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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】
 

回次
第28期

第１四半期
連結累計期間

第29期
第１四半期
連結累計期間

第28期

会計期間
自 2017年１月１日
至 2017年３月31日

自 2018年１月１日
至 2018年３月31日

自 2017年１月１日
至 2017年12月31日

売上高 (百万円) 14,718 12,639 63,568

経常利益 (百万円) 1,578 1,267 6,478

親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益

(百万円) 1,051 837 4,276

四半期包括利益又は包括利益 (百万円) 1,051 837 4,276

純資産額 (百万円) 16,102 19,566 19,340

総資産額 (百万円) 56,279 66,407 59,212

１株当たり四半期(当期)
純利益金額

(円) 43.16 34.39 175.61

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) 43.08 34.30 175.18

自己資本比率 (％) 28.4 29.3 32.5
 
 
 

(注) １.　当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載

しておりません。

２.　売上高には、消費税等は含まれておりません。

 

２ 【事業の内容】

当第１四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。

　また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当第１四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、

投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等の

リスク」についての重要な変更はありません。

 

２ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。

 

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

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当社グループが判断したものであります。

 

（１）業績の状況

当第１四半期連結累計期間（2018年１月１日～2018年３月31日）におきましては、当社グループの属する不動産

業界は、国土交通省が発表した2018年１月１日時点の公示地価は、全国平均では住宅地の平均変動率が昨年の横ば

いから10年ぶりに上昇に転じ、商業地は３年連続の上昇となり、それぞれ上昇基調を強めております。東京圏の平

均変動率は、住宅地及び商業地ともに５年連続の上昇となり、低金利環境の継続による需要の下支え効果もあり、

市況の好調さが示されております。一方で、不動産価格の上昇、高止まり感から不動産取得に対する慎重姿勢が強

まり、また、金融機関の融資基準の厳格化や金利の先行きには敏感にならざるを得ない状況が続いております。

このような市場環境の中、当連結会計年度を初年度とする３カ年の中期経営計画に基づき、主力事業である不動

産売買事業における首都圏ドミナント戦略の推進を継続し、成長ドライバーである投資用不動産の仕入活動を強化

したほか、リースバック事業をスタートさせる等、新たな収益基盤の構築に向けた取り組みを積極的に推進してま

いりました。

以上の結果、当第１四半期連結累計期間における売上高は126億39百万円（前年同期比14.1％減）、営業利益は14

億31百万円（同18.3％減）、経常利益は12億67百万円（同19.7％減）、親会社株主に帰属する四半期純利益は８億

37百万円（同20.3％減）となりました。

 

（注）「投資用不動産」は、一棟賃貸マンション・一棟オフィスビル等の賃貸収益が発生する物件を購入者が主

に投資用として利用する不動産として区分し、「居住用不動産」は、区分所有マンションを中心に購入者が居住用

として利用する不動産として区分しております。

 

セグメントの業績は、次のとおりであります。

（不動産売買事業）

不動産売買事業におきましては、通期業績予想の達成に向けて、在庫（販売用不動産）の拡充を最優先に事業を

推進するとともに、物件毎の利益管理を徹底してまいりました。

その結果、投資用不動産の販売件数は100件（前年同期比２件増）、平均販売単価は103.4百万円（同15.5％

減）、売上高は103億41百万円（同13.8％減）となりました。引き続き、前連結会計年度より販売単価の低い投資用

の区分物件販売が順調に増加しており、平均販売単価は前期比減少しておりますが、３億円超の販売は８件（同２

件減、10億円超は１件）と堅調に推移した結果、区分物件を除く一棟物件の平均販売単価は288.7百万円（同30.4％

増）となり、物件の大型化は順調に進んでおります。

また、区分所有マンション等の居住用不動産販売は、参入障壁が低く、競合増加に伴う仕入価格の上昇が継続す

る中、生活利便性の高いエリアにおける厳選した仕入活動を推進した結果、販売件数は66件（前年同期比17件

減）、平均販売単価は24.8百万円（同0.6％増）、売上高は16億41百万円（同20.0％減）となりました。

以上の結果、売上高は120億７百万円（前年同期比14.6％減）、セグメント利益（営業利益）は16億48百万円（同

10.7％減）となりました。
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（賃貸その他事業）

賃貸その他事業におきましては、不動産賃貸収入が６億15百万円（前年同期比5.1％減）となりましたが、不動産

売買事業における投資用不動産の仕入活動が順調に進捗し、収益源となる投資用不動産の在庫は着実に増加してお

ります。

以上の結果、売上高は６億32百万円（前年同期比3.3％減）、セグメント利益（営業利益）は２億15百万円（同

19.4％減）となりました。

 

（２）財政状態の分析

当第１四半期連結会計期間末における財政状態は、資産が664億７百万円（前期比12.2％増）、負債が468億41百

万円（同17.5％増）、純資産は195億66百万円（同1.2％増）となりました。

資産の主な増加要因は、販売用不動産が90億89百万円増加した一方、現金及び預金が23億45百万円減少したこと

によるものであります。

負債の主な増加要因は、長期借入金（１年内返済予定を含む）が91億60百万円増加した一方、短期借入金が15億

60百万円及び未払法人税等が９億59百万円減少したことによるものであります。

純資産の主な増加要因は、親会社株主に帰属する四半期純利益の計上により利益剰余金が８億37百万円増加した

一方、配当の支払により利益剰余金が６億８百万円減少したことによるものであります。

　

（３）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

 
（４）研究開発活動

該当事項はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 64,000,000

計 64,000,000
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
第１四半期会計期間末現在

発行数(株)
(2018年３月31日)

提出日現在
発行数(株)

(2018年５月11日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 24,355,000 24,361,000
東京証券取引所
（市場第一部）

単元株式数は100株で
あります。

計 24,355,000 24,361,000 ― ―
 

（注）提出日現在発行数には、2018年５月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行され

た株式数は、含まれておりません。

 

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高

(百万円)

2018年３月31日 － 24,355,000 － 2,549 － 2,472

 
 

（注）2018年４月１日から2018年４月30日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式が6,000株、資本金及び

資本準備金がそれぞれ２百万円増加しております。
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(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

 

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

   2018年３月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等) ― ― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式　

24,353,500
243,535

完全議決権株式であり、株主とし
ての権利内容に何ら限定のない当
社における標準となる株式であり
ます。
単元株式数は100株であります。

単元未満株式
普通株式　

1,500
― ―

発行済株式総数 24,355,000 ― ―

総株主の議決権 ― 243,535 ―
 
 

(注) 当第１四半期会計期間末日現在の「発行済株式」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載

することができないことから、直前の基準日(2017年12月31日)に基づく株主名簿による記載をしております。

 

② 【自己株式等】

該当事項はありません。

 

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
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第４ 【経理の状況】

 

１ 四半期連結財務諸表の作成方法について

(1) 当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣

府令第64号)に基づいて作成しております。

 

(2) 当社の四半期連結財務諸表に掲記される科目その他の事項の金額については、従来、千円単位で記載しており

ましたが、当第１四半期連結会計期間及び当第１四半期連結累計期間より百万円単位で記載することに変更いた

しました。

 
２ 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間(2018年１月１日から2018年

３月31日まで)及び第１四半期連結累計期間(2018年１月１日から2018年３月31日まで)に係る四半期連結財務諸表につ

いて、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
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１ 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

           (単位：百万円)

          
前連結会計年度
(2017年12月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2018年３月31日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 13,268 10,923

  売掛金 15 14

  販売用不動産 41,500 50,589

  仕掛販売用不動産 114 139

  繰延税金資産 394 365

  その他 1,057 1,469

  貸倒引当金 △10 △8

  流動資産合計 56,339 63,493

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物 1,264 1,267

    減価償却累計額 △278 △291

    建物（純額） 986 975

   土地 1,326 1,326

   その他 136 148

    減価償却累計額 △70 △73

    その他（純額） 66 74

   有形固定資産合計 2,379 2,376

  無形固定資産 124 121

  投資その他の資産   

   繰延税金資産 177 168

   その他 156 203

   投資その他の資産合計 334 372

  固定資産合計 2,837 2,871

 繰延資産 35 42

 資産合計 59,212 66,407
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           (単位：百万円)

          
前連結会計年度
(2017年12月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2018年３月31日)

負債の部   

 流動負債   

  買掛金 523 676

  短期借入金 4,928 3,368

  1年内償還予定の社債 530 654

  1年内返済予定の長期借入金 4,853 4,228

  未払法人税等 1,379 420

  賞与引当金 72 62

  工事保証引当金 58 59

  その他 978 656

  流動負債合計 13,325 10,125

 固定負債   

  社債 1,760 1,941

  長期借入金 23,969 33,755

  退職給付に係る負債 81 83

  その他 736 935

  固定負債合計 26,547 36,715

 負債合計 39,872 46,841

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 2,549 2,549

  資本剰余金 2,472 2,472

  利益剰余金 14,208 14,436

  自己株式 － △0

  株主資本合計 19,230 19,458

 新株予約権 110 107

 純資産合計 19,340 19,566

負債純資産合計 59,212 66,407
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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１四半期連結累計期間】

           (単位：百万円)

          前第１四半期連結累計期間
(自 2017年１月１日
　至 2017年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2018年１月１日
　至 2018年３月31日)

売上高 14,718 12,639

売上原価 11,927 10,172

売上総利益 2,791 2,467

販売費及び一般管理費 1,038 1,035

営業利益 1,752 1,431

営業外収益   

 受取利息及び配当金 0 0

 受取手数料 2 2

 違約金収入 2 2

 その他 3 1

 営業外収益合計 8 7

営業外費用   

 支払利息 171 148

 支払手数料 9 17

 その他 1 4

 営業外費用合計 182 171

経常利益 1,578 1,267

特別利益   

 固定資産売却益 21 0

 新株予約権戻入益 － 2

 特別利益合計 21 2

特別損失   

 固定資産売却損 0 －

 特別損失合計 0 －

税金等調整前四半期純利益 1,599 1,270

法人税、住民税及び事業税 541 395

法人税等調整額 7 38

法人税等合計 548 433

四半期純利益 1,051 837

親会社株主に帰属する四半期純利益 1,051 837
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【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

           (単位：百万円)

          前第１四半期連結累計期間
(自 2017年１月１日
　至 2017年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2018年１月１日
　至 2018年３月31日)

四半期純利益 1,051 837

四半期包括利益 1,051 837

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 1,051 837
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【注記事項】

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半

期連結累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

 
前第１四半期連結累計期間
（自　2017年１月１日

　　至　2017年３月31日）

当第１四半期連結累計期間
（自　2018年１月１日

　　至　2018年３月31日）

減価償却費 199百万円 197百万円
 

 

 
(株主資本等関係)

前第１四半期連結累計期間(自 2017年１月１日 至 2017年３月31日)

１ 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2017年３月28日
定時株主総会

普通株式 511 21.00 2016年12月31日 2017年３月29日 利益剰余金
 

 (注) １株当たり配当額には東証一部指定記念配当２円が含まれております。

 
２ 基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の末日

後となるもの

該当事項はありません。

 

３ 株主資本の著しい変動

該当事項はありません。

　

当第１四半期連結累計期間(自 2018年１月１日 至 2018年３月31日)

１ 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2018年３月27日
定時株主総会

普通株式 608 25.00 2017年12月31日 2018年３月28日 利益剰余金
 

 
２ 基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の末日

後となるもの

該当事項はありません。

 

３ 株主資本の著しい変動

該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

前第１四半期連結累計期間(自 2017年１月１日 至 2017年３月31日)

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：百万円)

 

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不動産売買事業 賃貸その他事業 計

売上高      

  外部顧客への売上高 14,064 654 14,718 － 14,718

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

－ 1 1 △1 －

計 14,064 656 14,720 △1 14,718

セグメント利益 1,846 267 2,114 △361 1,752
 
 
 

(注)１.　セグメント利益の調整額△361百万円は、主に一般管理費等の各報告セグメントに配賦されない全社費用で

あります。

２.　セグメント利益は、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。

 
当第１四半期連結累計期間(自 2018年１月１日 至 2018年３月31日)

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：百万円)

 

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不動産売買事業 賃貸その他事業 計

売上高      

  外部顧客への売上高 12,007 632 12,639 － 12,639

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

－ 0 0 △0 －

計 12,007 633 12,640 △0 12,639

セグメント利益 1,648 215 1,864 △432 1,431
 
 

(注)１.　セグメント利益の調整額△432百万円は、主に一般管理費等の各報告セグメントに配賦されない全社費用で

あります。

２.　セグメント利益は、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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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基

礎は、以下のとおりであります。

項目
前第１四半期連結累計期間
(自 2017年１月１日
至 2017年３月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2018年１月１日
至 2018年３月31日)

(1) １株当たり四半期純利益金額 43円16銭 34円39銭

 (算定上の基礎)   

 親会社株主に帰属する四半期純利益金額(百万円) 1,051 837

 普通株主に帰属しない金額(百万円) － －

 普通株式に係る親会社株主に帰属する
 四半期純利益金額(百万円)

1,051 837

 普通株式の期中平均株式数(株) 24,355,000 24,354,977

(2) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 43円08銭 34円30銭

 (算定上の基礎)   

 親会社株主に帰属する四半期純利益調整額(百万円) － －

 普通株式増加数(株) 43,143 65,150

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり
四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前
連結会計年度末から重要な変動があったものの概要

－ －
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２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
　

2018年５月11日

株式会社ムゲンエステート

取締役会 御中

　

新日本有限責任監査法人
 
 

　

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 　鈴　　木　　　   理　 印

 
 

　

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士   齋　　藤　　祐　　暢　　印

 
 

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社ムゲン

エステートの2018年１月１日から2018年12月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間(2018年１月１日から

2018年３月31日まで)及び第１四半期連結累計期間(2018年１月１日から2018年３月31日まで)に係る四半期連結財務諸

表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レ

ビューを行った。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対す

る結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準

拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ムゲンエステート及び連結子会社の2018年３月31日現在

の財政状態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が

すべての重要な点において認められなかった。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
　

 

(注) １．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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