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(百万円未満切捨て)

１．2021年12月期第２四半期の連結業績（2021年１月１日～2021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
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 ％

2021年12月期第２四半期 3,411 26.5 83 ― 100 ― 75 ―

2020年12月期第２四半期 2,697 △29.5 △98 ― △108 ― △98 ―
(注) 包括利益 2021年12月期第２四半期 88百万円( ―％) 2020年12月期第２四半期 △115百万円( ―％)
　

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

2021年12月期第２四半期 47.56 47.38

2020年12月期第２四半期 △63.05 ―
※2020年12月期第２四半期においては、潜在株式が存在するものの、１株当たり四半期純損失であるため、潜在株式調
整後１株当たり四半期純利益は記載しておりません。

　

（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 ％

2021年12月期第２四半期 10,470 4,720 45.0

2020年12月期 10,302 4,803 45.5
(参考) 自己資本 2021年12月期第２四半期 4,712百万円 2020年12月期 4,689百万円
　

　

　

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

2020年12月期 ― 0.00 ― 50.00 50.00

2021年12月期 ― 0.00

2021年12月期(予想) ― 50.00 50.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
　　

　

３．2021年12月期の連結業績予想（2021年１月１日～2021年12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 6,654 19.0 68 ― 70 ― 60 ― 38.35
(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) 2021年12月期２Ｑ 1,989,845株 2020年12月期 1,989,845株

② 期末自己株式数 2021年12月期２Ｑ 418,973株 2020年12月期 393,877株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年12月期２Ｑ 1,589,370株 2020年12月期２Ｑ 1,569,328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、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４ページ「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（2021年１月１日～2021年６月30日）におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感

染症の影響により、依然として厳しい状況にある中、持ち直しの動きが続いているものの、一部で弱さが増してい

ることもあり、先行きの不透明な状況が続いております。

当社グループが属する不動産業界においては、近畿圏不動産流通機構によると、中古住宅市場は、成約件数・成

約価格ともに上昇し、一方で、新規の登録物件数は減少傾向が強まっており、需給のタイト化が進んでおります。

このような事業環境のなか、当社グループは、「不動産のあらゆるニーズに応えるワンストップサービス」の提

供とその業務品質の向上に努め、投資用不動産のニーズを捉えた売買仲介や、リノベーションマンション、土地等

の不動産売上、賃貸仲介、リフォーム工事受注等に取り組んでまいりました。また、スポーツ選手を起用したＣＭ

やＷｅｂ広告のほか、紙媒体からＷｅｂ媒体へ広告手法のシフトを図り、ＥＳＧを推進する取り組みを実施してま

いりました。

その結果、当第２四半期連結累計期間における当社グループの売上高は3,411百万円（前年同期比26.5％増加）、

営業利益は83百万円（前年同期は営業損失98百万円）、経常利益は100百万円（前年同期は経常損失108百万円）、

親会社株主に帰属する四半期純利益につきましては75百万円（前年同期は親会社株主に帰属する四半期純損失98百

万円）となりました。

（単位：百万円）

前第２四半期 当第２四半期 前年同期比

(自 2020年１月１日 (自 2021年１月１日
増減 増減率(％)

至 2020年６月30日) 至 2021年６月30日)

売上高 2,697 3,411 714 26.5

営業利益 △98 83 181 ―

経常利益 △108 100 208 ―

親会社株主に帰属
する四半期純利益

△98 75 174 ―

セグメント別売上高

[不動産売上]

投資用一棟マンションや土地等の販売に注力し、一取引における取扱高と利益率の改善に注力いたしました。ま

た、それらに加えて、現代のライフスタイルにあった改修を施したリノベーションマンションの販売に注力いたし

ました。その結果、売上高は1,160百万円（前年同期比155.3％増加）、セグメント利益は82百万円（同337.7％増

加）となりました。

[不動産賃貸収入]

自社賃貸不動産の資産価値の向上に注力いたしました。しかしながら、新型コロナウイルスの影響が一因となり、

入居者様の入れ替わりに伴うリフォーム工事費用の増加や、空室率の上昇により、利益率が下振れることとなりま

した。その結果、売上高は355百万円（前年同期比1.0％減少）、セグメント利益は９百万円（同39.7％減少）とな

りました。

[工事売上]

外壁塗装工事の受注や、注文建築による新築戸建ての建設工事受注に注力いたしました。また、受注工事の利益

率の改善に注力いたしました。その結果、売上高は606百万円（前年同期比2.5％減少）、セグメント損失は８百万

円（前年同期はセグメント損失22百万円）となりました。

[不動産管理収入]

入居者様及び不動産オーナー様の満足度向上のため定期巡回と清掃の強化を実施し、管理物件の新規取得と入居

率の維持・向上に注力いたしました。また、管理の受託内容や管理料の見直しを提案することにより、利益率の改

善に努めてまいりました。その結果、売上高は265百万円（前年同期比1.9％減少）、セグメント利益は38百万円

（同56.7％増加）となりました。
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[受取手数料]

売買仲介賃貸仲介ともに、取扱単価の見直しに注力いたしました。その結果、売買仲介に伴う手数料は、731百万

円（前年同期比2.0％増加）となりました。また、賃貸仲介につきましては、手数料収入は、235百万円（同14.3％

増加）となりました。売買仲介および賃貸仲介に伴う手数料に、その他の手数料、紹介料等を加えた受取手数料収

入合計は1,023百万円（同3.3％増加）、セグメント利益は208百万円（同168.5％増加）となりました。

（単位：百万円）

前第２四半期 当第２四半期 前年同期比

(自 2020年１月１日 (自 2021年１月１日
増減 増減率(％)

至 2020年６月30日) 至 2021年６月30日)

不動産売上 454 1,160 706 155.3

不動産賃貸収入 359 355 △３ △1.0

工事売上 621 606 △15 △2.5

不動産管理収入 270 265 △５ △1.9

受取手数料 991 1,023 32 3.3

合計 2,697 3,411 714 26.5

（２）財政状態に関する説明

①資産、負債、純資産の状況

（流動資産）

当第２四半期連結会計期間末における流動資産の残高は、3,748百万円となり、前連結会計年度末と比較して579

百万円増加いたしました。その主な要因は、現金及び預金が478百万円、販売用不動産が158百万円増加したことで

あります。

（固定資産）

当第２四半期連結会計期間末における固定資産の残高は、6,722百万円となり、前連結会計年度末と比較して411

百万円減少いたしました。その主な要因は、建設仮勘定が６百万円、投資有価証券が６百万円増加したこと、土地

が307百万円、建物及び構築物が74百万円、敷金及び保証金が34百万円減少したことであります。

（流動負債）

当第２四半期連結会計期間末における流動負債の残高は、2,496百万円となり、前連結会計年度末と比較して238

百万円増加いたしました。その主な要因は、短期借入金が100百万円、１年内返済予定の長期借入金が58百万円増加

したこと、工事未払金が49百万円減少したことであります。

（固定負債）

当第２四半期連結会計期間末における固定負債の残高は、3,253百万円となり、前連結会計年度末と比較して12百

万円増加いたしました。その主な要因は、長期借入金が61百万円増加したこと、退職給付に係る負債が27百万円、

長期預り金が21百万円減少したことであります。

（純資産）

当第２四半期連結会計期間末における純資産の残高は、4,720百万円となり、前連結会計年度末と比較して83百万

円減少いたしました。その主な要因は、親会社株主に帰属する四半期純利益を75百万円計上したこと、配当金を79

百万円計上したこと等により、利益剰余金が４百万円減少したことに加え、2021年６月に連結子会社である株式会

社日住が自己株式取得を行い非支配株主持分が102百万円減少したことによるものであります。
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②キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結累計期間のキャッシュ・フローにつきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは449百万

円の増加、投資活動によるキャッシュ・フローは60百万円の増加、財務活動によるキャッシュ・フローは１百万円

の増加となりました。

その結果、現金及び現金同等物の当第２四半期連結会計期間末残高は、2,347百万円（前連結会計年度末残高は

1,837百万円）となり、510百万円の増加となりました。各キャッシュ・フローの状況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２四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、収入に関してたな卸資産の減少額が230百

万円、税金等調整前四半期純利益が99百万円、減価償却費が60百万円等あったこと、支出に関して仕入債務の減

少額が67百万円、法人税等の支払額が23百万円、退職給付に係る負債の減少額が23百万円等あったことにより、

449百万円の増加（前第２四半期連結累計期間は240百万円の減少）となりました。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期連結累計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは、収入に関して敷金及び保証金の回収によ

る収入が67百万円、定期預金の払戻による収入が32百万円、有価証券の償還による収入が25百万円あったこと、

支出に関して有形固定資産の取得による支出が51百万円、資産除去債務の履行による支出が10百万円等あったこ

とにより、60百万円の増加（前第２四半期連結累計期間は19百万円の増加）となりました。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期連結累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、収入に関して長期借入れによる収入が200

百万円、短期借入金の増加額が100百万円等あったこと、支出に関して自己株式の取得による支出が95百万円、長

期借入金の返済による支出が79百万円、配当金の支払額が79百万円等あったことにより、１百万円の増加（前第

２四半期連結累計期間は255百万円の減少）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

現時点においては、2021年７月30日の「2021年12月期連結業績予想及び配当予想に関するお知らせ」発表時から変

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
(2020年12月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2021年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,869,031 2,347,656

営業未収入金 219,622 233,351

完成工事未収入金 119,896 73,326

有価証券 10,003 -

販売用不動産 755,701 914,177

仕掛販売用不動産 35,502 26,721

未成工事支出金 5,968 4,740

その他 155,437 150,392

貸倒引当金 △2,850 △2,272

流動資産合計 3,168,313 3,748,094

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,270,259 2,195,569

土地 3,920,096 3,613,011

建設仮勘定 ― 6,677

その他（純額） 25,138 22,031

有形固定資産合計 6,215,494 5,837,289

無形固定資産 76,497 67,171

投資その他の資産

投資有価証券 141,285 147,722

敷金及び保証金 698,961 664,860

長期未収入金 13,561 13,561

その他 3,868 7,379

貸倒引当金 △15,561 △15,561

投資その他の資産合計 842,115 817,962

固定資産合計 7,134,107 6,722,423

資産合計 10,302,420 10,470,517
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年12月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2021年６月30日)

負債の部

流動負債

工事未払金 160,832 111,541

短期借入金 800,000 900,000

1年内返済予定の長期借入金 138,636 196,993

リース債務 1,569 1,569

未払法人税等 28,580 28,380

預り金 738,553 749,073

賞与引当金 21,135 21,120

役員賞与引当金 16,800 8,400

その他 352,252 479,529

流動負債合計 2,258,359 2,496,607

固定負債

長期借入金 2,579,476 2,641,246

リース債務 3,269 2,485

長期未払金 2,000 2,000

退職給付に係る負債 405,471 377,685

長期預り金 244,928 223,648

繰延税金負債 5,114 6,073

固定負債合計 3,240,260 3,253,139

負債合計 5,498,620 5,749,746

純資産の部

株主資本

資本金 1,568,500 1,568,500

資本剰余金 1,620,626 1,645,163

利益剰余金 2,685,724 2,681,518

自己株式 △1,172,660 △1,181,168

株主資本合計 4,702,189 4,714,013

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 9,182 14,799

退職給付に係る調整累計額 △21,574 △16,806

その他の包括利益累計額合計 △12,392 △2,007

新株予約権 11,858 8,764

非支配株主持分 102,144 ―

純資産合計 4,803,800 4,720,771

負債純資産合計 10,302,420 10,470,517
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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 2020年１月１日
　至 2020年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2021年１月１日
　至 2021年６月30日)

売上高 2,697,548 3,411,747

売上原価 1,169,572 1,701,682

売上総利益 1,527,975 1,710,065

販売費及び一般管理費 1,625,993 1,626,274

営業利益又は営業損失（△） △98,017 83,790

営業外収益

受取利息 667 635

受取配当金 5,777 5,767

販売用不動産賃料収入 2,970 9,849

貸倒引当金戻入額 500 ―

雇用調整助成金 ― 9,424

補助金収入 ― 7,905

雑収入 2,001 2,432

営業外収益合計 11,917 36,014

営業外費用

支払利息 20,621 16,418

雑損失 1,398 3,236

営業外費用合計 22,019 19,654

経常利益又は経常損失（△） △108,120 100,151

特別利益

移転補償金 50,000 ―

特別利益合計 50,000 ―

特別損失

固定資産除却損 5,055 157

特別損失合計 5,055 157

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△63,175 99,993

法人税、住民税及び事業税 10,124 22,354

法人税等調整額 23,499 ―

法人税等合計 33,624 22,354

四半期純利益又は四半期純損失（△） △96,800 77,639

非支配株主に帰属する四半期純利益 2,152 2,047

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主
に帰属する四半期純損失（△）

△98,952 75,592
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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 2020年１月１日
　至 2020年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2021年１月１日
　至 2021年６月30日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） △96,800 77,639

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △22,910 5,628

退職給付に係る調整額 3,805 4,767

その他の包括利益合計 △19,105 10,396

四半期包括利益 △115,905 88,035

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △118,039 85,977

非支配株主に係る四半期包括利益 2,134 2,057
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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 2020年１月１日
　至 2020年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2021年１月１日
　至 2021年６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又は税金等調整前四
半期純損失（△）

△63,175 99,993

減価償却費 59,869 60,851

貸倒引当金の増減額（△は減少） △356 △578

賞与引当金の増減額（△は減少） △15 △15

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △25,200 △8,400

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △7,690 △23,017

株式報酬費用 13,924 24,521

受取利息及び受取配当金 △6,445 △6,403

支払利息 20,621 16,418

有形固定資産除却損 5,055 157

売上債権の増減額（△は増加） △14,651 32,841

たな卸資産の増減額（△は増加） △136,853 230,535

仕入債務の増減額（△は減少） 30,392 △67,229

預り金の増減額（△は減少） △47,738 △8,309

長期預り金の増減額（△は減少） △1,795 △2,449

長期未払金の増減額（△は減少） △3,200 ―

その他の流動資産の増減額（△は増加） △105,290 △13,360

その他の流動負債の増減額（△は減少） 25,444 145,033

敷金及び保証金の増減額（△は増加） 15,777 2,375

長期前払費用の増減額（△は増加） △2,479 △2,839

その他 2,712 △8,739

小計 △241,095 471,386

利息及び配当金の受取額 5,860 5,929

利息の支払額 △21,924 △18,290

法人税等の支払額 △9,706 △23,429

法人税等の還付額 26,174 13,472

営業活動によるキャッシュ・フロー △240,691 449,068

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 ― 25,000

定期預金の預入による支出 △52,000 ―

定期預金の払戻による収入 76,000 32,000

有形固定資産の取得による支出 △1,723 △51,849

無形固定資産の取得による支出 △3,150 △500

敷金及び保証金の差入による支出 ― △675

敷金及び保証金の回収による収入 ― 67,024

資産除去債務の履行による支出 ― △10,710

投資活動によるキャッシュ・フロー 19,125 60,289
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(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2020年１月１日
　至 2020年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2021年１月１日
　至 2021年６月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少） △100,000 100,000

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 △77,095 △79,873

リース債務の返済による支出 △713 △713

自己株式の売却による収入 4 1

自己株式の取得による支出 △354 △95,041

配当金の支払額 △77,704 △79,583

非支配株主への配当金の支払額 △50 ―

子会社の自己株式の取得による支出 ― △43,524

財務活動によるキャッシュ・フロー △255,912 1,266

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △477,477 510,624

現金及び現金同等物の期首残高 3,456,987 1,837,032

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,979,509 2,347,656
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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。

（追加情報）

新型コロナウイルス感染症の拡大の影響に関する会計上の見積り

当社は連結財務諸表作成時において入手可能な情報に基づき、新型コロナウイルス感染症による将来の収益への

影響を当第２四半期連結会計期間末日から半年程度にわたるものと想定して、会計上の見積りを行っております。

しかしながら、新型コロナウイルス感染症の拡大による影響は不確定要素が多く、更なる感染の拡大や収束時期

の長期化の影響等により不動産市況がさらに悪化した場合には、今後の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロ

ーの状況に重要な影響を与える可能性があります。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間(自 2020年１月１日 至 2020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：千円)

報告セグメント
調整額

(注) １

四半期連
結損益計
算書計上

額

(注) ２

不動産

売上

不動産

賃貸収入
工事売上

不動産

管理収入

受取

手数料
計

売上高

外部顧客への売上高 454,743 359,386 621,925 270,382 991,108 2,697,548 ― 2,697,548

セグメント間の内部
　売上高又は振替高

― 5,010 860 800 8,729 15,401 △15,401 ―

計 454,743 364,396 622,786 271,183 999,838 2,712,949 △15,401 2,697,548

セグメント利益又は
セグメント損失（△）

18,750 16,179 △22,161 24,574 77,624 114,966 △212,984 △98,017

(注) １ セグメント利益又はセグメント損失（△）の調整額△212,984千円は、主に各セグメントに配分していない

全社費用であり、全社費用は、セグメントに帰属しない一般管理費等であります。

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

す。

３ 所有目的の変更により、有形固定資産の一部を販売用不動産に振替いたしました。また、所有目的の変更

により、販売用不動産の一部を有形固定資産に振替いたしました。

この変更に伴うセグメント利益に与える影響は軽微であります。

２ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間(自 2021年１月１日 至 2021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：千円)

報告セグメント
調整額

(注) １

四半期連
結損益計
算書計上

額

(注) ２

不動産

売上

不動産

賃貸収入
工事売上

不動産

管理収入

受取

手数料
計

売上高

外部顧客への売上高 1,160,815 355,850 606,490 265,187 1,023,403 3,411,747 ― 3,411,747

セグメント間の内部
　売上高又は振替高

― 3,405 1,636 751 8,196 13,989 △13,989 ―

計 1,160,815 359,255 608,126 265,938 1,031,599 3,425,737 △13,989 3,411,747

セグメント利益又は
セグメント損失（△）

82,073 9,763 △8,222 38,513 208,410 330,539 △246,748 83,790

(注) １ セグメント利益又はセグメント損失（△）の調整額△246,748千円は、主に各セグメントに配分していない

全社費用であり、全社費用は、セグメントに帰属しない一般管理費等であります。

２ セグメント利益又はセグメント損失（△）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。

２ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

　


