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1. 平成31年3月期第2四半期の連結業績（平成30年4月1日～平成30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 ％

31年3月期第2四半期 1,712 19.7 108 10.4 124 13.3 84 13.6

30年3月期第2四半期 1,430 14.4 98 △8.4 109 △5.8 74 △4.4

（注）包括利益 31年3月期第2四半期　　116百万円 （23.7％） 30年3月期第2四半期　　94百万円 （△8.1％）

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

31年3月期第2四半期 42.11 ―

30年3月期第2四半期 37.06 ―

(2) 連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

31年3月期第2四半期 4,716 3,426 72.7 1,703.29

30年3月期 4,822 3,360 69.7 1,670.36

（参考）自己資本 31年3月期第2四半期 3,426百万円 30年3月期 3,360百万円

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

30年3月期 ― 0.00 ― 25.00 25.00

31年3月期 ― 0.00

31年3月期（予想） ― 25.00 25.00

（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31年 3月期の連結業績予想（平成30年 4月 1日～平成31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 2,800 △20.2 135 △54.2 150 △51.7 100 △52.5 49.71

（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（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 無

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） 31年3月期2Q 2,012,000 株 30年3月期 2,012,000 株

② 期末自己株式数 31年3月期2Q 152 株 30年3月期 150 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 31年3月期2Q 2,011,850 株 30年3月期2Q 2,011,850 株

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の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、その達
成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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、添付資料２ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報（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、企業収益や雇用・所得環境等が改善され個人

消費に持ち直しの動きもあり、緩やかな回復基調で推移いたしましたが、世界的な貿易摩擦の激化

懸念等により、先行きには不透明感が残る状況で推移いたしました。

当社グループの属する不動産業界におきましては、台風や豪雨などの自然災害の影響や土地価格

の上昇、建築コストの高止まり等の懸念材料はありますが、低金利の住宅ローン等の後押しにより

比較的緩やかな回復基調で推移いたしました。

このような環境下、当社グループは「より良い家をより安く提供する」という経営理念の基に、

地域に密着し、高品質低価格な建売住宅を主幹事業として事業展開を図ってまいりました。

当社グループの当第２四半期連結累計期間（平成30年４月１日～平成30年９月30日）の経営成績

は、耐震・制震、断熱などの付加価値化に注力し、販売促進を行った結果、土地と建物をセットで

販売する「建売住宅」が戸数を伸ばしたことにより、売上高は1,712百万円（前年同期比19.7％

増）となりました。利益に関しましても、売上高の増加に伴い営業利益108百万円（前年同期比

10.4％増）、経常利益124百万円（前年同期比13.3％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は

84百万円（前年同期比13.6％増）となりました。

（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4,716百万円となり、前連結会計年度末に比べ106

百万円減少いたしました。

　流動資産は3,535百万円となり、前連結会計年度末に比べ127百万円減少いたしました。これは、

現金及び預金が189百万円増加し、たな卸資産が292百万円、受取手形・完成工事未収入金が21百万

円減少したことなどによります。

　固定資産は1,180百万円となり、前連結会計年度末に比べ21百万円増加いたしました。これは、

繰延税金資産が６百万円、建設仮勘定が３百万円減少し、投資有価証券が35百万円増加したことな

どによります。

（負債）

　当第２四半期連結会計期間末における負債合計は1,289百万円となり、前連結会計年度末に比べ

172百万円減少いたしました。

　流動負債は688百万円となり、前連結会計年度末に比べ201百万円減少いたしました。これは、1

年内返済予定の長期借入金が108百万円、支払手形・工事未払金が88百万円減少したことなどによ

ります。

　固定負債は600百万円となり、前連結会計年度末に比べ28百万円増加いたしました。これは、長

期借入金が28百万円増加したことによります。

（純資産）

　当第２四半期連結会計期間末における純資産合計は3,426百万円となり、前連結会計年度末に比

べ66百万円増加いたしました。これは、親会社株主に帰属する四半期純利益84百万円の計上、その

他有価証券評価差額金の増加額31百万円、配当金の支払額50百万円などによります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

現時点における今後の業績予想につきましては、平成30年５月11日に公表した数値を修正してお

りません。
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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30年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成30年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,580,295 1,770,213

受取手形・完成工事未収入金 732,648 711,158

販売用不動産 507,736 238,310

仕掛販売用不動産 703,101 702,819

未成工事支出金 112,416 89,318

その他 31,569 28,420

貸倒引当金 △4,395 △4,266

流動資産合計 3,663,371 3,535,973

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 106,692 102,178

土地 640,990 640,990

建設仮勘定 3,138 ―

その他（純額） 2,986 2,848

有形固定資産合計 753,808 746,017

無形固定資産

ソフトウエア 1,096 880

のれん 3,543 3,289

電話加入権 127 127

無形固定資産合計 4,767 4,297

投資その他の資産

投資有価証券 354,289 390,102

繰延税金資産 11,285 4,418

その他 35,321 35,806

貸倒引当金 △812 △601

投資その他の資産合計 400,084 429,725

固定資産合計 1,158,659 1,180,041

資産合計 4,822,031 4,716,014

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金 289,382 200,495

短期借入金 28,000 ―

1年内返済予定の長期借入金 441,806 333,285

未払法人税等 53,830 40,007

賞与引当金 5,772 6,488

完成工事補償引当金 1,164 1,238

その他 69,962 107,195

流動負債合計 889,919 688,711

固定負債

長期借入金 571,592 600,535

固定負債合計 571,592 600,535

負債合計 1,461,511 1,289,246
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成30年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成30年９月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 578,800 578,800

資本剰余金 317,760 317,760

利益剰余金 2,422,554 2,456,974

自己株式 △100 △101

株主資本合計 3,319,013 3,353,432

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 41,505 73,335

その他の包括利益累計額合計 41,505 73,335

純資産合計 3,360,519 3,426,768

負債純資産合計 4,822,031 4,716,014
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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29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

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

売上高 1,430,800 1,712,858

売上原価 1,158,481 1,429,058

売上総利益 272,318 283,799

販売費及び一般管理費

役員報酬 27,960 28,461

給料及び手当 35,728 36,393

賞与引当金繰入額 2,900 3,281

法定福利費 10,709 10,098

販売手数料 15,428 17,755

広告宣伝費 13,651 12,092

租税公課 19,855 17,833

支払手数料 25,444 30,533

減価償却費 2,834 3,002

のれん償却額 253 253

その他 19,285 15,654

販売費及び一般管理費合計 174,053 175,360

営業利益 98,265 108,438

営業外収益

受取利息 24 23

受取配当金 7,058 7,107

受取賃貸料 14,015 14,879

貸倒引当金戻入額 1,703 744

雑収入 2,553 2,651

営業外収益合計 25,355 25,405

営業外費用

支払利息 4,277 1,947

減価償却費 6,107 5,879

雑支出 3,653 1,828

営業外費用合計 14,038 9,655

経常利益 109,582 124,188

税金等調整前四半期純利益 109,582 124,188

法人税、住民税及び事業税 33,703 36,755

法人税等調整額 1,322 2,716

法人税等合計 35,026 39,472

四半期純利益 74,556 84,716

非支配株主に帰属する四半期純利益 ― ―

親会社株主に帰属する四半期純利益 74,556 84,716
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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29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

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

四半期純利益 74,556 84,716

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 19,660 31,829

その他の包括利益合計 19,660 31,829

四半期包括利益 94,217 116,546

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 94,217 116,546

非支配株主に係る四半期包括利益 ― ―
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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29年４月１日
　至 平成29年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成30年４月１日
　至 平成30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 109,582 124,188

減価償却費 9,510 9,565

のれん償却額 253 253

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,551 △340

賞与引当金の増減額（△は減少） 1,655 716

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） 8 74

受取利息及び受取配当金 △7,083 △7,130

支払利息 4,277 1,947

売上債権の増減額（△は増加） 182,695 21,489

たな卸資産の増減額（△は増加） △128,318 292,807

仕入債務の増減額（△は減少） 22,026 △88,887

前渡金の増減額（△は増加） 21,580 100

前受金の増減額（△は減少） 4,951 △4,300

未成工事受入金の増減額（△は減少） △4,065 40,488

その他 4,930 3,937

小計 220,452 394,908

利息及び配当金の受取額 7,083 7,130

利息の支払額 △3,895 △1,962

法人税等の支払額 △69,590 △50,256

営業活動によるキャッシュ・フロー 154,050 349,820

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 △9 △9

投資有価証券の取得による支出 △357 △418

有形固定資産の取得による支出 △782 △1,558

保険積立金の積立による支出 △701 △740

長期貸付金の回収による収入 48 49

その他 736 585

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,064 △2,092

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） △4,400 △28,000

長期借入れによる収入 200,000 200,000

長期借入金の返済による支出 △230,950 △279,578

自己株式の取得による支出 ― △1

配当金の支払額 △50,204 △50,240

財務活動によるキャッシュ・フロー △85,554 △157,819

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 67,430 189,908

現金及び現金同等物の期首残高 1,042,508 1,370,841

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,109,939 1,560,750
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（４）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。

　

（追加情報）

　（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用）

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年２月16日）等を第１四半期連結

会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の

区分に表示しております。

決算短信（宝印刷） 2018年11月12日 13時50分 8ページ（Tess 1.50(64) 20180621_01）


