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1.  平成23年3月期第2四半期の業績（平成22年4月1日～平成22年9月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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3月期第2四半期 2,948 △31.9 9 △92.7 △76 ― △110 ―

22年3月期第2四半期 4,329 22.4 125 ― 9 ― 8 ―

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3月期第2四半期 △5,646.37 ―

22年3月期第2四半期 434.70 ―

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3月期第2四半期 5,069 522 10.3 26,621.56
22年3月期 6,057 633 10.5 32,267.92

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  522百万円 22年3月期  633百万円

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3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

23年3月期 ― 0.00

23年3月期 
（予想）

― 0.00 0.00

3.  平成23年3月期の業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31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 6,000 △25.3 143 △34.1 0 △100.0 △34 ― △1,732.93



(1) 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。 

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「四半期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。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.5「その他」をご覧ください。）

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3月期2Q 19,672株 22年3月期  19,672株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q  52株 22年3月期  52株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 19,620株 22年3月期2Q 19,620株

※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、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。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）４ページ「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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当業界におきましては、分譲マンションの新設着工戸数は低迷が続いておりましたが、平成22年９月の

分譲マンション着工戸数は前年同月比124.8％増の大幅増で10,524戸となり、平成21年２月以来、１年７

ヶ月ぶりに１万戸を超えました。 

不動産経済研究所発表の首都圏新築マンション発売戸数は、平成22年２月から９月まで、８ヶ月連続し

て前年同月比増加が続いております。平成22年４月から９月までの累計発売戸数は21,702戸であり、平成

21年の同期間の発売戸数17,436戸と比較すると24.5％増加しております。契約率も平成22年１月以降９ヶ

月連続して好調の目安といわれる70％を超えております。 

中古マンションにつきましては、財団法人東日本不動産流通機構のレポートによると、平成22年４月か

ら９月の首都圏の中古マンションの成約戸数は14,688戸と、前年同期の15,476戸と比較して5.1％減とな

りました。一方、価格は上昇傾向にあり、平成22年９月の㎡単価は39.63万円と、前年同月の37.74万円を

5.0％上回っております。 

このような環境の中、当社は平成21年５月から販売していた新築マンション買取再販業務の「ラ・アト

レ湘南藤沢」が完売したため、戸別リノベーションマンションの仕入を確保するための借入枠の拡大に注

力するとともに、売上高確保のため在庫の回転率向上に努めました。 

その結果、当事業年度の売上高及び損益に関わる業績は次の通りであります。 

  

不動産販売事業の売上実績は、以下の通りとなっております。 

 （ⅰ）新築不動産販売部門では、a）デベロップメント業務において、新築マンション「ラ・アトレ西

新宿」（東京都渋谷区）10戸、b)新築マンション販売業務においては、「ラ・アトレ湘南藤沢」（神奈川

県藤沢市）８戸完売、c)ランドプロジェクト業務においては「吉祥寺南町ランドPJ」（東京都武蔵野市）

１区画完売したことで、売上高663百万円となり、前年同四半期比884百万円（57.2％減）の減少となりま

した。またセグメント損失は10百万円となりました。 

（ⅱ）再生不動産 

販売部門では、a)戸別リノベーションマンション販売業務においてリノベーションマンションを69戸引渡

し、b)インベストメントプロジェクト業務においては「エクシードビルPJ」（東京都台東区）１棟完売し

たことにより売上高2,041百万円となり、前年同四半期比448百万円（18.0％減）の減少となりました。ま

たセグメント利益は64百万円となりました。 

以上の結果、不動産販売事業における売上高は2,704百万円、前年同四半期比1,333百万円（33.0％減）

の減少となりました。 

不動産管理事業部門では、前期から当期にかけて資産圧縮の一環として収益用固定資産の販売を積極的

に進めたことと、賃貸中販売用不動産の入居者の退去による販売商品化の結果、売上高230百万円とな

り、前年同四半期比46百万円（16.9％減）の減少となりました。またセグメント利益は73百万円となりま

した。 

なお、セグメント別売上高の概況は以下の通りであります。 

  

1. 当四半期の業績等に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する定性的情報

①売上高

セグメント別売上高の概況 （単位：千円）

セグメント
前第２四半期累計期間

（自 平成21年４月１日
至 平成21年９月30日）

当第２四半期累計期間
（自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日）

構成比 前年同四半
期比
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（注）セグメント利益とは、各セグメントの売上総利益から、販売費用及び営業外費用を差引いたものです。 

  

  

支払利息67百万円を中心に営業外費用が91百万円となった結果、経常損失は76百万円（前年同四半期は

９百万円の利益）となりました。 

  

違約金収入21百万円、固定資産売却損51百万円等の計上により、四半期純損失は110百万円（前年同四

半期は８百万円の利益）となりました。 

  

当第２四半期末の総資産は前事業年度末に比べ987百万円減少し、5,069百万円となりました。これは、

ラ・アトレ西新宿（デベロップメント業務）、エクシードビル（インベストメントプロジェクト業務）等

の販売が進んだ結果、販売用不動産が613百万円、固定資産である萬ビルを売却したこと等により有形固

定資産が330百万円それぞれ減少したこと等が主な原因です。 

また、当第２四半期末の負債合計は前事業年度末に比べ876百万円減少し、4,547百万円となりました。

これは１年内償還予定の社債が200百万円、１年内返済予定の長期借入金が338百万円、長期借入金が167

百万円、それぞれ減少したことが主な原因です。 

当第２四半期末の純資産合計は四半期純損失の計上により利益剰余金が減少したことに伴い、前事業年

度末と比べ110百万円減少し、522百万円となりました。 

  

現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ24百万円減少し、308百万円となりました。当第２四半期

累計期間におけるキャッシュ・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・フローは、税引前四半期純損失110百万円、たな卸資産の減少613百万円等

により462百万円の資金獲得となり前年同四半期と比べ1,291百万円（73.6％減）資金獲得額が減少いたし

ました。 

  

不動産販売事業 4,037,982 2,704,815 91.8% 33.0%減

（新築不動産） (1,548,048) (663,140) (22.5%) 57.2%減

（再生不動産） (2,489,933) (2,041,674) (69.3%) 18.0%減

不動産管理事業 277,663 230,849 7.8% 16.9%減

その他 14,228 12,581 0.4% 11.6%減

合計 4,329,875 2,948,245 100.0% 31.9%減

③経常損失

④四半期純損失

(2) 財政状態に関する定性的情報

①財政状態の変動状況

②キャッシュ・フローの状況

a）営業活動によるキャッシュ・フロー

b）投資活動によるキャッシュ・フロー
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投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の売却による収入255百万円等により250百万円の

資金獲得となり前年同四半期と比べ77百万円（45.0％増）資金獲得額が増加いたしました。 

  

財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出565百万円、社債の償還による支

出212百万円等により737百万円の資金流出となり、前年同四半期と比べ資金流出額が1,348百万円減少い

たしました。 

  

  

当社は、平成22年11月５日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」の通り、第２四半期累計期間

において、競合増加による仕入物件の不足、真夏の猛暑の影響等による販売不振、回転率重視による利

益率の低下、固定資産の売却による特別損失の計上等により、第２四半期累計期間における業績は、売

上高2,948百万円、営業利益９百万円、経常損失76百万円、四半期純損失110百万円に留まりました。 

そのような状況に対応するため、当社は仕入・販売体制の見直しを進め、利益率の改善に努めるとと

もに、在庫戸数を増加させるために仕入資金の調達枠を拡大し、第２四半期以降その効果が表れ始めて

おります。また、更なる一般管理費の削減も実施または予定しております。 

また、財団法人東日本不動産流通機構の調査によると、首都圏の中古マンションの新規登録件数は、

平成22年４月～６月、平成22年７月～９月の２四半期連続して前年同四半期比増加しており、特に７月

～９月は前年同四半期比14.2％増と大幅に増加しております。 

上記の当社の内部要因の改善及び外部環境の好転を背景として、当事業年度の業績予想は、平成22年

11月５日公表の通り、売上高6,000百万円、経常利益0百万円、当期純損失34百万円となる見込みであり

ます。 

  

  

  

  

c）財務活動によるキャッシュ・フロー

(3) 業績予想に関する定性的情報
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当第２四半期会計期間末の貸倒実績率等が前事業年度末に算定したものと著しい変化がないと認められ

るため、前事業年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

たな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。 

定率法を採用している資産については、事業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。 

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。 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、前事業年度末以降に経営環境等、又は、一時差異等の発生

状況に著しい変化が認められた場合に、前事業年度決算において使用した将来の業績予想やタックス・プ

ランニングに当該著しい変化の影響を加味したものを利用する方法によっております。 

  

会計処理基準に関する事項の変更 

（資産除去債務に関する会計基準の適用） 

第１四半期会計期間より、「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。 

  

  

  

  

  

  

2. その他の情報

(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の概要

1.一般債権の貸倒見積高の算定方法

2.たな卸資産の評価方法

3.固定資産の減価償却費の算定方法

4.法人税等並びに繰延税金資産および繰延税金負債の算定方法

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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3. 四半期財務諸表 
 (1) 四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
 (平成22年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 319,758 337,591

売掛金 10,009 7,887

有価証券 1,998 1,998

販売用不動産 2,248,059 2,861,826

その他 54,482 71,219

貸倒引当金 △900 △900

流動資産合計 2,633,409 3,279,623

固定資産   

有形固定資産   

建物 1,015,066 1,097,955

土地 1,332,236 1,577,925

その他 8,386 9,920

有形固定資産合計 2,355,689 2,685,801

無形固定資産 4,410 5,281

投資その他の資産 76,062 80,489

固定資産合計 2,436,162 2,771,572

繰延資産 － 6,102

資産合計 5,069,571 6,057,299

負債の部   

流動負債   

買掛金 217,070 320,572

短期借入金 1,315,400 1,331,725

1年内返済予定の長期借入金 671,123 1,009,753

未払法人税等 1,311 635

引当金 3,600 3,600

その他 110,671 326,120

流動負債合計 2,319,176 2,992,407

固定負債   

社債 150,000 162,500

長期借入金 1,859,973 2,027,232

引当金 22,510 22,124

その他 195,596 219,938

固定負債合計 2,228,080 2,431,795

負債合計 4,547,256 5,424,202
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
 (平成22年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 319,515 319,515

資本剰余金 263,813 263,813

利益剰余金 △59,406 51,375

自己株式 △1,607 △1,607

株主資本合計 522,314 633,096

純資産合計 522,314 633,096

負債純資産合計 5,069,571 6,057,299
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(2) 四半期損益計算書 
  【第２四半期累計期間】 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 4,329,875 2,948,245

売上原価 3,821,269 2,633,764

売上総利益 508,605 314,480

販売費及び一般管理費 383,312 305,380

営業利益 125,293 9,100

営業外収益   

受取利息 75 72

受取配当金 78 99

その他 342 5,071

営業外収益合計 495 5,243

営業外費用   

支払利息 94,309 67,329

支払手数料 18,965 14,947

その他 2,916 8,817

営業外費用合計 116,191 91,093

経常利益又は経常損失（△） 9,597 △76,750

特別利益   

賞与引当金戻入額 1,650 1,971

違約金収入 － 21,000

特別利益合計 1,650 22,971

特別損失   

固定資産売却損 2,453 51,545

社債発行費償却 － 5,311

特別損失合計 2,453 56,857

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 8,793 △110,636

法人税、住民税及び事業税 265 145

法人税等合計 265 145

四半期純利益又は四半期純損失（△） 8,528 △110,781
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 【第２四半期会計期間】 

（単位：千円）

前第２四半期会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期会計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 2,623,872 1,406,229

売上原価 2,288,881 1,298,347

売上総利益 334,990 107,882

販売費及び一般管理費 191,465 147,149

営業利益又は営業損失（△） 143,525 △39,266

営業外収益   

受取利息 51 56

受取配当金 60 80

その他 225 408

営業外収益合計 337 544

営業外費用   

支払利息 40,722 31,191

支払手数料 7,764 6,876

その他 1,301 5,200

営業外費用合計 49,788 43,268

経常利益又は経常損失（△） 94,074 △81,990

特別利益   

賞与引当金戻入額 1,650 1,971

違約金収入 － 21,000

特別利益合計 1,650 22,971

特別損失   

固定資産売却損 － 51,545

社債発行費償却 － 5,311

特別損失合計 － 56,857

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 95,724 △115,876

法人税、住民税及び事業税 132 72

法人税等合計 132 72

四半期純利益又は四半期純損失（△） 95,591 △115,948
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 (3) 四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
（自 平成21年４月1日 
至 平成21年９月30日） 

当第２四半期累計期間 
（自 平成22年４月1日 
至 平成22年９月30日） 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益 8,793 △110,636

減価償却費 27,444 26,462

退職給付引当金の増減額（△は減少） 828 386

受取利息及び受取配当金 △149 △169

支払利息 89,861 65,881

社債利息 4,448 1,448

支払手数料 18,965 14,947

有形固定資産売却損益（△は益） 2,453 51,545

社債発行費償却 901 6,102

売上債権の増減額（△は増加） 9,693 △2,122

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,816,533 613,766

仕入債務の増減額（△は減少） △19,391 △103,501

未払消費税等の増減額（△は減少） 12,747 △2,147

その他 △117,247 △49,732

小計 1,855,884 512,231

利息及び配当金の受取額 150 169

利息の支払額 △95,721 △69,531

支払手数料の支払額 △5,970 △1,386

違約金の受取額 － 21,000

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 40 △25

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,754,383 462,459

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 － △20,000

定期預金の払戻による収入 － 20,000

積立預金の預入による支出 △11,000 △11,400

積立預金の払戻による収入 － 8,400

有形固定資産の取得による支出 △1,284 －

有形固定資産の売却による収入 195,668 255,801

貸付けによる支出 △300 △1,902

貸付金の回収による収入 198 2,101

有価証券及び投資有価証券の取得による支出 △10,000 －

その他 △557 △2,488

投資活動によるキャッシュ・フロー 172,724 250,512
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（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
（自 平成21年４月1日 
至 平成21年９月30日） 

当第２四半期累計期間 
（自 平成22年４月1日 
至 平成22年９月30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） △120,681 △16,325

長期借入れによる収入 － 60,000

長期借入金の返済による支出 △1,920,449 △565,889

社債の償還による支出 △42,500 △212,500

配当金の支払額 △52 △369

リース債務の返済による支出 △2,320 △2,320

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,086,004 △737,404

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △158,896 △24,432

現金及び現金同等物の期首残高 308,441 333,291

現金及び現金同等物の四半期末残高 149,545 308,858
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当第２四半期累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年９月30日) 

該当事項はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記
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(追加情報) 

第１四半期会計期間より「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。 

  

１  報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社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。 

 当社は事業部門、管理部門を基礎とした事業区分別セグメントから構成されており、「新築不動産販売

部門」、「再生不動産販売部門」及び「不動産管理事業部門」の3つを報告セグメントとしております。 

 「新築不動産販売部門」は、新築マンション買取再販業務、デベロップメント業務、ランドプロジェク

ト業務における仕入、販売を主に行っております。「再生不動産販売部門」は、戸別リノベーションマン

ション販売業務、一棟リノベーション分譲業務、インベストメントプロジェクト業務における仕入、内

装、販売を主に行っております。「不動産管理事業部門」は、固定資産として保有する不動産の賃貸管

理、販売用不動産として所有する転売前物件のテナント等の賃貸管理、オーナーから借り上げたマンショ

ンのサブリース、オーナーから管理委託を受けた賃貸管理代行を主に行っております。 

  

２  報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

当第２四半期累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年９月30日) 

 
（注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、リフォーム事業、仲介事

業、損害保険の代理店事業等を含んでおります。 

  

当第２四半期会計期間(自  平成22年７月１日  至  平成22年９月30日) 

(5) セグメント情報

【セグメント情報】

(単位：千円)

報告セグメント
その他
（注）

合計
新築不動産販

売部門
再生不動産販

売部門
不動産管理事

業部門
計

売上高

  外部顧客への売上高 663,140 2,041,674 230,849 2,935,664 12,581 2,948,245

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

－ － － － － －

計 663,140 2,041,674 230,849 2,935,664 12,581 2,948,245

セグメント利益又は損失
（△）

△ 10,292 64,697 73,619 128,025 △ 8,723 119,302

(単位：千円)

報告セグメント
その他
（注）

合計
新築不動産販

売部門
再生不動産販

売部門
不動産管理事

業部門
計

売上高
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（注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、リフォーム事業、仲介事

業、損害保険の代理店事業等を含んでおります。 

  

  

３  報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な

内容(差異調整に関する事項) 

当第２四半期累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年９月30日) 

 
(注)  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及び営業外費用であります。 

  

当第２四半期会計期間(自  平成22年７月１日  至  平成22年９月30日) 

 
(注)  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及び営業外費用であります。 

  

  

４  報告セグメントの変更等に関する事項 

当第２四半期累計期間(自  平成22年４月１日  至  平成22年９月30日) 

該当事項はありません。 

  

５  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 

当第２四半期会計期間(自  平成22年７月１日  至  平成22年９月30日) 

該当事項はありません。 

  

  外部顧客への売上高 266,544 1,019,314 113,429 1,399,288 6,941 1,406,229
  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

－ － － － － －

計 266,544 1,019,314 113,429 1,399,288 6,941 1,406,229

セグメント利益又は損失
（△）

△ 27,848 16,274 32,790 21,216 △ 4,076 17,140

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 128,025

「その他」の区分の損失（△） △ 8,723

全社費用(注) △ 196,052

四半期損益計算書の経常損失 △ 76,750

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 21,216

「その他」の区分の損失（△） △ 4,076

全社費用(注) △ 99,130

四半期損益計算書の経常損失 △ 81,990
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当第２四半期累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日） 

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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4. 補足情報

（1）受注及び販売の状況

①不動産販売事業における当第２四半期までの契約進捗状況

(ⅰ)契約高及び契約残高（受注高及び受注残高） （単位：千円）

前第２四半期 当第２四半期

平成22年３月期 第２四半期 平成23年３月期 第２四半期
（自 平成21年4月1日 至 平成21年9月30日） （自 平成22年4月1日 至 平成22年9月30日）

契約高 契約残高 契約高 契約残高
4,069,227 404,229 2,867,259 316,197

(注) 上記の金額には、消費税は含まれておりません。

（ⅱ）契約進捗率 （単位：千円）

当第2四半期 売上計上分 2,704,815
当第2四半期 契約済売上計上予定分 316,197

合 計 3,021,012

（単位：千円）

不動産販売事業における売上予定 売上計上分進捗率 契約済売上予定分
（売上計上分含）進捗率

事業年度末 5,546,000 48.8% 54.5%

(注)1 上記の金額には、消費税は含まれておりません。
2 契約高及び契約残高については、契約時点での売上計上予定金額であり、契約
時から引渡し時の間で、契約内容に変更等が生じた場合、実際の売上計上金額と
差異が出る可能性があります。
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