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(百万円未満切捨て)

１．平成30年３月期第２四半期の連結業績（平成29年４月１日～平成29年９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
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 ％

30年３月期第２四半期 10,503 25.9 1,600 21.7 1,593 21.2 1,082 28.6

29年３月期第２四半期 8,342 13.7 1,315 102.1 1,314 93.4 841 96.3
(注) 包括利益 30年３月期第２四半期 1,110百万円( 31.5％) 29年３月期第２四半期 844百万円( 101.8％)
　

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

30年３月期第２四半期 149.94 －

29年３月期第２四半期 116.20 －
　

　

（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 ％

30年３月期第２四半期 32,172 16,831 52.3

29年３月期 35,396 15,962 45.1
(参考) 自己資本 30年３月期第２四半期 16,831百万円 29年３月期 15,956百万円
　

　

　

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

29年３月期 － 0.00 － 32.00 32.00

30年３月期 － 0.00

30年３月期(予想) － 36.00 36.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
　　　

３．平成30年３月期の連結業績予想（平成29年４月１日～平成30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 22,000 14.5 3,300 12.8 3,300 3.1 2,100 7.6 290.32
(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）
　

期中における重要な子会社の異動に関する注記
　

（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
　

四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用に関する注記
　

（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
　

会計方針の変更に関する注記
　

（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) 30年３月期２Ｑ 8,030,248株 29年３月期 8,030,248株

② 期末自己株式数 30年３月期２Ｑ 811,006株 29年３月期 809,106株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 30年３月期２Ｑ 7,220,770株 29年３月期２Ｑ 7,243,775株
　

発行済株式数に関する注記
　

※ 四半期決算短信は四半期レビューの対象外です

※ 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、実際の業績等はさまざま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）３
ページ「（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。
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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２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、引き続き好調な企業収益を背景に、雇用情勢や個人の所得環

境も安定的に推移し、緩やかな回復基調が持続しております。世界経済におきましても、順調な米国経済などを背

景に回復基調が見られましたが、北朝鮮情勢の緊迫化や米国の政権運営など、不透明感は払拭できない状況が継続

いたしました。

当社グループが属する不動産業界では、企業の設備投資も安定した状況で推移したものの、依然として分譲マン

ションの割高感があり、買い控えの傾向が見られました。このような環境下にあって、当社グループの不動産事業

分野では、在庫分譲マンションや当連結会計年度に引渡しを開始した新規分譲マンション、分譲宅地の販売及び企

業誘致活動を積極的に推進してまいりました。

また、建設土木業界に属する環境事業分野では、今後も需要が見込める建築部材は、営業エリアを広げつつ大規

模開発へのアプローチを強化するとともに、継続的に出荷が見込める物件の受注活動を強力に推進してまいりまし

た。加えて、高強度・超高強度コンクリートを使用したオリジナル製品の開発に注力するとともに、生産性向上を

目指した製造方法の研究に着手いたしました。

この結果、当第２四半期連結累計期間における売上高は105億３百万円（前年同四半期比25.9％増）、営業利益は

16億円（前年同四半期比21.7％増）、経常利益は15億93百万円（前年同四半期比21.2％増）、親会社株主に帰属す

る四半期純利益は10億82百万円（前年同四半期比28.6％増）となり、増収増益となりました。なお、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のすべてにおいて過去最高を更新いたしました。

　 セグメントの業績は次のとおりであります。

①レジデンス事業

レジデンス事業におきましては、静岡市内及び藤枝市内の新規分譲マンションや在庫分譲マンションの引渡し

が行われ、大幅な増収増益となりました。

この結果、売上高は47億81百万円（前年同四半期比216.2％増）、セグメント利益(営業利益）は10億49百万円

（前年同四半期は35百万円セグメント利益）となりました。

②不動産開発事業

不動産開発事業におきましては、静岡市などの分譲宅地や、静岡市・菊川市などの商工業施設用地の引渡しが

行われましたが、減収減益となりました。

この結果、売上高は27億88百万円（前年同四半期比20.3％減）、セグメント利益(営業利益）は６億23百万円

（前年同四半期比48.4％減）となりました。

③賃貸・管理等事業

賃貸・管理等事業におきましては、静岡市内の工事請負売上やマンション管理委託物件の増加などにより、増

収増益となりました。

この結果、売上高は13億62百万円（前年同四半期比41.6％増）、セグメント利益(営業利益）は２億86百万円

（前年同四半期比30.2％増）となりました。

④マテリアル事業

マテリアル事業におきましては、土木部材、生コンクリートの取扱い及び商品売上が減少し、減収減益となり

ました。

この結果、売上高は11億93百万円（前年同四半期比47.6％減）、セグメント損失(営業損失）は１億94百万円

（前年同四半期は38百万円セグメント利益）となりました。

⑤その他

その他事業におきましては、缶飲料製造の売上高が増加し、増収増益となりました。

この結果、売上高は３億78百万円（前年同四半期比299.3％増）、セグメント利益(営業利益）は32百万円（前

年同四半期比574.6％増）となりました。

なお、記載金額には消費税等は含まれておりません。
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（２）財政状態に関する説明

（資産）

当第２四半期連結会計期間末における総資産は321億72百万円（前連結会計年度比9.1％減）となりました。

流動資産は、現金及び預金や販売用不動産が減少したことにより、274億89百万円（前連結会計年度比10.1％減）

となりました。固定資産は、土地などの減少により、46億83百万円（前連結会計年度比2.5％減）となりました。

（負債）

流動負債は、短期借入金が増加したものの、支払手形及び買掛金や未払法人税等、役員賞与引当金などが減少し

たことにより、138億42百万円（前連結会計年度比22.9％減）となりました。固定負債は、長期借入金の増加などに

より、14億98百万円（前連結会計年度比1.4％増）となりました。

（純資産）

当第２四半期連結会計期間末における純資産は168億31百万円（前連結会計年度比5.4％増）となりました。純資

産の増加の主な要因は、利益剰余金の増加などによるものであります。

（自己資本比率）

当第２四半期連結会計期間末における自己資本比率は52.3％（前連結会計年度比7.2ポイント増）となりました。

　 （キャッシュ・フローの状況）

当第２四半期連結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、９億70百万円（前年同

四半期比16.2％減）となりました。

当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・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）

税金等調整前四半期純利益（16億21百万円）、売上債権の減少（１億36百万円）、たな卸資産（主として販売用

不動産）の減少（27億24百万円）などによる資金調達に対し、仕入債務の減少（△42億73百万円）、未払金の減少

（△２億14百万円）、前受金の減少（△１億10百万円）、法人税等の支払（△９億円）、役員賞与引当金の減少

（△１億10百万円）などにより支出した結果、営業活動により支出した資金は13億65百万円（前年同四半期は１億

76百万円の収入）となりました。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

固定資産の売却（96百万円）などによる資金調達に対し、固定資産の取得（△30百万円）などにより支出した結

果、投資活動により得られた資金は88百万円（前年同四半期は２億53百万円の支出）となりました。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

短期借入金の純増（９億62百万円）などによる資金調達に対し、長期借入金の返済（△１億７百万円）などによ

り支出した結果、財務活動により得られた資金は８億円（前年同四半期は２億27百万円の収入）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30年３月期の連結通期業績予想につきましては、現時点で、平成29年４月28日公表の業績予想に変更はございま

せん。
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成29年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成29年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,747,115 1,270,219

受取手形及び売掛金 1,080,099 935,083

商品及び製品 479,650 619,206

仕掛品 4,500 4,451

原材料及び貯蔵品 41,474 40,451

販売用不動産 26,287,280 23,350,370

未成工事支出金 107,475 25,248

繰延税金資産 231,560 186,777

その他 625,744 1,064,890

貸倒引当金 △10,486 △7,400

流動資産合計 30,594,415 27,489,300

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,180,357 1,145,514

土地 2,397,755 2,337,755

その他（純額） 409,678 369,051

有形固定資産合計 3,987,791 3,852,320

無形固定資産 64,097 70,389

投資その他の資産

その他 819,048 834,262

貸倒引当金 △69,203 △73,761

投資その他の資産合計 749,844 760,500

固定資産合計 4,801,733 4,683,211

資産合計 35,396,148 32,172,511

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 4,635,591 361,892

短期借入金 10,516,850 11,479,400

1年内返済予定の長期借入金 713,536 749,386

未払法人税等 909,233 499,542

賞与引当金 53,458 57,382

役員賞与引当金 110,000 －

その他 1,018,234 695,012

流動負債合計 17,956,902 13,842,615

固定負債

長期借入金 688,626 745,776

資産除去債務 10,281 10,412

その他 778,136 741,859

固定負債合計 1,477,044 1,498,048

負債合計 19,433,947 15,340,663
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成29年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成29年９月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 100,000 100,000

資本剰余金 3,468,687 3,467,337

利益剰余金 12,797,122 13,649,356

自己株式 △477,986 △480,560

株主資本合計 15,887,823 16,736,133

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 69,366 95,951

繰延ヘッジ損益 △585 △236

その他の包括利益累計額合計 68,781 95,714

非支配株主持分 5,596 －

純資産合計 15,962,201 16,831,847

負債純資産合計 35,396,148 32,172,511

決算短信（宝印刷） 2017年10月31日 09時25分 7ページ（Tess 1.50(64) 20160317_01）



ヨシコン株式会社(5280) 平成30年３月期 第２四半期決算短信

6

（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２四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

売上高 8,342,750 10,503,889

売上原価 6,072,614 7,860,372

売上総利益 2,270,136 2,643,517

販売費及び一般管理費 954,527 1,042,717

営業利益 1,315,608 1,600,799

営業外収益

受取利息 185 86

受取配当金 7,326 7,348

仕入割引 11,741 9,110

不動産取得税還付金 － 3,388

匿名組合投資利益 21,769 －

受取手数料 2,902 2,575

その他 11,934 11,527

営業外収益合計 55,859 34,037

営業外費用

支払利息 30,908 37,686

その他 25,834 3,522

営業外費用合計 56,742 41,208

経常利益 1,314,725 1,593,628

特別利益

固定資産売却益 97 28,248

特別利益合計 97 28,248

特別損失

固定資産除却損 10,116 0

特別損失合計 10,116 0

税金等調整前四半期純利益 1,304,706 1,621,877

法人税、住民税及び事業税 644,619 500,171

法人税等調整額 △182,383 38,343

法人税等合計 462,235 538,514

四半期純利益 842,470 1,083,363

非支配株主に帰属する四半期純利益 711 714

親会社株主に帰属する四半期純利益 841,758 1,082,649
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四半期連結包括利益計算書

第２四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

四半期純利益 842,470 1,083,363

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △3,073 26,584

繰延ヘッジ損益 5,073 349

その他の包括利益合計 1,999 26,933

四半期包括利益 844,470 1,110,297

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 843,758 1,109,582

非支配株主に係る四半期包括利益 711 714
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 1,304,706 1,621,877

減価償却費 93,472 103,096

貸倒引当金の増減額（△は減少） 4,912 1,471

賞与引当金の増減額（△は減少） △758 3,924

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △100,000 △110,000

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △2,151 －

匿名組合投資損益（△は益） △21,769 －

受取利息及び受取配当金 △7,512 △7,435

支払利息 30,908 37,686

固定資産売却損益（△は益） △97 △28,248

固定資産除却損 10,116 0

売上債権の増減額（△は増加） △322,321 136,089

販売用不動産評価損 － 20,262

たな卸資産の増減額（△は増加） △289,582 2,724,300

未収消費税等の増減額（△は増加） － 24,543

仕入債務の増減額（△は減少） △48,116 △4,273,699

未払金の増減額（△は減少） 250,072 △214,118

未払消費税等の増減額（△は減少） △54,402 △1,569

前受金の増減額（△は減少） 174,682 △110,048

預り金の増減額（△は減少） 60,105 8,325

その他 △103,480 △369,637

小計 978,786 △433,179

利息及び配当金の受取額 7,490 7,434

利息の支払額 △31,031 △39,292

法人税等の支払額 △779,179 △900,259

営業活動によるキャッシュ・フロー 176,065 △1,365,297

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の償還による収入 1,000 1,000

固定資産の取得による支出 △335,156 △30,994

固定資産の売却による収入 97 96,248

投資有価証券の売却による収入 78,000 －

貸付金の回収による収入 93 142

その他 2,539 21,827

投資活動によるキャッシュ・フロー △253,427 88,223

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） 2,017,100 962,550

長期借入れによる収入 － 200,000

長期借入金の返済による支出 △1,512,208 △107,000

リース債務の返済による支出 △8,694 △14,737

自己株式の取得による支出 △93,475 △2,574

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得
による支出

－ △7,000

配当金の支払額 △174,818 △231,061

財務活動によるキャッシュ・フロー 227,902 800,177

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 150,541 △476,896

現金及び現金同等物の期首残高 1,006,899 1,447,115

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,157,440 970,219
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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）

当第２四半期連結累計期間（自 平成29年４月１日 至 平成29年９月30日）

　 該当事項はありません。
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（セグメント情報等）

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自 平成28年４月１日 至 平成28年９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：千円）

報告セグメント
その他
(注)

合計
レジデンス

事業
不動産開発

事業
賃貸・管理
等事業

マテリアル
事業

計

売上高

外部顧客への売上高 1,511,891 3,497,867 962,098 2,276,142 8,248,000 94,750 8,342,750

セグメント間の内部売上高又
は振替高

－ － 4,550 － 4,550 151,324 155,875

計 1,511,891 3,497,867 966,649 2,276,142 8,252,551 246,074 8,498,625

セグメント利益 35,657 1,209,856 220,214 38,132 1,503,859 4,841 1,508,701

(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、飲食事業、衣料品事業及び保険代理店

事業等を含んでおります。

２ 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連結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）

（単位：千円）

利 益 金 額

報告セグメント計 1,503,859

「その他」の区分の利益 4,841

セグメント間取引消去 2,548

全社費用（注） △195,640

四半期連結損益計算書の営業利益 1,315,608

(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であります。

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自 平成29年４月１日 至 平成29年９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

報告セグメント
その他
(注)

合計
レジデンス

事業
不動産開発

事業
賃貸・管理
等事業

マテリアル
事業

計

売上高

外部顧客への売上高 4,781,028 2,788,936 1,362,013 1,193,536 10,125,515 378,374 10,503,889

セグメント間の内部売上高又は
振替高

24,043 － 1,542 72,228 97,815 92,454 190,269

計 4,805,072 2,788,936 1,363,556 1,265,764 10,223,330 470,829 10,694,159

セグメント利益又は損失（△） 1,049,337 623,842 286,630 △194,558 1,765,251 32,661 1,797,913

(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、飲料製造事業、飲食事業、衣料品事業
及び保険代理店事業等を含んでおります。
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２ 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連結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）

（単位：千円）

利 益 金 額

報告セグメント計 1,765,251

「その他」の区分の利益 32,661

セグメント間取引消去 17,828

全社費用（注） △214,942

四半期連結損益計算書の営業利益 1,600,799

(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であります。

決算短信（宝印刷） 2017年10月31日 09時25分 13ページ（Tess 1.50(64) 20160317_01）



ヨシコン株式会社(5280) 平成30年３月期 第２四半期決算短信

12

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。
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