価差異が生じた場合、当該原価差異の

棚卸資産と売上原価への配賦を年度決算と比較して簡便的な方法によっております。 

 ２．固定資産の減価償却費の算定方法 

 定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法に

よっております。 

 ３．税金費用の算定方法 

 法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法に

よっております。 

 ４．棚卸資産の評価方法 

 棚卸資産の簿価切り下げにあたっては、収益性が低下していることが明らかな棚卸資産についてのみ正味売

却額を見積り、簿価切り下げを行っております。 

（３）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 

 １．四半期財務諸表に関する事項の変更 

  当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に

関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務

諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

 ２．たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更 

 通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、個別法による原価法によっておりましたが、第１

  20年９月期第３四半期 20年９月期 

 １株当たり四半期（当期）純利益 △22円67銭 △56円36銭

 潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益 － － 

 １株当たり純資産 329円91銭 296円03銭
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四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日）が

適用されたことに伴い、個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切り下げ

の方法）により算定しております。 

 これにより、当第３四半期連結累計期間の営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失は、それぞれ

4,067千円増加しております。 

 ３．重要な減価償却資産の減価償却の方法の変更 

 有形固定資産 

 当社及び連結子会社は、従来、主として定額法によっておりましたが、第１四半期連結会計期間より、平成20

年10月１日以降に取得した建物を除く有形固定資産の減価償却の方法を定率法に変更しております。 

 この変更は、投下資本の早期回収を通じて、より合理的な期間損益計算を行うため及び財務体質の強化を図る

ために行ったものであります。 

 これにより、当第３四半期連結累計期間の営業損失が778千円増加し、経常損失及び税金等調整前四半期純損

失が、それぞれ59,278千円増加しております。 

 ４．リース取引に関する会計基準の適用 

   （貸主側） 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

おりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議会第

一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針

第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士 会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））が平成20年４月１

日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができることになったことに伴い、当

第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を早期適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっておりま

す。 

 これにより、営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失に与える影響は軽微であります。 

   （借主側） 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

おりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議会第

一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針

第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士 会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））が平成20年４月１

日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができることになったことに伴い、当

第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を早期適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっておりま

す。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額

法を採用しております。 

 なお、リース取引開始日が適用初年度前である所有権移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しております。 

 これにより、営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失に与える影響はありません。 
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５．四半期連結財務諸表 
（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21年６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20年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,115,968 3,578,905

受取手形・完成工事未収入金等 338,361 375,685

有価証券 － 400

リース投資資産 95,719 －

未成工事支出金 248,625 165,959

その他のたな卸資産 50,206 56,310

未収消費税等 56,397 8,764

未収入金 755,206 1,754,077

営業出資金 － 997,000

営業貸付金 422,874 478,834

その他 116,799 108,294

貸倒引当金 △535,969 △1,975,262

流動資産合計 4,664,189 5,548,969

固定資産   

有形固定資産   

賃貸資産   

リース資産 － 121,786

賃貸資産合計 － 121,786

社用資産   

建物及び構築物（純額） 868,725 820,123

機械装置及び運搬具（純額） 99,436 122,568

器具備品（純額） 906,516 812,255

土地 2,846,141 2,515,453

社用資産合計 4,720,820 4,270,401

有形固定資産合計 4,720,820 4,392,187

無形固定資産   

その他 13,563 17,189

無形固定資産合計 13,563 17,189

投資その他の資産   

投資有価証券 107,148 123,782

関係会社株式 929,776 880,652

投資不動産 1,937,630 2,066,652

長期貸付金 1,565 2,009

長期未収入金 478,544 －

破産更生債権等 1,924,377 －

その他 191,643 582,966

貸倒引当金 △2,115,435 △381,581

投資その他の資産合計 3,455,251 3,274,482

固定資産合計 8,189,636 7,683,859

資産合計 12,853,826 13,232,828
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年６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20年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 307,887 291,386

未払金 218,739 －

未払法人税等 36,530 34,790

未払消費税等 2,440 89,876

未成工事受入金 153,188 －

賞与引当金 3,293 5,951

その他 72,181 358,265

流動負債合計 794,261 780,270

固定負債   

退職給付引当金 177,057 164,887

長期預り保証金 327,405 －

その他 1,458 315,639

固定負債合計 505,921 480,526

負債合計 1,300,183 1,260,797

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,500,000 3,500,000

資本剰余金 11,769,273 15,551,943

利益剰余金 △3,111,555 △6,432,379

自己株式 △604,074 △604,069

株主資本合計 11,553,642 12,015,493

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 － △43,462

評価・換算差額等合計 － △43,462

純資産合計 11,553,642 11,972,031

負債純資産合計 12,853,826 13,232,828
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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）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 2,749,630

売上原価 1,353,938

売上総利益 1,395,692

販売費及び一般管理費 1,507,992

営業損失（△） △112,299

営業外収益  

受取利息 1,591

受取配当金 63

有価証券売却益 14,449

受取給付金 11,108

持分法による投資利益 49,123

その他 33,550

営業外収益合計 109,888

営業外費用  

その他 10,373

営業外費用合計 10,373

経常損失（△） △12,784

特別利益  

前期損益修正益 287

貸倒引当金戻入額 27,212

その他 5,796

特別利益合計 33,296

特別損失  

投資有価証券売却損 3,124

投資不動産売却損 111,891

固定資産除売却損 34

投資有価証券評価損 51,855

貸倒引当金繰入額 305,705

特別損失合計 472,610

税金等調整前四半期純損失（△） △452,098

法人税、住民税及び事業税 9,747

法人税等合計 9,747

四半期純損失（△） △461,845
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（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 929,281

売上原価 418,511

売上総利益 510,769

販売費及び一般管理費 536,907

営業損失（△） △26,137

営業外収益  

受取利息 63

受取配当金 63

受取給付金 5,837

営業外収益合計 5,964

営業外費用  

持分法による投資損失 28,374

その他 3,018

営業外費用合計 31,392

経常損失（△） △51,566

特別利益  

投資有価証券評価損戻入額 3,652

貸倒引当金戻入額 10,368

特別利益合計 14,020

特別損失  

固定資産除売却損 11

貸倒引当金繰入額 6,731

特別損失合計 6,743

税金等調整前四半期純損失（△） △44,289

法人税、住民税及び事業税 1,058

法人税等合計 1,058

四半期純損失（△） △45,347
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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）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年６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損失（△） △452,098

減価償却費 347,729

のれん償却額 1,402

貸倒引当金の増減額（△は減少） 294,560

その他の引当金の増減額（△は減少） 9,999

受取利息及び受取配当金 △1,655

持分法による投資損益（△は益） △49,123

有価証券売却損益（△は益） △14,449

投資有価証券売却損益（△は益） 3,124

投資有価証券評価損益（△は益） 51,855

投資不動産売却損益（△は益） 111,891

リース投資資産の増減額（△は増加） 23,015

売上債権の増減額（△は増加） △40,885

未成工事支出金の増減額（△は増加） △82,665

たな卸資産の増減額（△は増加） 6,104

未収入金の増減額（△は増加） 35,215

営業出資金の増減額（△は増加） 15,000

営業貸付金の増減額（△は増加） 55,960

仕入債務の増減額（△は減少） 16,501

未払金及び未払費用の増減額（△は減少） 62,618

未成工事受入金の増減額（△は減少） 40,280

未払消費税等の増減額（△は減少） △135,456

その他 13,072

小計 311,995

利息及び配当金の受取額 1,655

法人税等の支払額 △14,599

営業活動によるキャッシュ・フロー 299,051

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有価証券の取得による支出 △80,180

有価証券の売却による収入 94,879

有形固定資産の取得による支出 △789,979

投資有価証券の売却による収入 5,060

無形固定資産の取得による支出 △1,300

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△574

貸付金の回収による収入 1,428

その他 8,681

投資活動によるキャッシュ・フロー △761,983

財務活動によるキャッシュ・フロー  

自己株式の取得による支出 △4

財務活動によるキャッシュ・フロー △4

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △462,937

現金及び現金同等物の期首残高 3,578,905

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,115,968
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 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

（４）継続企業の前提に関する注記 

 該当事項はありません。 

（５）セグメント情報 

a.事業の種類別セグメント情報 

当第３四半期連結会計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30日） 

  

当第３四半期連結累計期間（自平成20年10月１日 至平成21年６月30日） 

 （注）１．事業区分の方法 

日本標準産業分類を参考に、経営の多角化の実態が具体的かつ適切に開示できるよう、事業を区分しており

ます。 

 
ゴルフ・リ
ゾート事業
（千円） 

ファイナン
ス事業  
（千円）  

インベス
トメント
事業 

（千円）

建設事業 
 （千円）

リアルエ
ステート
事業 

（千円） 

ＩＴ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 
469,897 4,710 － 312,129 44 142,500 929,281 － 929,281 

(2）セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

－ 2,841 － － － － 2,841 △2,841 － 

計 469,897 7,551 － 312,129 44 142,500 932,122 △2,841 929,281 

 営業利益又は営

業損失(△) 
△94,470 △11,717 △412 22,541 △7,458 51,132 △40,385 14,247 △26,137 

 
ゴルフ・リ
ゾート事業
（千円） 

ファイナン
ス事業  
（千円）  

インベス
トメント
事業 

（千円）

建設事業 
 （千円）

リアルエ
ステート
事業 

（千円） 

ＩＴ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 
1,089,596 15,972 － 1,066,518 44 577,500 2,749,630 － 2,749,630 

(2）セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

－ 9,055 － － － － 9,055 △9,055 － 

計 1,089,596 25,027 － 1,066,518 44 577,500 2,758,686 △9,055 2,749,630 

 営業利益又は営

業損失(△) 
△301,978 △164,687 △2,879 30,764 △24,650 305,952 △157,480 45,180 △112,299 
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２．各事業の主要事業内容 

b.所在地別セグメント情報 

  本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

c.海外売上高 

  海外売上高がないため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 

 当社は、平成20年12月26日付で、資本準備金の取崩しを行い欠損の填補に充当いたしました。この結果、資本

余剰金が、第１四半期連結会計期間において3,782,669千円減少し、当第３四半期連結累計期間末において

11,769,273千円となっております。 

（７）重要な後発事象 

該当事項はありません。 

事業区分 主要製品 

ゴルフ・リゾート事業 ゴルフ場の買収、運営を行っております。 

ファイナンス事業 リース業、割賦販売、貸金業を行っております。 

インベストメント事業  不動産、投資事業組合等へ投資しております。 

建設事業  
推進工法による下水道、電力、上水道及びその他地下埋設ライフラインの管

渠、敷設工事の請負施工をしております。  

リアルエステート事業  不動産の売買及び仲介等に関する事業を行っております。 

ＩＴ事業  マルチメディア端末のサーバーサービス事業を行っております。 
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「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

前第３四半期連結累計期間（平成19年10月１日～平成20年６月30日） 

科目 

前年同四半期 
（平成20年９月期 
第３四半期） 

金額（千円） 

Ⅰ 売上高 3,287,059 

Ⅱ 売上原価 1,736,708 

売上総利益 1,550,350 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,548,487 

営業利益 1,863 

Ⅳ 営業外収益 68,151 

Ⅴ 営業外費用 630,477 

経常損失（△） △560,462 

Ⅵ 特別利益 519,194 

Ⅶ 特別損失 837,212 

税金等調整前四半期純損失（△） △878,480 

法人税、住民税及び事業税 38,221 

四半期純損失（△） △916,702 
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（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

前第３四半期連結累計期間（平成19年10月１日～平成20年６月30日） 

   
前年同四半期 

(平成20年９月期 
第３四半期) 

区分 
注記
番号

金額（千円） 

Ⅰ 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損失（△）  △878,480 

減価償却費  302,256 

減損損失  123,581 

貸倒引当金の増加・減少（△）額  241,673 

退職給付引当金の増加・減少(△)額  △32,980 

持分法による投資損失  475,043 

有形固定資産売却益  △475,048 

有価証券評価損  32,992 

有価証券売却損  70,280 

投資有価証券売却益  △30,758 

投資有価証券評価損  227,150 

投資不動産売却損  126,797 

売上債権の増加（△）・減少額  175,537 

未成工事支出金の増加（△）・減少額  100,245 

預け金の増加（△）・減少額  550,000 

未収入金の増加（△）・減少額   △910,191 

営業出資金の増加（△）・減少額   60,000 

営業貸付金の増加（△）・減少額  533,915 

その他流動資産の増加（△）・減少額   5,436 

仕入債務の増加・減少（△）額  △73,264 

未成工事受入金の増加・減少（△）額  23,270 

その他  134,067 

小計  781,523 

利息及び配当金の受取額  3,532 

法人税等の支払額  △40,879 

営業活動によるキャッシュ・フロー  744,177 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー    

   有価証券の売却による収入  141,165 

有形固定資産の取得による支出  △46,109 

有形固定資産の売却による収入   2,076,706 

投資有価証券の取得による支出  △65,400 

投資有価証券の売却による収入  160,420 

子会社株式の売却による収入  40,000 

投資不動産の取得による支出  △2,361,956 

貸付金の回収による収入  24,725 

その他の投資支出  △122,447 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △152,895 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

自己株式の取得による支出  △3 

財務活動によるキャッシュ・フロー  △3 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加・減少（△）
額 

 591,278 

   新規連結による現金及び現金同等物の 
 増加額 

 2,819 

   連結除外による現金及び現金同等物の 
 減少額 

 △14,141 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  3,033,868 

Ⅵ 現金及び現金同等物の四半期末残高  3,613,825 
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（３）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

前第３四半期連結累計期間（平成19年10月１日～平成20年６月30日） 

 （注）１．事業区分の方法 

日本標準産業分類を参考に、経営の多角化の実態が具体的かつ適切に開示できるよう、事業を区分しており

ます。 

２．各事業の主要事業内容 

３．営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用はありません。 

〔所在地別セグメント情報〕 

  本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

〔海外売上高〕 

  海外売上高がないため該当事項はありません。 

 
ゴルフ・リ
ゾート事業
（千円） 

ファイナ
ンス事業  
（千円）  

インベス
トメント
事業 

（千円）

建設事業 
 （千円）

リアルエ
ステート
事業 

（千円）

ＩＴ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 
1,139,263 67,931 － 1,397,364 － 682,500 3,287,059 － 3,287,059 

(2）セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

－ 23,949 － － － － 23,949 △23,949 － 

計 1,139,263 91,880 － 1,397,364 － 682,500 3,311,008 △23,949 3,287,059 

 営業費用 1,511,739 63,689 13,539 1,436,769 28,197 255,638 3,309,573 △24,377 3,285,195 

 営業利益又は営

業損失(△) 
△372,475 28,190 △13,539 △39,404 △28,197 426,861 1,435 428 1,863 

事業区分 主要製品 

ゴルフ・リゾート事業 ゴルフ場の買収、運営を行っています。 

ファイナンス事業 リース業、割賦販売、貸金業を行っています。 

インベストメント事業  不動産、投資事業組合等へ投資しています。 

建設事業 
推進工法による下水道、電力、上水道及びその他地下埋設ライフラインの管

渠、敷設工事の請負施工をしています。  

リアルエステート事業  不動産の売買及び仲介等に関する事業を行っています。 

ＩＴ事業  マルチメディア端末のサーバーサービス事業を行っております。 
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