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(百万円未満切捨て)

１．2020年12月期第３四半期の連結業績（2020年１月１日～2020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 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 ％

2020年12月期第３四半期 10,835 3.1 265 △64.3 152 △77.5 92 △78.3

2019年12月期第３四半期 10,512 △0.2 743 △11.5 676 △7.8 425 13.1
(注) 包括利益 2020年12月期第３四半期 92百万円(△78.3％) 2019年12月期第３四半期 425百万円( 13.1％)
　

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

2020年12月期第３四半期 10.95 10.92

2019年12月期第３四半期 50.34 50.24
　

　

（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 ％

2020年12月期第３四半期 21,774 9,801 45.0

2019年12月期 19,293 9,894 51.3
(参考) 自己資本 2020年12月期第３四半期 9,797百万円 2019年12月期 9,890百万円
　　

　

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

2019年12月期 ― 0.00 ― 23.00 23.00
2020年12月期 ― 0.00 ―
2020年12月期(予想) 25.00 25.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
　　

　

３．2020年12月期の連結業績予想（2020年１月１日～2020年12月31日）
連結業績予想に関する序文

(％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 16,725 △7.2 647 △65.2 450 △74.4 268 △76.8 31.81
(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）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 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 ： 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) 2020年12月期３Ｑ 8,468,300株 2019年12月期 8,456,300株

② 期末自己株式数 2020年12月期３Ｑ 29,942株 2019年12月期 242株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2020年12月期３Ｑ 8,445,564株 2019年12月期３Ｑ 8,450,111株

　　
※ 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、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、四半期決算短信（添付資料）３ペー
ジ「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

当第３四半期連結累計期間の経営成績は、売上高10,835百万円（前年同期比3.1％増）となり、営業利益265百万

円（前年同期比64.3％減）、経常利益152百万円（前年同期比77.5％減）、親会社株主に帰属する四半期純利益92百

万円（前年同期比78.3％減）となりました。

セグメント別の概況は次のとおりであります。

① 不動産販売事業

不動産販売事業の売上高は9,568百万円（前年同期比2.6％増）となり、セグメント利益は1,083百万円（前年

同期比31.3％減）となりました。

当第３四半期連結累計期間における販売実績及び仕入実績は次のとおりであります。

ⅰ 販売実績

区分 件数 前年同期比(％) 売上高(百万円) 前年同期比(％)

底地 206 △9.3 3,376 △4.1

居抜き 51 ＋27.5 3,949 △25.4

所有権 10 ＋66.7 1,876 ＋992.1

その他の不動産販売事業 － － 366 ＋7.7

合計 267 △2.2 9,568 ＋2.6

（注）１．上記金額には消費税等は含まれておりません。

２．セグメント間取引については相殺消去しております。

３．「件数」については、売買契約の件数を記載しております。

４．底地・居抜き・所有権の「区分」については、仕入時の区分により記載しております。仕入後に権

利調整により底地から所有権に変わった区画等に関しては、仕入時の区分に基づき底地に含めて記

載しております。また、底地・居抜き・所有権が混在する物件については、底地を含む物件は「底

地」に、居抜きと所有権のみが混在する物件は「居抜き」に含めて記載しております。

５．「その他の不動産販売事業」は、地代家賃収入、仲介手数料による収入、業務受託手数料収入等で

あります。

販売におきましては、底地及び居抜きの販売は減少いたしましたが、所有権の販売が大幅に増加したことに

より売上高は前年同期比で増加いたしました。

計画比では、販売の期ずれが発生したことにより、当第３四半期累計期間の売上高は計画を下回りましたが、

第４四半期における販売契約・決済の進捗状況から、現時点では通期計画の達成は可能と見込んでおります。

ⅱ 仕入実績

区分 区画数 前年同期比(％) 仕入高(百万円) 前年同期比(％)

底地 265 △20.9 3,855 ＋14.7

居抜き 43 △44.9 5,654 ＋19.8

所有権 9 △43.8 1,568 ＋4.0

合計 317 △26.1 11,078 ＋15.5

（注）１．上記金額には消費税等は含まれておりません。

２．「区画数」については、底地の場合は借地権者の人数など、物件の仕入時に想定される販売区画の

数量を記載しております。

３．底地・居抜き・所有権が混在する物件の「区分」については、底地を含む物件は「底地」に、居抜

きと所有権のみが混在する物件は「居抜き」に含めて記載しております。

仕入におきましては、全ての区分において仕入が増加し、仕入高は前年同期比で増加いたしました。

② 建築事業

建築事業の売上高は1,267百万円（前年同期比6.8％増）となり、セグメント損失は5百万円（前年同期は65百

万円のセグメント損失）となりました。
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当第３四半期連結累計期間における販売実績及び受注実績は次のとおりであります。

ⅰ 販売実績

件数 前年同期比(％) 売上高(百万円) 前年同期比(％)

125 △3.1 1,267 ＋6.8

（注）１．上記金額には消費税等は含まれておりません。

２．セグメント間取引については相殺消去しております。

３．「件数」については、受注契約の件数を記載しております。

４．「件数」・「売上高」につきましては、リフォーム工事・改築工事等の件数・金額を含んでおりま

す。

販売におきましては、新型コロナウイルス感染拡大の影響による、商談の遅延や一部契約の見合わせが発生

したことにより、売上高は前年同期比で増加したものの、計画比では減少いたしました。

ⅱ 受注実績

受注高(百万円) 前年同期比(％) 受注残高(百万円) 前年同期比(％)

736 △56.0 493 △55.3

（注）１．上記金額には消費税等は含まれておりません。

２．セグメント間取引については相殺消去しております。

３．上記の金額は、販売価額により表示しております。

受注におきましては、新型コロナウイルス感染拡大の影響による、商談の遅延や一部契約の見合わせが発生

したことにより、前年同期比で受注高、受注残高ともに大幅に減少いたしました。

（２）財政状態に関する説明

（流動資産）

当第３四半期連結会計期間末における流動資産は、前連結会計年度末と比べ2,482百万円増加し、20,576百万円

となりました。これは、主に現金及び預金の減少1,485百万円、販売用不動産の増加3,819百万円によるものであり

ます。

（固定資産）

当第３四半期連結会計期間末における固定資産は、前連結会計年度末と比べ1百万円減少し、1,197百万円となり

ました。これは、有形固定資産の減少13百万円、無形固定資産の減少10百万円、投資その他の資産の増加22百万円

によるものであります。

（流動負債）

当第３四半期連結会計期間末における流動負債は、前連結会計年度末と比べ1,348百万円減少し、7,699百万円と

なりました。これは、主に買掛金の減少232百万円、短期借入金の減少333百万円、その他流動負債の減少478百万

円によるものであります。

（固定負債）

当第３四半期連結会計期間末における固定負債は、前連結会計年度末と比べ3,922百万円増加し、4,273百万円と

なりました。これは、主に長期借入金の増加3,929百万円によるものであります。

（純資産）

当第３四半期連結会計期間末における純資産は、前連結会計年度末と比べ93百万円減少し、9,801百万円となり

ました。これは、主に利益剰余金の減少102百万円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

2020年７月31日に発表した業績予想につきましては、第４四半期の販売が順調に進捗しているため、現在のとこ

ろ変更はありません。
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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)

前連結会計年度
(2019年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2020年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,133,719 2,648,530

売掛金 114,808 194,178

販売用不動産 13,493,704 17,312,976

未成工事支出金 53,205 2,802

貯蔵品 3,255 2,853

その他 322,889 437,758

貸倒引当金 △26,894 △22,369

流動資産合計 18,094,687 20,576,729

固定資産

有形固定資産

賃貸不動産 435,079 437,274

減価償却累計額 △80,301 △85,939

賃貸不動産（純額） 354,777 351,335

その他 101,630 91,650

有形固定資産合計 456,408 442,985

無形固定資産 73,772 63,188

投資その他の資産

その他 710,006 732,274

貸倒引当金 △41,121 △41,121

投資その他の資産合計 668,885 691,152

固定資産合計 1,199,065 1,197,327

資産合計 19,293,753 21,774,057

負債の部

流動負債

買掛金 598,271 365,545

短期借入金 7,010,050 6,676,292

未払法人税等 363,658 ―

賞与引当金 ― 60,489

その他 1,075,513 596,725

流動負債合計 9,047,493 7,699,052

固定負債

長期借入金 ― 3,929,400

その他 351,313 344,112

固定負債合計 351,313 4,273,512

負債合計 9,398,806 11,972,565

純資産の部

株主資本

資本金 814,067 818,435

資本剰余金 775,067 779,435

利益剰余金 8,301,620 8,199,609

自己株式 △152 △152

株主資本合計 9,890,602 9,797,327

新株予約権 4,344 4,164

純資産合計 9,894,946 9,801,491

負債純資産合計 19,293,753 21,774,057
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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)
前第３四半期連結累計期間

(自 2019年１月１日
　至 2019年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2020年１月１日
　至 2020年９月30日)

売上高 10,512,577 10,835,811

売上原価 7,435,917 8,356,920

売上総利益 3,076,659 2,478,890

販売費及び一般管理費 2,333,591 2,213,743

営業利益 743,067 265,147

営業外収益

受取利息 148 122

受取配当金 52 52

助成金収入 ― 32,235

業務受託料 6,108 9,930

貸倒引当金戻入額 ― 4,976

違約金収入 23,000 ―

その他 7,776 18,728

営業外収益合計 37,085 66,044

営業外費用

支払利息 79,576 114,575

支払手数料 4,783 29,591

その他 19,623 34,868

営業外費用合計 103,982 179,034

経常利益 676,170 152,156

税金等調整前四半期純利益 676,170 152,156

法人税等 250,772 59,677

四半期純利益 425,397 92,478

親会社株主に帰属する四半期純利益 425,397 92,478
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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)
前第３四半期連結累計期間

(自 2019年１月１日
　至 2019年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2020年１月１日
　至 2020年９月30日)

四半期純利益 425,397 92,478

その他の包括利益

その他の包括利益合計 ― ―

四半期包括利益 425,397 92,478

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 425,397 92,478

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）

当第３四半期連結累計期間(自 2020年１月１日 至 2020年９月30日)

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(自 2020年１月１日 至 2020年９月30日)

該当事項はありません。

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）

① 簡便な会計処理

・繰延税金資産の算定方法

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異の発

生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予想やタックス

プランニングを利用する方法によっております。

・棚卸資産の評価方法

棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、簿

価切下げを行う方法によっております。

② 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理

・税金費用の計算方法

税金費用については、当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に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。
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（セグメント情報等）

　 前第３四半期連結累計期間(自 2019年１月１日 至 2019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
(単位：千円)

報告セグメント
調整額
(注)１

四半期連結損益
計算書計上額

(注)２不動産販売
事業

建築事業 計

売上高

外部顧客への売上高 9,325,911 1,186,665 10,512,577 － 10,512,577

セグメント間の内部売上高
又は振替高

－ 58,460 58,460 △58,460 －

計 9,325,911 1,245,126 10,571,037 △58,460 10,512,577

セグメント利益又は損失(△) 1,576,412 △65,277 1,511,135 △768,068 743,067

(注) １．調整額は以下のとおりであります。

　(1) 売上高の調整額は、セグメント間の内部取引消去であります。

(2) セグメント利益又は損失(△)の調整額△768,068千円は主に各報告セグメントに配賦していない全社費用

であります。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．セグメント利益又は損失(△)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。
　

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

特記事項はありません。

　 当第３四半期連結累計期間(自 2020年１月１日 至 2020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
(単位：千円)

報告セグメント
調整額
(注)１

四半期連結損益
計算書計上額

(注)２不動産販売
事業

建築事業 計

売上高

外部顧客への売上高 9,568,783 1,267,028 10,835,811 － 10,835,811

セグメント間の内部売上高
又は振替高

1,922 45,619 47,541 △47,541 －

計 9,570,705 1,312,647 10,883,352 △47,541 10,835,811

セグメント利益又は損失(△) 1,083,388 △5,373 1,078,015 △812,868 265,147

(注) １．調整額は以下のとおりであります。

　(1) 売上高の調整額は、セグメント間の内部取引消去であります。

(2) セグメント利益又は損失(△)の調整額△812,868千円は主に各報告セグメントに配賦していない全社費用

であります。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．セグメント利益又は損失(△)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。
　

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

特記事項はありません。

　


