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(百万円未満切捨て)

１．平成24年３月期第２四半期の業績（平成23年４月１日～平成23年９月30日）

（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 ％

24年３月期第２四半期 4,067 △33.1 △13 ― △80 ― △93 ―

23年３月期第２四半期 6,078 △12.5 137 ― 71 ― 75 ―

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３月期第２四半期 △1 60 ―

23年３月期第２四半期 1 30 ―

（２）財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

24年３月期第２四半期 9,111 3,681 40.4

23年３月期 8,560 3,494 40.8

(参考) 自己資本 24年３月期第２四半期 3,681百万円 23年３月期 3,494百万円

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３月期 ― ― ― 0 00 0 00

24年３月期 ― ―

24年３月期(予想) ― 0 00 0 00

３．平成24年３月期の業績予想（平成23年４月１日～平成24年３月31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 11,500 28.8 400 89.7 200 97.9 200 85.3 3 44



  

 

 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

・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、四半期財務諸表に対する四半期レビュー手続が実施中です。 

  

・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および合理

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およ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「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

４．その他

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

 ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無

 ② ①以外の会計方針の変更 ： 無

 ③ 会計上の見積りの変更 ： 無

 ④ 修正再表示 ： 無

（３）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３月期２Ｑ 67,000,000株 23年３月期 59,000,000株

② 期末自己株式数 24年３月期２Ｑ 865,768株 23年３月期 865,768株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年３月期２Ｑ 58,265,380株 23年３月期２Ｑ 58,135,169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２四半期累計期間におけるわが国経済は、平成23年３月11日に発生した東日本大震災による落ち込
みから一部に持ち直しの兆しが見られるものの、米国・欧州をはじめとする世界経済の停滞懸念や長引く
円高の影響を受けるなど、予断を許さない状況にあります。 
首都圏分譲マンション市場におきましても、震災後一時は回復基調が見られたものの、雇用情勢や所得

環境の低迷などにより、依然として先行き不透明な状況が続いております。 
このような事業環境のもと、当社におきましては、９月に予定しておりました新規物件の竣工・引渡し

を完了し、当第２四半期累計期間における売上高は40億67百万円（前年同四半期は60億78百万円）となり
ました。 
また、利益面につきましては営業損失は13百万円（前年同四半期は１億37百万円の営業利益）、経常損

失は80百万円（前年同四半期は71百万円の経常利益）、四半期純損失は93百万円（前年同四半期は75百万
円の四半期純利益）となりました。 
なお、当第２四半期会計期間末におきましては、当事業年度における予想引渡し住戸の概ね７割の契約

を確保済みであり、通期販売計画に対し順調に推移しております。 

  

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 
  

 ①不動産販売事業 マンション分譲 

マンション分譲事業は当社の主力事業であり、主に首都圏にて一般顧客向けにマンションを販売
しております。 
販売状況につきましては、当第２四半期累計期間において82戸、27億14百万円の新規契約（前年

同四半期は186戸、60億10百万円）を行うとともに、売上高は118戸、40億16百万円、セグメント利
益（営業利益）は１億49百万円を計上しております（前年同四半期は185戸、59億28百万円の売上
高、３億32百万円のセグメント利益（営業利益））。 
この結果、当第２四半期会計期間末における契約済未引渡残高は130戸、39億61百万円（前年同

四半期は95戸、29億２百万円）であり、未契約完成商品の残高は６戸、２億19百万円（前年同四半
期は34戸、11億10百万円）となっております。 
また、第３四半期会計期間以降に竣工する商品準備高として582戸、209億23百万円（販売開始商

品223戸、うち128戸は契約済）を確保しております（前年同四半期は376戸、129億50百万円（販売
開始商品143戸、うち92戸は契約済））。 
  

 ②不動産販売事業 土地建物 

当社は、マンション分譲事業を主力事業としておりますが、宅地および戸建住宅の販売や建物の
１棟販売も行っております。 
 なお、当第２四半期累計期間においては、戸建１棟を引渡し売上高は31百万円、セグメント利益
（営業利益）は４百万円を計上しております（前年同四半期は宅地472.68㎡を売却し、１億11百万
円の売上高、５百万円のセグメント損失（営業損失））。 
  

 ③その他 

その他につきましては、不動産賃貸事業が主であり、首都圏および近畿圏にて当社が所有してい
るマンション等を、一般顧客向けに賃貸しております。当事業につきましては、主力のマンション
分譲事業への経営資源の集中を図るため、段階的に整理・縮小する基本方針を決定したことに伴
い、最適売却条件を探りつつ適時売却処分を進めております。 
 なお、当第２四半期累計期間においては、18百万円の売上高、９百万円のセグメント利益（営業
利益）を計上しております（前年同四半期は38百万円の売上高、21百万円のセグメント利益（営業
利益））。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する定性的情報
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（資産） 

当第２四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末に比べ５億51百万円増加して91億11百万円と
なりました。これは、前事業年度末における完成在庫の契約引渡しが進んだことにより販売用不動産が３
億円減少したものの、９月の竣工引渡し物件に係る売上代金の入金等により現金及び預金が４億17百万
円、新規仕入契約の締結により前渡金が４億49百万円それぞれ増加したこと等によるものであります。 
当第２四半期会計期間末における負債は、前事業年度末に比べ３億64百万円増加して54億29百万円とな

りました。これは、新規契約に伴う手付金等の前受金が99百万円減少したものの、新築工事の着工や販売
準備のためのモデルルーム設営等により工事未払金が１億68百万円、プロジェクト資金の新規調達等によ
り借入金が２億80百万円それぞれ増加したこと等によるものであります。 
当第２四半期会計期間末における純資産は、前事業年度末に比べ１億86百万円増加して36億81百万円と

なりました。これは、当第２四半期累計期間において、四半期純損失93百万円を計上したものの、第三者
割当増資を実施したことにより資本金等が２億80百万円増加したことによるものであります。 
  

（キャッシュ・フローの状況の分析） 

当第２四半期累計期間における現金及び現金同等物（以下、資金という。）は、前事業年度末より４億
17百万円増加し、17億７百万円となりました。 
 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） 

当第２四半期累計期間における営業活動による資金は、４億84百万円の減少となりました（前年同
四半期は18億82百万円の増加）。 
 これは、新規仕入等によりたな卸資産が増加したことや税引前四半期純損失を計上したこと等によ
るものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期累計期間における投資活動による資金は、３億48百万円の増加となりました（前年同
四半期は３億83百万円の増加）。 
 これは、投資有価証券の売却や賃貸マンションの売却等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） 

当第２四半期累計期間における財務活動による資金は、５億53百万円の増加となりました（前年同
四半期は15億66百万円の減少）。 
 これは、第三者割当増資による資本金等の受入れと、プロジェクト資金の新規調達等による借入金
の増加等によるものであります。 

  

  

平成23年10月21日に公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」により、当第２四半期の業
績予想の修正は行っておりますが、通期の業績予想につきましては、平成23年５月12日に発表したものか
ら変更はございません。 
 今後の市況、業績動向等を踏まえ、修正が必要と判断した場合には、速やかに開示いたします。 

  

（２）財政状態に関する定性的情報

（３）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。 

  

  

該当事項はありません。  

  

２．サマリー情報(その他)に関する事項

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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４．四半期財務諸表
（１）四半期貸借対照表

（単位：千円）

前事業年度
(平成23年３月31日)

当第２四半期会計期間
(平成23年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,290,756 1,707,890

売掛金 5,910 7,323

販売用不動産 593,754 293,303

仕掛販売用不動産 4,642,009 4,854,066

開発用不動産 790,216 833,236

繰延税金資産 109,200 109,700

その他 319,502 844,907

貸倒引当金 △2,953 △2,572

流動資産合計 7,748,397 8,647,856

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 213,585 186,986

工具、器具及び備品（純額） 2,854 2,202

土地 136,229 118,059

リース資産（純額） 2,730 1,950

有形固定資産合計 355,399 309,198

無形固定資産

ソフトウエア 1,521 1,633

その他 76 76

無形固定資産合計 1,598 1,710

投資その他の資産

投資有価証券 369,790 69,820

繰延税金資産 4,700 4,300

その他 85,614 83,172

貸倒引当金 △5,388 △4,911

投資その他の資産合計 454,717 152,382

固定資産合計 811,716 463,290

資産合計 8,560,113 9,111,147
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（単位：千円）

前事業年度
(平成23年３月31日)

当第２四半期会計期間
(平成23年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形 161,175 140,000

工事未払金 165,919 334,193

短期借入金 450,000 602,400

1年内返済予定の長期借入金 2,877,000 2,488,700

未払法人税等 12,223 11,640

前受金 359,500 260,000

賞与引当金 14,414 14,013

その他 146,291 177,224

流動負債合計 4,186,524 4,028,172

固定負債

長期借入金 740,000 1,256,327

退職給付引当金 82,624 97,527

役員退職慰労引当金 34,415 31,665

その他 22,008 16,236

固定負債合計 879,047 1,401,757

負債合計 5,065,572 5,429,930

純資産の部

株主資本

資本金 1,000,000 1,140,000

資本剰余金 2,407,956 2,547,956

利益剰余金 178,379 85,055

自己株式 △91,794 △91,794

株主資本合計 3,494,541 3,681,217

純資産合計 3,494,541 3,681,217

負債純資産合計 8,560,113 9,111,147
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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22年４月１日
至 平成22年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日)

売上高 6,078,400 4,067,346

売上原価 5,254,633 3,569,354

売上総利益 823,767 497,992

販売費及び一般管理費 686,707 511,709

営業利益又は営業損失（△） 137,060 △13,716

営業外収益

受取利息及び配当金 131 123

違約金収入 － 12,800

受取事務手数料 7,150 5,050

販売費用戻り高 3,937 2,994

貸倒引当金戻入額 － 857

その他 1,983 3,773

営業外収益合計 13,202 25,599

営業外費用

支払利息 66,498 78,856

株式交付費 － 2,265

その他 12,754 11,448

営業外費用合計 79,253 92,570

経常利益又は経常損失（△） 71,009 △80,688

特別利益

固定資産売却益 51,957 606

投資有価証券売却益 － 10,000

特別利益合計 51,957 10,606

特別損失

固定資産売却損 42,258 1,185

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 2,118 －

投資有価証券評価損 45 －

減損損失 1,154 1,865

災害による損失 － 17,717

特別損失合計 45,577 20,768

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 77,390 △90,850

法人税、住民税及び事業税 1,900 2,473

法人税等調整額 － －

法人税等合計 1,900 2,473

四半期純利益又は四半期純損失（△） 75,490 △93,323
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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22年４月１日
至 平成22年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23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又は税引前四半期純損失
（△）

77,390 △90,850

減価償却費 4,518 5,395

株式交付費 － 2,265

災害損失 － 17,717

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 2,118 －

減損損失 1,154 1,865

投資有価証券売却損益（△は益） － △10,000

投資有価証券評価損益（△は益） 45 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,041 △857

賞与引当金の増減額（△は減少） △769 △401

退職給付引当金の増減額（△は減少） 11,555 14,903

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △41,581 △2,750

受取利息及び受取配当金 △131 △123

支払利息 66,498 78,856

固定資産売却損益（△は益） △9,698 579

売上債権の増減額（△は増加） △489 △1,413

前受金の増減額（△は減少） △27,550 △99,500

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,425,573 △404,191

仕入債務の増減額（△は減少） △609,425 147,098

前払費用の増減額（△は増加） 7,697 △82,401

未収入金の増減額（△は増加） 2,512 △1,869

その他 39,686 22,192

小計 1,950,146 △403,484

利息及び配当金の受取額 111 93

利息の支払額 △64,243 △77,281

法人税等の支払額 △3,800 △4,001

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,882,214 △484,674

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 － △500

有形固定資産の売却による収入 383,190 39,061

無形固定資産の取得による支出 △701 △312

投資有価証券の売却による収入 － 310,000

貸付金の回収による収入 1,379 283

投資活動によるキャッシュ・フロー 383,868 348,533
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（単位：千円）

前第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)

当第２四半期累計期間
(自 平成23年４月１日
至 平成23年９月30日)

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 910,000 1,071,000

短期借入金の返済による支出 △963,000 △918,600

長期借入れによる収入 － 1,353,000

長期借入金の返済による支出 △1,506,983 △1,224,971

株式の発行による収入 － 278,986

自己株式の取得による支出 △30 －

リース債務の返済による支出 △5,781 △5,781

配当金の支払額 △418 △358

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,566,214 553,275

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 699,868 417,134

現金及び現金同等物の期首残高 922,406 1,290,756

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,622,274 1,707,890
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当第２四半期累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年９月30日） 

 該当事項はありません。 

  

  

当第２四半期累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年９月30日） 

当社は、平成23年９月28日付で、プロスペクト ジャパン ファンド リミテッド、シェアホルダー

ズ コンセンサス ファンド エル・ピーおよびペトラス プロスペクト エル・エル・シーより第三者

割当増資の払込みを受けました。この結果、当第２四半期累計期間において資本金が140,000千円、

資本準備金が140,000千円それぞれ増加し、当第２四半期会計期間末において資本金が1,140,000千

円、資本剰余金が2,547,000千円となっております。 

  

  

当第２四半期累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年９月30日） 

当社は、平成23年11月11日開催の取締役会において、グローベルス横浜特定目的会社に優先出資を

行い、子会社化することを決議いたしました。 

(1)出資の目的 

当社は、横浜をマンション分譲事業における戦略上の重要エリアと位置づけており、同エリア

における事業展開を更に推進するため、また、仕入方法や資金調達方法の新たな取り組みのひと

つとして、同エリアにおいて１プロジェクトの開発および分譲を遂行することを目的に、特定目

的会社に優先出資を行い子会社化いたします。 

(2)出資する子会社の名称、事業内容、規模 

①名称   グローベルス横浜特定目的会社 

②事業内容 資産流動化法に基づく資産流動化計画に従った特定資産の譲受けならびにその開

発、管理および処分 

③資本金  特定資本金 １万円 

(3)出資の時期 

平成23年12月上旬 

(4)出資比率 

資産流動化法に基づく優先出資 100％ 80百万円 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）重要な後発事象
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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

 現金及び預金

 売掛金

 たな卸資産

 前渡金 (2-1-1) マンション未契約完成商品 （単位：百万円）

 前払費用

･  繰延税金資産

 その他

 固定資産

 有形固定資産 (2-1-2) マンション契約済未引渡商品 （単位：百万円）

 無形固定資産

１.損益計算書 （単位：百万円）  投資その他の資産

 負　債

 売　上　高  支払手形

 マンション分譲  工事未払金 (2-2) 有利子負債 （単位：百万円）

 土　地　建　物  有利子負債

 附　帯　収　入  前受金

 賃　貸　収　入  その他

 売上原価  純資産

 マンション分譲  株主資本

 土　地　建　物  資本金等

 附　帯　収　入  利益剰余金 (2-3) 財政指標

 賃　貸　収　入  自己株式

 評価・換算差額等

マンション分譲

土　地　建　物

附　帯　収　入

賃　貸　収　入 ３．キャッシュ・フロー （単位：百万円）

 販売費及び一般管理費 営業CF

 人　 件 　費   営業キャッシュ・フロー

 広告宣伝費   投資キャッシュ・フロー

 物 　件　 費   財務キャッシュ・フロー 投資CF

 営業外収益 財務CF

 営業外費用

 特 別 利 益

 特 別 損 失

 法人税等調整額

(1-1) マンション分譲について

■売上高 （単位：百万円） ■契約高 （単位：百万円）

(1-3) マンション分譲 売上の確保状況について （単位：百万円）

(1-2) 販売費及び一般管理費について

平成24年３月期 第2四半期決算　補足説明資料 平成23年11月11日

項　　　目 前期末 当第2四半期末 前期末比
前期末 当第2四半期末 前期末比

売上高については、当第2四半期累計期間において引渡し可能な完成商品が僅少であったこと等により前年同四半期比で減収。
販売費及び一般管理費については、人件費・広告宣伝費・物件費のいずれの項目においても経費削減を行い、全体では前年同
四半期に比べ 1億 74百万円の削減。
しかしながら利益項目については、上記販管費及び一般管理費の削減があったものの、売上高の減少影響により損失を計上。
　　　営業利益　　　　　△ 13百万円　　（前年同四半期　　1億 37百万円）
　　　経常利益　　　　　△ 80百万円　　（前年同四半期　　　　　71百万円）
　　　四半期純利益　　△ 93百万円　　（前年同四半期　　　　　75百万円）

 販売用不動産 593               293               

1,290            1,707            417                開発用不動産 790               833               

△300            

7,748            8,647            899                仕掛販売用不動産 4,642            4,854            212               

43                 

5                  7                  1                  計 6,025            5,980            △45             

6,025            5,980            △45             

147               597               449               

148               230               81                 前期末 当第2四半期末 前期末比

マンション分譲における商品準備高については、新規契約の堅調な推移により、
　　　未契約 完 成 商 品　　　　　　　　 6戸 （簿   価     1億 79百万円）
　　　契約済 未引渡商品　　　　　    130戸 （売上高   39億 61百万円）
　　　新規竣工予定の商品　　　　    582戸 （売上高  209億 23百万円）　を確保済み。

109               109               -                  戸　　数 14戸 6戸 △ 8戸

20                 14                 △5               簿　　価 467               179               △287            

811               463               △348            

355               309               △46             

1                  1                  -                  前期末 当第2四半期末 前期末比

454               152               △302            戸　　数 166戸 130戸 △ 36戸

項　　　目 当第2四半期 前年同四半期
（増減比較） 第2四半期 （増減比較） 資 産 合 計 8,560            9,111            551               売 上 高 5,263            3,961            △1,301         

前年同期比 増減率 業績予想 予想比 増減率 5,065            5,429            364               

△132      △3.3%     161               4,067            6,078            △2,011         △33.1%   140               △21             

4,016            5,928            △1,911         △32.2%   165               334               168               

4,200       

31                 111               △80             △71.7%   4,067            4,347            280               前期末 当第2四半期末 前期末比

4                  6                  △1               △25.0%   359               260               △99             短　　　　期 450               602               152               

14                 32                 △17             △55.5%   311               348               36                 一年内返済 2,877            2,488            △388            

3,569            5,254            △1,685         △32.1%   3,494            3,681            186               長　　　　期 740               1,256            516               

3,533            5,123            △1,589         △31.0%   3,494            3,681            186               計 4,067            4,347            280               

25                 113               △88             △77.3%   3,407            3,687            280               

-                  -                  -                  -             178               85                 △93             

9                  17                 △7               △43.6%   △91             △91             -                  前期末 当第2四半期末 前期末比

売 上 総 利 益 497               823               △325            △39.5%   -                  -                  -                  自己 資本 比率 40.8% 40.4% △0.4P

482               804               △321            △40.0%   負 債 純 資 産 合 計 8,560            9,111            551               １株当たり純資産 60.11円 55.66円 △4.45円

5                  △1               7                  -             

4                  6                  △1               △25.0%   

前期 当第2四半期

4                  15                 △10             △69.3%   

項　　　目

258               △4               △1.8%     

511               686               △174            △25.5%   新規プロジェクト用地の仕入により「たな卸資産」が増加
したことや、税引前四半期純損失を計上したこと等により
4億 84百万円の減少。

157               222               △64             △29.1%   

100               205               △105            △51.3%   

253               

営 業 利 益 △13             137               △150            

投資有価証券の売却や賃貸マンションの売却を行ったこ
と等により 3億 48百万円の増加。

25                 13                 12                 93.9%       

-             △40        26           -             

第三者割当増資の実施や新規プロジェクト資金の借入
を行ったこと等により 5億 53百万円の増加。92                 79                 13                 16.8%       

-             経 常 利 益 △80             71                 △151            -             △120      39           

10                 51                 △41             △79.6%   

-             

20                 45                 △24             △54.4%   

税引前四半期純利益 △90             77                 △168            

30.2%        法人税、住民税及び事業税 2                  1                  -                  

-                  -                  -                  -             

-             四 半 期 純 利 益 △93             75                 △168            -             △120      26           

項　目
当第2
四半期

前年同
四半期

項　目
前年同期比 増減率 前年同期比 増減率

当第2
四半期

前年同
四半期

△104戸 △55.9%   戸   数 118戸       185戸       △67戸 △36.2%   戸　数 82戸 186戸

売上高 4,016       5,928       △1,911   △3,296   △54.8%   △32.2%   契約高 2,714       6,010       

△11.4%   

△40.0%   利   益 482         804         △321      

利益率 12.0%       13.6%       △1.6P     

未達額
人　 件 　費 ： 延べ従業員数の減少等により、人件費全体で前年

同四半期比 4百万円の減少。

項　目 通期計画
既売上+
既契約

確保率

56.4% △735      

売 上 高 11,425     7,977       69.8% △3,447   

広告宣伝費 ：

-             利 益 率 14.8%       11.9%       

新規竣工物件に係る広告費の効率的運用と経費削
減等により、広告宣伝費全体で前年同四半期比 1
億 5百万円の削減。

利     益 1,687       

- 

951         

物 　件 　費 ： 販売進捗の早期化や完成商品の減少、その他全社
的な経費削減努力等により、物件費全体で前年同
四半期比 64百万円の削減。

マンション分譲については概ね計画通りに推移しており、通期の
業績予想に対して、売上高および利益はそれぞれ 69.8%、56.4%
を確保済み。

△365            553               

増  減  額 368               417               

727               △484            

5                  348               

期末 残高 1,290            1,707            

期首 残高 922               1,290            
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