
http://www.e-grand.co.jp/




○添付資料の目次

 

１．当四半期決算に関する定性的情報 …………………………………………………………………………………… 2

（１）経営成績に関する説明 …………………………………………………………………………………………… 2

（２）財政状態に関する説明 …………………………………………………………………………………………… 2

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明 …………………………………………………………………… 3

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 …………………………………………………………………………… 3

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ……………………………………………………………… 3

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 ……………………………………………………… 3

３．四半期財務諸表 ………………………………………………………………………………………………………… 4

（１）四半期貸借対照表 ………………………………………………………………………………………………… 4

（２）四半期損益計算書 ………………………………………………………………………………………………… 6

第２四半期累計期間 ……………………………………………………………………………………………… 6

（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 ……………………………………………………………………………… 7

（４）四半期財務諸表に関する注記事項 ……………………………………………………………………………… 8

（継続企業の前提に関する注記） ………………………………………………………………………………… 8

（追加情報） ………………………………………………………………………………………………………… 8

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） ………………………………………………………… 8

（セグメント情報等） ……………………………………………………………………………………………… 8

 

- 1 -

㈱イーグランド（3294）平成28年３月期 第２四半期決算短信　　



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２四半期累計期間におけるわが国経済は、企業収益や雇用情勢が改善され、個人消費も底堅く推移するな

ど、全体としては緩やかな景気回復傾向が続いておりますが、中国や欧州などの景気下振れリスクは依然として存

在しており、先行きは不透明な状況となっております。

 当社が属する不動産業界、とりわけ中古住宅流通市場におきましては、公益財団法人東日本不動産流通機構（東

日本レインズ）によると、平成27年４月～９月度における首都圏中古マンションの成約件数は前年同期比7.0％の

増加となりました。また、成約価格につきましては、平成25年１月以降33ヶ月連続で前年同月を上回って推移して

おります。その一方で、当社の主たる物件仕入ルートである不動産競売市場は近年物件数が減少傾向にあります。

 このような市場環境の中、当社の主たる事業である中古住宅再生事業におきましては、仕入体制の強化によって

任売による仕入件数が順調に伸びた一方で、首都圏エリアの競売による仕入が減少した結果、仕入件数は前年同四

半期累計期間の438件から431件（前年同期比1.6％減）となりました。

 販売につきましては、７月、８月にかけた夏場の販売は伸び悩んだものの、任売物件の販売や関西支店をはじめ

とした地方支店での販売が増加した結果、販売件数は前年同四半期累計期間の358件から380件（前年同期比6.1％

増）となりました。利益面につきましても、前事業年度より引き続き長期保有物件の入替を進めたことで収益性が

改善され、また、収益用一棟マンションの販売も売上及び利益の向上に寄与した結果、当第２四半期累計期間にお

ける売上総利益率は前事業年度の15.0％から16.2％となりました。

 以上の結果、当第２四半期累計期間における売上高は7,717百万円（前年同四半期比5.5％増）、営業利益は500

百万円（同0.1％増）、経常利益は384百万円（同5.1％減）、四半期純利益は249百万円（同1.8％減）となりまし

た。

 事業別の状況は次のとおりであります。

＜中古住宅再生事業＞

 当社の主たる事業である中古住宅再生事業におきましては、販売件数が前年同四半期累計期間の358件から380件

（前年同四半期比6.1％増）となりました。

 この結果、当第２四半期累計期間における中古住宅再生事業の売上高は7,600百万円（前年同四半期比4.9％増）

となりました。

＜その他不動産事業＞

 その他不動産事業におきましては、前事業年度に取得した賃貸用不動産の賃貸収入等によって、当第２四半期累

計期間におけるその他不動産事業の売上高は117百万円（前年同四半期比65.7％増）となりました。

 

（２）財政状態に関する説明

① 資産、負債及び純資産の状況

 当第２四半期会計期間末における流動資産は、10,413百万円となり、前事業年度末の9,762百万円から650百万

円の増加となりました。これは主に、販売用不動産が1,231百万円増加した一方で、仕掛販売用不動産が470百万

円減少したことによります。

 当第２四半期会計期間末における固定資産は、3,009百万円となり、前事業年度末の2,986百万円から22百万円

の増加となりました。これは主に、有形固定資産が104百万円増加した一方で、無形固定資産が83百万円減少し

たことによります。

 当第２四半期会計期間末における流動負債は、6,533百万円となり、前事業年度末の5,653百万円から880百万

円の増加となりました。これは主に、短期借入金が768百万円増加したことによります。

 当第２四半期会計期間末における固定負債は、2,312百万円となり、前事業年度末の2,720百万円から408百万

円の減少となりました。これは主に、社債が23百万円、長期借入金が377百万円減少したことによります。

 当第２四半期会計期間末における純資産は、4,576百万円となり、前事業年度末の4,375百万円から201百万円

の増加となりました。これは主に、利益剰余金が186百万円増加したことによります。
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② キャッシュ・フローの状況

 当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べて

400百万円減少して、1,575百万円となりました。

 当第２四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況と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の結果使用した資金は667百万円（前年同四半期は899百万円の使用）

となりました。これは主に、税引前四半期純利益が389百万円であった一方で、物件仕入の増加によりたな卸資

産が761百万円、競売保証金が212百万円増加し、利息の支払により86百万円、法人税等の支払により127百万円

を支出したことによります。

（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の結果獲得した資金は６百万円（前年同四半期は763百万円の使用）

となりました。これは主に、定期預金の預入により243百万円を支出した一方で、定期預金の払戻により219百万

円、有形固定資産の売却により109百万円を得たことによります。

（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の結果獲得した資金は260百万円（前年同四半期は1,168百万円の獲

得）となりました。これは主に、新規の短期借入10,830百万円を実行した一方、短期借入金10,061百万円、長期

借入金420百万円を返済したことによります。

 

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

 当社は、当第３四半期に有形固定資産の売却に伴う特別利益609百万円を計上する見込みであるため、平成27年

５月11日の「平成27年３月期 決算短信」で公表いたしました通期業績予想を修正しております。詳細につきまし

ては、本日公表の「通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。

 

２．サマリー情報（注記事項）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

 該当事項はありません。

 

（２）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。
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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） 

 
前事業年度 

(平成27年３月31日) 
当第２四半期会計期間 
(平成27年９月30日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 2,558,004 2,180,701 

販売用不動産 4,534,714 5,766,318 

仕掛販売用不動産 2,167,503 1,696,889 

貯蔵品 822 862 

その他 501,789 768,513 

貸倒引当金 △165 △167 

流動資産合計 9,762,670 10,413,119 

固定資産    

有形固定資産    

土地 1,786,552 1,930,849 

その他（純額） 979,412 939,206 

有形固定資産合計 2,765,965 2,870,055 

無形固定資産 98,665 15,602 

投資その他の資産    

その他 122,052 123,875 

貸倒引当金 △453 △316 

投資その他の資産合計 121,599 123,559 

固定資産合計 2,986,230 3,009,216 

資産合計 12,748,900 13,422,336 

負債の部    

流動負債    

買掛金 265,954 293,490 

1年内償還予定の社債 47,800 47,800 

短期借入金 4,676,307 5,445,258 

1年内返済予定の長期借入金 361,473 318,086 

未払法人税等 132,435 148,889 

賞与引当金 － 33,024 

完成工事補償引当金 6,528 6,676 

その他 162,627 239,988 

流動負債合計 5,653,126 6,533,216 

固定負債    

社債 395,800 371,900 

長期借入金 2,214,726 1,837,367 

役員退職慰労引当金 69,762 66,893 

その他 40,102 35,960 

固定負債合計 2,720,391 2,312,120 

負債合計 8,373,518 8,845,337 
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    （単位：千円） 

 
前事業年度 

(平成27年３月31日) 
当第２四半期会計期間 
(平成27年９月30日) 

純資産の部    

株主資本    

資本金 827,095 827,545 

資本剰余金 802,095 802,545 

利益剰余金 2,730,607 2,917,037 

株主資本合計 4,359,797 4,547,127 

新株予約権 15,585 29,871 

純資産合計 4,375,382 4,576,998 

負債純資産合計 12,748,900 13,422,336 
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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26年４月１日 

 至 平成26年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成27年４月１日 
 至 平成27年９月30日) 

売上高 7,316,489 7,717,604 

売上原価 6,123,991 6,464,811 

売上総利益 1,192,498 1,252,792 

販売費及び一般管理費 692,796 752,543 

営業利益 499,701 500,249 

営業外収益    

受取利息 206 200 

受取配当金 1,721 1,501 

契約収入 13,100 2,871 

その他 1,561 2,264 

営業外収益合計 16,588 6,837 

営業外費用    

支払利息 91,595 86,116 

支払手数料 18,670 35,446 

その他 328 550 

営業外費用合計 110,594 122,113 

経常利益 405,695 384,973 

特別利益    

固定資産売却益 3,427 4,315 

特別利益合計 3,427 4,315 

税引前四半期純利益 409,122 389,289 

法人税、住民税及び事業税 147,507 141,221 

法人税等調整額 7,342 △1,501 

法人税等合計 154,849 139,719 

四半期純利益 254,272 249,570 
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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26年４月１日 

 至 平成26年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成27年４月１日 
 至 平成27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 409,122 389,289 

減価償却費 24,688 46,124 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △431 △135 

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） 659 148 

賞与引当金の増減額（△は減少） 31,075 33,024 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 1,192 △2,869 

受取利息及び受取配当金 △1,927 △1,701 

支払利息 91,595 86,116 

有形固定資産売却損益（△は益） △3,427 △4,315 

たな卸資産の増減額（△は増加） △809,491 △761,029 

競売保証金の増減額（△は増加） △228,978 △212,368 

仕入債務の増減額（△は減少） 22,364 27,536 

その他 △81,081 △55,121 

小計 △544,638 △455,300 

利息及び配当金の受取額 1,927 1,701 

利息の支払額 △96,432 △86,838 

法人税等の支払額 △259,864 △127,484 

営業活動によるキャッシュ・フロー △899,007 △667,921 

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 △228,316 △243,065 

定期預金の払戻による収入 181,615 219,613 

有形固定資産の取得による支出 △652,117 △77,378 

有形固定資産の売却による収入 19,408 109,447 

無形固定資産の取得による支出 △83,621 △1,600 

その他 △694 △306 

投資活動によるキャッシュ・フロー △763,726 6,711 

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 11,403,825 10,830,835 

短期借入金の返済による支出 △11,127,318 △10,061,884 

長期借入れによる収入 1,102,400 － 

長期借入金の返済による支出 △124,498 △420,746 

リース債務の返済による支出 △1,876 △1,901 

社債の償還による支出 △23,900 △23,900 

株式の発行による収入 2,371 900 

配当金の支払額 △62,900 △62,846 

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,168,103 260,456 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △494,631 △400,754 

現金及び現金同等物の期首残高 2,101,332 1,976,683 

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,606,700 1,575,929 
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（４）四半期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。

 

（追加情報）

（固定資産の譲渡）

 経営資源の有効活用と効率化を図るため、下記の固定資産（賃貸用不動産）を譲渡することといたしました。

 

１．譲渡資産の内容

資産の内容及び所在地 譲渡価額 帳簿価額 譲渡益 現況 

①東京都千代田区鍛冶町一丁目 

土地：122.69㎡ 

建物：743.87㎡ 

②東京都千代田区鍛冶町一丁目 

土地：173.21㎡ 

建物：1,043.94㎡ 

985百万円 361百万円 609百万円 賃貸用不動産 

（注）譲渡価額、帳簿価額及び譲渡益は、上記①、②の資産の合計となります。また、譲渡益は、譲渡価額から帳

簿価額及び譲渡に係る諸費用を控除した概算額となります。

 

２．譲渡先の概要

 譲渡先は国内法人１社でありますが、譲渡先との取り決めにより公表を控えさせていただきます。なお、譲渡

先と当社との間には、記載すべき資本関係、人的関係及び取引関係はありません。

 

３．譲渡の日程

取締役会決議日：平成27年９月28日

契約締結日  ：平成27年９月29日 

物件引渡し日 ：平成27年12月（予定） 

 

４．当該事象の損益に与える影響額

 当該事象により、平成28年３月期第３四半期に特別利益609百万円を計上する見込みであります。

 

（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２四半期累計期間（自 平成26年４月１日 至 平成26年９月30日）

当社は不動産事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

Ⅱ 当第２四半期累計期間（自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日）

当社は不動産事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
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