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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

連結経営指標等

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

回次
第17期

第１四半期連結累計(会計)期間
第16期

会計期間
自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日

自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日

売上高 (千円) 12,707,790 118,933,479

経常利益又は経常損失（△） (千円) △1,743,485 10,565,432

当期純利益又は
四半期純損失（△）

(千円) △1,186,362 4,646,720

純資産額 (千円) 39,146,113 41,769,610

総資産額 (千円) 278,416,810 254,244,989

１株当たり純資産額 (円) 1,214.86 1,296.29

１株当たり当期純利益又は
四半期純損失（△）

(円) △36.82 135.56

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益

(円) ─ 135.37

自己資本比率 (％) 14.1 16.4

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △25,396,619 △40,669,853

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △1,505,669 △22,175,271

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 32,595,911 42,076,110

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) 29,249,552 23,555,929

従業員数 (名) 681 584

(注)  １　売上高には、消費税等は含まれておりません。

２　第17期第１四半期連結会計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在する

ものの、１株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。
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２ 【事業の内容】

当第１四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれてい

る事業の内容に重要な変更はありません。

　また、主要な関係会社についても異動はありません。

　

３ 【関係会社の状況】

当第１四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

　

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社における状況

　平成20年６月30日現在

従業員数(名) 681 (108)

(注) １　従業員数は、当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グループへの出向

者を含む就業人員であります。

２　従業員数の（外書）は、臨時従業員の当第１四半期連結会計期間の平均雇用人員（１日８時間換算）でありま

す。

３　従業員数が当第１四半期連結会計期間において97名増加しております。その主な理由は、事業の拡大に伴う新

卒採用の実施によるものであります。

　

　

(2) 提出会社の状況

　平成20年６月30日現在

従業員数(名) 380 (―)

(注) １　従業員数は、当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向を含む人員であります。

２　従業員数の（外書）は、臨時従業員の当第１四半期会計期間の平均雇用人員（１日８時間換算）であります。

３　従業員数が当第１四半期会計期間において63名増加しております。その主な理由は、事業の拡大に伴う新卒採

用の実施によるものであります。
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 売上高の状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

事業 項目

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

金　額
(千円)

構成比
(％)

不動産販売事業

マンション 8,925,155 70.2

戸建住宅 414,373 3.3

土地 329,800 2.6

その他 32,210 0.2

小　計 9,701,539 76.3

不動産賃貸事業 945,097 7.4

不動産管理事業 412,956 3.3

広告宣伝事業 1,593,562 12.6

その他事業 54,635 0.4

合　　　計 12,707,790 100.0

(注) １　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　　 ２  当社グループの売上高は、主力の不動産販売事業に関わる住宅の引渡が２月から３月に集中するため、第４四半

期連結会計期間に偏重する傾向があります。

　

(2) 契約実績　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

事業 項目

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

件数
金　額
(千円)

不動産販売事業

マンション 570 20,825,776

戸建住宅 13 621,362

土地 10 1,277,906

合　　　計 593 22,725,044

(注) １　件数欄については、マンションは戸数、戸建住宅は棟数、土地は区画数を表示しております。

　　 ２  上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

(3) 契約残高　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

事業 項目

当連結会計年度
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

件数
金　額
(千円)

不動産販売事業

マンション 949 40,638,686

戸建住宅 9 450,171

土地 8 1,147,026

合　　　計 966 42,235,883

(注) １　件数欄については、マンションは戸数、戸建住宅は棟数、土地は区画数を表示しております。

　　 ２  上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

２ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において経営上の重要な契約等は行なわれておりません。
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３ 【財政状態及び経営成績の分析】

(1)業績の状況

当社グループの営業基盤である首都圏における平成21年３月期第１四半期（平成20年４月１日～平成

20年６月30日）のマンション供給戸数は、平成19年６月の建築基準法改正に伴う建築確認手続きの厳格

化を反映した住宅着工戸数の減少が引き続き見られたほか、各社が売れ行きの鈍化を受け新規供給を調

整する傾向などが見られた結果、11,277戸（前年同期15,149戸に対し25.6％減、株式会社不動産経済研究

所調べ）と、前年同期に比べ減少いたしました。

このような状況下において、当社グループは物件の採算性を重視した仕入活動、費用対効果を追求した

販売活動を行った結果、主力の不動産販売事業のうちマンション販売事業については、契約高20,825百万

円（前年同期比5.6％増）となりました。

当社グループの当第１四半期の業績は、売上高12,707百万円（前年同期比6,340百万円の減収、33.3％

減）、経常損失1,743百万円（前年同期は経常利益559百万円）、四半期純損失1,186百万円（前年同期は

四半期純利益131百万円）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。

（不動産販売事業）

不動産販売事業のうちマンション販売事業については、売上高8,925百万円（前年同期比5,438百万円

の減収、37.9％減）となりました。当第１四半期における戸建販売事業を含めた不動産販売事業全体の売

上高は9,701百万円（前年同期比6,565百万円の減収、40.4％減）となりました。

不動産販売事業におきましては、顧客への引渡時に売上が計上されるため、その引渡時期により四半期

ごとの売上高に偏りが生じる傾向にあります。平成21年３月期におきましては、引渡の大半を第２四半期

以降に予定しているため、当第１四半期におけるマンションの引渡戸数は通期の引渡計画に対して少な

くなっております。

当第１四半期におきましては、当初予定どおり前年同期に比べ大規模物件の引渡がなかったため減収

減益となっておりますが、営業の実績を表す契約高は前年同期に比べ増加しており、マンション販売活動

は堅調に推移いたしました。

（不動産賃貸事業）

不動産賃貸事業については、前年同期に比べ賃貸物件保有残高が増加したことにより、不動産賃貸事業

の売上高は945百万円（前年同期比379百万円の増収、67.0％増）となりました。

（不動産管理事業）

不動産管理事業の売上高は、管理受託戸数が平成20年５月末現在で187棟13,716戸となったことなどに

より、412百万円（前年同期比35百万円の増収、9.5％増）となりました。

（広告宣伝事業）

広告宣伝事業の売上高は、1,593百万円（前年同期比45百万円の減収、2.8％減）となっております。

（その他事業）

その他の事業については、日綜不動産株式会社を中心に施設管理、ホテル運営、給食の提供等の事業を

主に行っておりましたが、平成20年３月31日付で当該事業の譲渡を行ったことなどにより、その他の事業

の売上高は合計で54百万円（前年同期比144百万円の減収、72.5％減）となりました。
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(2)キャッシュ・フローの状況

当第１四半期末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、期首残高より5,693百万円増

加し、29,249百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果、減少した資金は25,396百万円となりました。これは、用地取得によるたな卸資産の増

加が主な要因であります。　

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果、減少した資金は1,505百万円となりました。これは、再開発事業に伴う有形固定資産の

増加が主な要因であります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果、増加した資金は32,595百万円となりました。これは、借入れによる収入が、借入金の返

済よる支出を上回ったことが主な要因であります。

　

(3)事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結会計期間において、当連結会社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更

及び新たに生じた課題はありません。

　

なお、当社は平成20年５月15日開催の取締役会において、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する

者の在り方に関する基本方針（以下「会社の支配に関する基本方針」といいます。）を定めており、その

内容等（会社法施行規則第127条各号に掲げる事項）は次のとおりであります

　

（会社の支配に関する基本方針）

1.会社の支配に関する基本方針の内容

上場会社である当社の株式は株主、投資家による自由な取引が認められており、当社の株式に対する大

規模な買付けの提案またはこれに類似する行為があった場合においても、当社の企業価値および株主共

同の利益に資する買付提案等に基づくものであれば、当社はこれを一概に否定するものではありません。

そして、会社の支配権の移転を伴うような買付提案等があった場合であっても、株主の皆様がこれを受け

容れて買付提案等に応じるか否かの判断は、最終的に株主の皆様の判断に委ねられるべきものであると

考えております。

しかしながら、大規模な買付提案等は、それが成就すれば、当社グループの経営に直ちに大きな影響を

与え得るものであり、当社グループの企業価値および株主共同の利益に重大な影響を及ぼす可能性を内

包しております。

一方で、実際には、大規模な買付提案等に関する十分な情報の提供なくしては、株主の皆様が当該買付

提案等により当社グループの企業価値に及ぼす影響を適切に判断することは困難であります。とりわけ、

当社グループの企業価値に係る特有の事情をも考慮すると、当社は、当該買付提案等を行う者から株主の

皆様の判断に必要かつ十分な情報を提供していただくこと、さらに、その提案する経営方針等が当社グ

ループの企業価値に与える影響を当社取締役会が検討・評価して株主の皆様の判断の参考に供するこ

と、場合によっては、当社取締役会が買付提案等または当社グループの経営方針等に関して当該買付提案

等を行う者と交渉または協議を行い、あるいは当社取締役会としての経営方針等の代替的提案を株主の

皆様に提示することは、当社の取締役としての責務であると考えております。
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また、近時の日本の資本市場と法制度の下においては、当社グループの企業価値または株主共同の利益

に対する明白な侵害をもたらすような大規模な買付提案等がなされる可能性は、決して否定できない状

況にあります。かかる状況の下においては、当社は、大規模な買付提案等を行う者による情報提供、当社取

締役会による検討・評価といったプロセスを確保するとともに、当社グループの企業価値または株主共

同の利益に対する明白な侵害を防止するための対抗措置を準備しておくことも、また当社の取締役とし

ての責務であると考えております。

　

2.会社の支配に関する基本方針の実現に資する取り組み

当社では、多数の投資家の皆様に長期的に継続して当社に投資していただくため、当社の企業価値・株

主共同の利益を向上させるための取り組みとして、以下の施策を実施しております。これらの取り組み

は、会社の支配に関する基本方針の実現に資するものと考えております。

(1)当社グループの基本的な事業運営の考え方

当社グループは首都圏を主な営業エリアに、住宅一次取得者をメインターゲットとした不動産販売事

業をコア事業としております。首都圏の住宅一次取得者は30歳代が大半を占めており、現在、団塊ジュニ

ア世代が主力購買層化していること、首都圏への人口流入傾向が今後も継続すると見込まれることから、

需要の拡大を想定しております。

一方で、団塊ジュニア世代は様々な嗜好、ライフスタイルを持つと言われており、従来にも増して顧客

ニーズは多様化すると考えられ、これらのニーズに合致した商品の企画・提供がより一層重要になって

いくものと思われます。

こうした多様化する顧客のニーズに対応すべく的確なマーケティングに基づき、差別化した商品企画

を盛り込むとともに、設計・施工の各工程に積極的に関与し、徹底した品質管理を行うことにより、顧客

満足度の高い商品の提供に努めることに加え、コスト削減による収益性の向上のほか、採算を重視した仕

入を拡大し、当社グループの総合的な事業拡大により、継続的な収益成長を目標としております。

また、当社創業15周年に当たり、ブランド構築の取り組みの一環として平成19年８月１日に分譲マン

ションシリーズ等のブランドを「ヴェレーナ」に統一いたしました。今後とも多角的なマーケティング

に基づいた採算重視の仕入を継続するとともに、地域密着型、高層タワー型、郊外中心の大規模型等の各

種マンション、戸建分譲など、地域特性や市場特性、顧客ニーズ等に対応した商品・サービスを提供し、収

益性の向上を図ってまいります。あわせて、不動産販売事業の拡大による管理戸数の伸長と共に、不動産

管理事業が拡大しており、それに付随する商品・サービスの提供によって、新たな収益機会を追求してお

ります。

事業エリアにつきましては、最大の住宅市場を有し、当社がそのマーケットを熟知している首都圏に特

化し、投下資本の集中化を図り、より一層の効率化を目指しております。また、関西地区におきましては日

綜不動産株式会社を拠点とし、営業エリアの拡大を図ってまいります。

不動産賃貸事業につきましては、安定収入の確保とともに、従来からの柱である不動産販売事業との相

乗効果による収益の拡大を目指し、保有資産の拡大を図ってまいります。

広告宣伝事業につきましては、株式会社ミクプランニングが従来から強みとしておりますイベント・

プロモーションの企画、施設開発サービスに加え、不動産広告に注力し、グループ各社との連携強化を

図ってまいります。
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(2)グループ経営理念

当社グループは、最適な住環境の創造を通して、社会発展に貢献するとともに社員一人一人の人間尊重

の経営を行うことを経営理念として創業し、「日本綜合地所は豊かな住生活のご提案を通じて、お客様の

夢をカタチにし、毎日の新しい笑顔を生み出していきます。」をブランドプロミスとして掲げ、日々の事

業活動を通じて、企業としての社会的責任を果たし、健全な事業成長を遂げることにより、社会の発展に

貢献することを目指しております。

(3)利益還元の考え方

当社は、「株主の皆様に対する適正かつ安定的な利益還元の継続」を利益配分に関する基本方針とし

ており、内部留保とのバランスを考慮しつつ安定的な配当に努めるとともに、配当性向については概ね

30％を目安として業績に応じた還元を図っていく所存であります。

内部留保金につきましては、内外の経営環境の変化に即応できること、安定した利益還元が継続できる

ことを目的として、その拡充に努めるとともに事業の再投資等に充当し、一層の経営基盤の強化を図って

いく考えであります。

(4)コーポレート・ガバナンスについて

当社は、コーポレート・ガバナンスを重要な経営課題の一つとして認識しており、経営に当たっては、

当社取締役会を中心に意思決定の迅速化を図るとともに、事業環境の変化に対応すべく組織体制の整備

・強化に努めております。

当社は、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため、平成20年４月１日付で執行役員制度を導

入し、組織体制の整備を進めております。また、当社取締役会の監督機能強化を目的として、平成20年６月

27日開催の第16回定時株主総会において、社外取締役２名を選任しております。

　

3.大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）

当社は、特定株主グループ（注1）の議決権保有割合（注2）を20%以上とすることを目的とする当社株

券等（注3）の買付行為、または結果として特定株主グループの議決権保有割合が20%以上となる当社株

券等の買付行為（取引所有価証券市場における買付け、公開買付け、その他具体的な買付方法の如何を問

いませんが、当社取締役会が予め同意したものを除きます。以下、かかる買付行為を「大規模買付行為」

といい、大規模買付行為を行う者を「大規模買付者」といいます。）が行われた場合の対応策（以下「本

施策」といいます。）を導入しております。

本施策は、当社グループの企業価値に重大な影響を及ぼす場合において、当社グループの企業価値を確

保しまたは向上させるため、大規模買付行為に適切な対応を行うことを目的としております。

　

(1)本施策の概要

本施策は、大規模買付者が従うべき大規模買付者による情報提供の手続き等について定めたルール

（以下「大規模買付ルール」といいます。）と、大規模買付行為に対して大規模買付者が大規模買付

ルールを遵守しない場合または大規模買付行為によって当社グループの企業価値が毀損される場合に

当社がとりうる対抗措置（以下「大規模買付対抗措置」といいます。）から構成されております。

本施策においては、まず、大規模買付ルールとして、大規模買付者に対し、株主および当社取締役会に

よる判断のための情報提供と、当社取締役会による検討・評価の期間の付与を要請しております。
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本施策においては、次に、当社取締役会が、大規模買付対抗措置として、会社法その他の法令および当

社定款によって認められる相当な対抗措置の発動を決議するための要件を、大規模買付者が大規模買

付ルールを遵守しない場合または大規模買付行為によって当社グループの企業価値または株主共同の

利益が著しく毀損される場合に限定することといたしました。

(2)大規模買付ルール

①取締役会に対する情報提供

まず、大規模買付者には、大規模買付行為に先立ち、当社取締役会に対し、当社株主の判断および当社

取締役会としての意見形成のために必要かつ十分な日本語による情報（以下「本情報」といいま

す。）を書面で提供していただきます。

②取締役会における検討および評価

次に、大規模買付者には、当社取締役会に対する本情報の提供を完了した日から60日間（大規模買付

行為が、対価を現金のみとする公開買付けによる当社全株式の買付けの場合）または90日間（その他

の大規模買付行為の場合）（以下「取締役会評価期間」といいます。）が経過するまでは、大規模買付

行為を行わないこととしていただきます。

当社取締役会は、取締役会評価期間中、外部専門家等の助言を受けながら、提供された本情報の検討

および評価を行い、当該大規模買付行為または当該大規模買付者の提案にかかる経営方針等に関して、

独立委員会の勧告を最大限尊重し、大規模買付対抗措置発動の是非について決議します。

③独立委員会における検討および勧告

当社取締役会は大規模買付ルールを適正に運用し、取締役会によって恣意的な判断がなされること

を防止するための機関として、独立委員会を設置します。取締役会評価期間中、当社取締役会は、本情報

および本情報の取締役会による評価および分析結果を独立委員会に提供します。独立委員会は、取締役

会の諮問に基づき、取締役会による評価、分析結果および外部専門家の意見を参考にし、また、判断に必

要と認める情報等をみずから入手、検討して取締役会に勧告を行います。

(3)大規模買付対抗措置

①大規模買付対抗措置の内容

大規模買付者が大規模買付ルールに定める手続に従うことなく大規模買付行為を行った場合等、後

記②に述べる一定の大規模買付対抗措置の発動の要件をみたす場合は、当社取締役会は、独立委員会の

勧告を最大限尊重し、新株予約権の無償割当等、会社法その他の法令および当社定款によって認められ

る相当な大規模買付対抗措置を決議することができるものとします。

②大規模買付対抗措置の発動の要件

当社取締役会が、具体的な大規模買付対抗措置の発動を決議することができるのは、次の各号に定め

る要件を具備する場合に限るものとします。

1)大規模買付者が意向表明書を当社取締役会に提出せず、またはその他大規模買付ルールに定める

十分な情報提供を行うことなく大規模買付行為を行った場合、大規模買付者が取締役会の評価期間が

経過する前に大規模買付行為を行った場合、その他大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しなかっ

た場合

2)大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合であっても、大規模買付行為が当社グループの

企業価値または株主共同の利益を著しく毀損すると独立委員会が判断し、大規模買付対抗措置を発動

すべきとの勧告がなされた場合
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③大規模買付対抗措置の発動の手続

当社取締役会が、具体的な大規模買付対抗措置の発動を決議するにあたっては、当社取締役会の判断

の客観性および合理性を担保するため、独立委員会の意見、勧告を最大限尊重し、また、外部専門家等の

助言も受けつつ、大規模買付対抗措置の発動の是非について決議を行うものとします。

(4)本施策の有効期間ならびに廃止および変更

本施策の有効期間は、平成20年６月27日開催の第16回定時株主総会終結後３年以内に終了する事業年

度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。

また、本施策の有効期間満了前であっても、企業価値および株主共同の利益確保または向上の観点か

ら、関係法令の整備等の状況を踏まえ、本施策を委任の趣旨に反しない範囲で当社取締役会において随時

修正・見直し（本施策に関する法令・証券取引所規則等の新設または改廃が行われ、かかる新設または

改廃を反映するのが適切である場合、誤字脱字等の理由により字句の修正を行うのが適切である場合を

含む。）することができるものとし、また当社の株主総会で選任された取締役から構成される当社取締役

会において本施策を廃止する旨の決議が行われた場合には、本施策は廃止されるものとします。なお、本

項に基づき本施策が廃止または変更される場合には、必要と認められる範囲においてその旨について開

示いたします。

(5)本施策の合理性について

①企業価値・株主共同の利益の確保・向上の目的

本施策は、株主をして大規模買付行為に応じるか否かについての適切な判断を可能ならしめ、かつ当

社グループの企業価値および株主共同の利益に対する明白な侵害を防止するため、大規模買付者が従

うべき大規模買付ルール、ならびに当社が発動しうる大規模買付対抗措置の要件および内容を予め設

定するものであり、当社グループの企業価値および株主共同の利益の確保および向上を目的とするも

のとして会社の支配に関する基本方針に沿うものと考えております。

また、大規模買付ルールの内容ならびに大規模買付対抗措置の内容および発動要件は、当社グループ

の企業価値および株主共同の利益の確保および向上という目的に照らして合理的であり、当社グルー

プの企業価値および株主共同の利益の確保および向上に資するような大規模買付行為までも不当に制

限するものではないと考えます。

②事前開示

本施策における大規模買付ルールの内容ならびに大規模買付対抗措置の内容および発動要件は、い

ずれも具体的かつ明確に示しており、株主、投資家および大規模買付者にとって十分な予見可能性を与

えるものであると考えます。

③導入手続きおよび改廃の可能性

本施策は、平成20年５月15日開催の当社取締役会において、全取締役の賛成により導入が決定された

ものであり、当該取締役会には当社監査役３名（うち２名は社外監査役）および当社取締役全員が出

席したうえ、いずれの監査役も、本施策の具体的運用が適正に行われることを条件として本施策に賛同

する旨の意見を述べています。
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また、本施策は、当社の株券等を大量に買い付けた者が指名し、株主総会で選任された取締役により

廃止することができるとされており、いわゆるデッドハンド型買収防衛策（取締役会の構成員の過半

数を交代させても、なお発動を阻止できない買収防衛策）ではありません。また、当社はいわゆる期差

任期制を採用していませんので、本施策はいわゆるスローハンド型買収防衛策（取締役会の構成員の

交替を一度に行うことができないことから、発動を阻止するためには取締役会の構成員の過半数の交

替を待たねばならない買収防衛策）でもありません。

したがって、本施策の継続、廃止または変更の是非の判断には、株主総会における決議を通じて株主

の意思が反映されうるものであり、本施策が当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではない

ものと考えます。

④取締役会の判断の客観性・合理性の確保

本施策においては、大規模買付対抗措置の発動の要件として、客観的かつ明確な要件を定めており、

発動の要件に該当するか否かの判断に当社取締役会の恣意的判断の介入する余地を可及的に排除して

おります。また、大規模買付対抗措置の発動の手続を定め、当社取締役会の恣意的な判断を排除してお

ります。

したがって、本施策においては、当社取締役会が大規模買付対抗措置の発動を決議するにあたり、そ

の判断の客観性・合理性を担保するための十分な仕組みが確保されているものと考えます。

(6)本施策が株主および投資家に及ぼす影響について

①大規模買付ルールが株主および投資家に及ぼす影響

大規模買付ルールは、大規模買付者が大規模買付行為を行うにあたって従うべきルールを定めたも

のにとどまり、導入時において新株予約権その他の株券等を発行するものではありませんので、株主お

よび投資家の権利利益に影響を及ぼすものではありません。

大規模買付ルールは、当社の株主をして、必要かつ十分な情報をもって大規模買付行為について適切

な判断をすることを可能ならしめるものであり、当社の株主共同の利益に資するものと考えます。

なお、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守するか否かにより、大規模買付行為に対する当社の対

応が異なる可能性がありますので、株主および投資家の皆様におかれましては、大規模買付者の動向に

ご注意ください。

②大規模買付対抗措置の発動が株主および投資家に及ぼす影響

大規模買付対抗措置を発動した場合でも、当該大規模買付行為にかかる特定株主グループの株主に

は、その法的権利または経済的利益に損失を生ぜしめる可能性がありますが、それ以外の株主の法的権

利または経済的利益には格別の損失を生ぜしめることは想定しておりません。当社取締役会が大規模

買付対抗措置の発動または不発動を決議した場合は、法令および証券取引所規則に従って、適時に適切

な開示を行います。
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大規模買付対抗措置として株主に対する無償割当の方法によって新株予約権の発行がなされる場合

は、当社取締役会で定めて公告する基準日における最終の株主名簿または実質株主名簿に記載または

記録された株主に対し、その所有株式数に応じて新株予約権が割り当てられますので、名義書換未了の

株主には、当該基準日までに名義書換を完了していただく必要があります。また、新株予約権の行使に

際しては、株主には、新株を取得するために、所定の期間内に一定の金額の払込みを行っていただく必

要があり、かかる手続を行わない場合は、当該株主の議決権保有割合が希釈化することになります。た

だし、当社が新株予約権を取得し、これと引換えに当社株式を交付することができるとの取得条項が、

新株予約権の発行要項に定められた場合において、当社が取得の手続を取ったときは、取得の対象とな

る新株予約権を保有する株主は、金銭を払い込むことなく当社株式を受領することになります（なお、

この場合、かかる株主には、別途、特定株主グループに属する者でないこと等を誓約する当社所定の書

式による書面をご提出いただくことがあります。）。

なお、大規模買付対抗措置として新株予約権の無償割当を実施することを決議した場合であって、新

株予約権の無償割当を受けるべき株主が確定した後において、当社取締役会が、新株予約権の無償割当

を中止し、または無償割当された新株予約権を無償で取得する場合には、結果として1株あたりの株式

の価値の希釈化は生じないため、新株予約権の無償割当の対象となる株主が確定した後に売買を行っ

た投資家の皆様は、株価の変動により相応の損害を被る可能性があります。

　

（注1）特定株主グループとは、

①当社株券等の保有者（金融商品取引法第27条の23第１項に規定する保有者をいい、同条第３項に基

づき保有者とみなされる者を含みます。以下、同じとします。）およびその共同保有者（金融商品取引

法第27条の23第５項に規定する共同保有者をいい、同条第６項に基づき共同保有者とみなされる者を

含みます。以下、同じとします。）、または

②当社株券等の買付け等（金融商品取引法第27条の２第１項に規定する買付け等をいい、取引所有価

証券市場において行われるものを含みます。以下、同じとします。）を行う者およびその特別関係者

（金融商品取引法第27条の２第７項に規定する特別関係者をいいます。以下、同じとします。）をいい

ます。

（注2）議決権保有割合とは、

特定株主グループが上記(注1)の①の場合においては当該保有者の株券等保有割合（金融商品取引法

第27条の23第４項に規定する株券等保有割合をいい、当該保有者の保有株券等の数（同項に規定する

保有株券等の数をいいます。）も計算上考慮されるものとします。）をいい、特定株主グループが上記

(注1)の②の場合においては当該大規模買付者および当該特別関係者の株券等保有割合（金融商品取

引法第27条の２第８項に規定する株券等保有割合をいいます。）の合計をいいます。

（注3）株券等とは、

金融商品取引法第27条の23第１項に規定する株券等をいいます。以下、同じとします。
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(4)研究開発活動

該当事項はありません。

　

(5)経営成績に重要な影響を与える要因及び経営戦略の現状と見通し

首都圏マンション市場におきましては、潜在的な需要は旺盛であるものの、価格の上昇による需要

の減退や建築基準法改正に伴う建築確認の長期化等により、供給、契約ともに弱含みで推移しており

ます。

当社グループにおきましては、このような状況下において、多角的なマーケティングに基づき採算

を重視した仕入を行い、適正価格での供給に努め、積極的な販売活動を展開してまいります。
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

当第１四半期連結会計期間において、重要な設備の異動は行なわれていません。

　

(2) 設備の新設、除却等の計画

当第１四半期連結会計期間において、前連結会計年度末に計画中であった重要な設備の新設、除却等に

ついて、重要な変更並びに重要な設備計画の完了はありません。

　また、当第１四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 100,000,000

計 100,000,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
第１四半期会計期間末現在

発行数(株)
(平成20年６月30日)

提出日現在発行数(株)
(平成20年８月７日)

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 35,217,873 35,217,873
東京証券取引所
（市場第一部）

─

計 35,217,873 35,217,873 ― ―

(注)　提出日現在の発行数には、平成20年８月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行さ

れた株式数は含まれておりません。
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(2) 【新株予約権等の状況】

①　新株予約権＜１＞

株主総会の特別決議日（平成15年６月27日）

第１四半期会計期間末現在
（平成20年６月30日）

新株予約権の数（個）　                （注）１　 380

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ─

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数 (株)　 （注）２ 38,000

新株予約権の行使時の払込金額 (円)　　 1,433円 

新株予約権の行使期間
  平成17年７月１日～
平成20年６月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額 (円)　　 （注）３

発行価格　　1,433
資本組入額　　717

新株予約権の行使の条件

新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社、
当社の子会社並びに当社の関連会社の取締役、監査役または使
用人その他これに準ずる地位にあることを要する。ただし、任
期満了による退任、定年退職その他これに準ずる正当な理由の
ある場合（死亡の場合を除く。）はこの限りでない。
その他の条件は、本株主総会および新株予約権発行の取締役会
決議に基づき、当社と新株予約権者の間で締結する「新株予約
権割当契約」に定めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権を第三者に譲渡、
質入その他の処分をすることができない。

代用払込みに関する事項 ─

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

─

（注）１．新株予約権１個につき目的となる株式数は、100株であります。

２．当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式により新株予約権の

目的たる株式の数を調整するものとします。ただし、この調整は、当該時点で権利行使していない新株予約権の

目的たる株式の数についてのみ行うものとし、調整の結果生じる１株未満の端数は切り捨てるものとします。

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

３．新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式に

より払込金額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げます。

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額×
１

　分割・併合の比率

また、新株予約権発行後、時価を下回る価額で新株式の発行（平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ

21の規定に基づく新株予約権の行使による場合並びに「商法等の一部を改正する法律（平成13年法律128

号）」による改正前の商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権の行使による場合を除く。）または自己株

式の処分を行う場合は、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ず

る１円未満の端数は切り上げます。また、「既発行株式数」とは、発行済株式の総数から当社の保有する自己株

式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する株式数」に読み替

えるものとします。

既発行
株式数

新規発行株式数 × １株当たり払込金額

調整後払込金額 ＝調整前払込金額 ×
＋　　　　　　　１株当たり時価

　既発行株式数　 ＋　 新規発行株式数
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②　新株予約権＜２＞

株主総会の特別決議日（平成16年６月29日）

第１四半期会計期間末現在
（平成20年６月30日）

新株予約権の数（個）　　　  　　　　　（注）１ 700

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） ─

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数 (株)　 （注）２ 70,000

新株予約権の行使時の払込金額 (円)　 　 1,290円

新株予約権の行使期間
  平成18年７月１日～
平成21年６月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額 (円)　 　（注）３

発行価格　　1,290
資本組入額　　645

新株予約権の行使の条件

新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社、
当社の子会社並びに当社の関連会社の取締役、監査役または使
用人その他これに準ずる地位にあることを要する。ただし、任
期満了による退任、定年退職その他これに準ずる正当な理由の
ある場合（死亡の場合を除く。）はこの限りでない。
その他の条件は、本株主総会および新株予約権発行の取締役会
決議に基づき、当社と新株予約権者の間で締結する「新株予約
権割当契約」に定めるところによる。

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権の割当を受けた者は、新株予約権を第三者に譲渡、
質入その他の処分をすることができない。

代用払込みに関する事項 ─

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項

─

（注）１．新株予約権１個につき目的となる株式数は、100株であります。

２．当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式により新株予約権の

目的たる株式の数を調整するものとします。ただし、この調整は、当該時点で権利行使していない新株予約権の

目的たる株式の数についてのみ行うものとし、調整の結果生じる１株未満の端数は切り捨てるものとします。

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

３．新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式に

より払込金額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げます。

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額×
１

　分割・併合の比率

また、新株予約権発行後、時価を下回る価額で新株式の発行（平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ

21の規定に基づく新株予約権の行使による場合並びに「商法等の一部を改正する法律（平成13年法律128

号）」による改正前の商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権の行使による場合を除く。）または自己株

式の処分を行う場合は、それぞれの効力発生の時をもって、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ず

る１円未満の端数は切り上げます。また、「既発行株式数」とは、発行済株式の総数から当社の保有する自己株

式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する株式数」に読み替

えるものとします。

既発行
株式数

新規発行株式数 × １株当たり払込金額

調整後払込金額 ＝調整前払込金額 ×
＋　　　　　　　１株当たり時価

　既発行株式数　 ＋　 新規発行株式数
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(3) 【ライツプランの内容】

　　　　　該当事項はありません。

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日

発行済株式

総数増減数

（株）

発行済株式

総数残高

(株）

資本金増減額

（千円）

資本金残高

（千円）

資本準備金

増減額

（千円）

資本準備金

残高

（千円）

平成20年６月30日 ─ 35,217,873 ─ 14,119,757 ─ 14,425,998

　

(5) 【大株主の状況】

当第１四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりません。

　（注）当第１四半期会計期間において、ゴールドマン・サックス証券株式会社から平成20年６月19日付で関東財務

局長に提出された大量保有報告書により、平成20年６月13日現在で以下の株式を所有している旨の報告を受けて

おりますが、当社として当第１四半期会計期間末の実質所有株式数の確認ができておりません。 

　なお、その大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

ゴールドマン・サックス・
インターナショナル

PETERBOROUGH COURT,133 FLEET STREET,
LONDON EC4A 2BB U.k.

1,204 3.42

　

(6) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、実質株主が把握できず、記載することができ

ませんので、直前の基準日である平成20年３月31日現在で記載しております。
　

① 【発行済株式】

平成20年３月31日現在
区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式（自己株式等） ― ― ―

議決権制限株式（その他） ― ― ―

完全議決権株式（自己株式等）
(自己保有株式)

普通株式　 3,000,400
― ―

完全議決権株式（その他） 普通株式  32,215,400 322,154 ―

単元未満株式 普通株式　　 　2,073 ― ―

発行済株式総数           35,217,873 ― ―

総株主の議決権 ― 322,154 ―

(注)　「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が30,500株（議決権305個）含ま

れております。

　

② 【自己株式等】

平成20年３月31日現在

所有者の氏名

または名称
所有者の住所

自己名義

所有株式数

（株）

他人名義

所有株式数

（株）

所有株式数

の合計

（株）

発行済株式

総数に対する

所有株式数の

割合(％)

(自己保有株式)
 日本綜合地所株式会社

東京都港区高輪２-21-463,000,400─ 3,000,4008.5

計 ― 3,000,400─ 3,000,4008.5
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２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

　

月別
平成20年
　４月 　５月 　６月

最高(円) 1,0101,160 918

最低(円) 790 858 696

(注)　株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

　

３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動はありません。
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第５ 【経理の状況】

１　四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19

年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

　

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第１四半期連結累計期間(平成20年４月１

日から平成20年６月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、あずさ監査法人により四半期レビュー

を受けております。
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1【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１四半期連結会計期間末
(平成20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３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 30,051,654 24,358,014

受取手形及び売掛金 1,166,912 3,040,013

有価証券 19,950 19,966

販売用不動産 21,779,727 17,652,216

仕掛販売用不動産 141,445,902 128,490,217

仕掛品 517,106 371,147

その他 6,931,769 5,467,712

貸倒引当金 △6,282 △21,137

流動資産合計 201,906,741 179,378,151

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 23,701,340 23,542,303

減価償却累計額 △2,517,257 △2,276,602

建物及び構築物（純額） 21,184,082 21,265,700

土地 43,127,169 43,051,821

その他 2,224,554 920,084

減価償却累計額 △118,515 △111,354

その他（純額） 2,106,038 808,730

有形固定資産合計 66,417,290 65,126,252

無形固定資産

のれん 1,126,345 1,233,301

その他 70,003 76,179

無形固定資産合計 1,196,349 1,309,481

投資その他の資産

投資有価証券 4,934,166 4,290,167

その他 4,039,377 4,218,875

貸倒引当金 △77,113 △77,938

投資その他の資産合計 8,896,429 8,431,104

固定資産合計 76,510,069 74,866,837

資産合計 278,416,810 254,244,989

EDINET提出書類

日本綜合地所株式会社(E03978)

四半期報告書

21/32



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20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３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 14,193,074 17,622,709

短期借入金 36,585,350 16,648,750

短期社債 4,400,000 －

1年内返済予定の長期借入金 35,904,512 36,777,672

1年内償還予定の社債 11,596,000 11,596,000

未払法人税等 60,639 3,747,448

賞与引当金 221,913 367,824

完成工事補償引当金 33,996 37,558

債務保証損失引当金 23,000 23,000

その他 7,827,020 6,340,493

流動負債合計 110,845,506 93,161,457

固定負債

社債 11,766,000 11,766,000

長期借入金 112,872,571 103,729,804

退職給付引当金 635,917 615,921

役員退職慰労引当金 251,179 283,364

その他 2,899,524 2,918,831

固定負債合計 128,425,191 119,313,921

負債合計 239,270,697 212,475,378

純資産の部

株主資本

資本金 14,119,757 14,119,757

資本剰余金 16,236,981 16,236,981

利益剰余金 14,524,652 17,644,061

自己株式 △5,096,465 △5,096,465

株主資本合計 39,784,925 42,904,333

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △645,312 △1,141,222

評価・換算差額等合計 △645,312 △1,141,222

少数株主持分 6,500 6,500

純資産合計 39,146,113 41,769,610

負債純資産合計 278,416,810 254,244,989
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(2)【四半期連結損益計算書】
　　【第１四半期連結累計期間】

（単位：千円）

当第1四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
 至 平成20年６月30日)

売上高 ※１
 12,707,790

売上原価 9,790,535

売上総利益 2,917,254

販売費及び一般管理費 ※２
 3,684,942

営業損失（△） △767,688

営業外収益

受取利息 3,196

受取配当金 52,559

違約金収入 30,425

その他 39,200

営業外収益合計 125,381

営業外費用

支払利息 1,086,683

その他 14,495

営業外費用合計 1,101,179

経常損失（△） △1,743,485

特別利益

貸倒引当金戻入額 15,680

特別利益合計 15,680

税金等調整前四半期純損失（△） △1,727,805

法人税、住民税及び事業税 38,992

法人税等調整額 △580,435

法人税等合計 △541,443

四半期純損失（△） △1,186,362
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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１四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
 至 平成20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（△） △1,727,805

減価償却費 255,847

のれん償却額 106,955

持分法による投資損益（△は益） 5,553

賞与引当金の増減額（△は減少） △145,910

貸倒引当金の増減額（△は減少） △15,680

退職給付引当金の増減額（△は減少） 19,996

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △32,185

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） △3,562

受取利息及び受取配当金 △55,755

支払利息 1,086,683

売上債権の増減額（△は増加） 1,873,100

たな卸資産の増減額（△は増加） △17,265,899

仕入債務の増減額（△は減少） △3,429,634

前払費用の増減額（△は増加） △554,336

その他の流動資産の増減額（△は増加） △80,730

敷金及び保証金の増減額（△は増加） △16,163

投資その他の資産の増減額（△は増加） 47,285

未払消費税等の増減額（△は減少） △416,052

前受金の増減額（△は減少） 940,858

預り金の増減額（△は減少） △1,524,654

その他 268,781

小計 △20,663,309

利息及び配当金の受取額 53,389

利息の支払額 △1,060,897

法人税等の支払額 △3,725,801

営業活動によるキャッシュ・フロー △25,396,619

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 △26,038

定期預金の払戻による収入 26,021

有形固定資産の取得による支出 △1,495,104

貸付けによる支出 △15,000

貸付金の回収による収入 1,051

出資金の回収による収入 3,000

その他 400

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,505,669

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 35,536,600

短期借入金の返済による支出 △15,600,000

長期借入れによる収入 15,955,400

長期借入金の返済による支出 △7,685,793

社債の発行による収入 8,700,000

社債の償還による支出 △4,300,000

配当金の支払額 △10,295

財務活動によるキャッシュ・フロー 32,595,911

現金及び現金同等物に係る換算差額 －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 5,693,622

現金及び現金同等物の期首残高 23,555,929

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※１
 29,249,552

EDINET提出書類

日本綜合地所株式会社(E03978)

四半期報告書

24/32



【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】

　
当第１四半期連結会計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

１　会計処理の原則及び手続きの変更

重要な資産の評価基準及び評価方法の変更

たな卸資産

当連結会計年度の第１四半期連結会計期間から、「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）を適用しております。

この結果、従来の方法によった場合に比べて、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

48,861千円増加しております。

なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。

　

　

【簡便な会計処理】

　
当第１四半期連結会計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

１　棚卸資産の評価方法

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。
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【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

　
当第１四半期連結会計期末
(平成20年６月30日)

前連結会計年度末
(平成20年３月31日)

１  保証債務

顧客住宅ローンに関する

抵当権設定登記完了まで

の金融機関等に対する連

帯保証債務 4,211,200千円

１  保証債務

顧客住宅ローンに関する

抵当権設定登記完了まで

の金融機関等に対する連

帯保証債務 18,975,470千円

　

(四半期連結損益計算書関係)

　
当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日)

※１　季節変動性

当社グループの売上高は、主力の不動産販売事業に関わる住宅の引渡が２月から３月に集中するため、第４四

半期連結会計期間に偏重する傾向があります。

※２　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

広告宣伝費 1,324,038千円

給料手当 808,293

賞与引当金繰入額 144,341

役員退職慰労引当金繰入額 10,758

退職給付費用 36,611

のれん償却額 106,955

　

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　

当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日)

※１　現金及び現金同等物の四半期期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定 30,051,654千円

預入期間が3ヶ月を

超える定期預金 796,102

質権付定期預金 6,000

現金及び現金同等物 29,249,552
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(株主資本等関係)

当第１四半期連結会計(累計)期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

１　発行済株式に関する事項

株式の種類
当第１四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 35,217,873

　

　

２　自己株式に関する事項

株式の種類
当第１四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 3,000,435

　

　

３　配当に関する事項

　(1) 配当金支払額

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成20年６月27日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 1,933,04660.00平成20年３月31日 平成20年６月30日

　
　(2) 基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の効

力発生日が当四半期連結会計期間の末日後となるもの
　

　　　該当事項はありません。
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(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)
（単位：千円）

不動産
販売事業

不動産
賃貸事業

不動産
管理事業

広告
宣伝事業

その他
事業

計
消去又は
全社

連結

売　上　高

(1) 外部顧客に対する売上
高

9,701,539945,097412,9561,593,56254,63512,707,790― 12,707,790

(2) セグメント間の内部売
上高又は振替高

7,278163,253101,1941,174,876― 1,446,602(1,446,602)―

計 9,708,8171,108,350514,1512,768,43854,63514,154,393(1,446,602)12,707,790

営業利益又は営業損失(△) △339,638389,57661,218△190,792△3,246△82,882(684,806)△767,688

(注)１．事業区分の方法 

企業集団の事業内容を勘案して区分しております。

２．各事業区分の主要な内容

不動産販売事業：マンション・戸建住宅・宅地の販売、不動産の仲介

不動産賃貸事業：土地・建物等の賃貸

不動産管理事業：マンション・ビルの管理受託

広告宣伝事業　：広告宣伝の企画・制作、内装工事

その他の事業　：飲食事業の運営など

３．会計処理の方法の変更

(棚卸資産の評価に関する会計基準）

「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」１に記載のとおり、当第１四半期連結会計期

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）を適用しております。この

変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、不動産販売事業において営業損失が48,861千円増加しております。

　

【所在地別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。

　

【海外売上高】

当第１四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年６月30日)

海外売上高がないため、該当事項はありません。

EDINET提出書類

日本綜合地所株式会社(E03978)

四半期報告書

28/32



(１株当たり情報)

１　１株当たり純資産額

当第１四半期連結会計期間末 
(平成20年６月30日)

前連結会計年度末 
(平成20年３月31日)

1,214円86銭 1,296円29銭

　
（注） １株当たり純資産額の算定上の基礎

当第１四半期連結会計期間末 

(平成20年６月30日)

前連結会計年度末

(平成20年3月31日)

　四半期連結貸借対照表の純資産の部の合計額 39,146,113千円 41,769,610千円

普通株式に係る純資産額 39,139,613千円 41,763,110千円

差額の主な内訳

　少数株主持分 6,500千円 6,500千円

普通株式の発行済株式数 35,217千株 35,217千株

普通株式の自己株式数 3,000千株 3,000千株

１株当たり純資産額の算定に用いられた
普通株式の数

32,217千株 32,217千株

　

２　１株当たり四半期純損失及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益

当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

１株当たり四半期純損失　　　　　　　　　　　　　　　　　　36円82銭

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益                           ─

　

（注） １　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純損失

であるため記載しておりません。

２　１株当たり四半期純損失の算定上の基礎

項目
当第１四半期連結累計期間 
(自　平成20年４月１日 
 至　平成20年６月30日)

四半期連結損益計算書上の四半期純損失 △1,186,362千円

普通株式に係る四半期純損失 △1,186,362千円

普通株主に帰属しない金額 ─

普通株式の期中平均株式数 32,217千株

　

　

(重要な後発事象)

　

該当事項はありません。
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２【その他】

　

　該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成20年８月７日

日本綜合地所株式会社

取締役会　御中

　

あずさ監査法人

　

指定社員
業務執行社員

公認会計士　　         渡邉　宣昭　　印

　

指定社員
業務執行社員

公認会計士　　         筆野　　力　　印

　

指定社員
業務執行社員

公認会計士　　         浅岡　伸生　　印

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている日本

綜合地所株式会社の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結累計期間

(平成20年４月１日から平成20年６月30日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照

表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この

四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に

対する結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

　

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、日本綜合地所株式会社及び連結子会社の平成

20年６月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッ

シュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかっ

た。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　
 
(注) １　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告

書提出会社)が別途保管しております。

２　四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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