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(百万円未満切捨て)
１．平成28年３月期第３四半期の連結業績（平成27年４月１日～平成27年12月31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
親会社株主に帰属
する四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

28年３月期第３四半期 238,320 24.7 11,939 482.0 11,142 859.2 7,471 435.6

27年３月期第３四半期 191,090 △12.5 2,051 △68.7 1,161 △79.3 1,395 △87.7
(注) 包括利益 28年３月期第３四半期 7,601百万円( 322.7％) 27年３月期第３四半期 1,798百万円(△84.5％)
　

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

28年３月期第３四半期 8.89 8.78

27年３月期第３四半期 1.66 1.64
　

　

（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 ％

28年３月期第３四半期 268,860 161,483 60.1

27年３月期 324,610 156,488 48.2
(参考) 自己資本 28年３月期第３四半期 161,483百万円 27年３月期 156,488百万円
　

　　

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

27年３月期 － 0.00 － 3.00 3.00

28年３月期 － 0.00 －

28年３月期(予想) 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28年３月期の連結業績予想（平成27年４月１日～平成28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
親会社株主に帰属
する当期純利益

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 335,000 5.6 18,000 △0.7 17,000 1.8 12,500 2.8 14.78
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
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※ 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 ： 有

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
　

(注) 詳細は、添付資料P.７「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（３）会計方針の変更・会計上の
見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。

　

（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) 28年３月期３Ｑ 843,542,737株 27年３月期 843,542,737株

② 期末自己株式数 28年３月期３Ｑ 3,483,874株 27年３月期 3,465,386株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 28年３月期３Ｑ 840,068,414株 27年３月期３Ｑ 840,090,182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。
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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
27年３月期 ― ― ― 8.28 8.28

28年３月期 ― ― ―

28年３月期（予想） 8.13 8.13
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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３四半期連結累計期間の業績は、マンション販売において竣工戸数が前年同期に比べて増加したことなどに

より、営業収入が前年同期比472億30百万円増の2,383億20百万円（前年同期比24.7％増）となり、営業利益は同比

98億87百万円増の119億39百万円（同比482.0％増）、経常利益は同比99億80百万円増の111億42百万円（同比859.2％

増）となりました。親会社株主に帰属する四半期純利益は同比60億76百万円増の74億71百万円（同比435.6％増）と

なりました。

（単位：百万円）

区分
前第３四半期連結累計期間
（自 平成26年４月１日
至 平成26年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自 平成27年４月１日
至 平成27年12月31日）

増減

営業収入 191,090 238,320 47,230

営業利益 2,051 11,939 9,887

経常利益 1,161 11,142 9,980

親会社株主に帰属する
四半期純利益

1,395 7,471 6,076

セグメントごとの業績は次のとおりであります。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。

なお、第１四半期連結会計期間より、管理体制の変更に伴い、従来「不動産管理事業」セグメントに区分してお

りました㈱大京リフォーム・デザインを「不動産流通事業」セグメントに変更いたしました。このため、以下の前

年同期比較については、前年同期の数値を変更後のセグメント区分に組み替えた数値で比較しております。

〔セグメント別業績〕
（単位：百万円）

区分

前第３四半期連結累計期間
（自 平成26年４月１日
至 平成26年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自 平成27年４月１日
至 平成27年12月31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 54,883 △1,462 88,170 5,254 33,286 6,716

不動産管理事業 106,279 4,684 114,295 6,531 8,015 1,846

不動産流通事業 32,111 1,162 39,439 2,456 7,327 1,293

調整額（消去又は全社） △2,184 △2,333 △3,584 △2,302 △1,399 31

合計 191,090 2,051 238,320 11,939 47,230 9,887
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① 不動産開発事業

マンション販売において、竣工戸数が前年同期に比べて増加したことなどから、売上戸数は前年同期比702戸増

の2,054戸、売上高は同比317億77百万円増の766億67百万円となりました。その結果、不動産開発事業の営業収入

は同比332億86百万円増の881億70百万円、営業利益は同比67億16百万円増の52億54百万円となりました。

なお、当第３四半期連結会計期間末におけるマンション契約残高は1,752戸、632億44百万円（前年同期末比

1,295戸減、501億98百万円減）となりました。

営業収入内訳
（単位：百万円）

区分
前第３四半期連結累計期間
（自 平成26年４月１日
至 平成26年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自 平成27年４月１日
至 平成27年12月31日）

増減

不動産販売 49,145 83,985 34,840

その他 5,738 4,184 △1,553

合計 54,883 88,170 33,286

不動産販売の状況
（単位：百万円）

区分

前第３四半期連結累計期間
（自 平成26年４月１日
至 平成26年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自 平成27年４月１日
至 平成27年12月31日）

増減

戸数 金額 戸数 金額 戸数 金額

契約実績

マンション 2,082戸 76,252 1,781戸 63,813 △301戸 △12,438

戸建 29戸 1,403 47戸 2,000 18戸 597

その他 － 7,809 － 1,115 － △6,694

合計 2,111戸 85,465 1,828戸 66,930 △283戸 △18,535

売上実績

マンション 1,352戸 44,889 2,054戸 76,667 702戸 31,777

戸建 20戸 985 39戸 1,672 19戸 686

その他 － 3,269 － 5,645 － 2,375

合計 1,372戸 49,145 2,093戸 83,985 721戸 34,840

契約残高

マンション 3,047戸 113,443 1,752戸 63,244 △1,295戸 △50,198

戸建 11戸 510 15戸 631 4戸 120

その他 － 4,540 － － － △4,540

合計 3,058戸 118,493 1,767戸 63,876 △1,291戸 △54,617

（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

管理受託収入は前年同期比20億54百万円増の632億70百万円、請負工事収入は同比51億93百万円増の445億95百

万円と堅調に推移したことなどにより、不動産管理事業の営業収入は同比80億15百万円増の1,142億95百万円、営

業利益は同比18億46百万円増の65億31百万円となりました。

なお、当第３四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529,348戸（前年同期末比7,094戸増）、

請負工事受注残高は326億93百万円（同比4億17百万円増）となりました。

営業収入内訳
（単位：百万円）

区分
前第３四半期連結累計期間
（自 平成26年４月１日
至 平成26年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自 平成27年４月１日
至 平成27年12月31日）

増減

管理受託 61,215 63,270 2,054

請負工事 39,401 44,595 5,193

その他 5,663 6,430 767

合計 106,279 114,295 8,015

マンション管理受託戸数

区分
前第３四半期連結会計期間
（平成26年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（平成27年12月31日）

増減

受託戸数 522,254戸 529,348戸 7,094戸

請負工事の状況
（単位：百万円）

区分
前第３四半期連結会計期間
（平成26年12月31日）

当第３四半期連結会計期間
（平成27年12月31日）

増減

受注残高 32,275 32,693 417
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③ 不動産流通事業

売買仲介収入は前年同期比5億50百万円増の57億40百万円、不動産販売収入は同比60億46百万円増の207億62百

万円と堅調に推移したことなどにより、不動産流通事業の営業収入は同比73億27百万円増の394億39百万円、営業

利益は同比12億93百万円増の24億56百万円となりました。

営業収入内訳
（単位：百万円）

区分
前第３四半期連結累計期間
（自 平成26年４月１日
至 平成26年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自 平成27年４月１日
至 平成27年12月31日）

増減

売買仲介 5,190 5,740 550

不動産販売 14,715 20,762 6,046

賃貸管理等 7,072 7,186 114

その他 5,133 5,750 616

合計 32,111 39,439 7,327

売買仲介取扱実績
（単位：百万円）

区分
前第３四半期連結累計期間
（自 平成26年４月１日
至 平成26年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自 平成27年４月１日
至 平成27年12月31日）

増減

取扱件数 4,804件 4,817件 13件

取扱高 125,545 117,077 △8,468

不動産販売の状況
（単位：百万円）

区分

前第３四半期連結累計期間
（自 平成26年４月１日
至 平成26年12月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自 平成27年４月１日
至 平成27年12月31日）

増減

戸数 金額 戸数 金額 戸数 金額

売上実績

マンション 680戸 14,578 866戸 20,212 186戸 5,633

その他 － 137 － 550 － 412

合計 680戸 14,715 866戸 20,762 186戸 6,046
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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27年３月31日）

当第３四半期連結会計期間
（平成27年12月31日）

増減

総資産 324,610 268,860 △55,749

内、たな卸不動産 113,678 109,826 △3,851

負債 168,121 107,377 △60,744

内、有利子負債 57,324 42,571 △14,752

純資産 156,488 161,483 4,994

自己資本比率 48.2％ 60.1％ 11.9p

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、2,688億60百万円（前期末比557億49百万円減）となりました。これは、

「現金及び預金」が188億15百万円、「受取手形及び売掛金」が51億40百万円、「有価証券」が260億64百万円、たな卸

不動産が38億51百万円それぞれ減少したことなどによるものです。

負債は、1,073億77百万円（前期末比607億44百万円減）となりました。これは、「支払手形及び買掛金」が211億

79百万円、有利子負債が147億52百万円、「預り金」が247億18百万円それぞれ減少したことなどによるものです。

純資産は、1,614億83百万円（前期末比49億94百万円増）となりました。これは、「利益剰余金」が剰余金の配当

により26億3百万円減少した一方、親会社株主に帰属する四半期純利益の計上により74億71百万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60.1％（同比11.9ポイント増）となりました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成27年５月12日公表の連結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

（会計方針の変更）

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年９月13日。以下「企業結合会計基準」という。）、

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成25年９月13日。以下「連結会計基準」という。）および

「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成25年９月13日。以下「事業分離等会計基準」という。）等

を、第１四半期連結会計期間から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当社の持分変動による差額を資

本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上する方法に変更いたしま

した。また、第１四半期連結会計期間の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処理の確定による取

得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会計期間の四半期連結財務諸表に反映させる方法に変更い

たします。加えて、四半期純利益等の表示の変更および少数株主持分から非支配株主持分への表示の変更を行ってお

ります。当該表示の変更を反映させるため、前第３四半期連結累計期間および前連結会計年度については、四半期連

結財務諸表および連結財務諸表の組替えを行っております。

　企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58－２項（４）、連結会計基準第44－５項（４）および

事業分離等会計基準第57－４項（４）に定める経過的な取扱いに従っており、第１四半期連結会計期間の期首時点か

ら将来にわたって適用しております。

　なお、当第３四半期連結累計期間において、四半期連結財務諸表に与える影響額はありません。
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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27年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成27年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 96,540 77,724

受取手形及び売掛金 19,157 14,017

有価証券 26,069 4

販売用不動産 39,609 35,780

仕掛販売用不動産 60,628 55,581

開発用不動産 13,440 18,464

その他のたな卸資産 2,965 7,109

繰延税金資産 3,824 2,541

その他 13,136 8,761

貸倒引当金 △52 △22

流動資産合計 275,319 219,962

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 6,973 7,593

減価償却累計額 △3,339 △3,418

建物及び構築物（純額） 3,633 4,175

土地 13,453 13,687

その他 1,866 1,786

減価償却累計額 △1,127 △1,170

その他（純額） 739 616

有形固定資産合計 17,826 18,478

無形固定資産

のれん 11,422 10,623

その他 10,469 9,789

無形固定資産合計 21,891 20,413

投資その他の資産

投資有価証券 1,496 1,452

退職給付に係る資産 145 350

繰延税金資産 644 527

その他 7,561 7,948

貸倒引当金 △275 △271

投資その他の資産合計 9,571 10,006

固定資産合計 49,290 48,897

資産合計 324,610 268,860

決算短信 （宝印刷）  2016年01月25日 09時05分 11ページ （Tess 1.40(64) 20150116_01）



株式会社 大京(8840) 平成28年３月期 第３四半期決算短信

― 9 ―

(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成27年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成27年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 36,180 15,001

短期借入金 22,417 12,334

1年内償還予定の社債 5,000 －

未払法人税等 1,305 1,733

前受金 11,377 12,844

預り金 32,260 7,542

賞与引当金 2,322 1,838

役員賞与引当金 136 110

その他 7,528 6,544

流動負債合計 118,528 57,948

固定負債

社債 2,000 2,000

長期借入金 27,870 28,221

繰延税金負債 2,422 2,340

役員退職慰労引当金 238 269

退職給付に係る負債 8,894 9,195

その他 8,167 7,402

固定負債合計 49,593 49,428

負債合計 168,121 107,377

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 78,063 82,931

自己株式 △1,331 △1,334

株主資本合計 156,001 160,866

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 478 461

為替換算調整勘定 17 △32

退職給付に係る調整累計額 △8 187

その他の包括利益累計額合計 487 616

純資産合計 156,488 161,483

負債純資産合計 324,610 268,860
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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３四半期連結累計期間）

(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年12月31日)

営業収入 191,090 238,320

営業原価 167,067 204,341

売上総利益 24,023 33,978

販売費及び一般管理費 21,971 22,039

営業利益 2,051 11,939

営業外収益

受取利息 48 78

受取配当金 20 23

その他 277 312

営業外収益合計 346 414

営業外費用

支払利息 521 345

借入手数料 250 259

補修工事費 227 424

その他 237 181

営業外費用合計 1,236 1,211

経常利益 1,161 11,142

特別利益

固定資産売却益 39 －

投資有価証券売却益 － 63

特別利益合計 39 63

特別損失

固定資産除却損 49 50

減損損失 99 －

特別損失合計 149 50

税金等調整前四半期純利益 1,052 11,156

法人税、住民税及び事業税 1,211 2,483

法人税等調整額 △1,556 1,200

法人税等合計 △344 3,684

四半期純利益 1,396 7,471

非支配株主に帰属する四半期純利益 1 －

親会社株主に帰属する四半期純利益 1,395 7,471
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（四半期連結包括利益計算書）

（第３四半期連結累計期間）

(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年12月31日)

四半期純利益 1,396 7,471

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 42 △16

為替換算調整勘定 △58 △49

退職給付に係る調整額 417 195

その他の包括利益合計 401 129

四半期包括利益 1,798 7,601

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,796 7,601

非支配株主に係る四半期包括利益 1 －
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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３四半期連結累計期間（自 平成26年４月１日 至 平成26年12月31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 54,633 104,934 31,522 － 191,090

セグメント間の内部売上高
又は振替高

249 1,345 589 △2,184 －

計 54,883 106,279 32,111 △2,184 191,090

セグメント利益又は損失（△） △1,462 4,684 1,162 △2,333 2,051

（注）１ セグメント利益又は損失（△）の調整額△2,333百万円には、セグメント間取引消去32百万円および各報告セ

グメントに配分していない全社費用△2,366百万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３四半期連結累計期間（自 平成27年４月１日 至 平成27年12月31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 87,936 111,746 38,638 － 238,320

セグメント間の内部売上高
又は振替高

234 2,549 800 △3,584 －

計 88,170 114,295 39,439 △3,584 238,320

セグメント利益 5,254 6,531 2,456 △2,302 11,939

（注）１ セグメント利益の調整額△2,302百万円には、セグメント間取引消去45百万円および各報告セグメントに配分

していない全社費用△2,347百万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。

　

２ 報告セグメントの変更等に関する事項

第１四半期連結会計期間より、管理体制の変更に伴い、従来「不動産管理事業」セグメントに区分しておりまし

た㈱大京リフォーム・デザインを「不動産流通事業」セグメントに変更いたしました。これに伴い、前第３四半期

連結累計期間のセグメント情報は、変更後の区分に基づいて作成しております。
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