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（百万円未満切捨て）

1. 2023年7月期第2四半期の連結業績（2022年8月1日～2023年1月31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 ％

2023年7月期第2四半期 2,897 ― 476 ― 255 ― 188 ―

2022年7月期第2四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

（注）包括利益 2023年7月期第2四半期　　188百万円 （―％） 2022年7月期第2四半期　　―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

2023年7月期第2四半期 5.95 ―

2022年7月期第2四半期 ― ―

（注）2023年７月期第１四半期より四半期連結財務諸表を作成しているため、2022年７月期第２四半期の数値及び対前年同四半期増減率については記載して

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 ％

2023年7月期第2四半期 22,338 7,016 31.4

2022年7月期 ― ― ―

（参考）自己資本 2023年7月期第2四半期 7,016百万円 2022年7月期 ―百万円

（注）2023年７月期第１四半期より四半期連結財務諸表を作成しているため、2022年７月期の数値については記載しておりません。

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7月期 ― 0.00 ― 20.00 20.00

2023年7月期 ― 0.00

2023年7月期（予想） ― 15.00 15.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

2022年７月期の期末配当金20.00円には記念配当5.00円を含んでおります。

3. 2023年 7月期の連結業績予想（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
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 24,000 ― 3,400 ― 3,000 ― 2,400 ― 75.57

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無

2023年７月期第１四半期より四半期連結財務諸表を作成しているため、対前期増減率については記載しておりません。



※ 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 ： 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

(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） 2023年7月期2Q 33,723,415 株 2022年7月期 33,723,415 株

② 期末自己株式数 2023年7月期2Q 1,973,162 株 2022年7月期 1,969,718 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2023年7月期2Q 31,752,134 株 2022年7月期2Q 31,760,559 株

（注）当社は、2022年６月１日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を実施したため、前事業年度期首に当該株式併合が実施されたものと仮定

し、発行済株式数（普通株式）を算定しております。

※ 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は、添付資料２ページ「１．（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。
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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

当社グループは、第１四半期連結累計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、前年同四半期連結累計期間

及び前連結会計年度末との比較分析を行っておりません。

また、文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症による行動制限が緩和され個人消費は

緩やかに持ち直し、企業収益は緩やかに改善しております。一方、消費者物価の上昇や供給面での制約、世界的な金融

引き締め等が続くなど、先行きの景気動向には不透明感が存在しております。

こうした状況下、当社グループは東京都心部をはじめとする首都圏や関西地区を中心に権利調整案件や収益用不動産

などの販売用不動産の売却活動及び仕入活動を進めてまいりました。当第２四半期連結累計期間においては、今後の当

社グループ業績の拡大のための源泉となる仕入活動に注力してまいりました。また、第１四半期に引き続きＭ＆Ａも含

めた販売用不動産の仕入戦略を積極的に進めてまいりました。

売却活動につきましては、売却時期が下期にずれ込んだ販売用不動産もありましたが、東京都品川区や神奈川県、関

西地区に所在する販売用不動産を売却してまいりました。

なお、新型コロナウイルス感染症による当社グループに与える影響につきましては、感染拡大防止に努めながら営業

活動を行い、影響は軽微であります。

以上から、売上高は28億97百万円、営業利益は４億76百万円、経常利益は２億55百万円、親会社株主に帰属する四半

期純利益は１億88百万円となりました。

当第２四半期連結累計期間における各事業の種類別セグメントの概況は次のとおりであります。

①不動産再活事業

上記のとおり、東京都品川区や神奈川県、関西地区に所在する販売用不動産を売却いたしました。

以上から、不動産再活事業の売上高は27億43百万円、営業利益は６億48百万円となりました。

②不動産賃貸収益等事業

不動産賃貸収益等事業は、当社グループが保有する不動産物件に係る受取賃料収入や収入手数料等で構成されており

ます。不動産賃貸収益等事業の売上高は１億54百万円、営業利益は１億40百万円となりました。

（２）財政状態に関する説明

（資産、負債及び純資産の状況）

（流動資産）

当第２四半期連結会計期間末における流動資産は195億90百万円となりました。主な内訳としては、現金及び預金が14

億５百万円、販売用不動産が178億86百万円などであります。

（固定資産）

当第２四半期連結会計期間末における固定資産は、27億48百万円となりました。主な内訳としては、関係会社出資金

が７億60百万円、長期貸付金が８億16百万円、繰延税金資産が７億21百万円などであります。

（流動負債）

当第２四半期連結会計期間末における流動負債は、109億71百万円となりました。主な内訳としては、短期借入金が30

億17百万円、１年内返済予定の長期借入金が54億40百万円、預り金が14億71百万円などであります。

（固定負債）

当第２四半期連結会計期間末における固定負債は、43億50百万円となりました。主な内訳としては、長期借入金が43

億25百万円などであります。

（純資産）

当第２四半期連結会計期間末における純資産は、70億16百万円となりました。主な内訳としては、資本金が24億28百

万円、資本剰余金が２億94百万円、利益剰余金が53億２百万円、自己株式が△10億７百万円などであります。以上の結

果、自己資本比率は31.4％となりました。

（キャッシュ・フローの状況）

当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）の残高は12億84百万円となり
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ました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは91億19百万円の減少となりました。これは

主に、棚卸資産の増減額△88億72百万円、法人税等の支払額△３億92百万円など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）

当第２四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは６億22百万円の減少となりました。これは

主に、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出２億26百万円、貸付による支出４億10百万円などによるも

のであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは82億73百万円の増加となりました。これは

主に、短期借入金の純増減17億34百万円の増加、長期借入による収入83億10百万円、長期借入金の返済による支出11億

38百万円などによるものであります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2022年10月28日に公表した2023年７月期連結業績予想値に変更はありません。
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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

(単位：千円)

当第２四半期連結会計期間
(2023年１月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,405,914

販売用不動産 17,886,379

その他 297,923

流動資産合計 19,590,218

固定資産

有形固定資産 4,398

無形固定資産

のれん 265,181

その他 4,571

無形固定資産合計 269,752

投資その他の資産

その他 2,878,412

貸倒引当金 △404,525

投資その他の資産合計 2,473,886

固定資産合計 2,748,037

資産合計 22,338,255

負債の部

流動負債

短期借入金 3,017,734

１年内返済予定の長期借入金 5,440,671

預り金 1,471,864

未払法人税等 96,475

賞与引当金 10,367

その他 933,986

流動負債合計 10,971,100

固定負債

長期借入金 4,325,043

退職給付に係る負債 25,238

固定負債合計 4,350,281

負債合計 15,321,381

純資産の部

株主資本

資本金 2,428,102

資本剰余金 294,072

利益剰余金 5,302,385

自己株式 △1,007,457

株主資本合計 7,017,102

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △228

その他の包括利益累計額合計 △228

純資産合計 7,016,874

負債純資産合計 22,338,255
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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２四半期連結累計期間

(単位：千円)
当第２四半期連結累計期間

(自 2022年８月１日
　至 2023年１月31日)

売上高 2,897,384

売上原価 2,063,024

売上総利益 834,359

販売費及び一般管理費 357,774

営業利益 476,585

営業外収益

受取利息 1,319

その他 2,787

営業外収益合計 4,107

営業外費用

支払利息 92,002

支払手数料 120,461

消費税相殺差損 2,875

持分法による投資損失 9,469

雑損失 862

営業外費用合計 225,671

経常利益 255,020

税金等調整前四半期純利益 255,020

法人税、住民税及び事業税 72,158

法人税等調整額 △6,057

法人税等合計 66,101

四半期純利益 188,919

非支配株主に帰属する四半期純利益 -

親会社株主に帰属する四半期純利益 188,919
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四半期連結包括利益計算書

第２四半期連結累計期間

(単位：千円)
当第２四半期連結累計期間

(自 2022年８月１日
　至 2023年１月31日)

四半期純利益 188,919

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △283

その他の包括利益合計 △283

四半期包括利益 188,635

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 188,635

非支配株主に係る四半期包括利益 -
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
当第２四半期連結累計期間

(自 2022年８月１日
　至 2023年１月31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 255,020

減価償却費 1,380

賞与引当金の増減額（△は減少） 10,367

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 888

受取利息及び受取配当金 △1,320

支払利息 92,002

持分法による投資損益（△は益） 9,469

支払手数料 120,461

棚卸資産の増減額（△は増加） △8,872,621

前渡金の増減額（△は増加） △24,250

その他の流動資産の増減額（△は増加） △33,291

未払消費税等の増減額（△は減少） △372,133

預り金の増減額（△は減少） △38,479

その他の流動負債の増減額（△は減少） 249,027

その他 △1,107

小計 △8,604,586

利息及び配当金の受取額 1,320

利息の支払額 △123,177

法人税等の支払額 △392,648

営業活動によるキャッシュ・フロー △9,119,091

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 △121,004

定期預金の払戻による収入 170,004

有形固定資産の取得による支出 △508

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る支出

△226,922

貸付けによる支出 △410,000

その他 △34,250

投資活動によるキャッシュ・フロー △622,680

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） 1,734,200

長期借入れによる収入 8,310,337

長期借入金の返済による支出 △1,138,850

配当金の支払額 △630,855

自己株式の取得による支出 △1,483

財務活動によるキャッシュ・フロー 8,273,348

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,468,424

現金及び現金同等物の期首残高 2,753,338

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,284,914
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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」（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

ー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、これにより四半期連結財務諸表に与える影響はありません。

　


