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（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 ％

2021年12月期第２四半期 7,061 － 1,514 － 1,446 － 948 －

2020年12月期第２四半期 － － － － － － － －

（注）包括利益 2021年12月期第２四半期 949百万円（－％） 2020年12月期第２四半期 －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

2021年12月期第２四半期 206.83 199.49

2020年12月期第２四半期 － －

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2021年12月期第２四半期 24,875 5,144 20.3

2020年12月期 23,630 4,349 18.1

（参考）自己資本 2021年12月期第２四半期 5,051百万円 2020年12月期 4,267百万円

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

2020年12月期 － － － 43.00 43.00

2021年12月期 － 0.00

2021年12月期（予想） － － －

（％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 17,700 28.7 2,100 86.8 1,900 94.1 1,300 99.9 283.89

１．2021年12月期第２四半期の連結業績（2021年１月１日～2021年６月30日）

（注）当社は、2020年７月１日に単独株式移転により設立されたため、前年同四半期前期実績はありません。

（２）連結財政状態

２．配当の状況

（注）１．直近に公表されている配当予想からの修正の有無：無

２．当社は、2020年７月１日に単独株式移転により設立されたため、前第２四半期までの実績はありません。

３．2020年12月期期末配当金の内訳　　普通配当　37円00銭　記念配当　６円00銭

４．2021年12月期の配当予想については、配当額は未定でありますが、これまでの配当政策を基本方針としつつ、今後の中期経営計画の進

捗に応じた利益還元を図るため、親会社株主に帰属する当期純利益をベースとした配当性向30％以上を目標とする方針であります。

３．2021年12月期の連結業績予想（2021年１月１日～2021年12月31日）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無：無



①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 2021年12月期２Ｑ 5,320,919株 2020年12月期 5,274,919株

②  期末自己株式数 2021年12月期２Ｑ 695,500株 2020年12月期 695,600株

③  期中平均株式数（四半期累計） 2021年12月期２Ｑ 4,586,042株 2020年12月期２Ｑ －株

※  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（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）：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：無

（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）

※  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、添付資料３ページ「１．当四半期決算に関する定

性的情報（３）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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セグメント
前第２四半期連結累計期間
（自　2020年１月１日

至　2020年６月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　2021年１月１日

至　2021年６月30日）
構成比

前年同
四半期比

千円 千円 ％ ％

不動産販売事業 4,610,363 6,654,484 94.3 44.3

（新築不動産販売部門） (3,414,912) (1,240,942) 17.6 △63.7

（再生不動産販売部門） (1,195,451) (5,413,541) 76.7 352.8

不動産賃貸事業部門 331,618 405,324 5.7 22.2

その他 430 1,700 0.0 295.5

合計 4,942,411 7,061,509 100.0 42.9

１．当四半期決算に関する定性的情報

　当社は、2020年７月１日に単独株式移転の方法により株式会社ラ・アトレの完全親会社として設立されました

が、連結の範囲に実質的な変更はないため、前年同四半期と比較を行っている項目につきましては、株式会社ラ・

アトレの2020年12月期第２四半期連結累計期間（2020年１月１日から2020年６月30日まで）との比較を行っており

ます。

（１）経営成績に関する説明

　当第２四半期連結累計期間における経営成績は、売上高7,061百万円（前年同四半期比42.9％増）、営業利益

1,514百万円（前年同四半期比492.6％増）、経常利益1,446百万円（前年同四半期比529.2％増）、親会社株主に帰

属する四半期純利益948百万円（前年同四半期比520.9％増）となりました。

　セグメントごとの経営成績は次のとおりです。

　なお、前連結会計年度より、従来「不動産管理事業部門」としていた報告セグメントの名称を「不動産賃貸事業

部門」に変更しております。

　当該変更は名称のみの変更であり、セグメント情報に与える影響はありません。

セグメント別売上高の概況

（注）セグメント間の内部売上は除いております。

①　新築不動産販売部門

　当第２四半期連結累計期間の新築不動産販売部門の売上高は、新築分譲マンション「ラ・アトレレジデンス室

見公園」が竣工し引渡を開始したものの、新築不動産の販売時期を一部見直したことに伴い売上高1,240百万円

（前年同四半期比63.7％減）、セグメント利益147百万円（前年同四半期比65.9％減）となりました。

②　再生不動産販売部門

　当第２四半期連結累計期間の再生不動産販売部門の売上高は、１戸当たり１億円以上の「プレミアムリノベー

ションマンション」シリーズの販売が好調に推移したことに加え、リニューアルオフィスビル及び賃貸レジデン

スのインベストメントプロジェクト業務が完了したことなどにより売上高5,413百万円（前年同四半期比352.8％

増）、セグメント利益1,634百万円（前年同四半期はセグメント利益６百万円）となりました。

③　不動産賃貸事業部門

　当第２四半期連結累計期間の不動産賃貸事業部門の売上高は、前連結会計年度に竣工した賃貸資産などにより

売上高405百万円（前年同四半期比22.2％増）、セグメント利益は114百万円（前年同四半期比17.9％減）となり

ました。

（注）セグメント利益とは、各セグメントの売上総利益から販売費用及び営業外費用を差し引いたものでありま

す。

（２）財政状態に関する説明

①　資産、負債及び純資産の状況

　当第２四半期連結会計期間末における総資産は前連結会計年度末に比べ1,245百万円増加し、24,875百万円と

なりました。これは、新築不動産販売事業において物件が竣工したことなどにより仕掛販売用不動産が782百万

円減少した一方、現金及び預金が1,912百万円増加したことなどによるものです。

　また、当第２四半期連結会計期間末の負債合計は前連結会計年度末に比べ450百万円増加し、19,731百万円と

なりました。これは、戸別リノベーションマンション販売に伴う返済により短期借入金が1,834百万円減少した
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一方、１年内返済予定の長期借入金が665百万円、新築不動産販売の仕入れなどに伴う借入れにより長期借入金

が1,232百万円、未払法人税等が234百万円それぞれ増加したことなどによるものです。

　当第２四半期連結会計期間末の純資産合計は前連結会計年度末に比べ794百万円増加し、5,144百万円となりま

した。これは、親会社株主に帰属する四半期純利益948百万円を計上し、配当の実施に伴い資本剰余金が196百万

円減少したことなどによるものです。

②　キャッシュ・フローの状況

　現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ1,893百万円増加し、4,488百万円となりました。当第２四半

期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

ａ．営業活動によるキャッシュ・フロー

　営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益1,432百万円、たな卸資産の減少744百万

円等により2,527百万円の資金獲得（前年同四半期は964百万円の資金支出）となりました。

ｂ．投資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・フローは、有形固定資産の取得による支出595百万円等により401百万円の資金

支出（前年同四半期は496百万円の資金支出）となりました。

ｃ．財務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・フローは、短期借入金の純減少1,834百万円、長期借入れによる収入3,635百万

円、長期借入金の返済による支出1,737百万円、社債の償還による支出105百万円、配当金の支払196百万円等

により229百万円の資金支出（前年同四半期は783百万円の資金獲得）となりました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

　2021年12月期の連結業績予想につきましては、2021年２月15日付の「2020年12月期　決算短信〔日本基準〕（連

結）」にて公表した数値からの変更はございません。なお、新型コロナウイルス感染症による影響は感染症の再拡

大が懸念されるなど先行き不透明な状況であり、今後、連結業績予想の修正が必要であると判断した場合には、速

やかに開示いたします。
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（単位：千円）

前連結会計年度
(2020年12月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2021年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,820,380 4,732,919

売掛金 21,075 4,959

販売用不動産 5,941,462 6,000,323

仕掛販売用不動産 3,833,809 3,051,297

その他 1,488,245 1,246,584

貸倒引当金 △900 △900

流動資産合計 14,104,073 15,035,186

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 4,971,095 4,897,453

土地 3,811,199 3,974,168

その他（純額） 73,381 293,755

有形固定資産合計 8,855,676 9,165,376

無形固定資産 106,853 106,547

投資その他の資産 561,562 567,098

固定資産合計 9,524,092 9,839,023

繰延資産 1,886 1,201

資産合計 23,630,052 24,875,410

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
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（単位：千円）

前連結会計年度
(2020年12月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2021年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 375,318 244,722

短期借入金 3,463,700 1,629,400

1年内償還予定の社債 110,000 10,000

1年内返済予定の長期借入金 1,434,014 2,099,723

未払法人税等 264,610 499,159

その他 1,639,797 2,008,254

流動負債合計 7,287,441 6,491,261

固定負債

社債 40,000 35,000

長期借入金 11,160,869 12,393,349

資産除去債務 124,206 124,505

その他 668,240 687,198

固定負債合計 11,993,317 13,240,053

負債合計 19,280,758 19,731,314

純資産の部

株主資本

資本金 250,000 265,548

資本剰余金 967,457 786,158

利益剰余金 3,702,872 4,651,421

自己株式 △607,258 △607,171

株主資本合計 4,313,070 5,095,956

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △33,851 △31,747

繰延ヘッジ損益 △11,135 △9,998

為替換算調整勘定 △707 △2,824

その他の包括利益累計額合計 △45,695 △44,570

新株予約権 81,918 92,709

純資産合計 4,349,293 5,144,095

負債純資産合計 23,630,052 24,875,410
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（単位：千円）

 当第２四半期連結累計期間
(自　2021年１月１日
　至　2021年６月30日)

売上高 7,061,509

売上原価 4,742,129

売上総利益 2,319,380

販売費及び一般管理費 805,242

営業利益 1,514,138

営業外収益

受取利息 1,741

受取配当金 1,170

為替差益 37,544

その他 33,492

営業外収益合計 73,949

営業外費用

支払利息 108,116

支払手数料 20,161

社債発行費等償却 685

その他 12,566

営業外費用合計 141,529

経常利益 1,446,558

特別利益

固定資産売却益 6,059

特別利益合計 6,059

特別損失

固定資産売却損 20,105

特別損失合計 20,105

税金等調整前四半期純利益 1,432,512

法人税、住民税及び事業税 496,593

法人税等調整額 △12,629

法人税等合計 483,963

四半期純利益 948,549

親会社株主に帰属する四半期純利益 948,549

（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）
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（単位：千円）

 当第２四半期連結累計期間
(自　2021年１月１日
　至　2021年６月30日)

四半期純利益 948,549

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 2,104

繰延ヘッジ損益 1,137

為替換算調整勘定 △2,117

その他の包括利益合計 1,124

四半期包括利益 949,673

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 949,673

非支配株主に係る四半期包括利益 －

（四半期連結包括利益計算書）

（第２四半期連結累計期間）
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（単位：千円）

 当第２四半期連結累計期間
(自　2021年１月１日
　至　2021年６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 1,432,512

減価償却費 98,694

受取利息及び受取配当金 △2,912

支払利息 108,116

支払手数料 20,161

固定資産売却益 △6,059

固定資産売却損 20,105

売上債権の増減額（△は増加） 16,116

前渡金の増減額（△は増加） △132,952

たな卸資産の増減額（△は増加） 744,327

仕入債務の増減額（△は減少） △130,595

前受金の増減額（△は減少） 260,085

未収又は未払消費税等の増減額 99,671

その他 379,654

小計 2,906,925

利息及び配当金の受取額 2,912

利息の支払額 △113,231

支払手数料の支払額 △13,448

法人税等の支払額 △255,731

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,527,426

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 △244,473

定期預金の払戻による収入 225,820

出資金の払込による支出 △13,980

出資金の回収による収入 300

有形固定資産の取得による支出 △595,143

有形固定資産の売却による収入 227,554

建設協力金の支払による支出 △1,749

その他 56

投資活動によるキャッシュ・フロー △401,614

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △1,834,300

長期借入れによる収入 3,635,400

長期借入金の返済による支出 △1,737,205

社債の償還による支出 △105,000

新株予約権の行使による株式の発行による収入 46

新株予約権の発行による収入 7,987

自己株式の処分による収入 150

配当金の支払額 △196,508

リース債務の返済による支出 △377

財務活動によるキャッシュ・フロー △229,808

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,117

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,893,886

現金及び現金同等物の期首残高 2,594,560

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,488,446

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書
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（４）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。

（追加情報）

　当第２四半期連結累計期間において、前事業年度の有価証券報告書に記載した新型コロナウイルス感染症の影響

による会計上の見積りへの影響について、重要な変更はありません。

　なお、新型コロナウイルス感染症の拡大による影響は不確定要素が多く、不動産市況が悪化した場合には、当社

グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に影響を及ぼす可能性があります。

（単位：千円）

報告セグメント
その他
（注）

合計
新築不動産
販売部門

再生不動産
販売部門

不動産賃貸
事業部門

計

売上高

外部顧客への売上高 1,240,942 5,413,541 405,324 7,059,809 1,700 7,061,509

セグメント間の内部売上高又は振替高 － － － － 140,348 140,348

計 1,240,942 5,413,541 405,324 7,059,809 142,049 7,201,858

セグメント利益 147,879 1,634,160 114,493 1,896,534 142,049 2,038,583

（単位：千円）

利益 金額

報告セグメント計 1,896,534

「その他」の区分の利益 142,049

セグメント間取引消去 △140,348

全社費用（注） △451,676

四半期連結損益計算書の経常利益 1,446,558

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

当第２四半期連結累計期間（自　2021年１月１日　至　2021年６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

（注）　「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、リフォーム事業、仲介事業を含ん

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）

（注）　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及び営業外損益であります。

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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