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 (百万円未満切捨て)
１．2022年７月期の業績（2021年８月１日～2022年７月31日） 

（１）経営成績 (％表示は対前期増減率)
 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

2022年７月期 8,727 1.4 397 3.4 297 7.3 210 26.3 

2021年７月期 8,605 2.8 384 △28.2 276 △32.0 166 △33.2 

  

 
１株当たり 
当期純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり 
当期純利益 

自己資本 
当期純利益率 

総資産 
経常利益率 

売上高 
営業利益率 

 円 銭 円 銭 ％ ％ ％ 

2022年７月期 255.70 236.54 10.5 4.4 4.6 

2021年７月期 166.43 156.04 8.2 4.4 4.5 
 

(参考) 持分法投資損益 2022年７月期 ―百万円 2021年７月期 ―百万円
 

(注) 当社は、2020年10月29日付で普通株式１株につき10株の割合で株式分割を行っておりますが、2021年７月期 
の期首に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり当期純利益を算定しております。 

  

（２）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 

2022年７月期 7,396 1,884 25.5 2,355.16 

2021年７月期 5,978 2,123 35.5 2,123.72 
 

(参考) 自己資本 2022年７月期 1,884百万円 2021年７月期 2,123 百万円
 

(注) 当社は、2020年10月29日付で普通株式１株につき10株の割合で株式分割を行っておりますが、2021年７月期 
の期首に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり純資産を算定しております。 

  

（３）キャッシュ・フローの状況 
 

 
営業活動による 

キャッシュ・フロー 
投資活動による 

キャッシュ・フロー 
財務活動による 

キャッシュ・フロー 
現金及び現金同等物 

期末残高 
 百万円 百万円 百万円 百万円 

2022年７月期 △1,356 △166 1,227 1,638 

2021年７月期 928 △231 △678 1,935 

  

２．配当の状況 

 
年間配当金 配当金総額 

(合計) 
配当性向 

純資産 
配当率 中間期末 期末 合計 

 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％ 

2021年７月期 0.00 0.00 0.00 ― ― ― 

2022年７月期 0.00 0.00 0.00 ― ― ― 

2023年７月期(予想) 0.00 0.00 0.00  ―  
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３．2023年７月期の業績予想（2022年８月１日～2023年７月31日） 

 (％表示は対前期増減率)
 

 売上高 営業利益 経常利益 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 9,500 8.9 340 △14.2 234 △21.1 140 △33.4 175.00 

 

※ 注記事項 

（１）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 ： 有 

 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 

（注）詳細は、添付資料 P.10「３．財務諸表及び主な注記（５）財務諸表に関する注記事項（会計方針の変更）」

をご覧ください。 
 

（２）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) 2022年７月期 1,000,000株 2021年７月期 1,000,000株 

② 期末自己株式数 2022年７月期 200,000株 2021年７月期 ―株 

③ 期中平均株式数 2022年７月期 821,918株 2021年７月期 1,000,000株 

(注)当社は、2020 年 10 月 29 日付で普通株式１株につき 10 株の割合で株式分割を行っておりますが、2021 年７月期

の期首に当該株式分割が行われたと仮定して株式数を記載しております。 

 

※ 決算短信は公認会計士又は監査法人の監査の対象外です 

 

※ 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、その達成を当社が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P.３｢１.経営成績等の概況(４)今後の見通し｣をご覧ください。 
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１．経営成績等の概況 

（１）当期の経営成績の概況 

当事業年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響が長期化する中、ワクチン接種などの

各種感染予防対策を背景に、一時期新規感染者数が減少し緩やかではあるものの景気の回復が期待される状況にな

りました。しかしながら、新たな変異ウイルスにより新規感染者数が再び増加に転じるなど未だに予断を許さず、

また、ロシア・ウクライナ紛争の長期化が国内外の経済に大きな影響を与えており、依然として景気の先行きは不

透明な状況です。 

首都圏の2021年度の中古マンション成約戸数は37,828戸（前年度比2.1％増）と２年ぶりに前年度を上回り、６

年連続で37,000戸台を維持しています。平均価格は3,949万円（前年度比7.7％増）、㎡単価は61.36万円（前年度

比9.3％増）と共に９年連続の上昇となりました。（公益財団法人東日本不動産流通機構「首都圏不動産流通市場

の動向(2021年）」) 

2022年度第１四半期（2022年４月～６月）の中古マンション市場は、成約戸数が8,974戸（前年同期比10.1％減）

と４四半期連続で前年同期を下回った一方、平均価格は4,258万円（前年同期比11.0％増）と2012年10月～12月期

から39期連続で前年同期を上回っております。（公益財団法人東日本不動産流通機構「サマリーレポート(2022年

４～６月期）」) 

こうした市場環境の中、当社における当事業年度の業績につきましては、売上高は8,727,064千円（前期比1.4％

増）、営業利益は397,107千円（前期比3.4％増）、経常利益は297,026千円（前期比7.3％増）、当期純利益は

210,169千円（前期比26.3％増）となりました。 

当事業年度における販売実績を事業別に示すと、次のとおりであります。 

（不動産販売事業） 

不動産販売事業におきましては、区分建物買取再販による売上高が5,508,880千円（前期比20.4％増）、収益物件

開発販売による売上高が3,059,682千円（前期比21.8％減）となりました。その結果、当事業年度における同事業の

売上高は8,568,562千円（前期比0.9％増）となりました。 

（その他不動産事業） 

その他不動産事業におきましては、リフォームの売上及び販売用不動産の賃貸収入等により、当事業年度における

同事業の売上高は158,502千円（前期比36.7％増）となりました。 

 

（２）当期の財政状態の概況 

（流動資産） 

当事業年度末における流動資産の残高は、前事業年度末に比べ1,352,033千円増加し、7,215,289千円となりました。

これは主に仕掛販売用不動産が1,787,722千円増加、販売用不動産が296,827千円減少したことによるものであります。 

（固定資産） 

当事業年度末における固定資産の残高は、前事業年度末に比べ65,963千円増加し、181,630千円となりました。こ

れは主に繰延税金資産が28,779千円、投資有価証券が19,839千円、投資その他の資産のその他が15,214千円増加した

ことによるものであります。 

（流動負債） 

当事業年度における流動負債の残高は、前事業年度末に比べ821,107千円増加し、3,278,888千円となりました。こ

れは主に短期借入金が704,624千円、１年以内返済予定の長期借入金が167,428千円増加したことによるものでありま

す。 

（固定負債） 

当事業年度における固定負債の残高は、前事業年度末に比べ836,479千円増加し、2,233,902千円となりました。こ

れは主に長期借入金が846,553千円増加したことによるものであります。 

（純資産） 

当事業年度末における純資産の残高は、前事業年度末に比べ239,590千円減少し、1,884,129千円となりました。こ

れは主に自己株式の取得449,600千円による減少、当期純利益の計上により繰越利益剰余金が210,169千円増加したこ

とによるものであります。 
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（３）当期のキャッシュ・フローの概況 

当事業年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べ296,143千円減少し、

1,638,913千円となりました。各キャッシュ・フローの状況と主な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） 

営業活動による資金の減少は、1,356,957千円（前事業年度は928,419千円の増加）となりました。これは主に、棚

卸資産の増加額1,514,928千円によるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動による資金の減少は、166,855千円（前事業年度は231,931千円の減少）となりました。これは主に、定期

預金の預入による支出485,243千円、定期預金の払戻による収入351,240千円が生じたことによるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動により増加した資金は、1,227,669千円 （前事業年度は678,482千円の減少）となりました。これは主に、

短期借入金の純増加額704,624千円、長期借入金の純増加額1,013,982千円、社債の償還による減少額40,000千円及び

自己株式の取得による支出449,872千円が生じたことによるものであります。 

 

（４）今後の見通し 

2023年７月期の業績見通しに関しましては、依然として新型コロナウイルス感染拡大の経済に対する影響が非常に

不透明な状況にあり、物件を厳選して慎重な仕入体制を継続していく予定であるため、売上高9,500,000千円（前年

同期比8.9％増）、営業利益340,611千円（前年同期比14.2％減）、経常利益234,304千円（前年同期比21.1％減）、

当期純利益140,000千円（前年同期比33.4％減）を見込んでおります。 

 

２．会計基準の選択に関する基本的な考え方 

当社は連結財務諸表を作成していないため、日本基準及び国際会計基準による並行開示の負担等を考慮し、会計基準

につきましては日本基準を適用しております。国際財務報告基準（IFRS）の適用につきましては、今後の事業展開や国

内外の動向などを踏まえた上で検討を進めていく方針であります。 
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３．財務諸表及び主な注記 

（１）貸借対照表 
  （単位：千円） 

 
前事業年度 

（2021年７月31日） 

当事業年度 

（2022年７月31日） 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,283,295 2,118,653 

売掛金 ― 209 

販売用不動産 917,384 620,556 

仕掛販売用不動産 2,584,921 4,372,644 

未成工事支出金 7,941 29,393 

貯蔵品 5,464 8,045 

前渡金 28,672 28,600 

前払費用 18,836 20,604 

その他 16,739 16,581 

流動資産合計 5,863,256 7,215,289 

固定資産   

有形固定資産   

建物 12,557 12,557 

減価償却累計額 △10,018 △11,035 

建物（純額） 2,538 1,521 

工具、器具及び備品 4,158 3,686 

減価償却累計額 △3,386 △3,135 

工具、器具及び備品（純額） 771 550 

リース資産 ― 5,204 

有形固定資産合計 3,310 7,276 

無形固定資産   

ソフトウエア 1,351 504 

無形固定資産合計 1,351 504 

投資その他の資産   

投資有価証券 3,000 22,839 

出資金 22,240 22,240 

長期前払費用 2,221 1,207 

繰延税金資産 17,940 46,720 

その他 65,692 80,907 

貸倒引当金 △89 △65 

投資その他の資産合計 111,005 173,849 

固定資産合計 115,667 181,630 

資産合計 5,978,924 7,396,920 
  



 
シーズクリエイト株式会社 2022 年７月期 決算短信（非連結） 

―5― 

  （単位：千円） 

 
前事業年度 

（2021年７月31日） 

当事業年度 

（2022年７月31日） 

負債の部   

流動負債   

買掛金 70,297 81,246 

短期借入金 1,538,000 2,242,624 

１年内償還予定の社債 40,000 40,000 

１年内返済予定の長期借入金 477,231 644,660 

リース債務 ― 1,573 

未払金 37,989 39,727 

未払費用 48,796 55,739 

未払法人税等 70,584 56,317 

前受金 146,503 80,424 

預り金 8,104 8,686 

その他 20,274 27,889 

流動負債合計 2,457,781 3,278,888 

固定負債   

社債 130,000 90,000 

長期借入金 1,035,072 1,881,626 

長期リース債務 ― 4,241 

退職給付引当金 65,412 73,303 

役員退職慰労引当金 158,223 175,031 

資産除去債務 4,166 4,182 

その他 4,547 5,518 

固定負債合計 1,397,422 2,233,902 

負債合計 3,855,204 5,512,790 

純資産の部   

株主資本   

資本金 50,000 50,000 

利益剰余金   

利益準備金 700 700 

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 2,073,020 2,283,189 

利益剰余金合計 2,073,720 2,283,889 

自己株式 ― △449,600 

株主資本合計 2,123,720 1,884,289 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 ― △160 

評価・換算差額等合計 ― △160 

純資産合計 2,123,720 1,884,129 

負債純資産合計 5,978,924 7,396,920 
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（２）損益計算書 
  （単位：千円） 

 

前事業年度 

(自 2020年８月１日 

至 2021年７月31日) 

当事業年度 

(自 2021年８月１日 

至 2022年７月31日) 

売上高 8,605,700 8,727,064 

売上原価 7,410,027 7,438,028 

売上総利益 1,195,672 1,289,036 

販売費及び一般管理費 811,491 891,928 

営業利益 384,181 397,107 

営業外収益   

受取利息 62 37 

受取配当金 130 330 

助成金収入 3,192 2,500 

給付金収入 6,000 ― 

解約金収入 4,500 ― 

償却債権取立益 ― 600 

その他 2,850 195 

営業外収益合計 16,735 3,664 

営業外費用   

支払利息 71,454 79,288 

社債発行費 1,359 ― 

支払手数料 29,819 23,744 

株式公開費用 12,000 ― 

その他 9,340 711 

営業外費用合計 123,973 103,744 

経常利益 276,944 297,026 

税引前当期純利益 276,944 297,026 

法人税、住民税及び事業税 118,523 115,636 

法人税等調整額 △8,010 △28,779 

法人税等合計 110,513 86,857 

当期純利益 166,430 210,169 
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売上原価明細書 

区分 
注記 

番号 

前事業年度 

(自 2020年８月１日 

至 2021年７月31日) 

当事業年度 

(自 2021年８月１日 

至 2022年７月31日) 

金額 

（千円） 

構成比 

（％） 

金額 

（千円） 

構成比 

（％） 

Ⅰ 販売用不動産取得費  4,794,208 64.7 5,145,144 69.2 

Ⅱ 経費 ※１ 2,615,819 35.3 2,292,883 30.8 

売上原価  7,410,027 100.0 7,438,028 100.0 

原価計算の方法 

原価計算の方法は、個別原価計算によっております。 

 

（注）※１．経費の主な内訳は、次のとおりであります。 

前事業年度 

（自 2020年８月１日 至 2021年７月31日） 

当事業年度 

（自 2021年８月１日 至 2022年７月31日） 

外注費           2,587,508千円 外注費           2,238,271千円 
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（３）株主資本等変動計算書 

 

前事業年度（自 2020年８月１日 至 2021年７月31日） 

  （単位：千円） 

 株主資本 

純資産合計 
資本金 

利益剰余金 

株主資本合

計 利益準備金 

その他利益 

剰余金 利益剰余金 

合計 繰越利益 

剰余金 

当期首残高 50,000 700 1,906,589 1,907,289 1,957,289 1,957,289 

当期変動額       

当期純利益   166,430 166,430 166,430 166,430 

株主資本以外の項目

の当期変動額（純

額） 

      

当期変動額合計 ― ― 166,430 166,430 166,430 166,430 

当期末残高 50,000 700 2,073,020 2,073,720 2,123,720 2,123,720 

 

当事業年度（自 2021年８月１日 至 2022年７月31日） 

（単位：千円） 
 

 株主資本 評価･換算差額等 

純資産 

合計 資本金 

利益剰余金 

自己株式 
株主資本 

合計 

その他

有価証

券評価

差額金 

評価･換

算差額

等合計 

利益準

備金 

その他利益

剰余金 利益剰余

金合計 繰越利益 

剰余金 

当期首残高 50,000 700 2,073,020 2,073,720 ― 2,123,720 ― ― 2,123,720 

当期変動額          

当期 

純利益 
  210,169 210,169  210,169 ― ― 210,169 

自己株式

の取得 
    △449,600 △449,600   △449,600 

株主資本

以外の項

目の当期

変 動 額

(純額) 

― ― ― ― ― ― △160 △160 △160 

当期変動額

合計 
― ― 210,169 210,169 △449,600 △239,431 △160 △160 △239,591 

当期末残高 50,000 700 2,283,189 2,283,889 △449,600 1,884,289 △160 △160 1,884,129 
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（４）キャッシュ・フロー計算書 
  （単位：千円） 

 

前事業年度 

(自 2020年８月１日 

至 2021年７月31日) 

当事業年度 

(自 2021年８月１日 

至 2022年７月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前当期純利益 276,944 297,026 

減価償却費 2,628 3,233 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △23 △24 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,331 7,890 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 25,520 16,807 

受取利息及び受取配当金 △193 △368 

支払利息 71,454 79,288 

株式公開費用 12,000 ― 

売上債権の増減額（△は増加） ― △209 

棚卸資産の増減額（△は増加） 862,585 △1,514,928 

前渡金の増減額（△は増加） △22,772 72 

仕入債務の増減額（△は減少） △32,712 10,948 

未払又は未収消費税等の増減額 △11,528 7,615 

前受金の増減額（△は減少） △45,333 △66,078 

その他の資産の増減額（△は増加） △16,282 921 

その他の負債の増減額（△は減少） 20,093 9,683 

その他 5,005 272 

小計 1,149,715 △1,147,849 

利息及び配当金の受取額 174 367 

利息の支払額 △71,434 △79,572 

法人税等の支払額 △150,036 △129,903 

営業活動によるキャッシュ・フロー 928,419 △1,356,957 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

投資有価証券の取得による支出 ― △20,000 

有形固定資産の取得による支出 △72,977 △138 

敷金・保証金の差入による支出 △515 △47 

敷金・保証金の差入による収入 574 1,372 

定期預金の預入による支出 △390,740 △485,243 

定期預金の払戻による収入 234,737 351,240 

投資その他の資産の増減額（△は増加） △3,010 △14,040 

投資活動によるキャッシュ・フロー △231,931 △166,855 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 3,105,400 4,164,124 

短期借入金の返済による支出 △3,418,400 △3,459,500 

長期借入れによる収入 1,164,650 2,850,500 

長期借入金の返済による支出 △1,598,132 △1,836,517 

社債の発行による収入 100,000 ― 

社債の償還による支出 △20,000 △40,000 

リース債務の返済による支出 ― △1,064 

株式公開費用の支出 △12,000 ― 

自己株式の取得による支出 ― △449,872 

財務活動によるキャッシュ・フロー △678,482 1,227,669 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 18,005 △296,143 

現金及び現金同等物の期首残高 1,917,052 1,935,057 

現金及び現金同等物の期末残高 1,935,057 1,638,913 
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（５）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。 

 

（会計方針の変更） 

（収益認識に関する会計基準等の適用） 

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」という。）

等を当会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービス

と交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。 

これにより、従来、販売契約の取引価格を収益として認識し、新生活準備金等として顧客へ支払われる対価を販

売促進費として費用計上しておりましたが、販売契約の取引価格から新生活準備金等として支払われる対価を減額

した純額で収益を認識する方法に変更しております。この結果、当会計期間の売上高及び売上総利益は5,110千円

減少しておりますが、営業利益、経常利益、税引前当期純利益に与える影響はありません。 

また、収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従

っておりますが、利益剰余金の当期首残高へ与える影響はありません。 

 

（時価の算定に関する会計基準等の適用） 

「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」という。）

等を当会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第

10号 2019年７月４日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針

を、将来にわたって適用することとしております。なお、これによる財務諸表に与える影響はありません。 

 

（セグメント情報等） 

（セグメント情報） 

当社は不動産の開発・仕入及び販売を主体とする不動産販売事業の単一セグメントのため、セグメント情報の記

載を省略しております。 

 

（関連情報） 

１．製品及びサービスごとの情報 

不動産販売事業の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。 

 

２．地域ごとの情報 

（1） 売上高 

本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。 

 

（2） 有形固定資産 

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、記載を省略しております。 

 

３．主要な顧客ごとの情報 

顧客の氏名又は名称 売上高（千円） 

㈱リコルディ 1,292,032 

 

（報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報） 

該当事項はありません。 

 

（報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報） 

該当事項はありません。 
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（報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報） 

該当事項はありません。 

 

（１株当たり情報） 

 
前事業年度 

(自  2020年８月１日 
 至  2021年７月31日) 

当事業年度 
(自  2021年８月１日 
 至  2022年７月31日) 

１株当たり純資産額 2,123.72円 2,355.16円 

１株当たり当期純利益 166.43円 255.70円 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 156.04円 236.54円 

（注）１．当社は、2020年10月29日付で普通株式１株につき10株の割合で株式分割を行っておりますが、前事業年度

の期首に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり純資産額、１株当たり当期純利益を算定しておりま

す。 

２．１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであり

ます。 

 
前事業年度 

(自  2020年８月１日 
 至  2021年７月31日) 

当事業年度 
(自  2021年８月１日 
 至  2022年７月31日) 

当期純利益（千円） 166,430 210,169 

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ― 

普通株式に係る当期純利益（千円） 166,430 210,169 

普通株式の期中平均株式数（株） 1,000,000 821,918 

   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益   

 当期純利益調整額（千円） ― ― 

 普通株式増加数（株） 66,596 66,596 

 （うち新株予約権）（株） （66,596） （66,596） 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調
整後１株当たり当期純利益金額の算定に
含めなかった潜在株式の概要 

― ― 

３．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
前事業年度 

(自  2020年８月１日 
 至  2021年７月31日) 

当事業年度 
(自  2021年８月１日 
 至  2022年７月31日) 

純資産の部の合計額（千円） 2,123,720 1,884,129 

普通株式に係る期末の純資産額（千円） 2,123,720 1,884,129 

１株当たりの純資産額の算定に用いられ
た期末の普通株式の数（株） 

1,000,000 800,000 

 

（重要な後発事象） 

該当事項はありません。 
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