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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44期

第２四半期
連結累計期間

第45期
第２四半期
連結累計期間

第44期

会計期間
自 2020年４月１日
至 2020年９月30日

自 2021年４月１日
至 2021年９月30日

自 2020年４月１日
至 2021年３月31日

売上高 (千円) 6,319,811 6,682,366 14,286,145

経常利益 (千円) 470,125 560,423 1,094,294

親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益

(千円) 354,590 355,833 760,108

四半期包括利益又は包括利益 (千円) 342,329 381,795 804,675

純資産額 (千円) 15,305,590 15,854,817 15,767,936

総資産額 (千円) 31,116,183 31,589,249 31,279,521

１株当たり
四半期(当期)純利益

(円) 88.27 88.58 189.22

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益

(円) 88.13 88.43 188.91

自己資本比率 (％) 47.7 48.7 48.9

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 27,499 123,798 2,363,777

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △183,622 △431,471 △877,619

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △8,911 △22,767 △338,143

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) 2,317,070 3,299,677 3,630,119
 

 

回次
第44期

第２四半期
連結会計期間

第45期
第２四半期
連結会計期間

会計期間
自 2020年７月１日
至 2020年９月30日

自 2021年７月１日
至 2021年９月30日

１株当たり四半期純利益 (円) 49.93 54.53
 

 
（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．「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を第１四半期連結会計期間の期

首から適用しており、当第２四半期連結累計期間及び当第２四半期連結会計期間に係る主要な経営指標等

については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。

 

２ 【事業の内容】

当第２四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）において営まれている事業の内容

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２四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 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中における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対し、ワクチンの接種が進む

一方で、変異株の感染拡大による混乱が続きました。また、各種政策効果などにより徐々に個人消費や企業の経

済活動に持ち直しの動きが見られるものの感染収束の目途は立たず、国内外の景気の先行きについては、依然と

して不透明な状況が継続いたしました。

当社グループの不動産・建設事業においては、建築コストの上昇など事業環境の厳しさは強まりつつありま

す。しかしながら住宅ローンの低金利環境下での資金環境を背景としたコロナ禍でのマイホーム購買意欲に支え

られ、堅調な市場環境を維持しております。販売用地の取得も、厳選した物件を積極的に購入していくことで、

将来の受注獲得にむけた販売物件の確保に努めてまいりました。

不動産賃貸事業においては、当社グループが保有する自社物件及び管理物件の安定的な収益を維持しておりま

す。入居率の向上、管理サービスの向上、新規物件の獲得など賃貸収入の安定的な確保を目指してまいりまし

た。

土地有効活用事業においては、低金利環境などの金融情勢に支えられ、安定的な賃貸経営の事業提案を行いま

した。

ホテル事業においては、回復傾向ではありますが、新型コロナウイルス感染症による影響を受け、依然として

人の移動や飲食業への消費低迷が続いており、感染症流行前の水準への回復は時間を要するものと思われます。

このような環境の中、当社グループは、「より大切に、より迅速に、全てはお客様のために」をモットーに、

商品の品質、性能、お客様への対応、サービス向上は無限と考え、徹底してこだわり、顧客満足度No．１企業を

目指し、企業価値の最大化を図ってまいりました。また、お客様及び従業員の安全を最優先事項と捉え、感染症

防止対策を講じてまいりました。

その結果、当第２四半期連結累計期間における業績は、売上高は6,682百万円（前年同期比5.7％増）、経常利

益は560百万円（前年同期比19.2％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は355百万円（前年同期比0.4％増）

となりました。
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セグメント別の販売状況を示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称 売上高(千円) 前年同期比(％) 内容

不動産・建設事業 4,690,224 104.9

分譲土地販売、分譲住宅販売、売建分譲販売、
注文建築、リフォーム及び公共工事、不動産仲介、
保険代理業
（土地分譲165区画、分譲住宅販売81棟、売建分譲
　住宅16棟、注文住宅12棟、中古住宅販売20棟）

不動産賃貸事業 1,411,764 105.3
不動産賃貸経営、賃貸管理及び賃貸仲介
（自社物件1,858戸、管理物件14,615戸）

土地有効活用事業 405,237 101.7
資産運用提案型賃貸住宅販売及び建売賃貸住宅販売
（賃貸住宅販売６棟、賃貸中古住宅販売２棟）

ホテル事業 252,295 130.1 ビジネスホテル及び飲食店の運営

その他（注３） 28,393 81.7 連結子会社(興國不動産株式会社)等の事業活動

合計（注１） 6,787,915 105.4 ―

セグメント間取引 △105,549 89.9 ―

連結財務諸表の売上高 6,682,366 105.7 ―
 

（注）１．セグメント間取引については含めて記載しております。

２．主たる販売先は不特定多数の一般消費者であり、相手先別販売実績に対する割合が100分の10以上の販売先

はありません。

３．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、連結子会社等の事業活動を含

んでおります。

 
 
セグメント別の業績は次のとおりであります。

① 不動産・建設事業

不動産・建設事業は、土地分譲165件、建物109件、中古住宅20件の販売を行いました。その結果、売上高は

4,690百万円（前年同期比104.9％）、セグメント利益は201百万円（前年同期比104.9％）となりました。

 

② 不動産賃貸事業

不動産賃貸事業は、自社物件1,858戸、管理物件14,615戸を保有し、賃貸経営、賃貸管理及び賃貸仲介を行いま

した。その結果、売上高は1,411百万円（前年同期比105.3％）、セグメント利益は484百万円（前年同期比

109.5％）となりました。

 

③ 土地有効活用事業

土地有効活用事業は、賃貸住宅６件、賃貸中古住宅２件の販売を行いました。その結果、売上高は405百万円

（前年同期比101.7％）、セグメント利益は53百万円（前年同期比107.6％）となりました。

 

④ ホテル事業

ホテル事業は、３箇所のビジネスホテル、３箇所の飲食店を運営しました。その結果、売上高は252百万円（前

年同期比130.1％）、セグメント損失は15百万円（前年同期損失47百万円）となりました。

 

⑤ その他

その他事業は、連結子会社において不動産仲介及び賃貸管理を行いました。その結果、売上高は28百万円（前

年同期比81.7％）、セグメント利益は１百万円（前年同期比32.7％）となりました。
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(2) 財政状態の分析

当第２四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ309百万円増加し、31,589百万円とな

りました。

流動資産については、前連結会計年度末に比べ57百万円減少し、10,895百万円となりました。これは主として、

未成工事支出金の増加170百万円、販売用不動産の増加102百万円及び現金及び預金の減少329百万円を反映したもの

であります。

固定資産については、前連結会計年度末に比べ367百万円増加し、20,694百万円となりました。これは主として、

土地の増加520百万円、投資その他の資産の増加13百万円、その他（純額）の減少112百万円、建物及び構築物（純

額）の減少39百万円及びのれんの減少18百万円を反映したものであります。

当第２四半期連結会計期間末における負債合計は、前連結会計年度末に比べ222百万円増加し、15,734百万円とな

りました。

流動負債については、前連結会計年度末に比べ163百万円増加し、5,073百万円となりました。これは主として、1

年内返済予定の長期借入金の増加182百万円、短期借入金の増加74百万円、１年内償還予定の社債の減少49百万円、

賞与引当金の増加25百万円、未払法人税等の増加19百万円及びその他の流動負債の減少94百万円を反映したもので

あります。

固定負債については、前連結会計年度末に比べ59百万円増加し、10,661百万円となりました。これは主として、

長期借入金の増加41百万円及びその他の固定負債の増加17百万円を反映したものであります。

当第２四半期連結会計期間末における純資産合計は、前連結会計年度末に比べ86百万円増加し、15,854百万円と

なりました。これは主として、当第２四半期連結累計期間に支払う配当金計上による繰越利益剰余金281百万円の減

少及び親会社株主に帰属する四半期純利益355百万円を計上したためであります。自己資本比率は48.7％（前連結会

計年度末は48.9％）となりました。

 
 
(3) キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ

330百万円減少し、3,299百万円となりました。また、当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの

状況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、123百万円の収入（前年同期は27百万

円の収入）となりました。主な増加要因は、税金等調整前四半期純利益559百万円、非資金取引である減価償却費

207百万円、支払利息87百万円及び賞与引当金25百万円であります。主な減少要因は、棚卸資産の増加402百万円、

法人税等の支払額170百万円、利息の支払額87百万円、前払金の増加74百万円及び前受金の減少68百万円でありま

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、431百万円の支出（前年同期は183百

万円の支出）となりました。主な減少要因は、有形固定資産（主として賃貸用不動産）の取得による支出422百万円

及びその他の支出８百万円であります。

 

(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、22百万円の支出（前年同期は８百万

円の支出）となりました。主な増加要因は、長期借入れによる収入1,430百万円及び短期借入金の純増加額74百万円

であります。主な減少要因は、長期借入金の返済による支出1,191百万円、配当金の支払額280百万円及び社債の償

還による支出49百万円であります。
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(4) 会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

前事業年度の有価証券報告書に記載した「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分

析」中の会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定について重要な変更はありません。

詳細は、「第４　経理の状況　１　四半期連結財務諸表　注記事項」の（追加情報）をご参照ください。

 
(5) 経営方針・経営戦略等

当第２四半期連結累計期間において、当社が定めている経営方針・経営戦略について重要な変更はありません。

 
(6) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期連結累計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。

 
(7) 研究開発活動

該当事項はありません。

 
３ 【経営上の重要な契約等】

当第２四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又は締結等はありません。
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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 10,000,000

計 10,000,000
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
第２四半期会計期間末

現在発行数(株)
(2021年９月30日)

提出日現在発行数(株)
(2021年11月12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 4,031,700 4,031,700
東京証券取引所
ＪＡＳＤＡＱ
(スタンダード)

権利内容に何ら限定のな
い当社における標準的な
株式であり、単元株式数
は100株であります。

計 4,031,700 4,031,700 ― ―
 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

　該当事項はありません。

② 【その他の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) 【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
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

2021年７月１日～
2021年９月30日

－ 4,031,700 － 596,763 － 528,963
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(5) 【大株主の状況】

2021年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式
(自己株式を
除く。)の

総数に対する
所有株式数
の割合(％)

東　行男 和歌山県和歌山市 1,555 38.71

東　優子 和歌山県和歌山市 620 15.43

スリーエースコーポレーション
株式会社

和歌山県和歌山市木広町３丁目１ 210 5.23

山本　知宏 神奈川県横浜市青葉区 120 3.01

東　さゆり 和歌山県和歌山市 120 2.99

東　祐子 和歌山県和歌山市 120 2.99

鈴木　良一 愛知県豊橋市 70 1.74

株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木１丁目６番１号 52 1.30

アズマハウス社員持株会 和歌山県和歌山市黒田１丁目２-17 42 1.07

三上　昭夫 青森県五所川原市 31 0.77

計 ― 2,942 73.24
 

 

(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

   2021年９月30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)
(自己保有株式)
普通株式 ―

権利内容に何ら限定のない当社にお
ける標準的な株式

14,600

完全議決権株式(その他)
普通株式

40,150 同上
4,015,000

単元未満株式
普通株式

― ―
2,100

発行済株式総数 4,031,700 ― ―

総株主の議決権 ― 40,150 ―
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② 【自己株式等】

  2021年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
アズマハウス株式会社

和歌山県和歌山市
黒田一丁目２番17号

14,600 - 14,600 0.4

計 ― 14,600 - 14,600 0.4
 

 

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、次のとおりであります。

 
(1) 役職の異動

 
新役職名 旧役職名 氏名 異動年月日

専務取締役
開発事業部管掌
賃貸部管掌
ホテル部管掌
開発事業部長

専務取締役
業務管理部管掌
賃貸部管掌
ホテル部管掌
業務管理部長

大東　篤史 2021年８月１日
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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

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．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２四半期連結会計期間(2021年７月１日から2021年

９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(2021年４月１日から2021年９月30日まで)に係る四半期連結財務諸表につ

いて、ＰｗＣ京都監査法人により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：千円)

          
前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2021年９月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 5,064,586 4,734,750

  受取手形及び売掛金 22,567 19,594

  販売用不動産 4,334,466 4,437,411

  未成工事支出金 1,033,738 1,204,516

  貯蔵品 10,214 8,855

  その他 489,708 491,374

  貸倒引当金 △2,693 △1,343

  流動資産合計 10,952,588 10,895,159

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物（純額） 5,935,504 5,896,421

   土地 13,024,191 13,544,975

   その他（純額） 272,918 160,878

   有形固定資産合計 19,232,613 19,602,274

  無形固定資産   

   のれん 378,269 359,649

   その他 48,409 50,602

   無形固定資産合計 426,678 410,251

  投資その他の資産 667,639 681,564

  固定資産合計 20,326,932 20,694,090

 資産合計 31,279,521 31,589,249
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           (単位：千円)

          
前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2021年９月30日)

負債の部   

 流動負債   

  買掛金 12,314 11,530

  工事未払金 450,137 457,181

  短期借入金 1,702,319 1,777,020

  1年内償還予定の社債 100,080 50,100

  1年内返済予定の長期借入金 1,694,817 1,876,847

  未払法人税等 182,875 202,457

  賞与引当金 59,549 84,927

  その他 708,235 613,283

  流動負債合計 4,910,329 5,073,346

 固定負債   

  社債 250,000 250,000

  長期借入金 9,765,140 9,806,841

  資産除去債務 74,843 75,630

  繰延税金負債 20,729 20,729

  その他 490,542 507,884

  固定負債合計 10,601,255 10,661,085

 負債合計 15,511,584 15,734,432

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 596,763 596,763

  資本剰余金 528,963 528,963

  利益剰余金 14,182,743 14,243,661

  自己株式 △19,518 △19,518

  株主資本合計 15,288,951 15,349,869

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 11,026 22,029

  その他の包括利益累計額合計 11,026 22,029

 非支配株主持分 467,958 482,918

 純資産合計 15,767,936 15,854,817

負債純資産合計 31,279,521 31,589,249
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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)

          前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
　至 2021年９月30日)

売上高 6,319,811 6,682,366

売上原価 4,221,999 4,449,963

売上総利益 2,097,811 2,232,402

販売費及び一般管理費 ※１  1,605,167 ※１  1,655,893

営業利益 492,644 576,509

営業外収益   

 受取利息 352 184

 受取配当金 7,053 5,578

 受取手数料 30,373 32,804

 解約金収入 5,863 5,160

 受取補助金 21,501 13,854

 その他 12,751 19,107

 営業外収益合計 77,895 76,689

営業外費用   

 支払利息 91,509 87,651

 その他 8,906 5,123

 営業外費用合計 100,415 92,775

経常利益 470,125 560,423

特別利益   

 投資有価証券売却益 42,831 －

 事業譲渡益 30,095 －

 特別利益合計 72,926 －

特別損失   

 固定資産除却損 38,348 670

 特別損失合計 38,348 670

税金等調整前四半期純利益 504,703 559,753

法人税、住民税及び事業税 148,925 188,568

法人税等調整額 5,702 392

法人税等合計 154,628 188,960

四半期純利益 350,075 370,793

非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主
に帰属する四半期純損失（△）

△4,515 14,959

親会社株主に帰属する四半期純利益 354,590 355,833
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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)

          前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
　至 2021年９月30日)

四半期純利益 350,075 370,793

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 △7,745 11,002

 その他の包括利益合計 △7,745 11,002

四半期包括利益 342,329 381,795

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 346,844 366,836

 非支配株主に係る四半期包括利益 △4,515 14,959
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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)

          前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
　至 2021年９月30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 504,703 559,753

 減価償却費 201,176 207,393

 のれん償却額 22,619 18,619

 貸倒引当金の増減額（△は減少） 407 △1,350

 受取利息及び受取配当金 △7,405 △5,762

 支払利息 91,509 87,651

 棚卸資産の増減額（△は増加） △318,634 △402,105

 仕入債務の増減額（△は減少） 42,495 6,260

 投資有価証券売却損益（△は益） △42,831 －

 賞与引当金の増減額（△は減少） 20,564 25,377

 固定資産除却損 38,348 670

 前受金の増減額（△は減少） △126,128 △68,465

 前払金の増減額（△は増加） 45,636 △74,708

 その他 △164,976 22,822

 小計 307,483 376,156

 利息及び配当金の受取額 7,405 5,762

 利息の支払額 △91,274 △87,878

 法人税等の支払額 △196,115 △170,243

 営業活動によるキャッシュ・フロー 27,499 123,798

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 有形固定資産の取得による支出 △327,581 △422,785

 有形固定資産の売却による収入 1,713 －

 投資有価証券の売却による収入 124,581 －

 その他 17,664 △8,686

 投資活動によるキャッシュ・フロー △183,622 △431,471

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 配当金の支払額 △281,370 △280,891

 長期借入れによる収入 1,180,000 1,430,000

 長期借入金の返済による支出 △1,437,852 △1,191,568

 社債の発行による収入 250,000 －

 社債の償還による支出 △49,980 △49,980

 自己株式の取得による支出 △65 －

 短期借入金の純増減額（△は減少） 334,789 74,701

 その他 △4,431 △5,028

 財務活動によるキャッシュ・フロー △8,911 △22,767

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △165,034 △330,441

現金及び現金同等物の期首残高 2,482,105 3,630,119

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※１  2,317,070 ※１  3,299,677
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【注記事項】

(会計方針の変更)

(収益認識に関する会計基準等の適用)

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」とい

う。）等を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点

で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。

これにより、工事契約に関して、従来は、工事の進捗部分について成果の確実性が認められる場合には、工事

進行基準によっておりましたが、財又はサービスに対する支配が顧客に一定の期間にわたり移転する場合には、

財又はサービスを顧客に移転する履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更

しております。履行義務の充足に係る進捗度の測定は、各報告期間の期末日までに発生した工事原価が、予想さ

れる工事原価の合計に占める割合に基づいて行っております。また、契約の初期段階において、履行義務の充足

に係る進捗度を合理的に見積もることができないが、発生する費用を回収することが見込まれる場合は、原価回

収基準にて収益を認識しています。なお、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる

時点までの期間がごく短い工事契約については代替的な取扱いを適用し、一定の期間にわたり収益を認識せず、

完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って

おり、第１四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第１四半

期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、

収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、第１四半期連結会計期間の期首より前までに従前の取扱いに

従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収益認

識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、第１四半期連結会計期間の期首より前までに行われた契約

変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を第１

四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減しております。

この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は1,483千円増加し、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半

期純利益はそれぞれ1,483千円増加しております。また、利益剰余金の当期首残高は13,720千円減少しておりま

す。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方

法により組替えを行っておりません。さらに、「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号　

2020年３月31日）第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第２四半期連結累計期間に係る顧客との契約か

ら生じる収益を分解した情報を記載しておりません。

 
 
(時価の算定に関する会計基準等の適用)

「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号　2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」とい

う。）等を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基

準」（企業会計基準第10号　2019年７月４日）第44－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準

等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、四半期連結財務諸表に与え

る影響はありません。
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(追加情報)

当第２四半期連結累計期間(自 2021年４月１日 至 2021年９月30日)

 
（新型コロナウイルス感染症の影響に関する会計上の見積り）

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う影響は、当社グループの事業活動にも影響を与えております。

今後も留意が必要な状況が続くものと想定しておりますが、当該感染症にかかるワクチン接種体制が進められ

ている状況にあり、緩やかに収束に向かうものと仮定しております。

販売目的で保有する不動産（棚卸資産）の評価及び有形固定資産に関する減損損失の認識要否の判断や測定に

おいて、当連結会計年度末時点で入手可能な情報に基づき、一定の仮定を置き会計上の見積りを行っておりま

す。

なお、この仮定は不確定要素が多いことから、新型コロナウイルス感染症拡大の影響が上記仮定と乖離する場

合には、当社グループの財政状態、経営成績に重要な影響を及ぼす可能性があります。また、新型コロナウイル

ス感染症による影響は、前連結会計年度の業績を勘案し、当第２四半期連結会計期間以降に与える影響は僅少で

あると見積もっております。

 
 
(四半期連結損益計算書関係)

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

 
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)

役員報酬 89,400千円 79,400千円

給料及び手当 512,643 〃 530,539 〃

広告宣伝費 98,982 〃 98,713 〃

貸倒引当金繰入額 694 〃 △664 〃

減価償却費 47,635 〃 46,425 〃

賞与引当金繰入額 91,437 〃 103,745 〃
 

 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※１ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は次のとお

りであります。

 
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)

現金及び預金 3,830,924千円 4,734,750千円

預入期間が３か月を超える定期預金 △1,513,853 〃 △1,435,072 〃

現金及び現金同等物 2,317,070千円 3,299,677千円
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(株主資本等関係)

前第２四半期連結累計期間(自 2020年４月１日 至 2020年９月30日)

１．配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2020年６月26日
定時株主総会

普通株式 281,198 70 2020年３月31日 2020年６月29日 利益剰余金

 

 

２．基準日が当第２四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２四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。

 

当第２四半期連結累計期間(自 2021年４月１日 至 2021年９月30日)

１．配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2021年６月28日
定時株主総会

普通株式 281,195 70 2021年３月31日 2021年６月29日 利益剰余金

 

 

２．基準日が当第２四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２四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。
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(セグメント情報等)

 【セグメント情報】

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間(自 2020年４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

その他
(注)２

合計不動産・
建設事業

不動産
賃貸事業

土地有効
活用事業

ホテル事業 計

売上高        

外部顧客への売上高 4,400,367 1,292,451 398,355 193,873 6,285,048 34,763 6,319,811

セグメント間の内部
売上高又は振替高

68,672 48,730 － － 117,403 － 117,403

計 4,469,040 1,341,182 398,355 193,873 6,402,451 34,763 6,437,215

セグメント利益
又は損失（△）

192,546 442,731 49,301 △47,902 636,676 5,055 641,732
 

（注）１．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。

２．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、連結子会社（興國不動産株式

会社）等の事業活動を含んでおります。

 
２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容

(差異調整に関する事項)

 (単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 636,676

「その他」の区分の利益 5,055

全社費用(注) △171,606

四半期連結損益計算書の経常利益 470,125
 

（注） 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない人件費及び管理部門の一般管理費であります。

 

３．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

　該当事項はありません。
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Ⅱ　当第２四半期連結累計期間(自 2021年４月１日 至 2021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

その他
(注)２

合計不動産・
建設事業

不動産
賃貸事業

土地有効
活用事業

ホテル事業 計

売上高        

外部顧客への売上高 4,647,776 1,348,662 405,237 252,295 6,653,972 28,393 6,682,366

セグメント間の内部
売上高又は振替高

42,447 63,102 － － 105,549 － 105,549

計 4,690,224 1,411,764 405,237 252,295 6,759,522 28,393 6,787,915

セグメント利益
又は損失（△）

201,935 484,652 53,034 △15,939 723,683 1,653 725,336
 

（注）１．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。

２．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、連結子会社（興國不動産株式

会社）等の事業活動を含んでおります。

 
２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容

(差異調整に関する事項)

 (単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 723,683

「その他」の区分の利益 1,653

全社費用(注) △164,865

セグメント間取引 △47

四半期連結損益計算書の経常利益 560,423
 

（注） 全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない人件費及び管理部門の一般管理費であります。

 

３．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

　該当事項はありません。

 
４．報告セグメントの変更等に関する事項

　会計方針の変更に記載のとおり、第１四半期連結会計期間の期首から収益認識会計基準等を適用し、収益認識に関

する会計処理方法を変更したため、事業セグメントの利益又は損失の算定方法を同様に変更しております。

　当該変更が報告セグメントの売上高及びセグメント利益に与える影響は軽微であります。
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(収益認識関係)

顧客との契約から生じる収益を分解した情報

当第２四半期連結累計期間(自 2021年４月１日 至 2021年９月30日)

  (単位：千円)

 

報告セグメント
その他
（注）１

合計不動産・
建設事業

不動産
賃貸事業

土地有効
活用事業

ホテル事業 計

不動産売買(新築・リ
フォームの請負を含む)

4,447,704 － 405,237 － 4,852,941 － 4,852,941

売買仲介 44,234 － － － 44,234 4,284 48,518

賃貸仲介 － 111,338 － － 111,338 1,723 113,062

賃貸管理 － 139,315 － － 139,315 13,012 152,328

室料売上 － － － 166,526 166,526 － 166,526

飲食売上 － － － 85,769 85,769 － 85,769

その他 154,218 69,814 － － 224,032 4,720 228,753

顧客との契約から生じる
収益

4,646,156 320,469 405,237 252,295 5,624,159 23,740 5,647,899

その他の収益（注）２ 1,620 1,028,192 － － 1,029,812 4,653 1,034,466

外部顧客への売上高 4,647,776 1,348,662 405,237 252,295 6,653,972 28,393 6,682,366
 

（注）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、連結子会社（興國不動産株式

会社）等の事業活動を含んでおります。

２．「その他の収益」は、リース取引に関する会計基準に基づく賃貸収入等であります。

 
 
 
 

(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益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及び算定上の基礎は、以

下のとおりであります。

 

項目
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)

（１）１株当たり四半期純利益 88円27銭 88円58銭

　(算定上の基礎)   

親会社株主に帰属する四半期純利益(千円) 354,590 355,833

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四半期純利益(千円) 354,590 355,833

普通株式の期中平均株式数(株) 4,017,099 4,017,072

（２）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 88円13銭 88円43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(千円) － －

　　普通株式増加数(株) 6,324 6,936

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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(重要な後発事象)

（株式分割）

当社は、2021年11月12日開催の取締役会において株式分割による新株式の発行を行う旨の決議をしております。

当該株式分割の内容は、次のとおりであります。

 
１．株式分割の目的

株式分割を行い、投資単位当たりの金額を引き下げることにより、より一層投資しやすい環境を整えること

で、当社株式の流動性の向上と投資家層の拡大を図ることを目的としております。

 
２．株式分割の概要

（１）分割の方法

2022年３月31日（木）を基準日として、同日の最終の株主名簿に記録された株主の所有する普通株式１株に

つき、２株の割合をもって分割いたします。

 
（２）分割により増加する株式数

①株式分割前の発行済株式総数 4,031,700 株

②今回の分割により増加する株式数 4,031,700 株

③株式分割後の発行済株式総数 8,063,400 株

④株式分割後の発行可能株式総数 10,000,000 株（変更なし）
 

（注）上記発行済株式数及び増加する株式数は、今後、株式分割の基準日までに新株予約権（ストック・オプ

ション）の行使により増加する可能性があります。

 
３．前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定した場合における(１株当たり情報)の各数値はそれぞ

れ次のとおりであります。

 
前第２四半期連結累計期間

(自 2020年４月１日
 至 2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
 至 2021年９月30日)

１株当たり四半期純利益 44円14銭 44円29銭

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 44円07銭 44円21銭
 

 
４．日程

（１）基準日公告日      2022年３月８日（火）

（２）基準日            2022年３月31日（木）

（３）効力発生日        2022年４月１日（金）

 
５．その他

今回の株式分割に関しまして、資本金の額の変更はありません。
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２ 【その他】

第45期（2021年４月１日から2022年３月31日）中間配当については、2021年11月12日開催の取締役会において、こ

れを行わない旨を決議いたしました。
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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
2021年11月12日

ア　ズ　マ　ハ　ウ　ス　株　式　会　社

取　締　役　会　御　中

ＰｗＣ 京 都 監 査 法 人
 

京都事務所
 

 
指定社員
業務執行社員

公認会計士 高　　井　　晶　　治  
 

 
指定社員
業務執行社員

公認会計士 田　　口　　真　　樹  
 

 

監査人の結論

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」に掲げられているアズマハウス株

式会社の2021年４月１日から2022年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（2021年７月１日から2021

年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（2021年４月１日から2021年９月30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、四半期連結キャッシュ・

フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。

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、アズマハウス株式会社及び連結子会社の2021年９月30日現在の財

政状態並びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示し

ていないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。

 
監査人の結論の根拠

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。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責

任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立

しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。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。

 
四半期連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

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。

四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが

適切であるかどうかを評価し、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基づいて

継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

る。

 
四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書にお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。

監査人は、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従って、四半期レビューの過程を通

じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　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する質問、分析的手続その他の四半期レ

ビュー手続を実施する。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。
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・　継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が

認められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、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、適正に表示されていないと信じさせる事項が認め

られないかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レ

ビュー報告書において四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期

連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明する

ことが求められている。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の

事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、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いないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期

連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示してい

ないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。

・　四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。

監査人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単

独で監査人の結論に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要

な発見事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、

並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガー

ドを講じている場合はその内容について報告を行う。

 
利害関係

会社及び連結子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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