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（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 ％

2023年３月期第２四半期 44,973 5.0 △996 － △1,043 － △82 －

2022年３月期第２四半期 42,843 12.1 613 － 318 － 127 －

（注）包括利益 2023年３月期第２四半期 330百万円 （47.6％） 2022年３月期第２四半期 224百万円 （－％）

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

2023年３月期第２四半期 △2.46 －

2022年３月期第２四半期 3.75 －

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2023年３月期第２四半期 158,350 36,810 22.8

2022年３月期 145,210 36,607 24.8

（参考）自己資本 2023年３月期第２四半期 36,069百万円 2022年３月期 36,026百万円

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

2022年３月期 － 0.00 － 7.00 7.00

2023年３月期 － 0.00

2023年３月期（予想） － 9.00 9.00

（％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 125,000 16.4 3,500 4.4 3,000 14.9 2,200 29.1 64.93

１．2023年３月期第２四半期の連結業績（2022年４月１日～2022年９月30日）

（２）連結財政状態

２．配当の状況

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無：無

３．2023年３月期の連結業績予想（2022年４月１日～2023年３月31日）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無：有

連結業績予想の修正についての詳細は、本日開示しております「2023年３月期業績予想の修正に関するお知らせ」をご
覧ください。



①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 2023年３月期２Ｑ 33,911,219株 2022年３月期 33,911,219株

②  期末自己株式数 2023年３月期２Ｑ 370,331株 2022年３月期 26,808株

③  期中平均株式数（四半期累計） 2023年３月期２Ｑ 33,678,330株 2022年３月期２Ｑ 33,884,591株

※  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

（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        ：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10ページ「２．四半期連結財務諸表及び主な注記（４）四半期連結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。

（４）発行済株式数（普通株式）

※  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当たっての注意事項等については、添付資料４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。

（四半期決算補足説明資料の入手方法について）

四半期決算補足説明資料はTDnet及び当社ホームページで同日開示しております。
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（単位：百万円）

前第２四半期 当第２四半期 前年同期比 増減率（％）

売上高 42,843 44,973 2,130 5.0

売上総利益 7,408 6,004 △1,403 △18.9

販売費及び一般管理費 6,794 7,001 207 3.0

営業利益又は営業損失（△） 613 △996 △1,610 ―

経常利益又は経常損失（△） 318 △1,043 △1,361 ―

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（△）

127 △82 △209 ―

前第２四半期 当第２四半期 前年同期比 増減率(％)

売上高 16,788 14,669 △2,119 △12.6

新築マンション・一戸建販売 9,427 8,235 △1,192 △12.6

リノベーションマンション販売 7,018 6,099 △918 △13.1

その他（不動産仲介・海外事業等） 342 334 △8 △2.5

セグメント利益又はセグメント損失（△） 502 △158 △661 ―

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の経営成績は、前年同期と比較して、宿泊事業において新型コロナウイルス感染症の

影響による厳しい事業環境が継続したことにより減益となったこと及びレジデンシャル事業において減収減益とな

った一方で、ソリューション事業において増収となったこと及び工事事業において増収増益となったこと等から、

売上高449億73百万円（前年同期比5.0％増）、営業損失９億96百万円（前年同期は営業利益６億13百万円）、経常

損失10億43百万円（前年同期は経常利益３億18百万円）を計上いたしました。また、当社の連結子会社である

Cosmos Australia Pty Ltd の解散及び清算を決議したことにより、将来減算一時差異に対する繰延税金資産を追

加計上したこと等から、法人税等調整額（益）９億８百万円を計上いたしました。その結果、親会社株主に帰属す

る四半期純損失82百万円（前年同期は親会社株主に帰属する四半期純利益１億27百万円）を計上いたしました。

なお、当社グループ（当社及び当社の関係会社）では、販売費及び一般管理費等の固定費は各四半期に概ね均等

に発生する一方で、不動産販売においては物件の引渡時に収益を認識するため、物件の引渡時期により四半期ごと

の業績に偏重が生じる傾向があります。当連結会計年度における新築マンション及び収益不動産の引渡時期が第４

四半期連結会計期間に集中する見込みであることから、当第２四半期連結累計期間の売上高及び利益は相対的に小

さくなっております。

当連結会計年度における不動産販売事業の契約進捗は、新築マンション及び収益不動産等において順調に進捗し

ていることから、業績は概ね計画通りに推移しております。

報告セグメントの業績は以下のとおりであります。

なお、各セグメントの売上高はセグメント間の内部売上高又は振替高を含んでおり、セグメント損益は営業損益

ベースの数値であります。

①レジデンシャル事業

レジデンシャル事業におきましては、新築マンション及びリノベーションマンションの引渡戸数が減少したこと

等により、売上高146億69百万円（前年同期比12.6％減）、セグメント損失１億58百万円（前年同期はセグメント

利益５億２百万円）を計上いたしました。

＜レジデンシャル事業の業績＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

※新築マンション・一戸建販売には、新築タウンハウス及び宅地分譲を含んでおります。

※リノベーションマンション販売には、物件保有期間中の賃貸収入を含んでおります。
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前第２四半期 当第２四半期

引渡数
（戸）

売上高
（百万円）

売上総利益率
（％）

引渡数
（戸）

売上高
（百万円）

売上総利益率
（％）

新築マンション 180 8,696 18.0 151 6,913 18.2

リノベーションマンション 156 6,702 14.7 115 5,894 15.0

引渡予定（戸） 契約済（戸） 契約進捗率（％）

通期
新築マンション 440 328 74.5

リノベーションマンション 316 127 40.2

前第２四半期 当第２四半期 前年同期比

新築マンション
（戸）

完成在庫 144 312 168

（うち未契約完成在庫） (129) (295) (166)

前第２四半期 当第２四半期 前年同期比 増減率(％)

売上高 21,705 23,783 2,077 9.6

収益不動産等販売 13,487 15,798 2,310 17.1

不動産賃貸管理・運営 7,942 7,837 △104 △1.3

その他（不動産仲介等） 275 147 △127 △46.5

セグメント利益 2,815 1,842 △972 △34.6

前第２四半期 当第２四半期

引渡数
（棟）

売上高
（百万円）

売上総利益率
（％）

引渡数
（棟）

売上高
（百万円）

売上総利益率
（％）

収益不動産等販売
(うち一棟物件)

5 7,926 19.3 11 13,445 14.3

＜引渡数・売上高・売上総利益率＞

※新築マンションには、新築タウンハウスを含んでおります。

※共同事業物件における戸数については、事業比率に基づき計算しております。

※売上総利益率の算出に際し、棚卸資産評価損は含めておりません。

＜契約進捗率＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2022年９月30日現在）

＜完成在庫＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2022年９月30日現在）

②ソリューション事業

ソリューション事業におきましては、収益不動産等販売において増収となった一方で、前年同期において高収益

物件の引渡があったことによる反動等により、売上高237億83百万円（前年同期比9.6％増）、セグメント利益18億

42百万円（同34.6％減）を計上いたしました。

＜ソリューション事業の業績＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

※収益不動産等販売には、共同出資型不動産、賃料収入及び土地売却を含んでおります。

＜引渡数・売上高・売上総利益率＞

※共同事業物件における棟数については、事業比率に基づき計算しております。

※売上総利益率の算出に際し、棚卸資産評価損は含めておりません。
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前第２四半期 当第２四半期 前年同期比 増減率(％)

売上高 388 1,055 667 171.8

ホテル施設販売 ― ― ― ―

ホテル施設運営 388 1,055 667 171.8

セグメント損失（△） △1,565 △1,800 △235 ―

前第２四半期 当第２四半期 前年同期比 増減率（％）

売上高 4,352 5,618 1,266 29.1

セグメント利益又はセグメント損失（△） △125 61 187 ―

③宿泊事業

宿泊事業におきましては、稼働施設数が増加した一方で、新型コロナウイルス感染症の影響による厳しい事業環

境が継続したこと等から、売上高10億55百万円（前年同期比171.8％増）、セグメント損失18億円（前年同期はセ

グメント損失15億65百万円）を計上いたしました。

＜宿泊事業の業績＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

④工事事業

工事事業におきましては、オフィス移転・内装工事の受注が増加したこと等により、売上高56億18百万円（前年

同期比29.1％増）、セグメント利益61百万円（前年同期はセグメント損失１億25百万円）を計上いたしました。

＜工事事業の業績＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

（２）財政状態に関する説明

[資産、負債、純資産に関する分析]

当第２四半期連結会計期間末の資産合計は1,583億50百万円となり、前連結会計年度末比131億39百万円増加いた

しました。これは主に、現金及び預金が減少した一方で、販売用不動産及び仕掛販売用不動産が増加したことによ

るものです。

当第２四半期連結会計期間末の負債合計は1,215億40百万円となり、前連結会計年度末比129億36百万円増加いた

しました。これは主に、支払手形及び買掛金が減少した一方で、短期借入金及び長期借入金が増加したことによる

ものです。

当第２四半期連結会計期間末の純資産合計は368億10百万円となり、前連結会計年度末比２億２百万円増加いた

しました。これは主に、前連結会計年度に係る株主配当金を支払ったこと及び親会社株主に帰属する四半期純損失

を計上した一方で、為替換算調整勘定が増加したことによるものです。

[キャッシュ・フローの状況に関する分析]

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、263億14百万円となり

ました。〔前年同四半期連結会計期間末は219億41百万円〕

当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。

営業活動によるキャッシュ・フローは、主に棚卸資産が172億72百万円増加したことや、仕入債務が19億44百万

円減少したことから、210億32百万円の資金の減少となりました。〔前年同四半期連結累計期間は163億11百万円の

減少〕

投資活動によるキャッシュ・フローは、主に有形固定資産の取得による支出が２億５百万円あったことや、無形

固定資産の取得による支出が１億30百万円あったことから、３億36百万円の資金の減少となりました。〔前年同四

半期連結累計期間は１億96百万円の減少〕

財務活動によるキャッシュ・フローは、主に長期借入金の返済による支出が124億53百万円あった一方で、短期

借入金が47億91百万円増加したことや、長期借入れによる収入が212億75百万円あったことから、145億99百万円の

資金の増加となりました。〔前年同四半期連結累計期間は72億48百万円の増加〕

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

連結業績予想の修正についての詳細は、本日開示しております「2023年３月期業績予想の修正に関するお知ら

せ」をご覧ください。
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(2022年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2022年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 33,049 26,314

受取手形、売掛金及び契約資産 1,811 2,325

販売用不動産 56,517 64,570

仕掛販売用不動産 40,057 49,534

その他の棚卸資産 106 434

その他 3,513 3,514

貸倒引当金 △4 △0

流動資産合計 135,052 146,692

固定資産

有形固定資産 1,402 1,546

無形固定資産 264 402

投資その他の資産

投資有価証券 1,156 1,078

長期貸付金 61 69

繰延税金資産 1,164 2,246

その他 6,136 6,344

貸倒引当金 △28 △31

投資その他の資産合計 8,491 9,708

固定資産合計 10,158 11,657

資産合計 145,210 158,350

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
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(2022年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2022年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 4,879 2,934

短期借入金 33,804 38,595

１年内返済予定の長期借入金 13,956 15,354

債権流動化債務 2,900 2,900

未払法人税等 443 45

賞与引当金 705 479

役員賞与引当金 59 28

不動産特定共同事業出資受入金 8,354 9,550

その他 5,659 5,884

流動負債合計 70,762 75,770

固定負債

長期借入金 33,773 41,514

その他 4,067 4,255

固定負債合計 37,840 45,769

負債合計 108,603 121,540

純資産の部

株主資本

資本金 5,000 5,000

資本剰余金 5,722 5,722

利益剰余金 26,846 26,527

自己株式 △13 △71

株主資本合計 37,556 37,178

その他の包括利益累計額

為替換算調整勘定 △1,529 △1,108

その他の包括利益累計額合計 △1,529 △1,108

非支配株主持分 580 740

純資産合計 36,607 36,810

負債純資産合計 145,210 158,350
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（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
　至　2021年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

売上高 42,843 44,973

売上原価 35,434 38,968

売上総利益 7,408 6,004

販売費及び一般管理費 6,794 7,001

営業利益又は営業損失（△） 613 △996

営業外収益

受取配当金 6 508

持分法による投資利益 10 17

その他 27 8

営業外収益合計 44 534

営業外費用

支払利息 217 269

資金調達費用 120 202

投資有価証券評価損 － 99

その他 2 8

営業外費用合計 340 580

経常利益又は経常損失（△） 318 △1,043

特別損失

固定資産除却損 8 0

特別損失合計 8 0

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（△）
309 △1,043

法人税、住民税及び事業税 24 13

過年度法人税等 － △58

法人税等調整額 176 △908

法人税等合計 200 △953

四半期純利益又は四半期純損失（△） 108 △90

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △18 △7

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（△）
127 △82

（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）
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（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
　至　2021年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） 108 △90

その他の包括利益

為替換算調整勘定 115 421

その他の包括利益合計 115 421

四半期包括利益 224 330

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 244 347

非支配株主に係る四半期包括利益 △20 △16

（四半期連結包括利益計算書）

（第２四半期連結累計期間）
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（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
　至　2021年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自　2022年４月１日

　至　2022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

又は税金等調整前四半期純損失（△）
309 △1,043

減価償却費 121 118

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2 △3

賞与引当金の増減額（△は減少） △278 △226

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △38 △30

持分法による投資損益（△は益） △10 △17

受取利息及び受取配当金 △6 △508

支払利息 217 269

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） 2,911 △512

棚卸資産の増減額（△は増加） △9,260 △17,272

仕入債務の増減額（△は減少） △3,676 △1,944

未払金の増減額（△は減少） △565 △516

前受金及び契約負債の増減額（△は減少） △1,519 879

預り金の増減額（△は減少） △4,410 △287

その他 433 187

小計 △15,776 △20,910

利息及び配当金の受取額 6 508

利息の支払額 △220 △273

法人税等の支払額 △320 △358

営業活動によるキャッシュ・フロー △16,311 △21,032

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △153 △205

無形固定資産の取得による支出 △43 △130

その他 － 0

投資活動によるキャッシュ・フロー △196 △336

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） 3,000 4,791

長期借入れによる収入 13,225 21,275

長期借入金の返済による支出 △8,346 △12,453

不動産特定共同事業出資受入れによる収入 1,350 3,400

不動産特定共同事業出資返還による支出 △1,770 △2,204

自己株式の取得による支出 △0 △58

非支配株主からの払込みによる収入 29 87

配当金の支払額 △237 △237

その他 △3 △1

財務活動によるキャッシュ・フロー 7,248 14,599

現金及び現金同等物に係る換算差額 16 35

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △9,244 △6,735

現金及び現金同等物の期首残高 31,186 33,049

現金及び現金同等物の四半期末残高 21,941 26,314

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書
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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。

（会計方針の変更）

（時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用）

「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2021年６月17日。以下「時価算

定会計基準適用指針」という。）を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第

27-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針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、当該会計基準適用指針の適用が四半期連結財務諸表に及ぼす影響はありません。

（追加情報）

（新型コロナウイルス感染症の影響に関する会計上の見積り）

当社グループでは、四半期連結財務諸表作成時に入手可能な情報に基づき、販売用不動産等（販売用不動産及

び仕掛販売用不動産）の評価、繰延税金資産の回収可能性等の会計上の見積りを実施しております。なお、新型

コロナウイルス感染症による影響は、宿泊事業においては2023年３月期末には感染症影響以前の稼働水準に近づ

き、宿泊事業以外の報告セグメントにおける影響は限定的であると仮定しており、前連結会計年度末から重要な

変更はありません。
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（単位：百万円）

報告セグメント

レジデン
シャル事業

ソリュー
ション事業

宿泊事業 工事事業 計

売上高

　顧客との契約から生じる収益 16,458 14,076 381 3,937 34,853

　その他の収益（注）２ 330 7,628 － 30 7,989

　外部顧客への売上高 16,788 21,704 381 3,968 42,843

　セグメント間の内部売上高又は振替高 － 0 6 383 391

計 16,788 21,705 388 4,352 43,234

セグメント利益又はセグメント損失（△） 502 2,815 △1,565 △125 1,626

調整額
（注）１

四半期連結
損益計算書

計上額
（注）３

売上高

　顧客との契約から生じる収益 － 34,853

　その他の収益（注）２ － 7,989

　外部顧客への売上高 － 42,843

　セグメント間の内部売上高又は振替高 △391 －

計 △391 42,843

セグメント利益又はセグメント損失（△） △1,012 613

（セグメント情報）

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自　2021年４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並びに収益の分解情報

（注）１．調整額は以下のとおりであります。

セグメント利益又はセグメント損失（△）の調整額△1,012百万円には、セグメント間取引消去△21百万

円、各セグメントに配賦していない全社費用△990百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セ

グメントに帰属しない一般管理費であります。

２．その他の収益は、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号　2007年３月30日）に基づく賃

貸収入等であります。

３．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。
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（単位：百万円）

報告セグメント

レジデン
シャル事業

ソリュー
ション事業

宿泊事業 工事事業 計

売上高

　顧客との契約から生じる収益 14,433 14,146 1,051 5,445 35,077

　その他の収益（注）２ 235 9,635 － 24 9,895

　外部顧客への売上高 14,669 23,782 1,051 5,470 44,973

　セグメント間の内部売上高又は振替高 0 0 4 148 153

計 14,669 23,783 1,055 5,618 45,126

セグメント利益又はセグメント損失（△） △158 1,842 △1,800 61 △55

調整額
（注）１

四半期連結
損益計算書

計上額
（注）３

売上高

　顧客との契約から生じる収益 － 35,077

　その他の収益（注）２ － 9,895

　外部顧客への売上高 － 44,973

　セグメント間の内部売上高又は振替高 △153 －

計 △153 44,973

セグメント利益又はセグメント損失（△） △941 △996

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自　2022年４月１日　至　2022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並びに収益の分解情報

（注）１．調整額は以下のとおりであります。

セグメント利益又はセグメント損失（△）の調整額△941百万円には、セグメント間取引消去５百万円、

各セグメントに配賦していない全社費用△946百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメ

ントに帰属しない一般管理費であります。

２．その他の収益は、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号　2007年３月30日）に基づく賃

貸収入及び「特別目的会社を活用した不動産の流動化に係る譲渡人の会計処理に関する実務指針」（会計

制度委員会報告第15号　2014年11月４日）の対象となる不動産の譲渡等であります。

３．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。
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