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【決算概要】 ２．貸借対照表 （単位：百万円） (2-1) たな卸資産 （単位：百万円）

･
 流動資産

･ 現金・預金
売掛金

･ たな卸資産
その他

･  固定資産 (2-2) マンション未契約完成商品 （単位：百万円）
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産

１.損益計算書 （単位：百万円）
 負債

支払手形 (2-3) マンション既契約未引渡商品 （単位：百万円）
 売上高 工事未払金

マンション販売 有利子負債
土地・建物 前受金
賃貸収入その他 その他

 売上原価  純資産
マンション販売 株主資本 (2-4) 有利子負債 （単位：百万円）
土地・建物 資本金等
賃貸収入その他 利益剰余金

自己株式
評価・換算差額等

 販売費及び一般管理費
人件費 ３．キャッシュ・フロー （単位：百万円）
広告宣伝費
物件費  営業キャッシュ・フロー 営業CF

 投資キャッシュ・フロー
 営業外収益  財務キャッシュ・フロー
 営業外費用

 特別利益 投資CF
 特別損失

４．財政指標
財務CF

法人税等調整額

(1-1) マンション販売について （単位：百万円）
■売上高

■契約高 ■通期計画に対する売上確保状況

(1-2) 土地・建物について (1-3) 販管費について
人　 件 　費　：

広告宣伝費　：

物 　件 　費　：

-            437 △ 1,929 △ 1,491 1,772粗利益 603 △ 323 280

役員報酬の減額および従業員給与の改定による支給水準の見直し
等により前年同期比で 8.3％の減少。

未達額
計画 既売上 既契約 計

項目
年初 確保額

2,705      328戸 258戸 売上高 14,065    

5.0%       -            
利　 益 595        
利益率 4.2%       2.8%       13.0%      

12,708    △1,357  
280        353        

10,003    
634        39          

利益率
粗利益 10 △ 272

四 半 期 純 利 益 △900          -△804          

△790          -

税引前四半期純利益

法人税、住民税及び事業税

-

0.0%

△51.0%  

△81.6%  
-

△2,891       

売 上 総 利 益
マンション販売
土 地 ・ 建 物

営 業 利 益

賃貸収入その他

15,000         71.42%
4,315           5,687           131.8%

増減額 増減率

10,713         4,671           6,042           129.4%

通期予測
通期予測に対
する進捗率第3四半期

営業利益は、販売費および一般管理費において前年同期比 1億31百万円の削減を実現したものの、粗利益率の低い商
品の引渡しが続いたため、7億8百万円の損失を計上。

経常利益は、有利子負債の圧縮による支払利息の減少等により、営業外費用で前年同期比 83百万円の削減となるもの
の上記営業損失により 8億7百万円の損失を計上。

四半期純利益は、上記経常損失を主な要因として 8億4百万円の損失を計上。

項　　　目 当　  　期 前年同期
（増減比較）

18               

24               

△7             
319             △1,731       2,051           

4                 40               35               

49               
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398             435             △36            

10,003         

6,402           3,991           
9,723           

15.0%635             

△25            

103             △84            

△4,561       

67.4%

△708          
376             

63               75               △11            

1,028           1,160           

△21.7%  
254             

2,182           

33               

△272          282             

△131          

243             10               
480             △104          

売上高は、新規竣工２物件（シティパークス、西葛西）を含むマンション分譲事業の好調な推移とともに、土地・建物におい
ても6億45百万円の売上を計上したことにより売上高全体で 107億13百万円を計上。

10               

645             365             

10,393         
5,807           

552             83               
34               42               

前期末 当第3四半期末

△1,427       

2,329           

2,270           

△8.3%    

4.1%

7,987           7,987           

12,100         

14,297         

3,915           

8,794           

736             489             

83               193             

4,108           
△14.7%  

当第3四半期末

前期末 当第3四半期末

前期末比

△6,305       

仕掛用不動産

前期末
（当 　期）

第3四半期末
11,250         

434             371             △62            

△6,177       
2,169           2,151           △18            

17,428         

8,722           △6,088       

13               5                 

850             △127          

897             752             △144          
-                 -                 

80               97               16               

△5,502       
3,522           1,769           △1,753       

△246          
9,439           5,924           △3,515       

110             

515             418             △97            
3,305           △802          

4,110           3,305           △804          

前期末

18,405         12,100         △6,305       

△91            △91            -                 
△2             -                 2                 
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6,324           1,863           △4,461       
前期末比

開発用不動産
計

販売用不動産

△9.1%    

簿　　価

-

△8             

-                 
△4,589       △804          

△3,162       一年内返済
△583          

計 9,439           5,924           △3,515       

230             

前期末比

前期末比

前期末比

7,985           
500             

14,810         

6,561           
297             

8,722           

△1,424       
△203          

△6,088       

△11.3%  

長　　　期 858             275             

△16.7%  
-
-

前期末 当第3四半期末

8,581           5,419           
短　　　期 -                 230             

売 上 高 1,599           3,242           1,642           
戸　　数 51戸 96戸 45戸

4,616           1,182           △3,434       
戸　　数 146戸 32戸 △ 114戸

11.4%
△37.6%  

14,810         

 資産合計

 負債純資産合計

△3,784       

-                 

977             

18,405         

62.3%

280             130.4%

経 常 利 益 △900          

-

△3             

280             △1,491       1,772           

29               

-△807          △3,077       
138             221             △83            

△802          

△100.0% 
-

2                 2                 -                 
-                 

3,756           
1,427           

△3,131       

（当期）　第3四半期 前年同四半期 （増減比較）
売上 評価減 計 売上 評価減 計 増減 増減率

戸　数 283戸 - 283戸 134戸 - 134戸 149戸 111.2%
売上高 10,003 - 10,003 4,315 - 4,315 5,687 131.8%

- -            -            利益率 6.0%       - 2.8%       

（当期） 前年同
四半期

（増減比較）

第3四半期 増減

売上高 645 280

70戸
契約高 11,645 8,121 3,524
戸　数

１株当たり  純資産

マンション販売での新規竣工物件が増えたことによる増加により前年
同期比で 4.1％の増加。

前年に臨時的な業務委託費の支出があったこと、ならびに、経費削
減努力等により前年同期比で 21.7％の減少。

（当期） 前年同
四半期第3四半期

1.6%       -            

-            10.1%      

賃貸用マンションおよび投資有価証券の売却等
により、投資キャッシュ・フローは1億51百万円の
増加。

2,151           

自 己 資 本 比 率 22.3%

新規の借入、および当期竣工マンションに係る
事業資金の返済等により財務キャッシュ･フロー
は35億23百万円の減少。27.3% 5.0P

（当 　期）
前期末比

第3四半期末

期 末 残 高 910             

前期末

マンション販売の好調な推移による「たな卸不動
産」の減少とともに、税引前四半期純損失が大幅
に改善したこと、および支払期日未到来による仕
入債務の減少等により営業キャッシュ･フローは
33億52百万円の増加。

142             151             
△2,799       △3,523       
△5,004       △18            

5,914           2,169           

70.7 円 56.9 円 △13.8 円

当第3四半期
△2,347       3,352           

項　　　目 前第3四半期

増 減 額
期 首 残 高
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