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１．2021年12月期第3四半期の連結業績（2021年1月1日～2021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 ％

2021年12月期第3四半期 968,073 － 69,718 － 88,436 － 53,701 －
2020年12月期第3四半期 － － － － － － － －

(注) 包括利益 2021年12月期第3四半期 92,723百万円( －％) 2020年12月期第3四半期 －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3四半期 286.66 279.68

2020年12月期第3四半期 － －
（注）前連結会計年度より決算期（事業年度の末日）を3月31日から12月31日に変更し、当社グループの決算期を12月31日に統一しておりま

す。決算期変更の経過期間である前連結会計年度は第3四半期連結財務諸表を作成していないため、2020年12月期第3四半期の連結経営成

績（累計）及び2021年12月期第3四半期の対前年同四半期増減率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3四半期 1,270,668 509,547 36.7
2020年12月期 1,091,152 399,456 33.7

(参考) 自己資本 2021年12月期第3四半期 466,025百万円 2020年12月期 367,461百万円
　

　

　

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 － 10.00 － 25.00 35.00

2021年12月期 － 35.00 －

2021年12月期(予想) 35.00 70.00
(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 1,367,000 － 103,000 － 126,000 － 75,000 － 393.77
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有

　　



（注）１ 前連結会計年度より決算期（事業年度の末日）を3月31日から12月31日に変更し、当社グループの決算期を12月31日に統一しており

ます。決算期変更の経過期間である前連結会計年度は2020年4月1日から2020年12月31日までの9ヶ月間の変則的な決算となっており

ます。このため、対前期増減率は記載しておりません。

（注）２ 海外住宅・不動産事業において、米国の好調な住宅市況を背景に販売戸数および利益率が前回公表時の想定を超えて伸長したこと

等を主因に、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が前回公表値を上回る見込みです。

※ 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) 2021年12月期3Ｑ 201,200,936株 2020年12月期 182,778,336株

② 期末自己株式数 2021年12月期3Ｑ 1,328,593株 2020年12月期 1,327,588株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年12月期3Ｑ 187,331,471株 2020年12月期3Ｑ －株

　
（注）前連結会計年度より決算期（事業年度の末日）を3月31日から12月31日に変更しております。決算期変更の経過期間である前連結会計

年度は第3四半期連結財務諸表を作成していないため、2020年12月期第3四半期の期中平均株式数（四半期累計）については記載して

おりません。

　

※ 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
（将来に関する記述等についてのご注意）

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、実際の業務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の入手方法について）

決算短信の補足資料として、Financial Factbookを決算短信発表と同時に当社ウェブサイトに掲載しております。

https://sfc.jp/information/ir/

また、2021年10月29日（金）開催予定の証券アナリスト・機関投資家向け説明会（テレフォンカンファレンス）の説明資料も当社ウェ

ブサイトに掲載予定です。
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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：百万円)

前連結会計年度
(2020年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2021年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 85,850 128,378

受取手形及び売掛金 119,687 122,405

完成工事未収入金 45,095 52,828

有価証券 3,204 3,198

商品及び製品 13,762 19,012

仕掛品 1,312 1,757

原材料及び貯蔵品 8,080 9,379

未成工事支出金 14,993 19,108

販売用不動産 54,010 47,377

仕掛販売用不動産 225,298 313,514

短期貸付金 35,390 35,476

未収入金 46,468 49,975

その他 25,208 32,560

貸倒引当金 △396 △334

流動資産合計 677,962 834,632

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 107,217 116,983

減価償却累計額 △45,620 △50,488

建物及び構築物（純額） 61,597 66,496

機械装置及び運搬具 76,794 80,025

減価償却累計額 △53,123 △57,088

機械装置及び運搬具（純額） 23,672 22,937

土地 40,725 43,559

林木 35,753 37,561

リース資産 11,850 11,590

減価償却累計額 △3,743 △4,032

リース資産（純額） 8,106 7,558

建設仮勘定 10,667 7,444

その他 18,338 20,027

減価償却累計額 △12,913 △14,380

その他（純額） 5,426 5,647

有形固定資産合計 185,948 191,202

無形固定資産

のれん 6,556 4,346

その他 15,071 14,744

無形固定資産合計 21,626 19,091

投資その他の資産

投資有価証券 175,262 191,096

長期貸付金 5,471 6,205

退職給付に係る資産 326 486

繰延税金資産 6,835 7,882

その他 18,631 20,960

貸倒引当金 △909 △885

投資その他の資産合計 205,617 225,743

固定資産合計 413,191 436,036

資産合計 1,091,152 1,270,668
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(2020年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2021年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 111,612 115,688

工事未払金 80,219 87,011

短期借入金 50,106 29,039

コマーシャル・ペーパー 10,000 －

1年内償還予定の社債 － 12

リース債務 1,005 701

未払法人税等 1,937 4,151

未成工事受入金 32,956 43,496

賞与引当金 16,781 24,870

役員賞与引当金 106 －

完成工事補償引当金 6,175 6,258

事業整理損失引当金 368 203

資産除去債務 945 923

その他 68,082 74,348

流動負債合計 380,293 386,702

固定負債

社債 90,000 90,158

新株予約権付社債 10,055 10,040

長期借入金 133,255 189,707

リース債務 8,512 8,366

繰延税金負債 18,578 22,069

役員退職慰労引当金 111 327

退職給付に係る負債 18,700 20,030

資産除去債務 1,544 1,589

その他 30,650 32,133

固定負債合計 311,403 374,419

負債合計 691,696 761,121

純資産の部

株主資本

資本金 32,803 50,064

資本剰余金 18,485 33,899

利益剰余金 283,416 326,167

自己株式 △2,340 △2,342

株主資本合計 332,363 407,787

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 44,337 50,036

繰延ヘッジ損益 1,762 2,836

為替換算調整勘定 △11,098 5,348

退職給付に係る調整累計額 96 18

その他の包括利益累計額合計 35,098 58,238

新株予約権 120 116

非支配株主持分 31,875 43,405

純資産合計 399,456 509,547

負債純資産合計 1,091,152 1,270,668
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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)
当第３四半期連結累計期間

(自 2021年１月１日
　至 2021年９月30日)

売上高 968,073

売上原価 747,447

売上総利益 220,626

販売費及び一般管理費 150,907

営業利益 69,718

営業外収益

受取利息 246

仕入割引 246

受取配当金 1,452

持分法による投資利益 14,905

その他 5,410

営業外収益合計 22,259

営業外費用

支払利息 1,652

売上割引 441

為替差損 313

その他 1,135

営業外費用合計 3,541

経常利益 88,436

特別損失

減損損失 3,416

特別損失合計 3,416

税金等調整前四半期純利益 85,020

法人税、住民税及び事業税 19,871

法人税等調整額 △493

法人税等合計 19,378

四半期純利益 65,641

非支配株主に帰属する四半期純利益 11,940

親会社株主に帰属する四半期純利益 53,701
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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)
当第３四半期連結累計期間

(自 2021年１月１日
　至 2021年９月30日)

四半期純利益 65,641

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 5,747

繰延ヘッジ損益 1,103

為替換算調整勘定 17,017

持分法適用会社に対する持分相当額 3,214

その他の包括利益合計 27,081

四半期包括利益 92,723

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 76,842

非支配株主に係る四半期包括利益 15,881
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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）

2021年７月９日を払込期日とする公募による新株式発行により、資本金及び資本準備金がそれぞれ14,987百万円

増加しております。また、2021年８月６日を払込期日とする第三者割当による新株式発行により、資本金及び資

本準備金がそれぞれ2,248百万円増加しております。これらの結果により、当第３四半期連結会計期間末におい

て資本金が50,064百万円、資本剰余金が33,899百万円となっております。

（決算期変更に関する事項）

2020年６月23日開催の第80期定時株主総会で「定款一部変更の件」が決議されたことを受けて、前期より決算期

（事業年度の末日）を３月31日から12月31日に変更し、当社グループの決算期を12月31日に統一しております。

決算期変更の経過期間である前連結会計年度は第３四半期連結財務諸表を作成していないため、前第３四半期連

結累計期間については記載しておりません。

（セグメント情報）

当第３四半期連結累計期間（自 2021年１月１日　至 2021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：百万円)

報告セグメント

その他

(注)１
合計

調整額

(注)２

四半期連結

損益計算書

計上額

(注)３
木材建材

事業

住宅・建築

事業

海外

住宅・不動産

事業

資源環境

事業
計

売上高

(１) 外部顧客への売上高 138,984 365,265 437,000 15,874 957,124 10,514 967,638 434 968,073

(２) セグメント間の内部

売上高又は振替高
15,251 245 613 919 17,029 7,789 24,819 △24,819 －

計 154,236 365,511 437,613 16,794 974,153 18,304 992,457 △24,384 968,073

セグメント利益又は

損失(△)
5,559 13,516 68,533 2,998 90,606 1,989 92,595 △4,159 88,436

（注）１ 「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、有料老人ホーム・サービス付き

高齢者向け住宅の運営事業、保険代理店業、土木・建築工事の請負等を含んでおります。

　 ２ セグメント利益又は損失の調整額△4,159百万円には、セグメント間取引消去△110百万円、各報告セグメン

トに配分していない全社損益△4,049百万円が含まれております。

全社損益は、主に報告セグメントに帰属しない販売費及び一般管理費、営業外収益及び営業外費用でありま

す。

　 ３ セグメント利益又は損失の合計額は、四半期連結損益計算書の経常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

（固定資産に係る重要な減損損失）

「その他」セグメントにおいて、有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅の運営事業に係る減損損失を計

上しております。なお、減損損失の計上額は、当第３四半期連結累計期間において3,416百万円であります。

（のれんの金額の重要な変動）

「その他」セグメントにおいて、のれんの減損損失を計上したため、のれんの金額が減少しております。当該事

象によるのれんの減少額は、当第３四半期連結累計期間において2,316百万円であります。
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（追加情報）

（会計上の見積りを行う上での新型コロナウイルス感染症の影響）

前連結会計年度末における繰延税金資産の回収可能性や減損損失の認識の判定等については、連結財務諸表作成

時に入手可能な情報に基づき、今後の新型コロナウイルス感染症の影響は継続的に軽微であるとの仮定を置いて

最善の見積りを行っておりました。

しかしながら、第２四半期連結会計期間において、新型コロナウイルス感染症による四半期連結財務諸表作成時

の状況を踏まえ、有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅の運営事業に関する事業計画を見直した結果、

当該事業に係る減損損失を計上しております。

なお、当第３四半期連結会計期間において、これらの見積りの前提とした条件や仮定に重要な変更は行っておら

ず、四半期連結財務諸表作成時に入手可能な情報に基づき、最善の見積りを行っております。

　


