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(百万円未満切捨て)

１．2023年５月期第２四半期の業績（2022年６月１日～2022年11月30日）

（１）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 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2023年５月期第２四半期 3,845 95.4 801 546.8 813 ― 564 2,240.8

2022年５月期第２四半期 1,967 44.5 123 118.9 △3 ― 24 △74.2
　

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５月期第２四半期 53.29 ―

2022年５月期第２四半期 2.28 ―
　　

（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

2023年５月期第２四半期 18,096 11,464 63.4 1,082.56

2022年５月期 19,819 10,594 53.5 1,000.46
(参考) 自己資本 2023年５月期第２四半期 11,464百万円 2022年５月期 10,594百万円
　　　

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

2022年５月期 ― 20.00 ― 20.00 40.00

2023年５月期 ― 20.00

2023年５月期(予想) ― 20.00 40.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ：無
　　　

３．2023年５月期の業績予想（2022年６月１日～2023年５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 6,500 7.2 910 △18.6 919 △9.8 640 △23.4 60.44
(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）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無
　

四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用に関する注記
　

（２）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
　

会計方針の変更に関する注記
　

（３）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) 2023年５月期２Ｑ 10,789,800株 2022年５月期 10,789,800株

② 期末自己株式数 2023年５月期２Ｑ 200,000株 2022年５月期 200,000株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2023年５月期２Ｑ 10,589,800株 2022年５月期２Ｑ 10,589,800株
　

発行済株式数に関する注記
　

※ 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

上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成されたものであり、様々な不確定要
因によって、実際の業績が上記の予想数値と異なる可能性があります。なお、業績予想に関する事項につきまし
ては、２ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）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２四半期累計期間におきましては、当社の主力事業である開発事業及び不動産販売事業を中心に活動いたし

ました。開発事業につきましては、分譲マンション及び分譲仕様の賃貸マンションの売却、不動産販売事業につき

ましては、都内の物件を複数売却いたしました。

この結果、当第２四半期累計期間における売上高は3,845百万円（前年同期比95.4％増）、営業利益は801百万円

（前年同期比546.8％増）、経常利益は813百万円（前年同期は経常損失3百万円）となり、四半期純利益は564百万

円（前年同期比2,240.8％増）となりました。

セグメントごとの経営成績は、次のとおりであります。

①開発事業

開発事業につきましては、前期から販売している「ベルドゥムール草加金明通り」及び11月完成の「ベルドゥ

ムール秋田千秋公園」並びに分譲マンション以上に高級感のある高級賃貸物件「ベルジューレ越谷」を収益物件

として投資家に１棟売却し、売上高が2,582百万円（前年同期比465.7％増）、セグメント利益674百万円（前年同

期比2,464.6％増）となりました。

②建築事業

建築事業につきましては、請負工事を主体とした売上高が257百万円（前年同期比34.4％減）、セグメント損失

が20百万円（前年同期はセグメント利益12百万円）となりました。

③不動産販売事業

不動産販売事業につきましては、都内の物件を複数売却したことによる売上高が726百万円（前年同期比12.9％

減）、セグメント利益が257百万円（前年同期比100.3％増）となりました。

④その他事業

その他事業につきましては、賃貸住宅の仲介・管理及び不動産の売買仲介などを中心に売上高が278百万円（前

年同期比1.7％減）、セグメント利益が23百万円（前年同期比78.4％減）となりました。

（２）財政状態に関する説明

　① 財政状態の分析

（資 産）

当第２四半期末における総資産は18,096百万円となり、前事業年度末に比べ851百万円減少いたしました。この

うち、流動資産は13,828百万円となり前事業年度末に比べ897百万円減少いたしました。主な要因は、有利子負債

の返済に伴い現金及び預金（629百万円）及び棚卸資産（197百万円）などが減少したことによります。また、固

定資産は前事業年度末に比べ45百万円増加いたしました。

（負 債）

当第２四半期末における負債は6,632百万円となり、前事業年度末に比べ1,206百万円減少いたしました。この

うち、流動負債は2,388百万円となり前事業年度末に比べ1,581百万円減少いたしました。主な要因は、短期の有

利子負債（1,445百万円）及び契約負債（136百万円）が減少したことによります。また、固定負債は4,244百万円

となり前事業年度末に比べ375百万円増加いたしました。主な要因は、長期の有利子負債（419百万円）が増加し

たことによります。

（純資産）

当第２四半期末における純資産は11,464百万円となり、前事業年度末に比べ354百万円増加いたしました。主な

要因は、四半期純利益（564百万円）を計上したものの、剰余金の配当（211百万円）などを行ったことによりま

す。
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　② キャッシュフローの状況の分析

当第２四半期累計期間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629百万

円減少し、6,901百万円となりました。

当第２四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの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）

当第２四半期累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前四半期純利益（814百万円）を計

上しましたが法人税等の支払（215百万円）等により686百万円の収入となり、前年同期と比べ1,365百万円の収入

増加となりました。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得（64百万円）及び

投資有価証券の取得（24百万円）等により76百万円の支出となり、前年同期と比べ290百万円の支出増加となりま

した。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払（212百万円）及び有利子

負債（1,026百万円）の返済等により1,241百万円の支出となり、前年同期と比べ462百万円の支出増加となりまし

た。

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

2023年5月期の業績予想は、当第２四半期の業績及び販売状況が計画の範囲内で推移していることから、2022年

７月15日の「2003年５月期決算短信」で公表いたしました通期の業績予想に変更はありません。
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２．四半期財務諸表及び主な注記

（１）四半期貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(2022年５月31日)

当第２四半期会計期間
(2022年11月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 8,113,564 7,484,442

受取手形、売掛金及び契約資産 21,236 29,680

販売用不動産 2,897,782 2,684,061

開発用不動産 3,378,744 3,396,950

未成工事支出金 835 149

その他の棚卸資産 27,129 25,428

前渡金 41,886 28,361

前払費用 25,265 24,817

短期貸付金 215,301 215,725

１年内回収予定の長期貸付金 3,386 2,942

その他 142,538 76,153

貸倒引当金 △141,773 △140,016

流動資産合計 14,725,896 13,828,698

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 416,901 409,862

車両運搬具（純額） 4,797 3,915

土地 1,987,024 1,987,024

リース資産（純額） 5,141 4,233

建設仮勘定 58,500 117,830

その他（純額） 1,691 1,663

有形固定資産合計 2,474,056 2,524,530

無形固定資産 3,540 3,509

投資その他の資産

投資有価証券 287,477 324,071

関係会社株式 66,539 66,539

出資金 48,764 48,764

リース投資資産 1,204,458 1,166,976

長期貸付金 14,440 12,930

長期前払費用 3,475 5,332

繰延税金資産 55,837 58,542

その他 84,617 77,103

貸倒引当金 △20,949 △20,771

投資その他の資産合計 1,744,662 1,739,489

固定資産合計 4,222,259 4,267,529

資産合計 18,948,156 18,096,227
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(単位：千円)

前事業年度
(2022年５月31日)

当第２四半期会計期間
(2022年11月30日)

負債の部

流動負債

支払手形 93,380 22,013

工事未払金 224,431 82,370

買掛金 20,916 33,322

短期借入金 1,000,000 550,000

1年内返済予定の長期借入金 1,445,076 364,192

1年内償還予定の社債 425,000 510,000

リース債務 76,951 76,951

未払金 89,011 125,647

未払費用 6,342 5,857

未払法人税等 236,000 275,000

未払消費税等 ― 85,010

契約負債 214,474 78,395

預り金 108,401 108,777

前受収益 18,828 18,648

完成工事補償引当金 1,210 1,607

工事損失引当金 ― 32,388

その他 9,840 17,940

流動負債合計 3,969,864 2,388,122

固定負債

社債 715,000 910,000

長期借入金 1,391,582 1,615,642

役員退職慰労引当金 368,433 368,433

退職給付引当金 83,435 75,219

債務保証損失引当金 205 188

リース債務 1,208,087 1,169,611

預り保証金 102,030 104,914

固定負債合計 3,868,774 4,244,009

負債合計 7,838,638 6,632,132

純資産の部

株主資本

資本金 2,000,792 2,000,792

資本剰余金 1,972,101 1,972,101

利益剰余金 7,286,885 7,639,391

自己株式 △161,947 △161,947

株主資本合計 11,097,831 11,450,338

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 11,686 13,757

評価・換算差額等合計 11,686 13,757

純資産合計 11,109,518 11,464,095

負債純資産合計 18,948,156 18,096,227
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（２）四半期損益計算書

第２四半期累計期間

(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2021年６月１日
　至 2021年11月30日)

当第２四半期累計期間
(自 2022年６月１日
　至 2022年11月30日)

売上高 1,967,550 3,845,045

売上原価 1,461,598 2,620,938

売上総利益 505,952 1,224,107

販売費及び一般管理費 382,013 422,452

営業利益 123,938 801,654

営業外収益

受取利息 8,907 841

受取配当金 35,723 768

受取手数料 2,342 5,851

投資事業組合運用益 33,683 14,839

雑収入 16,509 20,878

営業外収益合計 97,166 43,179

営業外費用

支払利息 16,146 18,084

社債利息 2,440 2,086

社債発行費 4,770 6,324

貸倒引当金繰入額 186,599 ―

雑損失 14,664 4,344

営業外費用合計 224,621 30,839

経常利益又は経常損失（△） △3,516 813,993

特別利益

固定資産売却益 430 133

子会社株式売却益 122,250 ―

特別利益合計 122,680 133

特別損失

固定資産除却損 9 ―

特別損失合計 9 ―

税引前四半期純利益 119,153 814,127

法人税、住民税及び事業税 80,156 253,113

法人税等調整額 14,889 △3,289

法人税等合計 95,046 249,824

四半期純利益 24,106 564,302
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2021年６月１日
　至 2021年11月30日)

当第２四半期累計期間
(自 2022年６月１日
　至 2022年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純利益 119,153 814,127

減価償却費 14,823 13,907

無形固定資産償却費 234 231

退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△
は減少）

△16,401 △8,216

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） △97 396

工事損失引当金の増減額（△は減少） ― 32,388

貸倒引当金の増減額（△は減少） 186,603 △1,936

債務保証損失引当金の増減額（△は減少） △221 △16

投資事業組合運用損益（△は益） △33,683 △14,839

受取利息及び受取配当金 △58,440 △1,609

支払利息 18,586 20,171

関係会社株式売却損益（△は益） △122,250 ―

為替差損益（△は益） 182 424

固定資産除売却損益（△は益） △420 △133

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） △374,395 △8,444

棚卸資産の増減額（△は増加） △478,365 197,899

その他の流動資産の増減額（△は増加） △122,094 77,814

仕入債務の増減額（△は減少） 10,951 △201,021

契約負債の増減額（△は減少） 248,666 △136,078

その他の流動負債の増減額（△は減少） 44,711 130,988

その他の固定負債の増減額（△は減少） 11,716 3,878

小計 △550,737 919,933

利息及び配当金の受取額 52,480 1,347

利息の支払額 △17,615 △18,960

法人税等の支払額 △162,829 △215,325

営業活動によるキャッシュ・フロー △678,702 686,994

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △582,500 △582,500

定期預金の払戻による収入 582,500 582,500

有形固定資産の取得による支出 △59,233 △64,381

無形固定資産の取得による支出 △171 △200

有形固定資産の売却による収入 454 145

投資事業組合からの分配による収入 30,400 4,320

投資事業組合の払込による支出 △10,000 △24,000

関係会社株式の売却による収入 207,250 ―

貸付金の回収による収入 50,027 1,679

その他 △4,997 5,641

投資活動によるキャッシュ・フロー 213,729 △76,795

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） △310,000 △450,000

リース債務の返済による支出 △993 △1,987

長期借入れによる収入 470,100 1,241,600

長期借入金の返済による支出 △730,402 △2,098,424

社債の発行による収入 250,000 500,000

社債の償還による支出 △245,000 △220,000

配当金の支払額 △212,236 △212,190

財務活動によるキャッシュ・フロー △778,532 △1,241,002

現金及び現金同等物に係る換算差額 802 1,680

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,242,703 △629,122

現金及び現金同等物の期首残高 5,971,598 7,531,064

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,728,894 6,901,942
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（４）四半期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。これによる、四半期財務諸表への影響はありません。

　


