
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

 
  

 

 
  

 

 

 
  

  
(％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率) 
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四半期決算補足説明資料作成の有無 ：有

四半期決算説明会開催の有無 ：無

(百万円未満切捨て)

１．平成26年３月期第１四半期の連結業績（平成25年４月１日～平成25年６月30日）
（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 ％

26年３月期第１四半期 68,812 4.8 2,047 △57.7 1,843 △57.8 9,891 214.6
25年３月期第１四半期 65,684 39.6 4,841 66.4 4,368 95.3 3,143 △15.9

(注) 包括利益 26年３月期第１四半期 9,933百万円( 218.7％) 25年３月期第１四半期 3,117百万円(△15.7％)

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

26年３月期第１四半期 22.38 11.62
25年３月期第１四半期 7.11 3.69

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

26年３月期第１四半期 297,327 139,080 46.8
25年３月期 275,442 131,314 47.7

(参考)自己資本 26年３月期第１四半期 139,055百万円 25年３月期 131,290百万円

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

25年３月期 － 0.00 － 3.00 3.00
26年３月期 －

26年３月期(予想) 0.00 － 3.00 3.00

(注)直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

上記「配当の状況」は、普通株式に係る配当の状況です。当社が発行する普通株式と権利関係の異なる種類株式(非
上場)の配当の状況については、「種類株式の配当の状況」をご覧ください。

３．平成26年３月期の連結業績予想（平成25年４月１日～平成26年３月31日）

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

第２四半期(累計) 155,000△1.1 6,500△43.5 5,500△46.5 11,00050.4 24.89
通期 330,0009.1 16,000△27.6 14,500△28.5 21,00035.2 45.76

(注)直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



  

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 
  

 

 
  

※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 ― 社（社名） 、除外 ― 社（社名）

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

（３）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

（４）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) 26年３月期１Ｑ 445,337,738株 25年３月期 445,337,738株

② 期末自己株式数 26年３月期１Ｑ 3,405,766株 25年３月期3,399,737株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期１Ｑ 441,934,134株 25年３月期１Ｑ 441,956,425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連結財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。

※ 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。 
  
 
四半期決算補足説明資料につきましては、ＴＤｎｅｔで同日開示するとともに、当社ホームページに掲載いたしま
す。



種類株式の配当の状況 

普通株式と権利関係の異なる種類株式に係る１株当たり配当金の内訳は以下のとおりです。 

 

（第１種優先株式） 

 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 

25年３月期 ─ ─ ─ 8.84 8.84 

26年３月期 ─     

26年３月期(予想)  ─ ─ 8.44 8.44 

 
（第２種優先株式） 

 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 

25年３月期 ─ ─ ─ 8.84 8.84 

26年３月期 ─     

26年３月期(予想)  ─ ─ 8.44 8.44 

 

（第４種優先株式） 

 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 

25年３月期 ─ ─ ─ 8.84 8.84 

26年３月期 ─     

26年３月期(予想)  ─ ─ 8.44 8.44 

 

（第７種優先株式） 

 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 

25年３月期 ─ ─ ─ 10.00 10.00 

26年３月期 ─     

26年３月期(予想)  ─ ─ 9.00 9.00 

 

（第８種優先株式） 

 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 

25年３月期 ─ ─ ─ 10.00 10.00 

26年３月期 ─     

26年３月期(予想)  ─ ─ 9.00 9.00 
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１．当四半期決算に関する定性的情報 

 

（１）経営成績に関する説明 

当第１四半期連結累計期間に㈱穴吹工務店およびその子会社を連結子会社化したことなどにより、営

業収入は688億12百万円（前年同期比31億27百万円増、4.8％増）となりましたが、受け入れた棚卸資産

等について時価評価を行ったことにより連結決算における営業利益への貢献は限定的であること、また、

マンション販売において竣工戸数が前年同期に比べて少ない計画であったことなどから、営業利益は20

億47百万円（同27億94百万円減、57.7％減）、経常利益は18億43百万円（同25億25百万円減、57.8％減）

となりました。四半期純利益は㈱穴吹工務店の連結子会社化に伴う負ののれん発生益の計上などにより

98億91百万円（同67億47百万円増、214.6％増）となりました。 

 
  

（単位：百万円）

区分 
前第１四半期連結累計期間 
（自  平成24年４月１日 
至  平成24年６月30日） 

当第１四半期連結累計期間 
（自  平成25年４月１日 
至  平成25年６月30日）

増減 

営業収入 65,684 68,812 3,127 

営業利益 4,841 2,047 △2,794 

経常利益 4,368 1,843 △2,525 

四半期純利益 3,143 9,891 6,747 

 

セグメントごとの業績は次のとおりであります。なお、各セグメントの金額はセグメント間取引を含

んでおります。 

 

〔セグメント別業績〕  （単位：百万円）

区分 

前第１四半期連結累計期間 
（自  平成24年４月１日 
至  平成24年６月30日） 

当第１四半期連結累計期間 
（自  平成25年４月１日 
至  平成25年６月30日） 

増減 

営業収入 営業利益 営業収入 営業利益 営業収入 営業利益 

不動産開発事業 33,520 3,829 28,513 746 △5,007 △3,082 

不動産管理事業 27,594 1,563 33,521 1,586 5,926 22 

不動産流通事業 4,817 △31 7,882 550 3,065 582 

調整額（消去又は全社） △248 △519 △1,104 △836 △856 △317 

合計 65,684 4,841 68,812 2,047 3,127 △2,794 
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①  不動産開発事業 

連結子会社化した㈱穴吹工務店の寄与はあったものの、マンション販売において竣工戸数が前年

同期に比べて少ない計画であったことから、売上戸数は701戸（前年同期比97戸減）、売上高は252

億65百万円（同75億81百万円減）となり、不動産開発事業の営業収入は285億13百万円（同50億7百

万円減）、営業利益は7億46百万円（同30億82百万円減）となりました。 

なお、当第１四半期連結会計期間末におけるマンション既契約残高は3,159戸、1,071億77百万円

（前年同期末比893戸増、167億5百万円増）となりました。 

 

営業収入内訳 
  

（単位：百万円）

区分 
前第１四半期連結累計期間 
（自  平成24年４月１日 
至  平成24年６月30日） 

当第１四半期連結累計期間 
（自  平成25年４月１日 
至  平成25年６月30日）

増減 

不動産販売 32,859 27,216 △5,643 

その他 661 1,297 636 

合計 33,520 28,513 △5,007 

 

不動産販売の状況   
（単位：百万円） 

区分 

前第１四半期連結累計期間 
（自  平成24年４月１日 
至  平成24年６月30日） 

当第１四半期連結累計期間 
（自  平成25年４月１日 
至  平成25年６月30日）

増減 

戸数 金額 戸数 金額 戸数 金額 

契約実績 

マンション 786戸 31,374 982戸 32,962 196戸 1,587 

戸建 － － 7戸 126 7戸 126 

その他 － 13 － 66 － 53 

合計 786戸 31,387 989戸 33,154 203戸 1,766 

売上実績 

マンション 798戸 32,846 701戸 25,265 △97戸 △7,581 

戸建 － － 14戸 458 14戸 458 

その他 － 13 － 1,492 － 1,479 

合計 798戸 32,859 715戸 27,216 △83戸 △5,643 

契約残高 

マンション 2,266戸 90,472 3,159戸 107,177 893戸 16,705 

戸建 － － 1戸 37 1戸 37 

その他 － － － 66 － 66 

合計 2,266戸 90,472 3,160戸 107,280 894戸 16,808 

（注）契約残高は四半期連結会計期間末の残高であります。 
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②  不動産管理事業 

連結子会社化した㈱穴吹コミュニティおよび㈱穴吹建設が寄与したことなどにより、管理受託収

入は197億61百万円（前年同期比25億58百万円増）、請負工事収入は118億14百万円（同27億42百万

円増）となりました。これらの結果、不動産管理事業の営業収入は335億21百万円（同59億26百万

円増）、営業利益は15億86百万円（同22百万円増）となりました。 

なお、当第１四半期連結会計期間末におけるマンション管理受託戸数は512,577戸（前年同期末

比75,110戸増）、請負工事受注残高は252億71百万円（同71億36百万円増）となりました。 

 

営業収入内訳 
  

（単位：百万円）

区分 
前第１四半期連結累計期間 
（自  平成24年４月１日 
至  平成24年６月30日） 

当第１四半期連結累計期間 
（自  平成25年４月１日 
至  平成25年６月30日）

増減 

管理受託 17,202 19,761 2,558 

請負工事 9,072 11,814 2,742 

その他 1,319 1,945 625 

合計 27,594 33,521 5,926 

 

マンション管理受託戸数 
 

 

区分 
前第１四半期連結会計期間 
（平成24年６月30日） 

当第１四半期連結会計期間 
（平成25年６月30日） 

増減 

マンション管理受託戸数 437,467戸 512,577戸 75,110戸 

 

請負工事の状況 
 

（単位：百万円）

区分 
前第１四半期連結会計期間 
（平成24年６月30日） 

当第１四半期連結会計期間 
（平成25年６月30日） 

増減 

受注残高 18,134 25,271 7,136 
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③  不動産流通事業 

売買仲介および不動産販売が好調に推移したことに加え、連結子会社化した㈱穴吹不動産センタ

ーが寄与したことなどにより、不動産流通事業の営業収入は78億82百万円（前年同期比30億65百万

円増）、営業利益は5億50百万円（同5億82百万円増）となりました。 

 

営業収入内訳 
  

（単位：百万円）

区分 
前第１四半期連結累計期間 
（自  平成24年４月１日 
至  平成24年６月30日） 

当第１四半期連結累計期間 
（自  平成25年４月１日 
至  平成25年６月30日）

増減 

売買仲介 1,567 1,909 342 

不動産販売 2,053 3,265 1,212 

賃貸管理等 1,081 2,368 1,287 

その他 115 338 222 

合計 4,817 7,882 3,065 

 

売買仲介取扱実績  
 

（単位：百万円）

区分 
前第１四半期連結累計期間 
（自  平成24年４月１日 
至  平成24年６月30日） 

当第１四半期連結累計期間 
（自  平成25年４月１日 
至  平成25年６月30日）

増減 

取扱件数 1,264件 1,703件 439件 

取扱高 29,309 41,003 11,694 

 

不動産販売の状況   
（単位：百万円） 

区分 

前第１四半期連結累計期間 
（自  平成24年４月１日 
至  平成24年６月30日） 

当第１四半期連結累計期間 
（自  平成25年４月１日 
至  平成25年６月30日）

増減 

戸数 金額 戸数 金額 戸数 金額 

売上実績 

マンション 117戸 2,053 165戸 3,229 48戸 1,176 

その他 － － － 36 － 36 

合計 117戸 2,053 165戸 3,265 48戸 1,212 
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（２）財政状態に関する説明 

資産、負債及び純資産の状況 
（単位：百万円）

 前連結会計年度 
（平成25年３月31日） 

当第１四半期連結会計期間 
（平成25年６月30日） 

増減 

総資産 275,442 297,327 21,884 

 内、たな卸不動産 94,559 125,626 31,066 

負債 144,127 158,246 14,118 

 内、有利子負債 69,164 72,486 3,322 

純資産 131,314 139,080 7,765 

 内、自己資本 131,290 139,055 7,765 

 自己資本比率 47.7％ 46.8％ △0.9p 

 

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、2,973億27百万円（前期末比218億84百万円増）となりまし

た。これは、「現金及び預金」が270億72百万円減少した一方、たな卸不動産が310億66百万円、「のれ

ん」が21億29百万円、「無形固定資産その他」が70億28百万円それぞれ増加したことなどによるもので

す。 

負債は、1,582億46百万円（同141億18百万円増）となりました。これは、「支払手形及び買掛金」が

80億85百万円減少した一方、「前受金」が60億15百万円、「繰延税金負債」が55億33百万円、有利子負

債が33億22百万円、「退職給付引当金」が39億18百万円それぞれ増加したことなどによるものです。 

純資産は、1,390億80百万円（同77億65百万円増）となりました。これは、普通株式および優先株式

に係る配当金21億65百万円の支払いを行った一方、四半期純利益の計上により、「利益剰余金」が77億

26百万円増加したことなどによるものです。また、自己資本比率は46.8％（同0.9ポイント減）となり

ました。 

なお、これらの増減の多くは、主に㈱穴吹工務店およびその子会社を連結子会社化したことによるも

のです。 

 

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

平成25年５月14日公表の業績予想に変更はありません。 
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２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 

 

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

該当事項はありません。 

 

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

該当事項はありません。 

 

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

該当事項はありません。 

 

（４）追加情報 

（表示方法の変更） 

前第１四半期連結累計期間において営業外収益に計上しておりました「違約金収入」については、

前連結会計年度より「営業収入」に計上する方法に変更いたしました。この変更は、当該収益が当社

の事業活動の結果であり、損益区分をより適切に表示するために行ったものであります。この表示方

法の変更を反映させるため、前第１四半期連結累計期間の四半期連結財務諸表の組替えを行っており

ます。 

この結果、前第１四半期連結累計期間の四半期連結損益計算書において、営業外収益の「違約金収

入」に表示していた32百万円は、「営業収入」として組み替えております。 
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３．四半期連結財務諸表
（１）四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成25年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 116,033 88,961

受取手形及び売掛金 12,666 11,313

有価証券 99 3,099

販売用不動産 20,836 14,485

仕掛販売用不動産 57,021 89,724

開発用不動産 16,701 21,416

その他のたな卸資産 1,391 4,347

繰延税金資産 4,423 3,968

その他 7,005 8,561

貸倒引当金 △26 △19

流動資産合計 236,152 245,858

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 5,904 6,862

減価償却累計額 △2,895 △3,266

建物及び構築物（純額） 3,008 3,595

土地 12,347 13,975

その他 1,381 1,856

減価償却累計額 △859 △1,160

その他（純額） 521 696

有形固定資産合計 15,878 18,266

無形固定資産

のれん 11,131 13,261

その他 3,797 10,825

無形固定資産合計 14,928 24,086

投資その他の資産

投資有価証券 1,804 1,542

繰延税金資産 438 512

その他 6,522 7,352

貸倒引当金 △282 △293

投資その他の資産合計 8,483 9,114

固定資産合計 39,289 51,468

資産合計 275,442 297,327
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成25年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 33,949 25,864

短期借入金 19,903 17,831

未払法人税等 1,127 556

前受金 10,388 16,404

賞与引当金 1,655 1,455

役員賞与引当金 61 17

その他 15,556 13,723

流動負債合計 82,643 75,853

固定負債

社債 7,000 7,000

長期借入金 42,180 47,557

繰延税金負債 654 6,187

退職給付引当金 4,637 8,555

役員退職慰労引当金 284 350

その他 6,726 12,740

固定負債合計 61,484 82,393

負債合計 144,127 158,246

純資産の部

株主資本

資本金 41,171 41,171

資本剰余金 38,098 38,098

利益剰余金 53,186 60,912

自己株式 △1,314 △1,316

株主資本合計 131,142 138,866

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 192 221

為替換算調整勘定 △44 △31

その他の包括利益累計額合計 147 189

少数株主持分 24 25

純資産合計 131,314 139,080

負債純資産合計 275,442 297,327
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
（四半期連結損益計算書）
（第１四半期連結累計期間）

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
 至 平成24年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
 至 平成25年６月30日)

営業収入 65,684 68,812

営業原価 54,363 59,228

売上総利益 11,321 9,584

販売費及び一般管理費 6,479 7,537

営業利益 4,841 2,047

営業外収益

受取利息 15 7

受取配当金 14 11

受取和解金 － 65

その他 118 213

営業外収益合計 148 296

営業外費用

支払利息 428 239

その他 192 261

営業外費用合計 621 500

経常利益 4,368 1,843

特別利益

段階取得に係る差益 － 1,204

負ののれん発生益 － 10,184

特別利益合計 － 11,389

特別損失

固定資産除却損 10 43

投資有価証券評価損 34 －

退職給付制度改定損 － 2,092

その他 2 54

特別損失合計 47 2,190

税金等調整前四半期純利益 4,321 11,042

法人税、住民税及び事業税 436 503

法人税等調整額 740 646

法人税等合計 1,177 1,150

少数株主損益調整前四半期純利益 3,144 9,892

少数株主利益 0 0

四半期純利益 3,143 9,891

㈱大京 （8840） 平成26年3月期 第1四半期決算短信 

－ 10 －



 

（四半期連結包括利益計算書）
（第１四半期連結累計期間）

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
 至 平成24年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
 至 平成25年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 3,144 9,892

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △31 28

為替換算調整勘定 4 13

その他の包括利益合計 △27 41

四半期包括利益 3,117 9,933

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 3,116 9,932

少数株主に係る四半期包括利益 0 0
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（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項 

（継続企業の前提に関する注記） 

該当事項はありません。 

 

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） 

該当事項はありません。 

 

（セグメント情報等） 

 セグメント情報 

Ⅰ  前第１四半期連結累計期間（自  平成24年４月１日  至  平成24年６月30日） 

 

１．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 
（単位：百万円） 

 
不動産開発 
事業 

不動産管理 
事業 

不動産流通 
事業 

調整額 
（注）１ 

四半期連結 
損益計算書 
計上額 
（注）２ 

売上高      

外部顧客への売上高 33,455 27,420 4,808 － 65,684 

セグメント間の内部売上高 
又は振替高 

65 174 8 △248 － 

計 33,520 27,594 4,817 △248 65,684 

セグメント利益又は損失（△） 3,829 1,563 △31 △519 4,841 

（注）１  セグメント利益又は損失（△）の調整額△519百万円には、セグメント間取引消去△23百万円および各報告セ

グメントに配分していない全社費用△496百万円が含まれております。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であります。 

２  セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

 

Ⅱ  当第１四半期連結累計期間（自  平成25年４月１日  至  平成25年６月30日） 

 

１．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 
（単位：百万円） 

 
不動産開発 
事業 

不動産管理 
事業 

不動産流通 
事業 

調整額 
（注）１ 

四半期連結 
損益計算書 
計上額 
（注）２ 

売上高      

外部顧客への売上高 28,413 32,691 7,707 － 68,812 

セグメント間の内部売上高 
又は振替高 

99 829 174 △1,104 － 

計 28,513 33,521 7,882 △1,104 68,812 

セグメント利益 746 1,586 550 △836 2,047 

（注）１  セグメント利益の調整額△836百万円には、セグメント間取引消去△7百万円および各報告セグメントに配分

していない全社費用△828百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管

理費であります。 

２  セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 
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