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(百万円未満切捨て)

１．2020年３月期第１四半期の連結業績（2019年４月１日～2019年６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３月期第１四半期 4,507 △3.0 181 △13.2 111 △8.5 72 ―

2019年３月期第１四半期 4,647 △24.9 208 △48.8 121 △65.0 △306 ―

(注) 包括利益 2020年３月期第１四半期 △47 百万円 ( ―％) 2019年３月期第１四半期 △151 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

2020年３月期第１四半期 0.20 0.20

2019年３月期第１四半期 △0.95 △0.95
　
（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３月期第１四半期 29,288 11,806 40.3

2019年３月期 30,625 11,947 39.0

(参考) 自己資本 2020年３月期第１四半期 11,801 百万円 2019年３月期 11,941 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３月期 ― 0.00 ― 0.35 0.35

　2020年３月期 ―

　2020年３月期(予想) 1.65 ― ― ―

(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３月期の連結業績計画について
当社グループでは、当連結会計年度の経営目標を「業績計画」として開示しております。「業績計画は」経営とし

て目指すターゲットであり、いわゆる「業績の予想」または「業績の見通し」とは異なるものであります。
なお、業績の予想については、その時点におけるグループ全体の確度の高い情報及び合理的であると判断される情

報を基に、各四半期における進捗の見通しを「フォーキャスト」として適時更新し開示しております。
(％表示は、対前期増減率)

売上高 EBITDA 経常利益
税金等調整前
当期純利益

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 ％ 百万円 ％

通期 26,000 4.6 1,330 △42.8 840 △53.4 890 △14.7 570 △14.1
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※ 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 ： 有

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

　 新規 ２社 (社名)株式会社澄川工務店

　 ADW Lending LLC

（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）

2019年３月期１Ｑ 2019年３月期 2020年３月期１Ｑ

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 323,987,693株 349,922,493株 350,422,493株

② 期末自己株式数 3,895,672株 3,895,732株 3,692,681株

③ 期中平均株式数（四半期累計又は通期） 319,602,839株 329,609,022株 347,588,810株

(注) 当社は、2014年７月16日付で役員株式報酬信託を、2019年６月４日付で従業員持株会専用信託を導入しており、信託が所有する

当社株式は、自己株式に含めて記載しております。

　

※ 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
本資料に記載している将来の見通しや業績計画に関する記述は、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。

　

決算短信（宝印刷） 2019年07月22日 13時44分 2ページ（Tess 1.50(64) 20181220_01）



1

○添付資料の目次

１．四半期連結財務諸表及び主な注記 ……………………………………………………………………２

（１）四半期連結貸借対照表 ………………………………………………………………………………２

（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 …………………………………………４

（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項 ……………………………………………………………６

（継続企業の前提に関する注記） ……………………………………………………………………６

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） ……………………………………………６

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用） …………………………………………６

決算短信（宝印刷） 2019年07月22日 13時44分 3ページ（Tess 1.50(64) 20181220_01）



2

１．四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３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2019年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 7,105,036 6,555,026

売掛金 306,540 177,306

販売用不動産 20,977,089 20,049,547

仕掛販売用不動産 265,235 267,460

その他 1,048,034 1,131,676

貸倒引当金 △1,968 △2,765

流動資産合計 29,699,966 28,178,250

固定資産

有形固定資産

その他（純額） 46,403 95,082

有形固定資産合計 46,403 95,082

無形固定資産

のれん － 84,039

その他 47,552 43,254

無形固定資産合計 47,552 127,293

投資その他の資産

その他 792,533 870,127

貸倒引当金 － △16,227

投資その他の資産合計 792,533 853,899

固定資産合計 886,489 1,076,276

繰延資産

株式交付費 38,619 34,428

繰延資産合計 38,619 34,428

資産合計 30,625,075 29,288,954

負債の部

流動負債

買掛金 562,470 485,945

短期借入金 963,200 1,659,496

1年内償還予定の社債 183,400 183,400

1年内返済予定の長期借入金 1,934,838 1,301,444

未払法人税等 455,013 80,007

引当金 － 55,431

その他 2,432,300 2,073,717

流動負債合計 6,531,223 5,839,443

固定負債

社債 471,600 471,600

長期借入金 11,566,325 11,061,909

その他 108,032 109,077

固定負債合計 12,145,958 11,642,587

負債合計 18,677,181 17,482,030
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2019年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(2019年６月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 4,385,822 4,395,369

資本剰余金 4,329,396 4,337,866

利益剰余金 3,399,161 3,349,620

自己株式 △133,962 △122,343

株主資本合計 11,980,417 11,960,512

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △1,359 △3,553

為替換算調整勘定 △36,335 △154,539

繰延ヘッジ損益 △1,143 △578

その他の包括利益累計額合計 △38,838 △158,671

新株予約権 6,314 5,082

純資産合計 11,947,894 11,806,924

負債純資産合計 30,625,075 29,288,954
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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：千円)
前第１四半期連結累計期間

(自 2018年４月１日
　至 2018年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年６月30日)

売上高 4,647,184 4,507,966

売上原価 3,762,715 3,584,797

売上総利益 884,468 923,168

販売費及び一般管理費 675,928 742,110

営業利益 208,540 181,057

営業外収益

受取利息及び配当金 30 3,734

受取保険金 1,652 8,229

その他 131 2

営業外収益合計 1,813 11,966

営業外費用

支払利息 60,248 53,504

借入手数料 17,540 9,497

その他 10,798 18,660

営業外費用合計 88,587 81,662

経常利益 121,767 111,361

特別損失

過年度消費税等 757,484 －

特別損失合計 757,484 －

税金等調整前四半期純利益又は
税金等調整前四半期純損失（△）

△635,717 111,361

法人税、住民税及び事業税 △329,586 38,793

法人税等合計 △329,586 38,793

四半期純利益又は四半期純損失（△） △306,130 72,567

親会社株主に帰属する四半期純利益又は
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）

△306,130 72,567
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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：千円)
前第１四半期連結累計期間

(自 2018年４月１日
　至 2018年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年６月30日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） △306,130 72,567

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 2,727 △2,193

為替換算調整勘定 151,463 △118,204

繰延ヘッジ損益 437 564

その他の包括利益合計 154,628 △119,833

四半期包括利益 △151,501 △47,265

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △151,501 △47,265

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）

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。

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）

税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む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もり、税引前四半期純利益または税引前四半期純損失に当該見積実効税率を乗じて

計算する方法によっております。

なお、法人税等調整額は、法人税、住民税及び事業税に含めて表示しております。
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