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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 EBITDA 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 ％ 百万円 ％

2021年12月期第３四半期 17,944 － 725 － 616 － 417 － 277 －
(注)１. 包括利益 2021年12月期第３四半期 547百万円( －％)

２. 当社は、2020年４月１日付で決算期を12月として設立されたため、2020年12月期は2020年４月１日から2020年12月31日までの９ヵ月

間となります。これに伴い、比較対象となる2020年12月期第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

の連結業績及び2021年12月期第３四半期の対前年同四半期増減率については記載しておりません。

３. 以下の表は、前年同期間における比較を行ったものとなります。

(ご参考：前年同期間との比較) (％表示は、対前年同期間増減率)

売上高 EBITDA 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2021年１月１日～９月30日 17,944 △2.5 725 0.9 616 1.9 417 15.4

2020年１月１日～９月30日 18,404 － 718 － 605 － 361 －
(注) １．上表の2020年１月１日～９月30日の業績数値は、2020年３月期の第４四半期、2020年12月期の第１四半期及び2020年12月期の第２四半

期を単純合算した数値となります。なお、親会社株主に帰属する四半期純利益については、各期の税金計算根拠が異なり、単純合算で

は比較できないため掲載しておりません。

２. 2020年１月１日～９月30日の対前年同期間の増減率は、2019年の同期間との比較を行っていないため「－」と記載しております。

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 6.52 6.48

（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 40,904 14,405 35.1

2020年12月期 35,850 13,216 36.8

(参考) 自己資本 2021年12月期第３四半期 14,369百万円 2020年12月期 13,203百万円

　

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 2.63 2.63

2021年12月期 － 0.00 －

2021年12月期(予想) 3.50 3.50
(注) １．直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

２．当社は、2020年４月１日付で決算期を12月として設立されたため、2020年12月期は９ヵ月決算となります。

　



３．2021年12月期の連結業績計画（2021年１月１日～2021年12月31日）
当社グループでは、当連結会計年度の経営目標を「業績計画」として開示しております。「業績計画」は経営として

目指すターゲットであり、いわゆる「業績の予想」または「業績の見通し」とは異なるものであります。
なお、業績の予想については、その時点におけるグループ全体の確度の高い情報及び合理的であると判断される情報

を基に、各四半期における進捗の見通しを「フォーキャスト」として適時更新し開示しております。
(％表示は、対前期増減率)

売上高 EBITDA 経常利益
税金等調整前
当期純利益

親会社株主に帰属
する当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

通 期 23,000 36.6 1,100 44.9 600 40.4 600 38.7 380 43.4
(注) 当社は、2020年４月１日付で決算期を12月として設立されたため、前期の2020年12月期は2020年４月１日から2020年12月31日までの９ヵ月

間となります。

※ 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 ： 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 ： 有

（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 45,311,064株 2020年12月期 40,495,064株

② 期末自己株式数 2021年12月期３Ｑ 471,108株 2020年12月期 514,062株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年12月期３Ｑ 42,490,886株 2020年12月期３Ｑ －

(注) 当社は、2020年４月１日付で決算期を12月として設立されたため、2020年12月期は2020年４月１日から2020年12月31日までの９ヵ月間とな

ります。これに伴い、比較対象となる2020年12月期第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

本資料に記載している将来の見通しや業績計画に関する記述は、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。
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１．四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 7,400,118 7,303,354

売掛金 200,952 120,736

販売用不動産 23,548,720 26,723,606

仕掛販売用不動産 1,018,042 3,348,317

その他 2,233,033 2,058,111

貸倒引当金 △1,455 △2,345

流動資産合計 34,399,411 39,551,782

固定資産

有形固定資産

その他（純額） 175,910 164,717

有形固定資産合計 175,910 164,717

無形固定資産

のれん 59,188 46,505

その他 49,065 43,045

無形固定資産合計 108,254 89,550

投資その他の資産

投資有価証券 478,860 385,911

繰延税金資産 400,597 450,355

その他 232,839 222,861

投資その他の資産合計 1,112,297 1,059,128

固定資産合計 1,396,462 1,313,396

繰延資産

株式交付費 22,126 11,669

創立費 32,724 27,258

繰延資産合計 54,851 38,927

資産合計 35,850,726 40,904,105

負債の部

流動負債

買掛金 718,808 643,326

短期借入金 30,000 395,340

1年内償還予定の社債 219,400 442,500

1年内返済予定の長期借入金 1,651,481 1,882,617

未払法人税等 133,692 80,009

引当金 － 74,710

その他 2,660,622 2,884,365

流動負債合計 5,414,005 6,402,870

固定負債

社債 627,500 185,000

長期借入金 16,488,893 19,799,308

その他 103,415 111,535

固定負債合計 17,219,809 20,095,843

負債合計 22,633,814 26,498,713
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(単位：千円)

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)

純資産の部

株主資本

資本金 5,590,097 5,949,899

資本剰余金 4,601,359 4,970,323

利益剰余金 3,383,660 3,554,447

自己株式 △62,120 △64,544

株主資本合計 13,512,998 14,410,126

その他の包括利益累計額

為替換算調整勘定 △305,634 △34,216

その他有価証券評価差額金 △3,506 △6,282

その他の包括利益累計額合計 △309,141 △40,498

新株予約権 13,055 10,321

非支配株主持分 － 25,443

純資産合計 13,216,911 14,405,392

負債純資産合計 35,850,726 40,904,105
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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：千円)
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 17,944,826

売上原価 14,668,962

売上総利益 3,275,864

販売費及び一般管理費 2,658,933

営業利益 616,930

営業外収益

受取利息及び配当金 3,755

受取保険金 34,469

還付加算金 222

消費税等簡易課税差額収入 9,580

その他 5,710

営業外収益合計 53,739

営業外費用

支払利息 186,428

借入手数料 41,105

創立費償却 5,830

その他 20,258

営業外費用合計 253,623

経常利益 417,046

税金等調整前四半期純利益 417,046

法人税、住民税及び事業税 138,613

法人税等合計 138,613

四半期純利益 278,432

非支配株主に帰属する四半期純利益 1,206

親会社株主に帰属する四半期純利益 277,225
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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：千円)
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 278,432

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △2,775

為替換算調整勘定 271,418

その他の包括利益合計 268,642

四半期包括利益 547,074

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 545,868

非支配株主に係る四半期包括利益 1,206
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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３四半期連結累計期間において、新株予約権の権利行使等により、資本金が359,801千円、資本剰余金が

368,963千円増加し、当第３四半期連結会計期間末において、資本金が5,949,899千円、資本剰余金が4,970,323千

円となっております。

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）

税金費用の計算

当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合

理的に見積り、税引前四半期純利益または税引前四半期純損失に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

なお、法人税等調整額は、法人税、住民税及び事業税に含めて表示しております。

　


