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1. 平成30年3月期の連結業績（平成29年4月1日～平成30年3月31日）

(1) 連結経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

30年3月期 8,965 28.7 675 31.2 660 31.3 518 26.6

29年3月期 6,965 9.6 514 79.4 502 81.2 409 76.5

（注）包括利益 30年3月期　　530百万円 （23.2％） 29年3月期　　430百万円 （97.3％）

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 ％ ％ ％

30年3月期 181.36 ― 22.4 9.6 7.5

29年3月期 143.31 ― 22.0 9.1 7.4

（参考） 持分法投資損益 30年3月期 ―百万円 29年3月期 ―百万円

(2) 連結財政状態

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

30年3月期 7,510 2,600 34.2 899.69

29年3月期 6,196 2,084 33.2 720.98

（参考） 自己資本 30年3月期 2,571百万円 29年3月期 2,060百万円

(3) 連結キャッシュ・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

30年3月期 △773 △59 762 1,209

29年3月期 170 △33 170 1,279

2. 配当の状況

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

29年3月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00 14 3.5 0.8

30年3月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00 14 2.8 0.6

31年3月期(予想) ― 0.00 ― 5.00 5.00 2.9

3. 平成31年 3月期の連結業績予想（平成30年 4月 1日～平成31年 3月31日）
（％表示は、通期は対前期、四半期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

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

第2四半期(累計) 4,090 △18.9 280 △41.0 270 △42.3 220 △43.2 76.98

通期 11,000 22.7 790 17.0 770 16.6 610 17.7 213.45



※ 注記事項

(1) 期中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) 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

(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） 30年3月期 2,906,048 株 29年3月期 2,906,048 株

② 期末自己株式数 30年3月期 48,279 株 29年3月期 48,200 株

③ 期中平均株式数 30年3月期 2,857,796 株 29年3月期 2,857,928 株

（参考）個別業績の概要

平成30年3月期の個別業績（平成29年4月1日～平成30年3月31日）

(1) 個別経営成績 （％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 ％

30年3月期 5,910 26.2 540 25.8 529 30.9 447 24.9

29年3月期 4,681 28.2 429 74.5 404 75.4 358 77.6

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
円 銭 円 銭

30年3月期 156.51 ―

29年3月期 125.29 ―

(2) 個別財政状態

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

30年3月期 6,387 2,405 37.7 841.88

29年3月期 5,485 1,966 35.8 688.02

（参考） 自己資本 30年3月期 2,405百万円 29年3月期 1,966百万円

※ 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Ｐ２「１．経営成績・財政状態に関する分析（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

　①当期の経営成績の概況

当連結累計期間における我が国経済は、政府の景気対策等の効果もあり緩やかな景気回復基調で推移してお

ります。しかし欧米やアジアの政治情勢の影響など先行き不透明な状況が続いております。

この様な経済状況のもとで、当連結累計期間における業績は、売上高8,965百万円（前年同期比28.7％増）、

営業利益675百万円（前年同期比31.2％増）、経常利益660百万円（前年同期比31.3％増）、親会社株主に帰属

する当期純利益518百万円（前年同期比26.6％増）となりました。

　②事業の種類別セグメントの業績概要

　（分譲マンション事業）

マンション業界は、マイナス金利政策の導入や住宅取得税制の維持により、需要は堅調に推移しております

が、一方で建築資材及び工事労務費の高止まり、プロジェクト用地の仕入価格の高騰の影響を受け、販売価格

が高騰し難しい局面を迎えております。

そのような環境の下、当期は新たに5棟210戸の新築マンションを分譲し、完成在庫及び来期完成予定物件も

併せ163戸（前期は204戸）を成約しております。

また、引渡しにつきましては完成在庫を含め178戸（前期は146戸）を行っております。

この結果、売上高5,875百万円（前年同期比26.6％増）、セグメント利益（営業利益）695百万円（前年同期

比17.0％増）となっております。

　（注文建築事業）

注文建築事業につきましては、新築11棟及び大規模改修等14件の引渡しを行っております。また、引渡し済

み物件を含め、9件の工事について工事進行基準に基づき、売上を計上いたしました。

以上より、売上高2,627百万円（前年同期比44.5％増）、セグメント利益（営業利益）は193百万円（前年同

期比46.2％増）となっております。

(不動産管理事業）

不動産管理事業につきましては、分譲マンション210棟5,239戸の管理及び、賃貸物件の退去に伴うリフォー

ム217戸、マンションの大規模修繕のコンサルタント16件などにより、セグメント売上高452百万円（前年同期

比3.5％増）、セグメント利益(営業利益）74百万円（前年同期比0.5％減）となっております。

　（賃貸事業）

賃貸事業につきましては、当社にて16戸のマンション、株式会社アーキッシュギャラリーにおいて３戸のマ

ンションと１棟の戸建、エムジー総合サービス株式会社において土地１筆を事業に供しております。

その結果、売上高48百万円（前年同期比6.8％減）、セグメント利益（営業利益）は19百万円（前年同期比

11.8％減）となっております。

（２）当期の財政状態の概況

①資産

当連結会計期間末における流動資産は5,819百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,292百万円増加いたしま

した。これは主に販売用不動産が866百万円、仕掛販売用不動産が433百万円増加したことによります。

固定資産は1,689百万円となり、前連結会計年度末に比べ21百万円増加いたしました。これは主に長期性預金が

48百万円増加し、建物及び構築物が減価償却等により23百万円減少したことによります。

この結果、総資産は7,510百万円となり前連結会計年度末に比べ1,313百万円増加いたしました。

②負債

当連結会計期間末における流動負債は3,373百万円となり、前連結会計年度末に比べ398百万円減少いたしまし

た。これは主に短期借入金が117百万円、1年内返済予定の長期借入金が273百万円減少したことによります。

固定負債は、1,536百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,195百万円増加いたしました。これは主にマンシ

ョンプロジェクト用地の増加に伴う長期借入金が1,180百万円増加したことによります。

この結果、負債合計は4,909百万円となり前連結会計年度末に比べ797百万円増加いたしました。
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③純資産

当連結会計期間末における純資産合計は2,600百万円となり、前連結会計年度末に比べ515百万円増加いたしま

した。これは主に親会社株主に帰属する当期純利益518百万円によるものであります。

この結果、自己資本比率は34.2％（前連結会計年度末は33.2％）となりました。

（３）当期のキャッシュ・フローの概況

当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は1,209百万円（前年同期比5.5％

減）となりました。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）

当連結会計年度において、営業活動の結果使用した資金は773百万円となりました。これは主に税金等調整前

当期純利益654百万円、たな卸資産の増加1,287百万円、売上債権の増加140百万円等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）

当連結会計年度において、投資活動の結果使用した資金は59百万円となりました。これは主に定期預金の預

入による支出48百万円等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）

当連結会計年度において、財務活動の結果獲得した資金は762百万円となりました。これは主に長期借入によ

る収入2,332百万円、長期借入金の返済による支出1,425百万円等によるものであります。

（４）今後の見通し

今後の見通しにつきましては、国内経済は、政府の景気対策等の効果もあり緩やかな景気回復基調で推移し

ております。しかし欧米やアジアの政治情勢の影響など先行き不透明な状況が続いております。

この様な経済状況のもとで、翌連結会計年度（平成31年３月期）の連結業績見通しにつきましては、マンシ

ョン分譲事業におきまして、販売単価の高い名古屋市内の物件が増加し、また全体でも販売戸数は増加いたし

ます。注文建築事業におきましても商業施設の受注が堅調に伸びております。その結果売上高11,000百万円

（前年同期は8,965百万円）、営業利益790百万円（前年同期は675百万円）、経常利益770百万円（前年同期は

660百万円）、親会社株主に帰属する当期純利益610百万円（前年同期は518百万円）を予想しております。

なお、上記の業績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したものであり、実際の

業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。

２．会計基準の選択に関する基本的な考え方

　当社グループは、国内の同業他社との比較可能性を確保するため、会計基準につきましては日本基準を適用しており

ます。
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３．連結財務諸表及び主な注記

（１）連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成29年３月31日)

当連結会計年度
(平成30年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,279,354 1,209,046

売掛金 134,149 274,256

販売用不動産 394,228 1,260,626

仕掛販売用不動産 2,547,158 2,980,447

前渡金 76,092 15,974

その他 96,431 79,182

流動資産合計 4,527,415 5,819,535

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 738,521 725,713

減価償却累計額 △290,382 △301,040

建物及び構築物（純額） 448,139 424,673

工具、器具及び備品 82,518 82,700

減価償却累計額 △37,262 △38,911

工具、器具及び備品（純額） 45,255 43,789

土地 595,991 591,302

その他（純額） 6,920 6,775

有形固定資産合計 1,096,306 1,066,540

無形固定資産

のれん 322,504 304,239

その他 5,429 5,695

無形固定資産合計 327,934 309,934

投資その他の資産

投資有価証券 76,196 88,045

差入保証金 43,682 44,257

その他 123,480 180,786

投資その他の資産合計 243,358 313,089

固定資産合計 1,667,599 1,689,565

繰延資産 1,977 1,159

資産合計 6,196,992 7,510,260
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成29年３月31日)

当連結会計年度
(平成30年３月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 1,123,809 1,078,712

短期借入金 446,000 329,000

未払金 70,189 110,477

未払消費税等 10,886 28,200

1年内返済予定の長期借入金 1,572,140 1,299,140

前受金 410,534 359,921

その他 138,137 168,146

流動負債合計 3,771,697 3,373,597

固定負債

社債 37,000 23,000

長期借入金 149,770 1,330,330

繰延税金負債 ― 12,265

退職給付に係る負債 60,593 68,068

役員退職慰労引当金 79,472 84,301

その他 13,752 18,036

固定負債合計 340,588 1,536,002

負債合計 4,112,286 4,909,600

純資産の部

株主資本

資本金 1,168,021 1,168,021

資本剰余金 165,771 165,771

利益剰余金 770,082 1,274,097

自己株式 △45,089 △45,164

株主資本合計 2,058,787 2,562,727

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,652 8,366

その他の包括利益累計額合計 1,652 8,366

非支配株主持分 24,266 29,566

純資産合計 2,084,706 2,600,660

負債純資産合計 6,196,992 7,510,260
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書

連結損益計算書

(単位：千円)
前連結会計年度

(自 平成28年４月１日
　至 平成29年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成29年４月１日
　至 平成30年３月31日)

売上高 6,965,056 8,965,288

売上原価 5,514,961 7,305,921

売上総利益 1,450,094 1,659,366

販売費及び一般管理費

役員報酬 70,152 78,242

給料及び手当 314,730 317,843

役員退職慰労引当金繰入額 34,092 10,828

その他の人件費 78,551 86,893

減価償却費 12,296 10,332

租税公課 33,077 36,259

広告宣伝費 172,155 156,377

賃借料 44,415 42,004

その他 175,704 245,162

販売費及び一般管理費合計 935,176 983,945

営業利益 514,918 675,421

営業外収益

受取利息 16 161

受取配当金 1,385 2,248

雑収入 21,731 9,499

営業外収益合計 23,134 11,909

営業外費用

支払利息 31,099 23,409

その他 4,055 3,769

営業外費用合計 35,155 27,179

経常利益 502,897 660,151

特別利益

固定資産売却益 0 0

特別利益合計 0 0

特別損失

固定資産売却損 ― 56

固定資産除却損 320 ―

ゴルフ会員権評価損 ― 5,500

特別損失合計 320 5,556

税金等調整前当期純利益 502,578 654,595

法人税、住民税及び事業税 82,401 132,115

法人税等調整額 △131 △1,322

法人税等合計 82,270 130,792

当期純利益 420,307 523,803

非支配株主に帰属する当期純利益 10,751 5,499

親会社株主に帰属する当期純利益 409,556 518,304
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連結包括利益計算書

(単位：千円)
前連結会計年度

(自 平成28年４月１日
　至 平成29年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成29年４月１日
　至 平成30年３月31日)

当期純利益 420,307 523,803

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 10,252 6,714

その他の包括利益合計 10,252 6,714

包括利益 430,559 530,518

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 419,808 525,018

非支配株主に係る包括利益 10,751 5,499
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（３）連結株主資本等変動計算書

　前連結会計年度(自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日)

(単位：千円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 1,168,021 165,771 374,831 △43,689 1,664,935

当期変動額

剰余金の配当 △14,304 △14,304

親会社株主に帰属す

る当期純利益
409,556 409,556

自己株式の取得 △1,399 △1,399

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 － － 395,252 △1,399 393,853

当期末残高 1,168,021 165,771 770,082 △45,089 2,058,787

その他の包括利益累計額

非支配株主持分 純資産合計その他有価証券評価

差額金

その他の包括利益累

計額合計

当期首残高 △8,600 △8,600 13,715 1,670,050

当期変動額

剰余金の配当 △14,304

親会社株主に帰属す

る当期純利益
409,556

自己株式の取得 △1,399

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

10,252 10,252 10,551 20,803

当期変動額合計 10,252 10,252 10,551 414,656

当期末残高 1,652 1,652 24,266 2,084,706
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当連結会計年度(自 平成29年４月１日 至 平成30年３月31日)

(単位：千円)

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 1,168,021 165,771 770,082 △45,089 2,058,787

当期変動額

剰余金の配当 △14,289 △14,289

親会社株主に帰属す

る当期純利益
518,304 518,304

自己株式の取得 △75 △75

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

当期変動額合計 - - 504,015 △75 503,940

当期末残高 1,168,021 165,771 1,274,097 △45,164 2,562,727

その他の包括利益累計額

非支配株主持分 純資産合計その他有価証券評価

差額金

その他の包括利益累

計額合計

当期首残高 1,652 1,652 24,266 2,084,706

当期変動額

剰余金の配当 △14,289

親会社株主に帰属す

る当期純利益
518,304

自己株式の取得 △75

株主資本以外の項目

の 当 期 変 動 額 （ 純

額）

6,714 6,714 2,889 9,603

当期変動額合計 6,714 6,714 2,889 513,543

当期末残高 8,366 8,366 29,566 2,600,660
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
前連結会計年度

(自 平成28年４月１日
　至 平成29年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成29年４月１日
　至 平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益 502,578 654,595

減価償却費 24,159 21,927

のれん償却額 18,265 18,265

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,719 3,537

受取利息及び受取配当金 △1,402 △2,409

支払利息 22,444 18,419

社債発行費償却 479 479

株式交付費償却 1,351 337

固定資産除却損 320 ―

債務保証損失引当金の増減額（△は減少） 1,562 △84

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 34,092 4,828

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 4,774 7,475

賞与引当金の増減額（△は減少） 2,744 △962

売上債権の増減額（△は増加） △30,642 △140,106

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,022,536 △1,287,669

前払費用の増減額（△は増加） △364 3,775

仕入債務の増減額（△は減少） 560,343 △45,097

未払金の増減額（△は減少） 12,156 46,288

未払費用の増減額（△は減少） △1,608 6,909

前受金の増減額（△は減少） 213,877 △50,612

立替金の増減額（△は増加） △15,097 15,525

ゴルフ会員権評価損 ― 5,500

その他 △83,213 68,058

小計 242,565 △651,018

利息及び配当金の受取額 1,402 2,409

利息の支払額 △22,445 △18,949

法人税等の支払額 △50,585 △105,448

法人税等の還付額 13 ―

営業活動によるキャッシュ・フロー 170,949 △773,006

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 △48,600 △48,600

定期預金の払戻による収入 2,000 ―

有形固定資産の取得による支出 △2,726 △4,847

投資有価証券の売却による収入 41 77

差入保証金の差入による支出 △3,330 △4,031

差入保証金の回収による収入 1,857 3,455

預り保証金の返還による支出 △1,173 △1,150

預り保証金の受入による収入 860 392

保険積立金の積立による支出 △5,174 △4,243

保険積立金の払戻による収入 23,066 514

その他 △567 △874

投資活動によるキャッシュ・フロー △33,745 △59,306
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(単位：千円)
前連結会計年度

(自 平成28年４月１日
　至 平成29年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成29年４月１日
　至 平成30年３月31日)

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 167,000 953,000

短期借入金の返済による支出 ― △1,070,000

長期借入れによる収入 1,096,000 2,332,700

長期借入金の返済による支出 △1,062,418 △1,425,140

社債の償還による支出 △14,000 △14,000

自己株式の取得による支出 △1,399 △75

配当金の支払額 △14,304 △14,289

その他 △200 △190

財務活動によるキャッシュ・フロー 170,677 762,005

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 307,882 △70,307

現金及び現金同等物の期首残高 971,471 1,279,354

現金及び現金同等物の期末残高 1,279,354 1,209,046
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（５）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。

(１株当たり情報)

　

前連結会計年度
(自 平成28年４月１日
至 平成29年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成29年４月１日
至 平成30年３月31日)

１株当たり純資産額 720.98円 899.69円

１株当たり当期純利益金額 143.31円 181.36円

(注) １．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
　

項目
前連結会計年度

(自 平成28年４月１日
至 平成29年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成29年４月１日
至 平成30年３月31日)

１株当たり当期純利益金額 　 　

親会社株主に帰属する当期純利益(千円) 409,556 518,304

普通株主に帰属しない金額(千円) － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する
　当期純利益(千円)

409,556 518,304

普通株式の期中平均株式数(株) 2,857,928 2,857,796

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。
　

項目
前連結会計年度

(平成29年３月31日)
当連結会計年度

(平成30年３月31日)

純資産の部の合計額(千円) 2,084,706 2,600,660

純資産の部の合計額から控除する非支配株主持分
（千円）

△24,266 △29,566

普通株式に係る純資産額(千円） 2,060,439 2,571,094

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式
の数(株)

2,857,848 2,857,769

(重要な後発事象)

該当事項はありません。
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４．その他

役員の異動

（1）代表者の異動

該当事項はありません。

（2）その他の役員の異動（平成30年６月26日付予定）

監査役候補

　監査役 加藤 方久 （現 三井住友信託銀行株式会社）

退任予定監査役

　監査役 水野 畯司
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