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令和２年３月期

決 算 概 要



決算概要

当期業績

増収・減益

＜売上高＞

埼玉県への進出や、神奈川県の事業会

社２社のＭ＆Ａにより、事業規模は拡大

令和元年10月の消費税増税や台風19号

の被害に伴う環境悪化で３Ｑの受注が低

迷

⇒２月10日に当初業績予想を下方修正

 ４Ｑは四半期として過去最高の売上高と

なるまで回復し、通期では若干の増収

＜営業利益、経常利益＞

事業拡大に向けた人材投資やＭ＆Ａ費

用の増加により減益

＜当期純利益＞

台風19号による災害損失、株価下落に伴

う保有株式の評価損等、特別損失を計上

2

（百万円）

H31.3期 R2.3期 前期比
業績予想
2/10修正

業績
予想比

44,452 45,541 +2.5% 45,150 +0.9%

不 動 産 販 売 41,212 42,505 +3.1%

建築材料販売 2,992 2,775 -7.2%

不 動 産 賃 貸 248 261 +5.2%

3,131 2,142 -31.6% 2,000 +7.1%

3,288 2,310 -29.7% 2,150 +7.5%

2,065 1,413 -31.6% 1,400 +0.9%

71.62円 48.84円 -22.78円 48.41円 +0.43円

10.3% 6.6% -3.7pt

18円 23円 +5円

25.1% 47.1% +22.0pt

営 業 利 益

経 常 利 益

1 株 当 た り

配 当 額

連 結 配 当 性 向

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

Ｒ Ｏ Ｅ
( 自 己 資 本 利 益 率 )

売 上 高


②概要



																		（百万円） ヒャクマンエン

								H31.3期 キ		R2.3期 キ		前期比 ゼンキヒ				業績予想
2/10修正 ギョウセキ ヨソウ シュウセイ		業績
予想比 ギョウセキ ヨソウ ヒ

				売上高 ウリアゲ ダカ				44,452		45,541		+2.5%				45,150		+0.9%

						不動産販売 フドウサン ハンバイ		41,212		42,505		+3.1%

						建築材料販売 ケンチク ザイリョウ ハンバイ		2,992		2,775		-7.2%

						不動産賃貸 フドウサン チンタイ		248		261		+5.2%

				営業利益 エイギョウ リエキ				3,131		2,142		-31.6%				2,000		+7.1%

				経常利益 ケイジョウ リエキ				3,288		2,310		-29.7%				2,150		+7.5%

				親会社株主に帰属する
当期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキ ジュンリエキ				2,065		1,413		-31.6%				1,400		+0.9%



				1株当たり
当期純利益 カブ ア トウキ ジュンリエキ				71.62円		48.84円		-22.78円				48.41円		+0.43円

				ＲＯＥ
(自己資本利益率)				10.3%		6.6%		-3.71pt

				1株当たり
配当額 カブ ア ハイトウ ガク				18円		23円		+5円

				連結配当性向 レンケツ ハイトウ セイコウ				25.1%		47.1%		+22.0pt





				％と％の比較はptで表示 ヒカク ヒョウジ

				１株当たり当期純利益 カブ ア トウキ ジュンリエキ				71.62円		48.84円		-22.78円				48.41円		+0.43円

				1株当たり
当期純利益 カブ ア トウキ ジュンリエキ				71.62円		48.84円		-22.78円				48.41円		+0.43円





























Sheet1 (2)

		コード		科目名		第28期（2018年度)				第29期（2019年度)				増減		第28期（2018年度)																

						年次				年次						年次																

						金額		構成比		金額		構成比				金額		予備2		予備3		予備4		予備5								

				貸借対照表																								

				（資産の部）																								

				Ⅰ流動資産																								

		10000		現金及び預金		10,001,725,218		21.34%		10,336,889,198		18.46%		335,163,980		10,001,725,218		10,336,889,198		10,336,889,198		10,336,889,198		10,336,889,198		1000				10061		1

		10010		定期預金(３ヶ月超)				0.00%		14,508,056		0.03%		14,508,056				14,508,056		14,508,056		14,508,056		14,508,056		1000				10062		1						10,001,725,218				10,351,397,254				349,672,036

		11310		受取手形		47,590,468		0.10%		45,764,256		0.08%		(1,826,212)		47,590,468		45,764,256		45,764,256		45,764,256		45,764,256		1000				10066		1

		13100		売掛金		499,691,684		1.07%		561,733,957		1.00%		62,042,273		499,691,684		561,733,957		561,733,957		561,733,957		561,733,957		1000				10068		1

		14000		分譲土地		12,191,718,039		26.01%		11,489,199,279		20.52%		(702,518,760)		12,191,718,039		11,489,199,279		11,489,199,279		11,489,199,279		11,489,199,279		1000				10069		1						17,322,784,609				16,799,116,983				(523,667,626)

		14100		土地建物		1,710,919,141		3.65%		2,055,053,948		3.67%		344,134,807		1,710,919,141		2,055,053,948		2,055,053,948		2,055,053,948		2,055,053,948		1000				10070		1

		14200		未成分譲土地		5,164,504,141		11.02%		11,381,785,188		20.33%		6,217,281,047		5,164,504,141		11,381,785,188		11,381,785,188		11,381,785,188		11,381,785,188		1000				10071		1

		14300		未成分譲建物		1,898,200,111		4.05%		2,517,399,346		4.50%		619,199,235		1,898,200,111		2,517,399,346		2,517,399,346		2,517,399,346		2,517,399,346		1000				10072		1						7,062,704,252				13,899,184,534				6,836,480,282

		14320		未成工事支出金		7,244,243		0.02%		7,198,516		0.01%		(45,727)		7,244,243		7,198,516		7,198,516		7,198,516		7,198,516		1000				10073		1						7,244,243				7,198,516				(45,727)

		14350		完成工事支出金		3,420,147,429		7.30%		3,254,863,756		5.81%		(165,283,673)		3,420,147,429		3,254,863,756		3,254,863,756		3,254,863,756		3,254,863,756		1000				10074		1

		14400		商品		165,090,723		0.35%		147,669,046		0.26%		(17,421,677)		165,090,723		147,669,046		147,669,046		147,669,046		147,669,046		1000				10075		1

		14410		製品		78,957,703		0.17%		90,540,658		0.16%		11,582,955		78,957,703		90,540,658		90,540,658		90,540,658		90,540,658		1000				10076		1

		14430		原材料		89,678,736		0.19%		68,960,762		0.12%		(20,717,974)		89,678,736		68,960,762		68,960,762		68,960,762		68,960,762		1000				10077		1

		14500		貯蔵品		38,509,658		0.08%		44,872,503		0.08%		6,362,845		38,509,658		44,872,503		44,872,503		44,872,503		44,872,503		1000				10079		1

		15000		前渡金		620,617,340		1.32%		606,031,400		1.08%		(14,585,940)		620,617,340		606,031,400		606,031,400		606,031,400		606,031,400		1000				10083		1

		15100		短期貸付金				0.00%		4,500,000		0.01%		4,500,000				4,500,000		4,500,000		4,500,000		4,500,000		1000				10084		1

		15200		立替金		9,366,587		0.02%		5,584,706		0.01%		(3,781,881)		9,366,587		5,584,706		5,584,706		5,584,706		5,584,706		1000				10085		1

		15300		未収入金		103,873,591		0.22%		102,218,792		0.18%		(1,654,799)		103,873,591		102,218,792		102,218,792		102,218,792		102,218,792		1000				10086		1

		15310		未収入金（利息）		537,832		0.00%		902,104		0.00%		364,272		537,832		902,104		902,104		902,104		902,104		1000				10087		1

		15400		仮払金		2,726,400		0.01%		152,360		0.00%		(2,574,040)		2,726,400		152,360		152,360		152,360		152,360		1000				10088		1

		15500		前払費用		76,301,827		0.16%		111,650,534		0.20%		35,348,707		76,301,827		111,650,534		111,650,534		111,650,534		111,650,534		1000				10089		1

		15510		前払費用（利息）		3,378,685		0.01%		16,897,144		0.03%		13,518,459		3,378,685		16,897,144		16,897,144		16,897,144		16,897,144		1000				10090		1

		15750		未収消費税還付金				0.00%		191,418,003		0.34%		191,418,003				191,418,003		191,418,003		191,418,003		191,418,003		1000				10094		1

		15850		貸倒引当金(短期)		(3,305,405)		-0.01%		(4,934,296)		-0.01%		(1,628,891)		(3,305,405)		(4,934,296)		(4,934,296)		(4,934,296)		(4,934,296)		1000				10097		1						1,733,015,829				1,993,961,929				260,946,100

				流動資産合計		36,127,474,151		77.09%		43,050,859,216		76.90%		6,923,385,065		36,127,474,151		43,050,859,216		43,050,859,216		43,050,859,216		43,050,859,216				5										36,127,474,151				43,050,859,216				6,923,385,065

				Ⅱ固定資産																								

				１  有形固定資産																								

		16000		建物		4,079,814,151		8.71%		4,303,154,896		7.69%		223,340,745		4,079,814,151		4,303,154,896		4,303,154,896		4,303,154,896		4,303,154,896		1100				10101		1

		16100		建物付属設備		844,294,040		1.80%		959,321,796		1.71%		115,027,756		844,294,040		959,321,796		959,321,796		959,321,796		959,321,796		1100				10102		1

		16200		構築物		308,163,419		0.66%		331,102,190		0.59%		22,938,771		308,163,419		331,102,190		331,102,190		331,102,190		331,102,190		1100				10104		1

		16300		機械装置		44,479,102		0.09%		76,054,064		0.14%		31,574,962		44,479,102		76,054,064		76,054,064		76,054,064		76,054,064		1100				10105		1

		16400		車両運搬具		9,017,660		0.02%		50,514,581		0.09%		41,496,921		9,017,660		50,514,581		50,514,581		50,514,581		50,514,581		1100				10107		1

		16500		工具器具備品		351,017,442		0.75%		366,090,354		0.65%		15,072,912		351,017,442		366,090,354		366,090,354		366,090,354		366,090,354		1100				10108		1

		16600		土地		5,576,884,584		11.90%		6,002,977,718		10.72%		426,093,134		5,576,884,584		6,002,977,718		6,002,977,718		6,002,977,718		6,002,977,718		1100				10110		1

		16650		リース資産		143,586,000		0.31%		189,864,000		0.34%		46,278,000		143,586,000		189,864,000		189,864,000		189,864,000		189,864,000		1100				10111		1

		16700		建設仮勘定		1,011,080		0.00%		8,411,300		0.02%		7,400,220		1,011,080		8,411,300		8,411,300		8,411,300		8,411,300		1100				10113		1

		16900		減価償却累計額		(2,425,600,655)		-5.18%		(2,652,232,519)		-4.74%		(226,631,864)		(2,425,600,655)		(2,652,232,519)		(2,652,232,519)		(2,652,232,519)		(2,652,232,519)		1100				10115		1

				有形固定資産合計		8,932,666,823		19.06%		9,635,258,380		17.21%		702,591,557		8,932,666,823		9,635,258,380		9,635,258,380		9,635,258,380		9,635,258,380				9

				２  無形固定資産																								

		17200		商標権		3,004,675		0.01%		2,584,336		0.00%		(420,339)		3,004,675		2,584,336		2,584,336		2,584,336		2,584,336		1200				10119		1

		17300		ソフトウェア		70,664,654		0.15%		93,374,412		0.17%		22,709,758		70,664,654		93,374,412		93,374,412		93,374,412		93,374,412		1200				10120		1

		17900		電話加入権		6,408,000		0.01%		6,408,001		0.01%		1		6,408,000		6,408,001		6,408,001		6,408,001		6,408,001		1200				10122		1

		17959		のれん				0.00%		1,302,697,518		2.33%		1,302,697,518				1,302,697,518		1,302,697,518		1,302,697,518		1,302,697,518		1200				10123		1

				無形固定資産合計		80,077,329		0.17%		1,405,064,267		2.51%		1,324,986,938		80,077,329		1,405,064,267		1,405,064,267		1,405,064,267		1,405,064,267				12

				３  投資その他の資産																								

		18000		長期預金				0.00%		23,001,370		0.04%		23,001,370				23,001,370		23,001,370		23,001,370		23,001,370		1300				10126		1

		18050		投資有価証券		363,031,590		0.77%		329,226,330		0.59%		(33,805,260)		363,031,590		329,226,330		329,226,330		329,226,330		329,226,330		1300				10127		1

		18100		出資金		6,478,000		0.01%		6,488,000		0.01%		10,000		6,478,000		6,488,000		6,488,000		6,488,000		6,488,000		1300				10129		1

		18200		長期貸付金		13,701,831		0.03%		35,914,435		0.06%		22,212,604		13,701,831		35,914,435		35,914,435		35,914,435		35,914,435		1300				10130		1

		18300		長期前払費用		12,862,501		0.03%		39,605,464		0.07%		26,742,963		12,862,501		39,605,464		39,605,464		39,605,464		39,605,464		1300				10133		1

		18330		長期営業債権		4		0.00%		9,055,716		0.02%		9,055,712		4		9,055,716		9,055,716		9,055,716		9,055,716		1300				10134		1

		18350		繰延消費税等		15,698,639		0.03%		37,592,833		0.07%		21,894,194		15,698,639		37,592,833		37,592,833		37,592,833		37,592,833		1300				10135		1

		18360		繰延税金資産(固定)		413,834,583		0.88%		457,977,607		0.82%		44,143,024		413,834,583		457,977,607		457,977,607		457,977,607		457,977,607		1300				10136		1

		18400		保証金		862,469,200		1.84%		929,623,810		1.66%		67,154,610		862,469,200		929,623,810		929,623,810		929,623,810		929,623,810		1300				10137		1

		18550		貸倒引当金(長期)		(1,030,664)		-0.00%		(9,148,477)		-0.02%		(8,117,813)		(1,030,664)		(9,148,477)		(9,148,477)		(9,148,477)		(9,148,477)		1300				10139		1						1,804,635,843				1,997,297,086				192,661,243

				投資その他の資産合計		1,687,045,684		3.60%		1,859,337,088		3.32%		172,291,404		1,687,045,684		1,859,337,088		1,859,337,088		1,859,337,088		1,859,337,088				15

				固定資産合計		10,699,789,836		22.83%		12,899,659,735		23.04%		2,199,869,899		10,699,789,836		12,899,659,735		12,899,659,735		12,899,659,735		12,899,659,735				16										10,737,302,666				12,935,252,984				2,197,950,318

				Ⅲ繰延資産																								

		19110		社債発行費		37,512,830		0.08%		35,593,249		0.06%		(1,919,581)		37,512,830		35,593,249		35,593,249		35,593,249		35,593,249		1400				100030		1

				繰延資産合計		37,512,830		0.08%		35,593,249		0.06%		(1,919,581)		37,512,830		35,593,249		35,593,249		35,593,249		35,593,249				19

				資産合計		46,864,776,817		100.00%		55,986,112,200		100.00%		9,121,335,383		46,864,776,817		55,986,112,200		55,986,112,200		55,986,112,200		55,986,112,200				20

				（負債の部）																								

				Ⅰ流動負債																								

		20200		短期借入金		17,324,800,000		36.97%		22,218,600,000		39.69%		4,893,800,000		17,324,800,000		22,218,600,000		22,218,600,000		22,218,600,000		22,218,600,000		2000				10146		-1

		20250		１年以内長期借入金		503,345,000		1.07%		695,958,000		1.24%		192,613,000		503,345,000		695,958,000		695,958,000		695,958,000		695,958,000		2000				10148		-1

		20260		１年内償還予定社債		21,000,000		0.04%		21,000,000		0.04%		0		21,000,000		21,000,000		21,000,000		21,000,000		21,000,000		2000				10149		-1

		20280		リース債務		28,366,848		0.06%		37,323,000		0.07%		8,956,152		28,366,848		37,323,000		37,323,000		37,323,000		37,323,000		2000				10150		-1

		20300		未成工事受入金		33,585,611		0.07%		44,350,596		0.08%		10,764,985		33,585,611		44,350,596		44,350,596		44,350,596		44,350,596		2000				10152		-1

		20400		工事未払金（開発）		664,525,458		1.42%		733,180,475		1.31%		68,655,017		664,525,458		733,180,475		733,180,475		733,180,475		733,180,475		2000				10154		-1

		20410		工事未払金（建築）		2,468,364,643		5.27%		2,516,186,635		4.49%		47,821,992		2,468,364,643		2,516,186,635		2,516,186,635		2,516,186,635		2,516,186,635		2000				10155		-1						3,132,890,101				3,249,367,110				116,477,009

		20420		未払金		37,834,624		0.08%		13,128,900		0.02%		(24,705,724)		37,834,624		13,128,900		13,128,900		13,128,900		13,128,900		2000				10156		-1

		20500		未払費用		167,952,260		0.36%		158,092,326		0.28%		(9,859,934)		167,952,260		158,092,326		158,092,326		158,092,326		158,092,326		2000				10159		-1

		20510		未払費用（利息）		1,263,520		0.00%		1,119,364		0.00%		(144,156)		1,263,520		1,119,364		1,119,364		1,119,364		1,119,364		2000				10160		-1

		20520		未払費用(広告)		42,833,960		0.09%		54,255,438		0.10%		11,421,478		42,833,960		54,255,438		54,255,438		54,255,438		54,255,438		2000				10161		-1

		20550		未払費用(定期支払)		61,095,863		0.13%		76,146,685		0.14%		15,050,822		61,095,863		76,146,685		76,146,685		76,146,685		76,146,685		2000				10162		-1

		20600		前受金		63,141,332		0.13%		82,314,813		0.15%		19,173,481		63,141,332		82,314,813		82,314,813		82,314,813		82,314,813		2000				10163		-1

		20720		仮受金（予約金）				0.00%		1,000,000		0.00%		1,000,000				1,000,000		1,000,000		1,000,000		1,000,000		2000				10166		-1

		20800		預り金		5,786,094		0.01%		4,945,790		0.01%		(840,304)		5,786,094		4,945,790		4,945,790		4,945,790		4,945,790		2000				10168		-1

		20810		預り金（人件費）		71,535,740		0.15%		32,357,221		0.06%		(39,178,519)		71,535,740		32,357,221		32,357,221		32,357,221		32,357,221		2000				10169		-1

		20820		預り金（諸経費）		142,481,381		0.30%		160,886,566		0.29%		18,405,185		142,481,381		160,886,566		160,886,566		160,886,566		160,886,566		2000				10170		-1

		20900		未払配当金		2,615,549		0.01%		2,168,652		0.00%		(446,897)		2,615,549		2,168,652		2,168,652		2,168,652		2,168,652		2000				10172		-1

		21100		未払法人税等		415,760,900		0.89%		275,212,600		0.49%		(140,548,300)		415,760,900		275,212,600		275,212,600		275,212,600		275,212,600		2000				10174		-1

		21110		未払事業税		128,753,100		0.27%		92,138,200		0.16%		(36,614,900)		128,753,100		92,138,200		92,138,200		92,138,200		92,138,200		2000				10175		-1

		21400		未払消費税等		128,105,000		0.27%		61,161,900		0.11%		(66,943,100)		128,105,000		61,161,900		61,161,900		61,161,900		61,161,900		2000				10178		-1

		21800		完成工事補償引当金		85,853,075		0.18%		70,872,120		0.13%		(14,980,955)		85,853,075		70,872,120		70,872,120		70,872,120		70,872,120		2000				10180		-1

				流動負債合計		22,398,999,958		47.79%		27,352,399,281		48.86%		4,953,399,323		22,398,999,958		27,352,399,281		27,352,399,281		27,352,399,281		27,352,399,281				24

				Ⅱ固定負債																								

		22000		社債		1,545,000,000		3.30%		1,824,000,000		3.26%		279,000,000		1,545,000,000		1,824,000,000		1,824,000,000		1,824,000,000		1,824,000,000		2100				10189		-1

		22100		長期借入金(設備)		806,461,000		1.72%		3,377,965,000		6.03%		2,571,504,000		806,461,000		3,377,965,000		3,377,965,000		3,377,965,000		3,377,965,000		2100				10191		-1						20,362,555,288				28,472,449,028				8,109,893,740

		22110		長期借入金（運用）		75,000,000		0.16%		220,000,000		0.39%		145,000,000		75,000,000		220,000,000		220,000,000		220,000,000		220,000,000		2100				10192		-1

		22150		リース債務		58,582,440		0.13%		77,603,028		0.14%		19,020,588		58,582,440		77,603,028		77,603,028		77,603,028		77,603,028		2100				10193		-1

		22160		資産除去債務		12,227,296		0.03%		12,296,548		0.02%		69,252		12,227,296		12,296,548		12,296,548		12,296,548		12,296,548		2100				10194		-1

		22300		長期預り金		45,730,288		0.10%		53,591,733		0.10%		7,861,445		45,730,288		53,591,733		53,591,733		53,591,733		53,591,733		2100				10197		-1

		23000		退職給付引当金		629,972,810		1.34%		720,938,292		1.29%		90,965,482		629,972,810		720,938,292		720,938,292		720,938,292		720,938,292		2100				10199		-1

		23500		役員退職慰労引当金		168,654,085		0.36%		203,579,077		0.36%		34,924,992		168,654,085		203,579,077		203,579,077		203,579,077		203,579,077		2100				10202		-1

		23709		繰延税金負債(固定)				0.00%		612,209		0.00%		612,209				612,209		612,209		612,209		612,209		2100				10205		-1						2,245,182,488				2,121,169,030				(124,013,458)

				固定負債合計		3,341,627,919		7.13%		6,490,585,887		11.59%		3,148,957,968		3,341,627,919		6,490,585,887		6,490,585,887		6,490,585,887		6,490,585,887				27

				負債合計		25,740,627,877		54.93%		33,842,985,168		60.45%		8,102,357,291		25,740,627,877		33,842,985,168		33,842,985,168		33,842,985,168		33,842,985,168				31

				（純資産の部）																								

				Ⅰ株主資本																								

		30000		資本金		2,077,500,000		4.43%		2,077,500,000		3.71%		0		2,077,500,000		2,077,500,000		2,077,500,000		2,077,500,000		2,077,500,000		3000				10213		-1

		31000		資本準備金		2,184,000,000		4.66%		2,184,000,000		3.90%		0		2,184,000,000		2,184,000,000		2,184,000,000		2,184,000,000		2,184,000,000		3000				10218		-1

		31060		その他資本剰余金		46,865,538		0.10%		109,215,938		0.20%		62,350,400		46,865,538		109,215,938		109,215,938		109,215,938		109,215,938		3000				10219		-1

		31079		資本剰余金		(1,967,538)		-0.00%		(1,967,538)		-0.00%		0		(1,967,538)		(1,967,538)		(1,967,538)		(1,967,538)		(1,967,538)		3000				10220		-1

		32089		利益剰余金		17,011,385,118		36.30%		17,905,056,310		31.98%		893,671,192		17,011,385,118		17,905,056,310		17,905,056,310		17,905,056,310		17,905,056,310		3000				10223		-1

		32200		自己株式		(337,899,278)		-0.72%		(301,297,678)		-0.54%		36,601,600		(337,899,278)		(301,297,678)		(301,297,678)		(301,297,678)		(301,297,678)		3000				10225		-1

				株主資本合計		20,979,883,840		44.77%		21,972,507,032		39.25%		992,623,192		20,979,883,840		21,972,507,032		21,972,507,032		21,972,507,032		21,972,507,032				35

				Ⅱその他の包括利益累計額																								

		25400		その他有価証券評価差額金		(47,634,900)		-0.10%				0.00%		47,634,900		(47,634,900)										3100				10206		-1

				その他の包括利益累計額合計		(47,634,900)		-0.10%		0		0.00%		47,634,900		(47,634,900)		0		0		0		0				38

				Ⅲ新株予約権																								

		28000		新株予約権		191,900,000		0.41%		170,620,000		0.30%		(21,280,000)		191,900,000		170,620,000		170,620,000		170,620,000		170,620,000		3600				10211		-1

				純資産合計		21,124,148,940		45.07%		22,143,127,032		39.55%		1,018,978,092		21,124,148,940		22,143,127,032		22,143,127,032		22,143,127,032		22,143,127,032				43

				負債純資産合計		46,864,776,817		100.00%		55,986,112,200		100.00%		9,121,335,383		46,864,776,817		55,986,112,200		55,986,112,200		55,986,112,200		55,986,112,200				44

				損益計算書																								

				Ⅰ売上高																								

		81000		商品売上高(野物)		1,154,668,971		2.60%		1,061,119,298		2.33%		(93,549,673)		1,154,668,971		1,061,119,298		1,061,119,298		1,061,119,298		1,061,119,298		4002				10376		-1

		81020		製品売上高		1,625,248,461		3.66%		1,510,052,754		3.32%		(115,195,707)		1,625,248,461		1,510,052,754		1,510,052,754		1,510,052,754		1,510,052,754		4002				10378		-1

		81030		製品売上高(金物)		131,133,603		0.29%		136,802,178		0.30%		5,668,575		131,133,603		136,802,178		136,802,178		136,802,178		136,802,178		4002				10379		-1

		81100		土地分譲収入		1,548,878,057		3.48%		2,182,401,488		4.79%		633,523,431		1,548,878,057		2,182,401,488		2,182,401,488		2,182,401,488		2,182,401,488		4000				10380		-1

		81200		建物請負収入		2,284,655,903		5.14%		2,013,946,385		4.42%		(270,709,518)		2,284,655,903		2,013,946,385		2,013,946,385		2,013,946,385		2,013,946,385		4002				10381		-1

		81250		建売収入		35,397,311,886		79.63%		36,585,565,079		80.33%		1,188,253,193		35,397,311,886		36,585,565,079		36,585,565,079		36,585,565,079		36,585,565,079		4002				10382		-1

		81300		雑工事収入		512,762,092		1.15%		410,008,987		0.90%		(102,753,105)		512,762,092		410,008,987		410,008,987		410,008,987		410,008,987		4002				10383		-1

		81350		仲介手数料収入		9,699,889		0.02%		54,164,644		0.12%		44,464,755		9,699,889		54,164,644		54,164,644		54,164,644		54,164,644		4002				10384		-1

		81400		不動産賃貸収入		248,148,091		0.56%		261,090,478		0.57%		12,942,387		248,148,091		261,090,478		261,090,478		261,090,478		261,090,478		4002				10385		-1

		81450		賃貸管理収入		114,419		0.00%		126,199		0.00%		11,780		114,419		126,199		126,199		126,199		126,199		4002				10386		-1

		81500		設計業務収入		11,710,000		0.03%		6,366,000		0.01%		(5,344,000)		11,710,000		6,366,000		6,366,000		6,366,000		6,366,000		4002				10387		-1

		81600		保険手数料収入		52,800,598		0.12%		56,203,383		0.12%		3,402,785		52,800,598		56,203,383		56,203,383		56,203,383		56,203,383		4002				10388		-1

		81700		貸付金利息収入		307,892		0.00%		291,422		0.00%		(16,470)		307,892		291,422		291,422		291,422		291,422		4002				10389		-1

		81799		売上高		1,623,570,112		3.65%		1,453,084,966		3.19%		(170,485,146)		1,623,570,112		1,453,084,966		1,453,084,966		1,453,084,966		1,453,084,966		4000				10390		-1

		81800		売上割戻し		(148,176,036)		-0.33%		(189,261,504)		-0.42%		(41,085,468)		(148,176,036)		(189,261,504)		(189,261,504)		(189,261,504)		(189,261,504)		4002				10391		-1

				売上高合計		44,452,833,938		100.00%		45,541,961,757		100.00%		1,089,127,819		44,452,833,938		45,541,961,757		45,541,961,757		45,541,961,757		45,541,961,757				66

				Ⅱ売上原価																								

		40000		土地分譲原価		267,944,273		0.60%		797,020,388		1.75%		529,076,115		267,944,273		797,020,388		797,020,388		797,020,388		797,020,388		4102				10228		1

		40100		建物請負原価		769,567,675		1.73%		539,248,487		1.18%		(230,319,188)		769,567,675		539,248,487		539,248,487		539,248,487		539,248,487		4102				10229		1

		40150		建売原価		27,840,763,925		62.63%		28,957,023,102		63.58%		1,116,259,177		27,840,763,925		28,957,023,102		28,957,023,102		28,957,023,102		28,957,023,102		4102				10230		1

		40200		雑工事原価		308,357,271		0.69%		244,622,234		0.54%		(63,735,037)		308,357,271		244,622,234		244,622,234		244,622,234		244,622,234		4102				10231		1

		40400		不動産賃貸原価		150,073,595		0.34%		140,189,569		0.31%		(9,884,026)		150,073,595		140,189,569		140,189,569		140,189,569		140,189,569		4102				10234		1

		40999		売上原価		4,942,922,070		11.12%		4,708,104,798		10.34%		(234,817,272)		4,942,922,070		4,708,104,798		4,708,104,798		4,708,104,798		4,708,104,798		4100				10236		1

		70120		製造原価		2,142,621,942		4.82%		2,368,514,294		5.20%		225,892,352		2,142,621,942		2,368,514,294		2,368,514,294		2,368,514,294		2,368,514,294		4100				10340		1

		70200		期首仕掛製造費用		14,470,583		0.03%		21,270,490		0.05%		6,799,907		14,470,583		21,270,490		21,270,490		21,270,490		21,270,490		4102				10341		1

		70300		期末仕掛製造費用		(21,270,490)		-0.05%		(19,185,790)		-0.04%		2,084,700		(21,270,490)		(19,185,790)		(19,185,790)		(19,185,790)		(19,185,790)		4102				10342		1

				売上原価合計		36,415,450,844		81.92%		37,756,807,572		82.91%		1,341,356,728		36,415,450,844		37,756,807,572		37,756,807,572		37,756,807,572		37,756,807,572				69

				売上総利益		8,037,383,094		18.08%		7,785,154,185		17.09%		(252,228,909)		8,037,383,094		7,785,154,185		7,785,154,185		7,785,154,185		7,785,154,185				70

				Ⅲ販売費及び一般管理費																								

		50000		役員報酬		425,250,000		0.96%		490,181,465		1.08%		64,931,465		425,250,000		490,181,465		490,181,465		490,181,465		490,181,465		4350				10239		1

		50100		給与手当		2,312,487,084		5.20%		2,416,897,446		5.31%		104,410,362		2,312,487,084		2,416,897,446		2,416,897,446		2,416,897,446		2,416,897,446		4350				10240		1

		50200		法定福利費		379,432,455		0.85%		401,634,495		0.88%		22,202,040		379,432,455		401,634,495		401,634,495		401,634,495		401,634,495		4350				10242		1

		50300		福利厚生費		23,389,807		0.05%		30,837,055		0.07%		7,447,248		23,389,807		30,837,055		30,837,055		30,837,055		30,837,055		4350				10243		1

		50600		会議費		9,996,833		0.02%		8,874,565		0.02%		(1,122,268)		9,996,833		8,874,565		8,874,565		8,874,565		8,874,565		4350				10244		1

		50700		リース料		48,976,337		0.11%		48,522,024		0.11%		(454,313)		48,976,337		48,522,024		48,522,024		48,522,024		48,522,024		4350				10245		1

		50800		車両費		34,372,697		0.08%		31,554,016		0.07%		(2,818,681)		34,372,697		31,554,016		31,554,016		31,554,016		31,554,016		4352				10246		1

		50900		支払仲介料		14,692,514		0.03%		40,127,983		0.09%		25,435,469		14,692,514		40,127,983		40,127,983		40,127,983		40,127,983		4352				10247		1

		50950		支払情報･管理料等		6,388,001		0.01%		6,801,280		0.01%		413,279		6,388,001		6,801,280		6,801,280		6,801,280		6,801,280		4350				100017		1

		51000		広告宣伝費		536,402,421		1.21%		636,191,076		1.40%		99,788,655		536,402,421		636,191,076		636,191,076		636,191,076		636,191,076		4350				10248		1

		51010		求人採用費		65,556,516		0.15%		71,032,518		0.16%		5,476,002		65,556,516		71,032,518		71,032,518		71,032,518		71,032,518		4350				10249		1

		51100		運賃		6,094,594		0.01%		5,339,098		0.01%		(755,496)		6,094,594		5,339,098		5,339,098		5,339,098		5,339,098		4350				10250		1

		51200		支払手数料		109,197,180		0.25%		211,545,184		0.46%		102,348,004		109,197,180		211,545,184		211,545,184		211,545,184		211,545,184		4350				10251		1

		51500		法律会計費		40,987,600		0.09%		49,186,002		0.11%		8,198,402		40,987,600		49,186,002		49,186,002		49,186,002		49,186,002		4350				10252		1

		52000		諸会費		6,137,183		0.01%		6,367,270		0.01%		230,087		6,137,183		6,367,270		6,367,270		6,367,270		6,367,270		4350				10253		1

		52100		接待交際費		17,169,861		0.04%		17,888,685		0.04%		718,824		17,169,861		17,888,685		17,888,685		17,888,685		17,888,685		4350				10254		1

		52200		旅費交通費		27,541,545		0.06%		29,190,000		0.06%		1,648,455		27,541,545		29,190,000		29,190,000		29,190,000		29,190,000		4350				10255		1

		52300		通信費		26,524,971		0.06%		26,929,951		0.06%		404,980		26,524,971		26,929,951		26,929,951		26,929,951		26,929,951		4350				10256		1

		52400		事務消耗品費		47,734,642		0.11%		50,653,065		0.11%		2,918,423		47,734,642		50,653,065		50,653,065		50,653,065		50,653,065		4352				10257		1

		52500		消耗品費		16,911,813		0.04%		20,174,481		0.04%		3,262,668		16,911,813		20,174,481		20,174,481		20,174,481		20,174,481		4350				10258		1

		52600		租税公課		197,321,264		0.44%		377,206,745		0.83%		179,885,481		197,321,264		377,206,745		377,206,745		377,206,745		377,206,745		4350				10259		1

		52610		租税公課（固定資産税）		121,104,434		0.27%		96,838,321		0.21%		(24,266,113)		121,104,434		96,838,321		96,838,321		96,838,321		96,838,321		4352				10260		1

		52700		減価償却費		116,214,965		0.26%		130,334,224		0.29%		14,119,259		116,214,965		130,334,224		130,334,224		130,334,224		130,334,224		4350				10261		1

		52710		商標権償却		1,011,250		0.00%		916,339		0.00%		(94,911)		1,011,250		916,339		916,339		916,339		916,339		4352				10262		1

		52800		地代家賃		63,813,313		0.14%		81,667,641		0.18%		17,854,328		63,813,313		81,667,641		81,667,641		81,667,641		81,667,641		4352				10263		1

		52900		修繕費		37,594,093		0.08%		50,840,390		0.11%		13,246,297		37,594,093		50,840,390		50,840,390		50,840,390		50,840,390		4352				10264		1

		53000		水道光熱費		34,947,825		0.08%		35,328,919		0.08%		381,094		34,947,825		35,328,919		35,328,919		35,328,919		35,328,919		4350				10265		1

		53100		保険料		6,333,800		0.01%		7,639,161		0.02%		1,305,361		6,333,800		7,639,161		7,639,161		7,639,161		7,639,161		4350				10266		1

		53300		図書研究費		12,292,667		0.03%		16,069,599		0.04%		3,776,932		12,292,667		16,069,599		16,069,599		16,069,599		16,069,599		4352				10267		1

		53500		寄付金		5,960,000		0.01%		458,000		0.00%		(5,502,000)		5,960,000		458,000		458,000		458,000		458,000		4350				10269		1

		53600		役員退職慰労引当金繰入		27,974,982		0.06%		31,524,992		0.07%		3,550,010		27,974,982		31,524,992		31,524,992		31,524,992		31,524,992		4350				10270		1

		53610		退職給付費用		62,997,664		0.14%		72,010,668		0.16%		9,013,004		62,997,664		72,010,668		72,010,668		72,010,668		72,010,668		4350				10271		1

		53620		完成工事補償引当金繰入額		33,145,466		0.07%		33,378,638		0.07%		233,172		33,145,466		33,378,638		33,378,638		33,378,638		33,378,638		4352				10272		1

		53630		貸倒引当金繰入額(販管費)				0.00%		8,116,865		0.02%		8,116,865				8,116,865		8,116,865		8,116,865		8,116,865		4350				10273		1

		53750		貸倒損失				0.00%		278,640		0.00%		278,640				278,640		278,640		278,640		278,640		4352				10276		1

		53800		雑費		30,320,981		0.07%		31,906,441		0.07%		1,585,460		30,320,981		31,906,441		31,906,441		31,906,441		31,906,441		4350				10277		1

		55509		のれん償却額				0.00%		68,563,027		0.15%		68,563,027				68,563,027		68,563,027		68,563,027		68,563,027		4350				10281		1

				販売費及び一般管理費合計		4,906,276,758		11.04%		5,643,006,269		12.39%		736,729,511		4,906,276,758		5,643,006,269		5,643,006,269		5,643,006,269		5,643,006,269				73

				営業利益		3,131,106,336		7.04%		2,142,147,916		4.70%		(988,958,420)		3,131,106,336		2,142,147,916		2,142,147,916		2,142,147,916		2,142,147,916				74

				Ⅳ営業外収益																								

		60000		受取利息		134,550		0.00%		667,462		0.00%		532,912		134,550		667,462		667,462		667,462		667,462		4400				10284		-1

		60030		有価証券利息		734,740		0.00%		741,589		0.00%		6,849		734,740		741,589		741,589		741,589		741,589		4400				10285		-1

		60100		受取配当金		5,703,300		0.01%		5,722,500		0.01%		19,200		5,703,300		5,722,500		5,722,500		5,722,500		5,722,500		4400				10288		-1

		60200		維持管理業務収入		224,634,633		0.51%		226,634,897		0.50%		2,000,264		224,634,633		226,634,897		226,634,897		226,634,897		226,634,897		4400				10290		-1

		60210		受取事務手数料		161,523,280		0.36%		157,004,745		0.34%		(4,518,535)		161,523,280		157,004,745		157,004,745		157,004,745		157,004,745		4400				10291		-1

		60310		貸倒引当金戻入額		783,402		0.00%				0.00%		(783,402)		783,402										4402				10294		-1

		60400		雑収入		30,227,147		0.07%		77,650,879		0.17%		47,423,732		30,227,147		77,650,879		77,650,879		77,650,879		77,650,879		4402				10295		-1

				営業外収益合計		423,741,052		0.95%		468,422,072		1.03%		44,681,020		423,741,052		468,422,072		468,422,072		468,422,072		468,422,072				77

				Ⅴ営業外費用																								

		61000		支払利息		248,648,308		0.56%		256,315,565		0.56%		7,667,257		248,648,308		256,315,565		256,315,565		256,315,565		256,315,565		4450				10302		1

		61020		融資手数料		6,666,677		0.01%		8,469,314		0.02%		1,802,637		6,666,677		8,469,314		8,469,314		8,469,314		8,469,314		4450				10304		1

		61400		雑損失		2,021,952		0.00%		23,740,000		0.05%		21,718,048		2,021,952		23,740,000		23,740,000		23,740,000		23,740,000		4450				10310		1

		61550		社債発行費償却		9,313,006		0.02%		11,246,993		0.02%		1,933,987		9,313,006		11,246,993		11,246,993		11,246,993		11,246,993		4450				100031		1

				営業外費用合計		266,649,943		0.60%		299,771,872		0.66%		33,121,929		266,649,943		299,771,872		299,771,872		299,771,872		299,771,872				80

				経常利益		3,288,197,445		7.40%		2,310,798,116		5.07%		(977,399,329)		3,288,197,445		2,310,798,116		2,310,798,116		2,310,798,116		2,310,798,116				81

				Ⅶ特別損失																								

		71000		固定資産売却損		75,573		0.00%		1,143,124		0.00%		1,067,551		75,573		1,143,124		1,143,124		1,143,124		1,143,124		4550				10345		1

		71010		固定資産除却損		16,373,553		0.04%		13,151,033		0.03%		(3,222,520)		16,373,553		13,151,033		13,151,033		13,151,033		13,151,033		4550				10346		1

		71110		投資有価証券評価損				0.00%		100,000,000		0.22%		100,000,000				100,000,000		100,000,000		100,000,000		100,000,000		4550				100050		1

		71600		リース解約金		2,528,968		0.01%		9,460,198		0.02%		6,931,230		2,528,968		9,460,198		9,460,198		9,460,198		9,460,198		4552				10349		1

		71910		災害損失				0.00%		27,767,317		0.06%		27,767,317				27,767,317		27,767,317		27,767,317		27,767,317		4550				10352		1

		72000		役員退職慰労金		300,000,000		0.67%				0.00%		(300,000,000)		300,000,000										4550				100034		1

				特別損失合計		318,978,094		0.72%		151,521,672		0.33%		(167,456,422)		318,978,094		151,521,672		151,521,672		151,521,672		151,521,672				87

				税金等調整前当期純利益		2,969,219,351		6.68%		2,159,276,444		4.74%		(809,942,907)		2,969,219,351		2,159,276,444		2,159,276,444		2,159,276,444		2,159,276,444				88

		80005		法人税及び住民税		917,064,874		2.06%		770,234,792		1.69%		(146,830,082)		917,064,874		770,234,792		770,234,792		770,234,792		770,234,792		4600				10367		1

		83120		法人税等調整額		(13,440,939)		-0.03%		(24,072,730)		-0.05%		(10,631,791)		(13,440,939)		(24,072,730)		(24,072,730)		(24,072,730)		(24,072,730)		4600				10392		1

				法人税等合計		903,623,935		2.03%		746,162,062		1.64%		(157,461,873)		903,623,935		746,162,062		746,162,062		746,162,062		746,162,062				90

				当期純利益		2,065,595,416		4.65%		1,413,114,382		3.10%		(652,481,034)		2,065,595,416		1,413,114,382		1,413,114,382		1,413,114,382		1,413,114,382				91

				親会社株主に帰属する当期純利益		2,065,595,416		4.65%		1,413,114,382		3.10%		(652,481,034)		2,065,595,416		1,413,114,382		1,413,114,382		1,413,114,382		1,413,114,382				93

				Ⅷその他の包括利益																								

		90002		その他有価証券評価差額金		(43,810,200)				47,634,900				91,445,100		(43,810,200)		47,634,900		47,634,900		47,634,900		47,634,900		4850				2310		-1

				その他の包括利益合計		(43,810,200)				47,634,900				91,445,100		(43,810,200)		47,634,900		47,634,900		47,634,900		47,634,900				97

				当期包括利益		2,021,785,216				1,460,749,282				(561,035,934)		2,021,785,216		1,460,749,282		1,460,749,282		1,460,749,282		1,460,749,282				98

		21001		親会社株主に係る包括利益		2,021,785,216				1,460,749,282				(561,035,934)		2,021,785,216		1,460,749,282		1,460,749,282		1,460,749,282		1,460,749,282		4930				2620		-1

				株主資本等変動計算書																								

				Ⅰ株主資本																								

				１  資本金																								

		85100		資本金-前期末残高		2,077,500,000				2,077,500,000				0		2,077,500,000		2,077,500,000		2,077,500,000		2,077,500,000		2,077,500,000		6000				10395		-1

		86000		資本金-当期末残高		2,077,500,000				2,077,500,000				0		2,077,500,000		2,077,500,000		2,077,500,000		2,077,500,000		2,077,500,000		6000				10403		-1

				３  資本剰余金																								

		87100		資本剰余金-前期末残高		2,223,038,000				2,228,898,000				5,860,000		2,223,038,000		2,228,898,000		2,228,898,000		2,228,898,000		2,228,898,000		6100				10410		-1

		87300		資本剰余金-自己株式処分差益		5,860,000				62,350,400				56,490,400		5,860,000		62,350,400		62,350,400		62,350,400		62,350,400		6100				10412		-1

		89000		資本剰余金-当期末残高		2,228,898,000				2,291,248,400				62,350,400		2,228,898,000		2,291,248,400		2,291,248,400		2,291,248,400		2,291,248,400		6100				10423		-1

				４  利益剰余金																								

		89100		利益剰余金-前期末残高		15,407,196,982				17,011,385,118				1,604,188,136		15,407,196,982		17,011,385,118		17,011,385,118		17,011,385,118		17,011,385,118		6200				10424		-1

				遡及修正処理後当期首残高		15,407,196,982				17,011,385,118				1,604,188,136		15,407,196,982		17,011,385,118		17,011,385,118		17,011,385,118		17,011,385,118				111

		89200		利益剰余金-当期純利益		2,065,595,416				1,413,114,382				(652,481,034)		2,065,595,416		1,413,114,382		1,413,114,382		1,413,114,382		1,413,114,382		6250				10425		-1

		90100		利益剰余金-配当金		(461,407,280)				(519,443,190)				(58,035,910)		(461,407,280)		(519,443,190)		(519,443,190)		(519,443,190)		(519,443,190)		6250				10429		-1

		91000		利益剰余金-当期末残高		17,011,385,118				17,905,056,310				893,671,192		17,011,385,118		17,905,056,310		17,905,056,310		17,905,056,310		17,905,056,310		6250				10436		-1

				５  自己株式																								

		91100		自己株式-前期末残高		(341,339,278)				(337,899,278)				3,440,000		(341,339,278)		(337,899,278)		(337,899,278)		(337,899,278)		(337,899,278)		6300				10437		-1

		91600		自己株式-処分		3,440,000				36,601,600				33,161,600		3,440,000		36,601,600		36,601,600		36,601,600		36,601,600		6300				10442		-1

		92000		自己株式-当期末残高		(337,899,278)				(301,297,678)				36,601,600		(337,899,278)		(301,297,678)		(301,297,678)		(301,297,678)		(301,297,678)		6300				10446		-1

				Ⅱその他の包括利益累計額																								

				１  その他有価証券評価差額金																								

		93100		有価証券評価差額-前期末残高		(3,824,700)				(47,634,900)				(43,810,200)		(3,824,700)		(47,634,900)		(47,634,900)		(47,634,900)		(47,634,900)		6400				10453		-1

		93500		有価証券評価差額-変動額（純額）		(43,810,200)				47,634,900				91,445,100		(43,810,200)		47,634,900		47,634,900		47,634,900		47,634,900		6400				10456		-1

		94000		有価証券評価差額-当期末残高		(47,634,900)								47,634,900		(47,634,900)										6400				10460		-1

				Ⅲ新株予約権																								

		98100		新株予約権-前期末残高		193,900,000				191,900,000				(2,000,000)		193,900,000		191,900,000		191,900,000		191,900,000		191,900,000		6900				10487		-1

		98600		新株予約権-変動額（純額）		(2,000,000)				(21,280,000)				(19,280,000)		(2,000,000)		(21,280,000)		(21,280,000)		(21,280,000)		(21,280,000)		6900				10490		-1

		99000		新株予約権-当期末残高		191,900,000				170,620,000				(21,280,000)		191,900,000		170,620,000		170,620,000		170,620,000		170,620,000		6900				10493		-1
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						金額		金額				金額		予備2		予備3		予備4		予備5								

				キャッシュフロー計算書																				

				I  営業活動によるキャッシュ・フロー																				

		100000		税金等調整前当期純利益		2,969,219,351		2,159,276,444		(809,942,907)		2,969,219,351		2,159,276,444		2,159,276,444		2,159,276,444		2,159,276,444		7000				10504		1				2,969,219,351		2,159,276,444		(809,942,907)

		105000		減価償却費		248,990,826		267,613,157		18,622,331		248,990,826		267,613,157		267,613,157		267,613,157		267,613,157		7000				10506		1

		112000		のれん償却額				68,563,027		68,563,027				68,563,027		68,563,027		68,563,027		68,563,027		7000				10511		1

		120000		貸倒引当金の増減額（△は減少）		(4,913,978)		8,116,865		13,030,843		(4,913,978)		8,116,865		8,116,865		8,116,865		8,116,865		7000				10513		1

		128000		退職給付引当金の増減額（△は減少）		58,388,029		90,965,482		32,577,453		58,388,029		90,965,482		90,965,482		90,965,482		90,965,482		7000				10516		1

		130000		役員退職慰労引当金の増減額		2,374,982		34,924,992		32,550,010		2,374,982		34,924,992		34,924,992		34,924,992		34,924,992		7000				10517		1

		131000		完成工事補償引当金の増減額（△は減少）		27,166,621		(15,382,955)		(42,549,576)		27,166,621		(15,382,955)		(15,382,955)		(15,382,955)		(15,382,955)		7000				10518		1

		140000		受取利息及び受取配当金		(6,572,590)		(7,131,551)		(558,961)		(6,572,590)		(7,131,551)		(7,131,551)		(7,131,551)		(7,131,551)		7000				10520		1

		142000		支払利息		248,648,308		256,315,565		7,667,257		248,648,308		256,315,565		256,315,565		256,315,565		256,315,565		7000				10521		1

		167000		固定資産売却損		75,573		1,143,124		1,067,551		75,573		1,143,124		1,143,124		1,143,124		1,143,124		7000				10530		1

		169000		固定資産除却損		16,373,553		13,151,033		(3,222,520)		16,373,553		13,151,033		13,151,033		13,151,033		13,151,033		7000				10531		1

		200000		売上債権の増減額（△は増加）		125,602,498		(59,800,611)		(185,403,109)		125,602,498		(59,800,611)		(59,800,611)		(59,800,611)		(59,800,611)		7000				10541		1

		202000		たな卸資産の増減額（△は増加）		1,140,337,970		(3,955,431,109)		(5,095,769,079)		1,140,337,970		(3,955,431,109)		(3,955,431,109)		(3,955,431,109)		(3,955,431,109)		7000				10542		1				1,140,337,970		(3,955,431,109)		(5,095,769,079)

		210000		仕入債務の増減額（△は減少）		(276,016,013)		(60,075,429)		215,940,584		(276,016,013)		(60,075,429)		(60,075,429)		(60,075,429)		(60,075,429)		7000				10545		1

		225000		その他(営業活動)		(399,835,332)		(126,760,146)		273,075,186		(399,835,332)		(126,760,146)		(126,760,146)		(126,760,146)		(126,760,146)		7000				10550		1

				小計		4,149,839,798		(1,324,512,112)		(5,474,351,910)		4,149,839,798		(1,324,512,112)		(1,324,512,112)		(1,324,512,112)		(1,324,512,112)				4

		300000		利息及び配当金の受取額(営)		8,878,248		8,532,778		(345,470)		8,878,248		8,532,778		8,532,778		8,532,778		8,532,778		7050				10551		1

		301000		利息の支払額(営)		(247,794,002)		(269,978,180)		(22,184,178)		(247,794,002)		(269,978,180)		(269,978,180)		(269,978,180)		(269,978,180)		7050				10552		1

		380000		法人税等の支払額		(868,012,374)		(960,683,677)		(92,671,303)		(868,012,374)		(960,683,677)		(960,683,677)		(960,683,677)		(960,683,677)		7050				10556		1				(868,012,374)		(960,683,677)		(92,671,303)

				営業活動によるキャッシュ・フロー		3,042,911,670		(2,546,641,191)		(5,589,552,861)		3,042,911,670		(2,546,641,191)		(2,546,641,191)		(2,546,641,191)		(2,546,641,191)				6								(198,633,277)		210,197,151		408,830,428

				Ⅱ  投資活動によるキャッシュ・フロー																				

		400000		定期預金の預入による支出				(619)		(619)				(619)		(619)		(619)		(619)		7100				10565		1

		410000		有形固定資産の取得による支出		(491,188,984)		(570,378,676)		(79,189,692)		(491,188,984)		(570,378,676)		(570,378,676)		(570,378,676)		(570,378,676)		7100				10571		1				(491,188,984)		(570,378,676)		(79,189,692)

		411000		有形固定資産の売却による収入		90,034,204		8,779,107		(81,255,097)		90,034,204		8,779,107		8,779,107		8,779,107		8,779,107		7100				10573		1

		415000		無形固定資産の取得による支出		(37,040,836)		(33,279,483)		3,761,353		(37,040,836)		(33,279,483)		(33,279,483)		(33,279,483)		(33,279,483)		7100				10574		1

		425000		連結範囲変更を伴う子会社株式の取得支出				(1,881,900,534)		(1,881,900,534)				(1,881,900,534)		(1,881,900,534)		(1,881,900,534)		(1,881,900,534)		7100				10578		1				0		(1,881,900,534)		(1,881,900,534)

		450000		貸付けによる支出				(18,000,000)		(18,000,000)				(18,000,000)		(18,000,000)		(18,000,000)		(18,000,000)		7100				10584		1

		451000		貸付金の回収による収入		1,157,295		39,955,926		38,798,631		1,157,295		39,955,926		39,955,926		39,955,926		39,955,926		7100				10585		1

		490000		敷金・保証金の差入		(6,527,000)		(6,752,040)		(225,040)		(6,527,000)		(6,752,040)		(6,752,040)		(6,752,040)		(6,752,040)		7100				10587		1

		491000		敷金・保証金の返還		2,145,431		166,000		(1,979,431)		2,145,431		166,000		166,000		166,000		166,000		7100				10588		1

		492000		差入保証金の差入による支出		(62,300,000)		(59,344,640)		2,955,360		(62,300,000)		(59,344,640)		(59,344,640)		(59,344,640)		(59,344,640)		7100				10589		1

		493000		差入保証金の回収による収入				60,000		60,000				60,000		60,000		60,000		60,000		7100				10590		1				(12,530,906)		(68,415,749)		(55,884,843)

				投資活動によるキャッシュ・フロー		(503,719,890)		(2,520,694,959)		(2,016,975,069)		(503,719,890)		(2,520,694,959)		(2,520,694,959)		(2,520,694,959)		(2,520,694,959)				9

				Ⅲ  財務活動によるキャッシュ・フロー																				

		502000		短期借入金の純増減額（△は減少）		(1,852,900,000)		2,689,150,637		4,542,050,637		(1,852,900,000)		2,689,150,637		2,689,150,637		2,689,150,637		2,689,150,637		7200				10595		1

		504000		ファイナンス・リース債務の返済による支出		(30,119,079)		(33,004,152)		(2,885,073)		(30,119,079)		(33,004,152)		(33,004,152)		(33,004,152)		(33,004,152)		7200				10596		1

		510000		長期借入れによる収入				3,650,000,000		3,650,000,000				3,650,000,000		3,650,000,000		3,650,000,000		3,650,000,000		7200				10597		1

		511000		長期借入金の返済による支出		(494,513,000)		(740,883,000)		(246,370,000)		(494,513,000)		(740,883,000)		(740,883,000)		(740,883,000)		(740,883,000)		7200				10598		1

		512000		社債の発行による収入		500,000,000		300,000,000		(200,000,000)		500,000,000		300,000,000		300,000,000		300,000,000		300,000,000		7200				10599		1

		513000		社債の償還による支出		(21,000,000)		(21,000,000)		0		(21,000,000)		(21,000,000)		(21,000,000)		(21,000,000)		(21,000,000)		7200				10600		1				(1,868,413,000)		5,877,267,637		7,745,680,637

		532000		新株予約権の行使による自己株式の処分による収入		7,300,000		77,672,000		70,372,000		7,300,000		77,672,000		77,672,000		77,672,000		77,672,000		7200				100033		1

		540000		配当金の支払		(460,176,382)		(519,435,355)		(59,258,973)		(460,176,382)		(519,435,355)		(519,435,355)		(519,435,355)		(519,435,355)		7200				10605		1				(460,176,382)		(519,435,355)		(59,258,973)

				財務活動によるキャッシュ・フロー		(2,351,408,461)		5,402,500,130		7,753,908,591		(2,351,408,461)		5,402,500,130		5,402,500,130		5,402,500,130		5,402,500,130				12								(22,819,079)		44,667,848		67,486,927

				Ⅴ現金及び現金同等物の増減額		187,783,319		335,163,980		147,380,661		187,783,319		335,163,980		335,163,980		335,163,980		335,163,980				15

				Ⅵ現金及び現金同等物の期首残高																				

		900000		現金及び現金同等物の期首残高		9,813,941,899		10,001,725,218		187,783,319		9,813,941,899		10,001,725,218		10,001,725,218		10,001,725,218		10,001,725,218		7500				10614		1

				Ⅶ現金及び現金同等物の期末残高																				

		910000		現金及び現金同等物の期末残高		10,001,725,218		10,336,889,198		335,163,980		10,001,725,218		10,336,889,198		10,336,889,198		10,336,889,198		10,336,889,198		7600				10617		1





シナリオ

				H29.3		H30.3		H31.3

		社長あいさつ シャチョウ		　グランディハウスの村田でございます。
　本日はご多忙の中、当社決算説明会にお集まりいただき、厚く御礼申しあげます。

　説明に入ります前に、平成２９年３月期は、売上面では９期連続の増収となった一方、
利益面では、当期純利益で２期連続の増益を　かろうじて確保できたものの、
営業減益をまねくこととなり、皆様のご期待に沿えぬ結果となりましたことに対しまして、
この場をおかりしてお詫び申し上げます。

　それでは、平成２９年３月期の決算概要と今後の取り組みについて、ご報告させていただきます。
		　グランディハウスの林でございます。
　本日はご多忙の中、当社決算説明会にお集まりいただき、厚く御礼申しあげます。

　さて私は、前社長の村田のあとを受け、本年４月１日付で代表取締役社長に就任いたしました。

　会長職に就任した村田とともに、新たな飛躍に向けた事業基盤の確立、拡大に、
全力を挙げて取り組んでまいる所存でございますので、
皆さまの一層のご指導・ご鞭撻を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。

　資料の説明に入ります前に、平成３０年３月期は、厳しい環境変化の中で、増収・増益は、かろうじて確保したものの、期初計画の下方修正をまねくこととなり、皆様のご期待に沿えぬ結果となったことを、この場をお借りしてお詫び申し上げます。

　それでは、当期の決算概要と今後の取り組みについて、ご報告させていただきます。
		　グランディハウスの林でございます。

　本日はご多忙の中、当社決算説明会にお集まりいただき、厚く御礼申しあげます。

　それでは、当期の決算概要と今後の取り組みについて、ご報告させていただきます。 



		決算概要
当期業績の概要
・売上高の増減概要
・営業利益、経常利益の増減概要
・当期純利益の増減概要
 ケッサン ガイヨウ トウキ ギョウセキ ガイヨウ ウリアゲ ダカ ゾウゲン ガイヨウ エイギョウ リエキ ケイジョウ リエキ ゾウゲン ガイヨウ トウキ ジュンリエキ ゾウゲン ガイヨウ		　最初に、２ページの「決算の概要」で、ございます。

　当期における戸建住宅の需要は、平成２９年１０月に予定されていた、消費税１０％への増税が再延期されたことで、駆け込み需要による大幅な変動は避けられることとなりましたが、低金利の長期化に伴うインパクトの減少や、消費税増税の延期で、検討期間が長くなるなど慎重さが見られようになりました。
　また、駆け込み需要を見越して、増やした在庫を消化する動きがでるなど、第３四半期末から第４四半期にかけて、受注環境が厳しさを増すこととなりました。
　当社におきましては、一部エリアで、商品在庫の偏在が生じたことで、一時的な受注の停滞を招いたことなどで、業績予想の数値は、未達となりました。
　
以上の結果、当期の売上高は、４３９億 ６千万円、当期純利益は、１７億 ４千万円
となりました。
		　最初に、２ページの「決算の概要」で、ございます。

　平成３０年３月期は、「コア事業の強化」と「ストックビジネス強化」の方針の下で、
計画の達成に向けて取り組んでまいりましたが、
　売上高は、　　４４７億 ２千万円、
　当期純利益は、　１８億 ２千万円　と過去最高となったものの、
営業利益、経常利益は減益となり、また、期初計画の達成には至りませんでした。

　セグメント別では、主力の新築住宅販売において、群馬県 や 重点エリアと位置づけた千葉県柏エリア で伸び悩む結果となり、中古住宅は前年並みとなりました。

　以上の結果、当期は、中期経営計画　最終年度でもありましたが、未達となりました。
新中期経営計画のもとで、早期に　挽回を図ってまいる所存で、ございます。
 		最初に、２ページの「決算の概要」で、ございます。

　当社グループの当期の売上高は、４４４億 ５千万円で　前期比 ０.６％ の減収となりました。
　若干の減収になったものの、主力の新築住宅の販売棟数は、栃木県および群馬県で前期を上回り、グループとしては　１，３５５棟　と過去最高となっております。
　一方、期初計画比では、栃木県で計画を達成したものの、事業拡大を見込んだ茨城、群馬、千葉の各県の販売が伸びず、期初計画を達成するには至りませんでした。

　また、利益面では、前々期・前期と「営業利益」「経常利益」の減益が続いたことに対して
原価低減をはじめとした利益回復に向けた取組みを強化してまいりましたが、この結果、当期は「経常利益」で　３２億 ８千万円 と　前期比 １７.６％　の増益となりました。

　これにより、特損計上で減益予想としていた「当期純利益」についても　２０億 ６千万円
と増益　を確保し、経常利益とともに過去最高益を更新することができました。 



		決算概要
・売上高の増減分析
・経常利益の増減分析
 ケッサン ガイヨウ ウリアゲ ダカ ゾウゲン ブンセキ ケイジョウ リエキ ゾウゲン ブンセキ		次の３ページでは、この結果を、売上高と経常利益の変動要因で、概観いたします。

　左側の図は、売上高の変動要因をセグメント別にみたものでございます。
　
売上高は、不動産販売および建築材料販売が伸びたことで、２２億 ５千万円の増収と
なりましたが、公表値は未達となりました。
　この要因としては、一つには茨城県水戸エリアでの販売不振ですが、これについては、
後ほどご説明いたしますが、営業エリアの再編などの強化策を実施しております。
　二つ目は、群馬県の高崎・前橋エリアにおいて、一時的に在庫が薄くなったことで、販売機会を逸したことでありますが、これについても対策を打っております。

　右側の図は経常利益の変動要因でございますが、経常利益は、５千万円の減益となりました。
　減益となった要因は、事業拡大に向けての人員増等により販売費・管理費が増加する中で、売上は伸びたものの計画に届かず　獲得利益が伸びなかったことと、厳しい事業環境の中で、粗利益（あらりえき）が低下したこと、でございます。 
		　次の３ページでは、売上高　と　経常利益　の変動要因を分析しております。

　まず、左上の図は、売上高の変動をセグメント別に示したものです。

　売上高は、前期比で　７億 ６千万円　増加しておりますが、内訳は、不動産販売事業で　８億 １千万円　増加したことが主な要因です。
　新築住宅の販売棟数は、若干の減少となりましたが、宅地分譲があったことで、増収となっております。

　続いて、左下の図は、経常利益の変動を要因別に示したものです。

　経常利益は、前期比で　９百万円　の減少となりましたが、内訳は、売上高が増収となったことで、１億 ３千万円　の増益要因がありましたが、粗利益の低下と販管費の増加があったことで、全体として、若干の減益となりました。
 		　次の３ページは、売上高　と　経常利益　の変動要因について、でございます。

　左上のグラフは、売上高の変動を　セグメント別にみたものでございます。
　売上高は、「不動産販売」の減収が影響し　２億 ７千万円　のマイナスとなりました。
　これは、新築住宅・中古住宅とも販売棟数はいずれも前期を上回りましたが、前期においては、非定型の取引である　事業者向けの土地販売 ４億６千万円　の計上があり、このことが当期減収の要因となりました。

　なお、右下のグラフに示しますように、当期は新築住宅の「受注棟数」も、前期比　４９棟増の　１，３８９棟　と増加し、過去最高となりました。

　次に、左下のグラフは、「経常利益」の変動要因でございますが、経常利益は、前期比で ４億 ９千万円の増益　となりました。
　これは、売上高の減少がマイナスに作用した一方で、前期から推進してまいりました
原価低減の効果等によって粗利益が改善したこと、広告宣伝費などの販管費が減少したことが、主な要因でございます。 



		決算概要（販管費～特損益）
・主な費目の増減説明
・
⇒利益率には触れていない
 ケッサン ガイヨウ ハンカンヒ トク ソンエキ オモ ヒモク ゾウゲン セツメイ リエキ リツ フ		　次に、４ページの、「販売・管理費」、「営業外損益」、「特別損益」で、ございます。
　販売・管理費は、前期と比較して人件費や、広告宣伝費が増えたことで、３億 ５千万円の
増加となりました。

　営業外収益は、業容の拡大に伴って、手数料収入が増えております。
　営業外費用は、有利子負債が増えたことで支払利息等が増加いたしました。

　特別損益では、収益環境が悪化したコイン・パーキング１カ所と、
栃木県小山市の事業拠点である県南支社の新社屋への移転に伴って遊休化した、旧社屋と土地の減損処理を行っております。

　この結果、当期純利益は、前期と比べ １千万円の微増に止まりました。


		　次の４ページは、「販売・管理費」、「営業外損益」、「特別損益」で、ございます。

　販売・管理費は、前期と比較して　１億 ２千万円　増加しておりますが、
そのうち、広告宣伝費は、
首都圏の顧客層に対してブランドの浸透を図るため、関東全域でのテレビＣＭを行ったことなどで、増加しております。
　同様に、租税公課が増加しておりますが、これは前期において事業拡大に向けた
土地在庫の積み増しを行った結果、固定資産税の負担が増えたことが要因で、ございます。

　営業外損益については、大きな変動はありませんでした。

　特別損益では、事業用不動産の２物件を、減損処理いたしましたが、前期と比較して大幅な減少となりました。

　この結果、当期純利益は増益となりました。
 		　次の４ページは、「販売・管理費」、「営業外損益」、「特別損益」で、ございます。

　「販売・管理費」は、前期比で ４千万円　の減少となりました。

　内訳では、「人件費」が、採用難で増員が進まない状況下で役職員の構成の変化等もあって、減少しました。
また、「広告宣伝費」が、前期に計上した関東全域でのテレビＣＭの放映が無かったことで、
大きく減少しました。
一方、「求人採用費」は、幹部人材の採用や新卒の採用活動の強化により、増加しました。

　営業外収益は、前期の中古物件の火災保険金収入がなくなったことなどで減少し、
営業外費用は、支払利息が、販売用不動産が前期比で減少したことに伴う借入金の減少や借入金利率の低減に取り組んだことで、減少しております。

　特別損益は、創業者の役員退任に伴う「特別功労金」を損失に計上しております。 



				次に、５ページの　連結貸借対照表の「資産の部」について、でございます。
　
　左側の資産の部ですが、資産合計は、主に「販売用不動産」が増加したことで、
前期末と比較して、６１億 ３千万円増加して、４５６億 ８千万円となりました。
　販売用不動産のうち、新築住宅関連の在庫が大きく増加しておりますが、
一昨年あたりから、販売期間が１年以上となる大型物件の取得が増加してきていることが要因で
ございます。

　右側、負債の部では、販売用不動産の在庫が増加したことで、短期有利子負債が増加し、
また栃木県小山市において、県南支社を新築したことで、長期有利子負債が増加することと
なりました。

　純資産の部は、前期末と比較して、
１４億 ９千万円増加して、１８１億 ２千万円となり、
ＲＯＥは、１０.１％、　自己資本比率は、３９.２％となりました。

		　次に、５ページの　貸借対照表　及びキャッシュ・フローについて、でございます。

　資産は、前期と比べ　１５億 ９千万円　増加して　４７２億 ８千万円　となりました。
　流動資産は、主に現金預金と販売用不動産が増加したことで、
前期と比べ１３億３千万円増加しました。

　負債は、前期と比べ　１億 ６千万円増加して　２７７億 ２千万円　となりました。
　短期有利子負債が減少し、長期有利子負債が増加しておりますが、これは、運転資金の一部を、短期借入金から社債に切り替えたことによるものです。

　これらの結果、純資産は前期と比べ　１４億 ３千万円　増加して　１９５億 ５千万円　と
なりました。

　キャッシュ・フローの変動要因については、下の図に示すとおりとなっております。

　決算概要のご説明は、以上とさせていただきまして、
続いて、平成３１年３月期の業績見通しと取り組みについて、ご説明させていただきます。
 		次に、５ページの　貸借対照表　及び　キャッシュ・フローについて、でございます。

　まず、貸借対照表は、資産の部においては、大型分譲地の販売が進んだことで販売用不動産が
減少したことなどにより、資産合計は、４億 １千万円　減少して、４６８億 ６千万円　
となりました。

　負債の部では、販売用不動産の減少に伴って有利子負債が減少したことなどにより、
負債合計で、１９億 ８千万円　減少して、２５７億 ４千万円　となりました。

　純資産の部は、前期末と比較して、１５億 ６千万円増加して、２１１億 ２千万円となりました。

　キャッシュ・フローについては、
営業キャッシュ・フローが 　３０億 ４千万円　のプラス、
投資キャッシュ・フローは 　　５億 　　　円　のマイナス、
財務キャッシュ・フローは 　２３億 ５千万円　のマイナス
となりました。
　この結果、現金等の期末残高は、前期末と比較して、１億 ８千万円　増加して、１００億円
となりました。

　決算概要のご説明は以上とさせていただき、ここからは業績見通しと取り組みについてご説明
させていただきます。 


				　続きまして、６ページの「キャッシュ・フロー計算書」で、ございます。

　営業活動によるキャッシュ・フローは、主にたな卸資産が増加したことで、
２８億 ８千万円のマイナス、

　投資活動によるキャッシュ・フローは、県南支社の新社屋建設などで有形固定資産が増え、
５億 ６千万円のマイナス、

　財務活動によるキャッシュ・フローは、主にたな卸資産が増えたことで、短期借入金が増加し、４１億 ４千万円のプラスとなり、

この結果、現金等の期末残高は、前期末と比較して、６億 ９千万円増加して、
８４億 ７千万円となりました。

　以上で、平成２９年３月期の決算概要のご報告を終わり、
次ページからは「業績見通しと取り組み」について、ご説明させていただきます。



		６ページ　裏
 

　今期の取組のご説明の前に、５月７日に公表いたしました第二次中期経営計画について
その概要をご説明させていただきます。

　前中期経営計画については、さきほど 最終年度である前期の業績 についてご説明いたしました
通り、経営目標を達成できずに終わる結果となりました。
　最大の要因は、シェア開拓の余地が大きく成長が期待された 群馬・千葉 の各県で、
人材の確保や体制の強化が十分と言えなかったことなどにより、計画通り販売を拡大することが
できなかったことです。
　改めてこれらの各県での販売を回復させ、再び成長軌道に回復させることが、
当計画期間における第一の課題であると考えております。

　また、事業環境といたしましては、団塊ジュニア世代も既に４０代半ばを超え、
その下の世代を住宅の第一次取得者層とみた場合、その人口は当社営業エリアで
年２％の割合で減少していく見込みであり、
既に展開しているエリアにおいてシェアを向上していく とともに、
営業エリアの拡大を加速していくことが、生き残りに必須の条件となってまいります。
 		（６ページ　業績見通しと取り組み　表紙）
 
　７ページは、今期の業績見通しで　ございます。
　
　今期におきましては、連結ベースで
　　　売上高　　　４８５億円
　　　営業利益　　　３２億円
　　　経常利益　　　３４億円
　　　当期純利益　　２２億円
を計画しております。
　
　売上高については、前期において期初計画を下回り　減収に終わったことをふまえ、
前期の期初計画　４８０億円に　５億円　を上積みした水準を目指してまいります。

　一方、利益面については、売上高の増加額に比して低い伸びとしておりますが、
これは、現有在庫の状況や　消費税増税を控えた市場環境に加え、
売上目標の達成と　埼玉エリアを含めた今後の事業拡大　に向けて、
先行投資を含めた　相当の人材投資　や　広告宣伝の強化　が
必要となることによるものです。

　今期の 販売目標棟数 といたしましては、
　　　新築住宅は、前期比 １２５棟増の　１,４８０棟
　　　中古住宅は、前期比 　１９棟増の　　 １７０棟
を計画しております。 



				７ページ　裏

　８ページは、今期の業績見通しで　ございます。
　今期におきましては、連結ベースで
　　　売上高　　　４８０億円
　　　営業利益　　　３２億円
　　　経常利益　　　３３億円
　　　当期純利益　　２１億円
を計画しております。
前期の営業減益という結果をふまえまして、利益の回復を最優先課題として取り組み、
改めて、増収増益の継続を目指してまいります。
また、販売棟数の計画といたしましては、
　　　新築住宅は、前期比 １０４棟増の　１,４５０棟
　　　中古住宅は、前期比 ３４棟増の　　　 １７０棟
の計画としております。
　セグメント別の計画、および「不動産販売」セグメントの売上内訳につきましては、
左下の表に示しますとおりでございます。 
　次のページでは、ただ今 ご説明いたしました業績見通しに基づき、今期を最終年度とする
「中期経営計画」の経営目標値を修正させていただくことになりましたので、ご報告いたします。

		　次の８ページは、第二次 中期経営計画 の概要です。

　最終年度である 平成３３年３月期 の経営目標値は、
　　　売上高　　　　　５５０億円
　　　営業利益　　　　　３３億５千万円
　　　経常利益　　　　　３５億円
　　　当期純利益　　　　２２億９千万円
と　しております。

　大きなビジネスモデルの転換は行なっておらず、基本方針、事業戦略とも、前計画から
大きな変更はございませんが、　エリア戦略については、
　　栃木県 のほか 茨城県・群馬県 については、概ね主要商圏に拠点を展開したこと、
　　また、千葉県 については、柏エリアを成長軌道に回復させることが優先課題であることから、
当計画においては「シェア向上エリア」と位置づけて、早期の挽回に取り組みます。
　また、営業エリアの拡大については、
新たに 埼玉県 をターゲットとして、拡大を図ってまいります。

　以上の中期経営計画をふまえ、以下、今期の取組についてご説明させていただきます。 
		　８ページは、「中期経営計画の概要と進捗」でございます。

　ページ左側には、以上ご説明いたしました　前期実績と今期計画に、第二次中期経営計画の
最終年度となる来期の経営目標を加えたグラフを示してございます。

　売上高につきましては、前期において年度計画を達成できず若干の減収に終わったことで、
中計の経営目標の達成に向けては相当の努力を要すると認識しておりますが、
今期の計画を確実に達成して増収の基盤を固めた上で、茨城県南部から千葉県柏エリアを継続的に成長させ、新規エリアとなる埼玉県での販売を拡大させることにより、達成を果たしてまいる所存です。

　一方、経常利益につきましては、前期に期初計画を上まわる増益を達成したことで目標に一歩　近づいておりますが、将来的な成長に備えた人材投資などを考慮しますと　楽観できるものでは　なく、気を引き締めて利益改善に取り組んでまいります。

　第二次中期経営計画の基本方針・戦略の要点につきまして、ページ右側に記載してございますので、ご参照下さい。 



				　平成２７年１１月に公表いたしました「中期経営計画」におきまして、
最終年度である平成３０年３月期の経営目標値は、
　　　売上高　　　　４８０億円
　　　当期純利益　　　２３億円
としておりましたが、
市場環境や今期の販売体制等を総合的に勘案した結果である今期の業績見通しに従い、
　　　売上高は　　　当初目標通りの　　　　　４８０億円
　　　当期純利益は　当初目標より２億円減の　　２１億円
と、利益面において下方修正させていただきました。

　中期経営計画の基本方針と戦略等につきましては基本的な変更はございませんが、
利益の確保に向けた取組を一層強化し、修正後計画の必達に向けて総力を挙げて取り組んでまいる所存でございます。

　次のページからは、各事業の今期の取り組みについてご説明いたします。
　
		　９ページは、今期の業績見通しで　ございます。
　今期におきましては、連結ベースで
　　　売上高　　　４８０億円
　　　営業利益　　　２９億円
　　　経常利益　　　３０億円
　　　当期純利益　　１６億 ８千万円
を計画しております。
　売上高については、前中期経営計画で未達成に終わった当初の目標を、今期で挽回することを
目指しております。一方、利益目標については、市場環境や現有在庫の状況を勘案して、
同計画をやや下回る水準に設定させていただいております。
　また、特別損失の発生が見込まれるため 当期純利益 は、前期を下回る見込となっております。
　今期の 販売棟数 といたしましては、
　　　新築住宅は、前期比 ９９棟増の　１,４４０棟
　　　中古住宅は、前期比 ２２棟増の　　 １６０棟
を計画しております。
　セグメント別の計画、および「不動産販売」セグメントの売上内訳につきましては、左下の表に示しますとおりでございます。
　以下、各事業の今期の取り組みのご説明となりますが、新築住宅の販売 部分に関しましては、
常務取締役　営業本部長　の　石川　より　ご説明申し上げます。 
　常務取締役　営業本部長　の　石川　でございます。
　以下、不動産販売セグメントの取り組みのご説明となりますが、新築住宅の販売面の取り組みについて、私の方からご説明させていただきます。
		　９ページは、新築住宅の「事業の環境」でございます。

　昨年度の　住宅着工数は、前年度比で　０.７％増の　９５万３千戸　となりました。
　内訳としては、貸家が減少している一方、その他の持家、分譲戸建、分譲マンションが増加し、
分譲戸建では消費税増税を見越した動きも出ているとの分析もございます。
　今年度の見通しにつきましては、大手住宅会社による予想の平均では　９２万５千戸　と、
前年度比で減少する予測となっております。

　また、右側のグラフは、住宅ローン金利の指標となる、住宅金融支援機構の「フラット３５」の金利の推移　を示しております。
　「フラット３５」の金利は、昨年末にかけて見られた上昇の動きも反転下落し、
過去最低と言える水準内で推移しております。家賃なみの返済で住宅の取得が可能となっており、
取得環境としては良好な状態が続いております。 



				まず、はじめに不動産販売セグメントについてご説明いたします。
　１０ページは、新築住宅の「事業環境」でございます。

　昨年度の住宅着工数は、前年度に比べ　５.８％増の　９７万 ４千戸となりました。
　これは主に貸家が増加したことによるものですが、戸建分譲住宅についても堅調に推移しました。
今期の住宅着工の見通しにつきましては、持家と分譲住宅は前年度並みと見込まれる一方、
貸家は大幅に減少すると予想されており、大手シンクタンクによる予想の平均では、住宅着工数は　９２万戸となっております。
　当社におきましても、足元の状況等から同様な判断をしております。

　右側には、住宅税制などの住宅取得支援策の状況を記載しております。
　今期は　「住宅ローン減税」　｢すまい給付金制度｣　｢贈与税の非課税枠｣　とも
大きな変更なく継続しており、住宅取得環境としては、良好な状態が続いております。 
　
次の　１１ページは、住宅ローン金利の状況です。

		　１０ページは、新築住宅の「事業環境」でございます。

　昨年度の住宅着工数は、前年度に比べ　２.８％減　の　９４万６千戸　となりました。
　これは主に持家・貸家が減少したことによるものですが、戸建分譲住宅については底堅く
推移しております。
　今期の住宅着工の見通しにつきましては、昨年度並みと予想されており、
大手シンクタンクによる予想の平均では、住宅着工数は　９４万９千戸　となっております。
　当社におきましても、足元の状況等から同様な判断をしておりますが、
来年１０月 に予定される 消費税増税 の駆込み需要 の発生時期や規模によっては、
実需と市中在庫との間に乖離が生じるおそれもございます。

　右側には、住宅税制などの住宅取得支援策の状況を記載しております。
　今期は　「住宅ローン減税」　｢すまい給付金制度｣　｢贈与税の非課税枠｣　とも大きな変更なく継続しており、住宅取得環境としては、良好な状態が続いております。
 		　次の　１０ページは、住宅税制その他の住宅取得支援策　について　でございます。

　住宅取得に関しましては　「住宅ローン減税」「贈与税の非課税枠」「すまい給付金制度」
といった支援策が用意されていますが、これらについては消費税増税後、それぞれ右側に
示します通り、拡充が予定されております。
　また、これらに加えて、一定の基準を満たした住宅については、
新たに「次世代住宅ポイント制度」が設けられる予定です。

　このように、増税に合わせて充実した住宅取得支援策が予定されており、年収や借入額等
によりますが、増税後に購入した方が有利との試算も少なからず出されていることから、
現段階では住宅取得環境への増税による影響は中立的と判断しております。

　一方で、増税を控えて事業者間の競争は厳しさを増すものと思われ、
また、駆け込み需要期待で過剰在庫を抱えた事業者のダンピングなどが懸念されるところであり、
市況を注視してまいります。 



				次の　１１ページは、住宅ローン金利の状況です。

　左側のグラフは、住宅ローン金利の指標となる、住宅金融支援機構の「フラット３５」の金利の推移を示しております。
　平成２８年２月のマイナス金利導入以降、「フラット３５」の金利は、足下で上昇の動きも
見られるものの、過去最低圏内で推移しております。
　アパート賃料ほどで月々のローン返済が可能な水準にあるということで、金利の面からも、
住宅取得には好環境が継続しているところでございます。

　住宅販売に関する指標等については以上のとおりでありますが、これらを市場の環境として
見ますと、顧客サイドにおいて、良好な住宅取得環境が長期間継続してきた結果、
これら各種制度等が住宅購入の動機に与えるインパクトが減少している一方で、
事業者サイドにおいては、良好な取得環境への期待に加え、駆け込み需要を見込んだ土地在庫処分の動きもあって、堅調な着工が続いているという側面があります。

このような両者の動きのミスマッチから、市中在庫が増加する傾向がみられ、事業者の競合は
激しさを増している状況にあります。

　右側には、北関東の経済に関連する数値を参考までに掲載しておりますのでご参照ください。
 

		　次の　１１ページは、住宅ローン金利の状況です。

　左側のグラフは、住宅ローン金利の指標となる、住宅金融支援機構の「フラット３５」の
金利の推移を示しております。

　平成２８年２月のマイナス金利導入以降、「フラット３５」の金利は、
昨年 秋 に上昇の動きも見られたものの、過去最低と言える水準内で推移しております。

　アパート賃料ほどで月々のローン返済が可能な水準にあるということで、
金利の面からも、住宅取得には好環境が継続しているところでございます。

　このように、取得環境としては良好な状態でありますが、戸建分譲住宅に関しては、
実需に先行する指標となる着工数も堅調に推移しており、
事業者間の競合は厳しさを増している状況にあります。

　右側には、北関東の経済に関連する数値を 参考までに掲載しておりますので、ご参照ください。
 		　１１ページからは、新築住宅の取り組みについてでございます。
　先ほどご説明いたしましたとおり、今期の新築住宅の
　　　販売棟数は、　１２５棟増　　の　１，４８０棟　を見込んでおり、
　　　売上高は、　　　３５億円増　の　　　４０７億円
を計画しております。

　当社の営業エリアは、栃木県を中心に、茨城、群馬　の北関東３県　及び　千葉県柏エリア、
今期から販売活動を開始した埼玉県、でございますが、今期のエリア別の販売計画は、
左側　中ほどの表に示すとおりです。
　エリア別では、前期に　前々期比で棟数を伸ばした　栃木県・群馬県　については
伸びを保守的にみる一方、前期計画との乖離が大きかった　茨城県・千葉県　については、
改めて前期計画数ないしその基礎固めを行なう水準まで回復させることを目標としております。

　受注棟数は、前期の第２四半期以降、年換算で概ね　１,４００棟　の水準で推移しており、
前期計画未達となった茨城・群馬・千葉の各県の建て直しと埼玉県での販売が寄与してくることで
十分に達成可能な水準であると考えており、
引き続き、「営業エリアの拡大」と「シェアの向上」を重点方針として取り組んでまいります。 


				１２ページからは、「新築住宅の取り組み」についてでございます。

先ほどご説明しましたとおり、
今期の新築住宅の販売棟数は、　１０４棟増の　１,４５０棟
売上高は、　３１億円増の　   ４０１億円　を計画しております。

今期におきましては、引き続き、営業エリアの拡大とシェアの向上を重点方針として取組むほか、苦戦を強いられた前期における課題への対応に、全社一丸となって取組んでまいります。
販売計画のエリア別の内訳は、右の図に記載のとおりでございます。
　当社の営業エリアは、栃木県を中心に、茨城、群馬の北関東３県　と　千葉県の柏エリア
でございます。
販売計画の棟数におきましては、当社が管掌する栃木県が全体の約半数を占めておりますが、
事業拡大の重点エリアとして注力している茨城県南部から千葉県柏エリアを中心に、販売の拡大を図る計画としております。
		　１２ページからは、新築住宅の「取り組み」についてでございます。

　先ほどもご説明いたしましたとおり、今期の新築住宅の
　　　販売棟数は、　９９ 棟 増の　１,４４０ 棟
　　　売上高は、　　２５ 億円 増の　 ４０３ 億円
を計画しております。

　当社の営業エリアは、栃木県を中心に、茨城、群馬 の北関東３県 と 千葉県の柏エリアと
なっており、販売計画のエリア別の内訳は、右の図に記載のとおりでございます。

　今期は、「シェアの向上」として、特に、前期に計画との乖離が大きく生じた　
群馬県 及び 千葉県柏エリア における販売の回復に、改めて 体制を整えて取り組みます。

　また、「営業エリアの拡大」においては、今期の業績には織り込んでおりませんが、
埼玉県への早期進出に向けて取り組んでまいります。
 		　次の１２ページは、「営業エリアの拡大」についてでございます。

　今期最大のテーマが、埼玉県への進出となります。

　当社は、さいたま市を起点として事業を展開してまいりますが、その市場については、
さいたま市だけで北関東の各県と同等以上の市場規模となっております。
競合が激しい市場でございますがビルダーのシェアが高く、
当社が食い込んでいくことが十分に可能な市場であると考えております。

　これまで、平成３０年４月に開設準備室を設置し、同年１１月には用地仕入拠点として
「さいたま支店」を開設して、さいたま市を中心に用地仕入れを進めてまいりましたが、
当面の目標数の仕入が進んだことで、本年４月に正式に営業部門を組織し、
「埼玉支社」として営業を開始いたしました。

　販売物件は、６月末以降　順次完成してまいりますが、業績への寄与が本格化してくるのは
下期からとなる見通しです。
　今期は、販売棟数で　５０棟　を見込んでおりますが、
販売の早期立ち上げと当社ブランドの同県市場への浸透に、全力を挙げて取り組んでまいります。 


				次の１３ページでは、「営業エリアの拡大」に対する取り組みについてご説明いたします。

当社が重点エリアと位置づけております、「茨城県南部から千葉県柏エリア」は、常磐線沿線　からつくばエクスプレス沿線にかけての、東京通勤圏として発展中の人気エリアでございます。
右下のグラフのとおり、営業エリア拡大の重点エリアと位置付けて以来、当エリアを面的に
カバーする販売体制の強化に取り組み、販売棟数を順調に伸ばしてまいりました。

茨城県南部エリアにおいては、前期から、当社過去最大の ２１１区画の戦略プロジェクトである「よつばの杜」の販売を開始いたしました。前期の完成数は３月完成の １０棟にとどまりましたが、今期からは販売を本格化し、業績にもフルに寄与してまいります。
　販売棟数は、昨年１１月に新設したつくば支店を中心に、月 ５棟、年間 ６０棟　を計画して
おります。来年４月には、徒歩４分の場所に公立の小中一貫校が開校予定であり、教育環境の訴求を強化し、販売促進を図るとともに、関東全域のテレビＣＭで当社ブランドの浸透を図る予定です。

また、千葉県柏エリアでは、数十区画規模の中・大型物件を順次投入する予定であり、これまで不足気味であった商品の在庫数についても、販売に最適と考えております約２ヶ月分の水準を
常時確保できる見通しとなりましたので、販売を加速してまいりたいと考えております。 
		　次の１３ページは、「シェアの向上」に向けた取り組みでございます。

　当社は、ハウスメーカーを除いたビルダー部門の着工棟数ランキングで、北関東 の １位、
栃木県 の １位をはじめ、各営業エリアでトップ１０内にランクインしております。
　右上のグラフに、営業エリアの各県における当社拠点のカバー率とシェアの状況を着工ベースで示しております。　茨城県南部の拠点展開をここ数年で進めた結果、各県とも、拠点のカバー率は概ね ８割に達しており、シェア拡大の余地の大きいエリアを中心に、販売棟数の拡大に向けた　エリア深耕に取り組んでまいります。
　また、前期の目標未達の要因は、群馬県・千葉県などの事業の急拡大を目指したエリアにおいて、人材・組織体制面の強化 が不足していたこと と考えております。

　このため、取組といたしましては、中・長期的な不変の課題ともなりますが、
「人材の確保と育成」と「組織・体制の強化」を、改めて 強力に進めてまいります。
　また、戦略プロジェクトの推進といたしまして、
販売２年目となる 茨城県つくば市の「よつばの杜」に加えて、
栃木県上三川町の「グランビートパーク上三川」の販売促進に取り組みます。
　各プロジェクトの概要は、右下の表に示しますが、「グランビートパーク上三川」の出足の
受注は好調に推移しております。
 		　次の１３ページは、「シェアの向上」に向けた取り組みでございます。

　取組の第一は「子会社の組織・体制の強化」です。
　前期は、栃木県で期初の計画を達成した一方、子会社が管轄する茨城・群馬・千葉の各県に
おいては計画未達に終わりました。計画未達に終わった各県は、当社がシェアを拡大していく余地が大きいエリアでもあり、その建て直しが急務となります。
　このため、この４月で、組織の活性化を目的に、子会社の社長交代を含む役員体制の見直しを
実施しました。事業拡大に向けた人材の確保と育成についても、対応を進めているところでございます。
　次に、戦略的大型分譲地の早期完売です。
　茨城県つくば市の「よつばの杜」は、販売が後半に入り、街並みと立地の良さが再認識され販売が好調に進んでおり、このペースを維持して今期中の完売を目指します。また栃木県上三川町の「グランビートパーク上三川」についても概ね計画通り進捗しておりますが、さらに販売促進に
取り組み、早期完売を目指してまいります。

　また、ますます重要性を増しているネット戦略についても、前期にリニューアルした
ホームページの新機能を活用したアクセス解析と対策を強化するなど、反響数の向上に
取り組んでまいります。

　続きまして次の１４ページからは、新築住宅の生産・商品面の取り組みでございますが、
この部分につきましては、当社　専務取締役　開発本部長の　佐山　より、
ご説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。 
　専務取締役　開発本部長を務めております　佐山　でございます。


				続きまして、次の１４ページは「シェアの向上」に向けた取り組みでございます。
ハウスメーカーを除いたビルダー部門において当社の着工棟数ランキングは、北関東の１位、
栃木県の１位をはじめ、各営業エリアでベスト１０に入っております。
今期の取り組みのひとつは「営業体制の再編」でございます。
前期、茨城県水戸エリア、栃木県県北エリアにおいて、計画通りの受注を確保できなかったことを踏まえ、県域を越えた営業体制の再編を、４月１日付で実施いたしました。
まず、茨城グランディハウス古河支店を、当社県南支社へ移管いたしました。この移管によって、茨城グランディハウスは、重点エリアである茨城県南部と本社のある水戸エリアに集中してエリア深耕に取り組める体制とし、当社県南支社は、栃木県小山エリアとこれに隣接する茨城県西部全体を広域商圏とした事業戦略を　より円滑に展開できる体制といたしました。
当社県南支社につきましては、３月に小山市内の２つの拠点のほか建築部門分室を統合し、　　同市内の商業集積エリアに建設した新社屋での営業をスタートさせております。古河支店の移管とあわせ、さらなる体制強化と効率化を進めてまいります。
　再編の２点目として、当社さくら支店の管掌を、県北支社から本社へ移管いたしました。
この移管は、先ほどの移管と同様、県北支社においては、矢板市以北に集中しエリア深耕を図り、本社においては、宇都宮通勤圏でもあるさくら支店を管掌することにより、宇都宮広域商圏としての相乗効果を狙うものであります。
		　次の１４ページは、「営業エリアの拡大」について　でございます。

　営業エリアの拡大につきましては、中期経営計画に関しご説明いたしました通り、
新たに埼玉県への進出を計画しております。
　なお、埼玉県については、当社 上場以前の建築条件付の土地分譲をメインとしていた時代に、
数年間大宮に出店していた時期がございますが、建売住宅販売に事業転換してからは初めての進出
となります。
　業績への寄与は来期以降を予定しておりますが、早ければ今期中の出店に向けて、既に
開設準備室を設置して、具体的検討を進めております。

　埼玉県の市場規模を 分譲戸建住宅 の着工戸数でみますと、右上の表に示します通り、
約１万５千戸となっており、栃木県の６倍の大規模な市場となっております。
　また、市場の特徴としては、鉄道沿線型の商圏を形成し、住宅の仕様も、北関東の仕様に近い
北部エリアから、狭小面積の物件がメインとなる南部エリアまで幅広いこと、が挙げられます。

　さらに、ビルダーのシェアが高く、競合の厳しいエリアとなっておりますので、
埼玉県の特性にマッチし、かつ、これまで培ってきた当社の強みも活かせる ビジネスモデルを
進出から展開のパターンを含めて決定し、早期進出を目指してまいります。

　以上で、私からのご説明は終了させていただき、次の新築住宅の生産・商品面の取り組みから、
改めて、林 の方からご説明申し上げます。ご清聴、まことにありがとうございました。 


				次の１５ページに移りまして、
「シェアの向上」に関しましては、引き続き、営業力の強化と情報発信の強化に取り組み、
自己開拓営業および反響営業の両面から顧客獲得促進につなげてまいります。

続いて（３）は、前期の課題への対応でございます。
前期下半期に、受注の停滞を招く結果となった拠点間の在庫偏在については、現時点で解消済みでございます。一部に下半期の在庫が薄いエリアがありますが、現在、全力を挙げて対策中でございます。また、拠点間バランスや受注状況に即応できるよう生産体制強化を図ってまいります。

次に、前期、期末にかけての相当の追い込みが必要となったことによる「利益率の低下」に対しましては、期中を通じて利益の早期上積みが必要となってまいりますので、今期期初から、記載の
粗利確保・増加施策に取り組んでおります。

また、茨城　水戸エリア・栃木　県北エリアの販売計画未達に対しましては、先ほどご説明
しました営業体制の再編により、他の拠点へ移管した後の営業エリアに集中してエリア深耕を行うことで受注の回復を目指すとともに、水戸エリアにおいては　ひたちなか市への新規出店を検討中でございます。

		　改めまして、次の１５ページからは、新築住宅の 宅地開発・建築の取り組みについて 
で ございます。

　宅地開発に関しては、土地確保の状況は、前期末の土地在庫で年間販売棟数の約 １.５年分となっており、今期分の土地は ほぼ確保済みで、若干の追加調整を残す程度となっております。
　宅地開発の課題と取組といたしましては、持続的な土地の供給を確保するため、各エリアを熟知した専任者の配置を進めております。また、埼玉県へのエリア拡大に向けた体制の構築においては、開設準備室を設置して、リサーチを進めております。

　また、建築体制については、年間１,５００棟の生産体制を構築しており、今期は１,４５０棟を建築する計画です。
　課題と取組ですが、エリア拡大に向けての体制構築については、既存エリアの業者を中心に技能職の確保を進めております。
　商品開発においては、当社の強みである「街並みづくり」を基本に、「デザイン性」「機能性」「省エネ性」「安全性」の４点を重点テーマとして、マーケティングを強化して商品力の一層の
向上を図ってまいります。また、技能職の高齢化対策としては、木工事の分業化による生産性の
向上に取り組んでおりますが、さらに適用を拡大してまいります。

　これらの取組を継続的に進め、平成３３年３月期までに、年間 ２,０００区画の開発体制と
年間１,８００棟の建築体制　を構築してまいります。
		　１４ページは、「宅地開発」と「建築」の取り組みについて で ございます。
　
宅地開発に関しては、土地確保の状況は、前期末の土地在庫は年間販売棟数の　１.７年分となっており、
前々期と比較して、　０．２年分増加しております。これは、埼玉県及び茨城県で大型物件の確保ができたことに
よるものです。
　今期販売分の仕入は、下期後半のエリアバランスの調整を残す程度で各エリアともほぼ完了しております。新規エリアとなる埼玉県での仕入についても、今期販売分の仕入は、大型分譲地の確保もでき、概ね順調に推移しておりますが、
若干のエリアの偏りがあるため、引き続き、エリア専任者のもとでバランスの取れた仕入に取り組んでまいります。
　宅地開発の課題といたしましては、事業エリアが拡大していく中、各エリア間で、また各エリア内でもバランスの
取れた分譲用地を安定供給することが一層重要となってまいりますので、各エリアの専任担当者の配置に必要な人員の
強化を図ってまいります。また、他社競合が厳しい首都圏での仕入では、スピーディーな対応が重要となりますので、
対応力の強化も図ってまいります。
　
次に、ページ右側の建築体制についてでございますが、
今期は、　年間１，５５０棟　の生産体制の構築を行い、　１，５００棟　を建築する計画です。
　課題と取組ですが、埼玉県及びエリア拡大による生産体制の構築については、既存エリアの業者を中心に
技能職の確保をしてまいります。
　また、商品開発においては、当社の強みである「街並みづくり」を基本に、「デザイン性」「機能性」「省エネ性」「安全性」の４点を重点テーマとして、マーケティングを強化して商品力の一層の向上を図ってまいりましたが、さらに、「オンリーワンの外観デザインとプランニング」にも注力してまいります。
　また、技能職の高齢化対策としては、木工時の分業化による生産性の向上に取り組んでおり、
適用を拡大してまいります。

　これらの取組を進め、第２次中期経営計画の最終年度である令和３年３月期には、
年間２，０００区画　の開発体制と、　年間１，８００棟　の建築体制　を構築してまいります。 


				続きまして次の１６ページからは、宅地開発と生産に関する取り組みでございますが、
この部分につきましては、当社　専務取締役　開発本部長　佐山　より、
ご説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

専務取締役　開発本部長を務めております　佐山　でございます。
はじめに、「宅地開発の取組み」について、ご説明させていただきます。
　まず、宅地の仕入環境ですが、市場にでてくる物件情報量が非常に少なくなっている状況にあります。
市場に出るものは入札になる物件が多く、他社においても仕入れが厳しい状況にあることから、ローコストビルダーからハウスメーカーまで入札に参加してくる状況となっており、分譲素地の価格は上昇傾向にあります。
このような仕入環境の中、市街地中心部での仕入が不十分であったことを含め、エリアバランスを
十分には確保できず拠点間の物件の偏りを生じさせたことが、前期後半に受注の停滞を招き、結果として利益を落とした要因の一つと考えております。
この様な中、今期の取組み方針といたしましては、引き続き、当社の特徴である「開発力」、ページ右上に示します「地域密着型収益フロー」を一層強化して、収益力のアップとエリアバランスの取れた安定的な土地の確保に取り組んでまいります。ページ右下に、前期の直接仕入れ状況を示しますが、直接仕入れ率は、グループ全体で３６％、栃木県内では５２％となっています。栃木県内での直接仕入れ率は上がっておりますが、栃木県外での直接仕入れ率が若干低下し、全体での直接仕入れ率が下がる結果となりました。改めて、栃木県外を中心に　直接仕入率の向上に向けた体制を強化することにより、市場の情報量に左右されずにエリアバランスの取れた　収益力の高い用地を安定的に確保してまいります。
次に、物件の偏りや市街地中心部での仕入不足への具体的対策としては、農地や遊休地の買収提案だけではなく、新たに、老朽化したアパートや集合住宅が建つ土地の買収強化に取り組んでおり、すでに今期の販売物件としても確保しつつあります。
　次に、収益力のアップの一環として、販売期間短縮に向けた工夫と企画力の向上を図ります。様々なお客様のニーズに合わせた区画の大きさと価格のバランスを取り入れ、安価なものからオーダー志向にも対応できる商品バリエーションを整えることで、対策を講じてまいります。
また、開発要員の確保と育成にも、引き続き、取り組んでまいります。
現在の担当者全社合計６４名（内女性開発担当者６名）を早期に１００名体制まで増員する計画です。
この中で、増員と育成に取り組んでいる女性の開発担当者が成長しており、直接仕入部門で活躍しております。女性ならではのソフトできめこまかなアプローチが地権者との関係構築につながるケースも多く、その比率を
２５％に高めていく計画です。


		　次の１６ページでは、商品面の取組 例 を ご紹介しております。

　ページ左側は、栃木県上三川町の「グランビートパーク上三川」、１４１区画の大型分譲地でございます。街区は、３ヵ所の進入路で通り抜けが出来ない、住む方だけの分譲地内道路となり、
子育て世代の家族にとって、安全・安心な分譲地となっております。
　建物については、多様なプランと、１２の外観スタイルを取り入れ、"いろどり"ある街づくりを行なっております。
　また、幅広い顧客ニーズに対応するため、今後の住まいと暮らしの未来を提案する
「ＺＥＨ（ネット ゼロエネルギー ハウス）にＩoＴを融合させた住宅」の新たな取り組みや、
家族で多彩な趣味が楽しめる「土間を愉しむ家」のモデルハウス建設により、
計画期間内での完売を目指してまいります。

　ページ右側には、地域性も考慮して特徴を持たせた外観デザインによる個性的な街づくりと、「プラスアルファの付加価値」としての室内空間の例をご紹介しております。

　今後とも、多様化するニーズに対してマーケティングを強化し、「街並みの付加価値」を含めた魅力ある商品を展開し、販売の促進と顧客満足度の向上に努めてまいります。
 
		　次の１５ページでは、商品面の取組の例をご紹介しています。

　ページ左側上段は、埼玉県進出のオープン分譲地　「モリノネ西大宮」でございます。埼玉県において基本
となる、リビングの天井高　２．７ｍ、床暖房、設備のグレードアップなどを取り入れた上質な商品として
おります。また、当分譲地は、エリア別に共通コンセプトを持たせたエリアプロジェクト分譲地の第一弾として、内外装に木の風合いを取り入れることで、自然の中にいるような心地よさを感じられる住まいとしております。埼玉県においても、エリアのニーズを取り入れた差別化商品の展開によって当社ブランドの浸透を
図ってまいります。
　下段は、「グランソムリエール中久喜７期」　３２区画の分譲地でございます。
第一次分譲街区は、女性設計士　１１名が、女性スタッフ・ママ座談会での意見をもとに、
「家族を感じるスキップリビング」などのプランニングを行い、「暮らしやすさ」「使いやすさ」「デザイン性」を、女性ならではの感性を活かしてプラスオンしたプロジェクトとなっております。

　ページ右上は、「グランドステージ駒生町７期」　２２区画の分譲地でございます。インターロッキング舗装のクルドサックを設け、伝統的な石畳のような街並を演出した安全･安心な分譲地となっております。
　その他　「プラスアルファの付加価値」として、太陽光発電システムを搭載した「スマートタウン」や、
地域性を考慮して特徴を持たせた外観デザインによる個性的な街づくりの例を、ページ右下では、室内付加価値として、家族とのコミュニケーションがコンセプトの「吹抜リビング」、ＬＤＫと庭をつなぐ
「インドアガーデン」などの室内空間例をご紹介しております。

　今後とも、多様化するニーズに対してマーケティングを強化し、「街並みの付加価値」を含めた魅力ある
商品を展開し、販売の促進と顧客満足度の向上に努めてまいります。

　以上、生産関係の取組についての私からのご説明は以上とさせていただき、１６ページからは再度、
林よりご説明申し上げます。ご清聴ありがとうございました。 


				次の１７ページは、「土地の確保状況」でございます。
　前期末の土地在庫数は、２,３４８区画となっており、今期目標達成に十分な量を確保しております。前々期末
との比較では２１３区画増加していますが、これは、戦略的に仕入を行った大型分譲地の増加によるものです。
　左下の在庫推移グラフでは、１.６１年分と例年より多くなっていますが、大型分譲地の来期に繰り越す区画数と、エリアバランスを考慮して繰り越す区画数合わせて５３８区画あり、その区画数をやむを得ない付帯分として除外しますと１,８１０区画、販売予定数の１.２４年分になり、適正範囲内と判断しております。
 
　右上の表は、前期・前々期から仕入れた３０区画以上の物件ですが、宇都宮市のベッドタウンで
日産自動車栃木工場　もある　栃木県上三川町　において、１４１区画の大型分譲地を仕入れております。
過去にも６０区画の大型分譲の実績もあり２期目の大型分譲用地として需要の見込める地域となっております。
　
また、茨城、千葉の拡大重点エリアにおきましても大型分譲地の仕入が進んでおります。
　茨城におきましては、さきほどご説明いたしました「よつばの杜」をはじめ、つくば市並木に２期目となります５６区画を仕入いたしました。
千葉におきましても、３０区画以上の大型分譲用地が５現場となり、過去最高となる仕入を行っております。
エリア的には柏市に集中しておりますが、柏市北部に根戸、中央部には南柏２次・東中新宿・中原、南部には
常盤平、とエリアバランスの取れた仕入になっており、過去にも実績がある地域となっております。
一部販売開始になっている所もあり販売も順調に進んでおります。

　以上、宅地開発の取組みについて説明いたしましたが、今期販売分の仕入は、全体数量としてはほぼ確保して
おりますが、一部、下半期に在庫の薄いエリアが残っており、総力を挙げて対応しているところでございます。
　引き続き、先ほどご説明いたしました取組み方針に基づき、来期以降の販売棟数拡大に向けて、厳選した
優良物件の取得に取り組んでまいります。







		　続きまして、１７ページは不動産販売の「ストック・ビジネス」で、ございます。
　ストック・ビジネス市場は、政府の後押しなど、今後、大きく成長が見込まれる市場でございますが、一方で、新規参入が増えるなど、競合も激化しております。

　当社グループのストック・ビジネスは、
リフォーム事業と中古住宅の流通事業で、ございます。

　まず、リフォーム事業ですが、主なターゲットは、
当社から 新築住宅をご購入いただいた １万 ５千棟の 旧顧客 がベースでございます。
　定期点検や有償・無償でのメンテナンスを通じて、ニーズを把握、受注に繋げており、
売上の８割が 旧顧客 からとなっておりますが、
今期は、営業力を強化し 旧顧客 以外の 外部受注を ３割まで引き上げる計画でございます。
　取り扱う商材は、現在は 太陽光発電装置 が中心ですが、パッケージ商品の開発など、
太陽光以外の比率を高めてまいります。

　また、中古住宅流通事業ですが、市場は、ローコストの新築住宅と中古住宅の価格差が縮小する
傾向が続くなど、厳しい状況にあります。
　エリア選別や商品の企画力を高めることで、引き続き、首都圏エリアを中心に拡大を進め、
今期 １６０棟の販売をめざしてまいります。 

		　それでは改めまして、１６ページは不動産販売の「ストック・ビジネス」で、ございます。

　当社グループのストック・ビジネスは、リフォーム事業と中古住宅の販売事業でございます。
住宅のストック・ビジネスは、政府の重点政策にも挙げられ、今後、成長が見込まれる市場で
ございますが、一方で、新規参入が増えるなど、競合も激化しております。

　まず、リフォーム事業の取り組みですが、現状、当社の新築住宅をご購入いただいたＯＢ客からの受注が ７割を占めており当社の強みとなっておりますが、ＯＢ客以外からの受注を拡大する
取組を進めており、「非ＯＢ客」からの受注割合を ４割まで引き上げる計画でございます。
　また、太陽光発電の　１０年固定買取制度　が今年度で終了しますが、その対策として
「自家消費　需要」の開拓を進めるとともに、価格の安心感を訴求したパッケージ商品の開発など、
太陽光以外の比率を高めてまいります。

　また、中古住宅事業については、販売棟数は、前期比１９棟増の　１７０棟　を計画しており、販売の拡大に向け、完成在庫を　常時８０棟　の水準に増やすとともに、首都圏エリアを中心に
拡大を図ってまいります。
　仕入目標は　２００棟　とし、新規エリアの開拓も行なってまいります。
　また、反響数の増加に向けて引き続きネット対策の強化に取り組みます。 


				次の１８ページでは、今後の主な大型分譲地をご紹介しておりますので、ご参照下さい。










		　次の１８ページは、「建築材料販売」の取り組み でございます。

　木造住宅の着工戸数は、昨年の７月から３月まで、前年同月比で９ヶ月連続のマイナスと、
厳しい受注環境が続いております。
　また、材料価格は木造住宅の着工減により、一時的に安定しておりますが、下期に向けては不透明な状況にあります。

　このような中で、今期は、
売上高　６３億 ５千万円、　セグメント売上高　３１億円　セグメント利益　１億 ５千万円　と、
微増ではありますが、増収・増益を図ってまいります。
　取り組みとしては、
前期において、取引先を選別することでプレカット材加工の操業率が落ちる結果となりましたが、今期は優良顧客の開拓とともに、関連する住設や資材の販売増に取り組んでまいります。

　利益面では、材料価格が高止まっており、販売価格の見直しを進めてまいります。
　また、操業率の向上とコストダウンで、収益性の改善に取り組んでまいります。
 
		　次の１７ページは、建築材料販売の取り組みでございます。

　木造住宅の着工戸数は、貸家の減少が顕著となったものの全体としては下げ止まり、
前期並みの水準となりました。
　また、材料価格は、北米産丸太が　昨年５月以降　値下がりとなり、
製材品価格においても、弱含み　保合い（もちあい）での推移となりました。

　このような中で、今期は、生産余力が限られる中で　当社グループ内への供給増により外部販売が減少することから、セグメント売上高は、　２９億１千万円　と若干の減収を見込んでおります。
　また、販売部門と設計部門の強化による人件費の増加などにより
セグメント利益についても　１億４千万円　と、減益となる見込みでございます。

　今期の取り組みといたしましては、引き続き、　優良顧客の開拓、　住設建材や資材の販売拡大、
　設計の内製率向上による操業率の改善、　輸入材と国産材のバランス運用による原価の低減、
などに取り組んでまいります。 


				次の１９ページからは、建築部門の生産体制と商品戦略について、でございます。

建築部門は、今期、完成棟数　１,４８０棟　と、年間　１,５５０棟　の生産体制の構築を
予定しています。

　期初時点での生産体制は、１,４５０棟であり、計画の達成　および、前期より継続している
茨城県南部から千葉県柏エリアの販売増加に向けて、生産体制の強化に取り組んでまいります。

また、中期的な技能工の高齢化についての対策として、前期に引き続き、若手技能工の確保と
上棟作業の専門班の構築に取り組んでまいります。この取り組みにより「上棟」と「造作」の
工程を分離することで、生産性の効率化、工期短縮、安全性の高い作業環境の構築が可能となってまいります。
　前期の上棟専門班の施工比率は、グループ全体で７０％となり、今期は、この比率を８５％まで引き上げることを目標としてまいります。
　
また、生産性の効率化、工期短縮に加え、各工程ごとの作業の省力化を推進するなど、建築コストの低減も図ってまいります。


		　次に、１９ページの「不動産賃貸」の取り組みで、ございます。

　賃貸事業は、栃木県宇都宮市を中心に、オフィス等の賃貸と、コインパーキング事業を
展開しております。
　エリアにおける事業環境は、オフィス系は、大型物件に品薄感が出ている状況にありますが、
時間貸し駐車場は、増加傾向にあり厳しい状況が続いております。

　このような中で、オフィス等の賃貸可能面積は、前期において、宅地用の土地仕入に関連して
賃貸アパート３棟を取得したことで、運用面積は増加しておりますが、
前期下期にテナントが退店したことで稼働率が下がっておりますので、改善を図ってまいります。

　また、時間貸駐車場については、駐車可能な総台数、車室数の増減は有りませんが、
厳しい競合状況の中で、小まめな料金体系の見直しや、提携先の拡大を継続的に行うことで、
収益の確保の取り組みを進めてまいります。

　しかしながら、今期の計画は、前期後半からオフィス等の空室率が悪化したことが影響し、
セグメント売上高が　２億 ５千万円、セグメント利益が　１億 ６千万円 と、
減収・減益の見通しでございます。 

		　次に、１８ページの「不動産賃貸」の取り組みで、ございます。

　賃貸事業は、栃木県宇都宮市を中心に、オフィス等の賃貸と、コインパーキング事業を展開
しております。エリアにおける事業環境は、オフィス系は　中規模物件等で品薄感が出ている状況にありますが、時間貸し駐車場は　増加傾向にあり、厳しい状況が続いております。

　このような中で、オフィス等の賃貸可能面積は、前期において、宅地の仕入に関連して取得し、一時的に賃貸していた物件を撤去したことなどで、運用面積は減少しておりますが、積極的な
テナント募集と退店防止策の継続など、空室率の改善を図り、収益の改善を図ってまいります。

　また、時間貸駐車場については、前期において、賃貸駐車場１箇所を売却したことで、
駐車可能な車室数が減少しておりますが、厳しい競合状況の中で、小まめな料金体系の見直しや、
提携先の拡大　を継続的に行うことで、収益の確保の取り組みを進めてまいります。

　今期の計画は、若干の運用資産の減少があるものの、
　　　セグメント売上高　　２億 ５千万円
　　　セグメント利益　　　１億 ５千万円
と、前期並みを見通しております。 


				続いて、２０ページからは、商品戦略について、でございます。

商品の取り組みテーマとして、「街並みづくり」を基本に「デザイン性」「機能性」
「省エネ性」「安全性」を４つの重点テーマとして、営業部と連携してマーケティングの一層の
強化を図り、お客様の購入動機やエリアごとの顧客ニーズをとらえ、分譲地ごとにコンセプトを
持たせた商品企画の展開を図ってまいります。
　
ページ左側には、プラスアルファの付加価値として、全棟に太陽光発電システムを搭載し、
光熱費ゼロをテーマにした「スマートタウン」、千葉県柏市の「ソラリスヴィータ柏市中原３期」と、「ソラリスヴィータ柏の葉キャンパス３期」を、ご紹介しております。
　　

ページ右側には、街灯や門灯、エクステリアライトを設置し、夜間の防犯性に配慮した「安全・安心な住まいと街並みづくり」として、プライバシーへの配慮と開放感を両立させた、
栃木県宇都宮市の「ファミリーキャッスル今泉新町」と、
外観デザインとエクステリアデザインにこだわり、街並みとして、ワンランク上の高級感を演出した、群馬県前橋市の「グランプレミアム前橋みなみ」を、ご紹介しております。

		　次の２０ページは　株主還元策で、ございます。

　配当方針につきましては、
第二次中期経営計画から「連結配当性向　２５％　を目標とする」方針としており、
今期の配当につきましては、　前期と同額の　１株当たり　１６円　を予定しております。


　私からのご説明は 以上となりますが、
今期の計画達成 と 第二次中期経営計画の経営目標達成に、全力を挙げて取り組んでまいります
ので、なにとぞ　よろしくお願い申し上げます。


　本日は、ご出席　ならびに　ご清聴いただき、まことに　ありがとうございました。
		　ご説明の最後になりますが、１９ページは　「株主還元策」で、ございます。

　当社は、配当につきましては、連結配当性向の目標を定め、業績に応じた配当を実施することを基本としております。
　この目標につきましては、前期の配当まで、連結配当性向　２５％ としておりましたが、
５月７日にリリースさせていただきました通り、今期の配当から　この目標を引き上げ、
連結配当性向　３０％　とすることを決定しております。

　前期配当については、既にご案内の通り、当初予想の　１株当たり　１６円を、
増益に伴って　２円 増額して　１８円　と決定しております。
　また、令和２年３月期の配当は、ただ今ご説明いたしました目標水準の引き上げに伴い、
１株当たり　２３円　を予定しております。

　最後に、本日ご説明申し上げました 今期計画 を確実に達成して増収の基盤を固めるとともに、中期経営計画の達成　と　持続的な企業価値の向上　に、全力を挙げて取り組んでまいりますので、なにとぞよろしくお願い申し上げます。

　本日は、ご出席ならびにご清聴いただき、まことにありがとうございました。


				次の２１ページは、つくば市の「よつばの杜」の商品面からのご紹介、でございます。

ページ左上の図は、分譲地全体のイメージで、南北と東西に軸線を作り、その交点には新しい街のコミュニティ形成の核となる集会施設を設けてあります。
２１１区画のひとつの街を、２つの軸線によって４つの街区を作り、それぞれ個性的な街並み
づくりを行う４つのエリアにちなんで、幸福の象徴である「四葉のクローバー」をイメージして
プロジェクト名を「よつばの杜」といたしました。

　ページ下部には、「アクティブ・リーフ」エリアと「モダン・リーフ」エリアにおいて前期末に完成した　１次分譲を、ご紹介しております。

ページ右上は、４つの街区においてのデザインコードと、個性的なプランニングを取り入れた、モデルハウスの「多目的土間スペース」や「インナーガレージ」の内観を、ご紹介しております。
また、全棟標準装備とした「制震装置」にも多くの反響が寄せられております。
引き続き、建物と外構のトータルデザインを行い、分譲地としての価値を高め、計画期間内の
完売を目指してまいります。
以上、宅地開発を含め生産関係の取組みについてご説明申し上げましたが、今後とも、多様化するニーズに対してマーケティングを強化し、「街なみづくり」の付加価値を含めた魅力ある商品を展開し、販売促進と顧客満足度の向上に努めてまいります。

【私からのご説明は以上とさせていただき、２２ページからは再度、村田からご説明申し上げます。ご清聴ありがとうございました。】 



				　それでは改めまして、次の２２ページは、中古住宅販売の取り組みについて、であります。
　前期においては、販売の安定化と増加に向けた商品在庫の充実に取組むとともに、前々期の期末に開設した支店において、首都圏エリアにおける事業拡大に取り組んだことで、
販売棟数は、前期と比べ　１９棟増の　１３６棟となりましたが、
一方で、利益面では、計画通りの利益の確保とはならず、減益となりました。
　これは、一部エリアで、ローコスト系新築住宅との競合が想定以上に増加したことや、１年目の首都圏で情報不足や相場感ずれの調整に時間を要したことであります。

　これらのことを踏まえて、今期は、引き続き首都圏での事業拡大に取り組んでまいりますが、
一方で、ローコストの新築住宅が供給過多となるなど市況の軟化が見込まれる地区では、一時的に競合を避けた撤退を行うなど、慎重に個別市場を見極めつつ機動的に対処することによって、
収益力の向上に努めてまいります。

　今期計画の販売棟数は　１７０棟とし、このうち首都圏では　４５棟の販売を計画しております。
これによって、売上高　２８億円、経常利益　１億 ８千万円を目指してまいります。




				　次の２３ページは、建築材料販売の取り組み、でございます。

　木造住宅の着工は前年同月比で、３月まで １５ヶ月連続の増加と、
引き続き需要は堅調に推移しております。
　プレカットの材料価格は、床や下地などに使用する合板材が、高値で推移しておりましたが、
一服感がでてきております。
　一方、梁や柱の材料である横架材、集成材に先高感が出てきており、懸念材料となっております。

　プレカット材の生産能力は、ほぼフル生産の中で、グループ会社への供給も増加する予定
ですので、相手先の選別など、優良顧客へのシフトを進め、収益性を高めてまいります。
　増収の取り組みとしては、営業社員を増員し販売力を高め、引き続きプレカット材以外の
資材販売を強化してまいります。

　これらの取り組みで、セグメントの売上高は　３１億円、セグメント利益　１億 ５千万円を
目指してまいります。


				　　次に、２４ページの「不動産賃貸」の取り組みで、ございます。

賃貸事業では、ページ右側に示しますとおり、オフィス・事務所等の賃貸は、主に宇都宮市を
中心に １３カ所、１,９００坪の運用となっておりますが、入居率は概ね９０％以上を維持して
おります。

また、コインパーキング事業は、宇都宮市等で １０カ所、車室数 ３２８台の運用となって
おりますが、近年、市街地におきまして、老朽化した建物が、コインパーキングに変わる事例が
多く、競合が厳しくなってきております。

このような中で、前期は、運用資産が減少したことで、減収・減益となりましたが、
今期においても、新たな運用資産の取得を予定していないことから、若干の増収・増益に止まる
見通しであり、既存資産の収益力の向上を図ることで、
セグメントの売上高は　２億 ６千万円、セグメント利益　１億 ６千万円 を達成してまいります。
 



				
ご説明の最後になりますが、２５ページは　株主還元策で、ございます。

配当方針につきましては、
「業績に応じた配当を実施することを基本として、連結配当性向　２０％　を目標とする」
方針としております。
　前期につきましては、当初前提といたしました利益を達成するに至りませんでしたが、
公表予想を維持し、　１株当たり　１４円　とさせていただきました。
また、今期の配当につきましては、５月８日に公表させていただいたとおり、連結配当性向　
２１.９％　となる、１株当たり　１６円　を予定しております。

　最後に、本日ご説明申し上げました 今期計画 を達成することはもちろん、持続的な企業価値の
向上に、全力を挙げて取り組んでまいりますので、なにとぞ　よろしくお願い申し上げます。
　本日は、ご出席　ならびに　ご清聴いただき、まことに　ありがとうございました。






②決算概要

				2		13.75		11		11		10		0.54		10.75		0.54		10.75

																				(百万円) ヒャクマンエン

								H31.3期 キ		R2.3期 キ		前期比 ゼンキヒ				期初計画 キショ ケイカク				修正計画 シュウセイ ケイカク



				売上高 ウリアゲ ダカ				44,452		45,541		+2.4%				48,500				45,150

						 不動産販売 フドウサン ハンバイ		41,212		42,505		+3.1%				45,340				41,990

						 建築材料販売 ケンチク ザイリョウ ハンバイ		2,992		2,775		-7.3%				2,910				2,910

						 不動産賃貸 フドウサン チンタイ		248		261		+5.2%				250				250

				営業利益 エイギョウ リエキ				3,131		2,142		-31.6%				3,200				2,000

				経常利益 ケイジョウ リエキ				3,288		2,310		-29.7%				3,400				2,150

						 不動産販売 フドウサン ハンバイ		2,976		2,013		-32.4%				3,105				1,855

						 建築材料販売 ケンチク ザイリョウ ハンバイ		151		142		-6.0%				140				140

						 不動産賃貸 フドウサン チンタイ		151		172		+13.9%				155				155

				当期純利益※ トウキ ジュンリエキ				2,065		1,413		-31.6%				2,200				1,400



				ＥＰＳ				71.62円		48.84円		-22.78円				76.24円				48.41円

				ＲＯＥ				10.3%		6.6%		-3.71pt				10.4%				6.5%

				1株配当 カブ ハイトウ				18円		23円		+5円				23円				23円

				配当性向 ハイトウ セイコウ				25.1%		47.1%		+22.0pt				30.2%				47.5%



												％と％の比較はptで表示 ヒカク ヒョウジ





























②2決算概要



																		単位：百万円 タンイ ヒャクマンエン																		（百万円） ヒャクマンエン

								H31.3期 キ		R2.3期 キ		前期比 ゼンキヒ				業績予想
2/10公表 ギョウセキ ヨソウ コウヒョウ		業績予想比 ギョウセキ ヨソウ ヒ								H31.3期 キ		R2.3期 キ		前期比 ゼンキヒ				業績予想
2/10公表 ギョウセキ ヨソウ コウヒョウ		業績予想比 ギョウセキ ヨソウ ヒ



				売上高 ウリアゲ ダカ				44,452		45,541		+2.4%				45,150		+0.9%				売上高 ウリアゲ ダカ				44,452		45,541		+2.4%				45,150		+0.9%

						 不動産販売 フドウサン ハンバイ		41,212		42,505		+3.1%												不動産販売 フドウサン ハンバイ		41,212		42,505		+3.1%

						 建築材料販売 ケンチク ザイリョウ ハンバイ		2,992		2,775		-7.3%												建築材料販売 ケンチク ザイリョウ ハンバイ		2,992		2,775		-7.3%

						 不動産賃貸 フドウサン チンタイ		248		261		+5.2%												不動産賃貸 フドウサン チンタイ		248		261		+5.2%

				営業利益 エイギョウ リエキ				3,131		2,142		-31.6%				2,000		+7.1%				営業利益 エイギョウ リエキ				3,131		2,142		-31.6%				2,000		+7.1%

				経常利益 ケイジョウ リエキ				3,288		2,310		-29.7%				2,150		+7.4%				経常利益 ケイジョウ リエキ				3,288		2,310		-29.7%				2,150		+7.4%

				親会社株主に帰属する
当期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキ ジュンリエキ				2,065		1,413		-31.6%				1,400		+0.9%				親会社株主に帰属する
当期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキ ジュンリエキ				2,065		1,413		-31.6%				1,400		+0.9%



				1株当たり
当期純利益 カブ ア トウキ ジュンリエキ				71.62円		48.84円		-22.78円				48.41円		48.41円				1株当たり
当期純利益 カブ ア トウキ ジュンリエキ				71.62円		48.84円		-22.78円				48.41円		+0.43円

				ＲＯＥ				10.3%		6.6%		-3.71pt				6.5%		6.5%				ＲＯＥ
(自己資本利益率)				10.3%		6.6%		-3.71pt

				1株当たり
配当額 カブ ア ハイトウ ガク				18円		23円		+5円				23円		23円				1株当たり
配当額 カブ ア ハイトウ ガク				18円		23円		+5円

				配当性向 ハイトウ セイコウ				25.1%		47.1%		+22.0pt				47.5%		47.5%				配当性向 ハイトウ セイコウ				25.1%		47.1%		+22.0pt



												％と％の比較はptで表示 ヒカク ヒョウジ

																						％と％の比較はptで表示 ヒカク ヒョウジ







				1株当たり
当期純利益 カブ ア トウキ ジュンリエキ				71.62円		48.84円		-22.78円				48.41円		48.41円				１株当たり当期純利益 カブ ア トウキ ジュンリエキ				71.62円		48.84円		-22.78円				48.41円		+0.43円

				1株当たり
当期純利益 カブ ア トウキ ジュンリエキ				71.62円		48.84円		-22.78円				48.41円		48.41円				1株当たり
当期純利益 カブ ア トウキ ジュンリエキ				71.62円		48.84円		-22.78円				48.41円		+0.43円





























経常分析

				H31.3期
売上高 キ ウリアゲダカ		不動産
販売 フドウサン ハンバイ		建材
販売 ケン ハンバイ		不動産
賃貸 フドウサン チンタイ		調整額 チョウセイ ガク		R2.3期
売上高 キ ウリアゲダカ						H31.3期
経常利益 キ ケイジョウ リエキ		売上高 ウリア ダカ		粗利益 アラリ エキ		販管費 ハンカンヒ		営業外
損益 エイギョウガイ ソンエキ		R2.3期
経常利益 キ ケイジョウ リエキ

						444.52		455.24		455.24		455.38										32.88		30.36		22.99		22.99

				444.52		12.93

作成者: 差額がプラスになるように調整
		2.21		0.14		0.03		455.41						32.88		1.97		4.49		7.37		0.11		23.10

						457.45		457.45		455.38		455.41										34.85		34.85		30.36		23.10

				前期実績 ゼンキ ジッセキ		412.12		61.15		3.32		-32.07								前期実績 ゼンキ ジッセキ		444.52833		80.3738		49.06276		1.57092

				当期実績 トウキ ジッセキ		425.05		58.94		3.46		-32.04												18.08%

				増減 ゾウゲン		12.93		-2.21		0.14		0.03								当期実績 トウキ ジッセキ		455.41961757		77.85154		56.43006		1.68651

																								17.09%

																				H31.3期
経常利益		売上高 ウリアゲ ダカ		粗利率 アラリリツ		販管費 ハンカンヒ		営業外
損益		R2.3期
経常利益

																				+3,288		+197		△449		△737		+11		+2,310



H31.3期	
経常利益	売上高	粗利益	販管費	営業外	
損益	R2.3期	
経常利益	32.880000000000003	30.36	22.99	22.99	







H31.3期	
経常利益	売上高	粗利益	販管費	営業外	
損益	R2.3期	
経常利益	32.880000000000003	1.969220204466313	4.4914802044663196	7.3673000000000002	0.10558999999999986	23.1	





H31.3期	
売上高	不動産	
販売	建材	
販売	不動産	
賃貸	調整額	R2.3期	
売上高	444.52	455.24	455.24	455.38	









H31.3期	
売上高	不動産	
販売	建材	
販売	不動産	
賃貸	調整額	R2.3期	
売上高	444.52	12.930000000000007	2.2100000000000009	0.14000000000000012	3.0000000000001137E-2	455.41	





売上高	H28.3	H29.3	H30.3	H31.3	R2.3	417.06272000000001	439.62732999999997	447.26118000000002	444.52832999999998	455.41960999999998	売上総利益	H28.3	H29.3	H30.3	H31.3	R2.3	72.360259999999997	75.419390000000007	76.439099999999996	80.373829999999998	77.85154	総利益率	H28.3	H29.3	H30.3	H31.3	R2.3	0.17349970766986797	0.17155300604264073	0.17090483909200435	0.18080699153639995	0.17094463718854794	









Sheet5

		累計データ（転記用） ルイケイ テンキ ヨウ

				H28.3								H29.3								H30.3								H31.3								R2.3

				1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q

		売上高 ウリアゲ ダカ								41,706,272		11,101,904		22,614,869		33,645,506		43,962,733		10,195,571		22,289,476		32,389,105		44,726,118		10,341,270		21,268,322		32,758,766		44,452,833		10,550,042		22,769,973		32,817,966		45,541,961

		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ								7,236,026		2,002,364		3,944,828		5,851,564		7,541,939		1,794,746		3,849,151		5,596,040		7,643,910		1,943,250		3,917,111		5,938,957		8,037,383		1,871,435		3,940,965		5,613,288		7,785,154

		累計期間データ（加工後） ルイケイ キカン カコウ ゴ

				H28.3								H29.3								H30.3								H31.3								R2.3

				1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q

				H28.3		H28.3		H28.3		H28.3		H29.3		H29.3		H29.3		H29.3		H30.3		H30.3		H30.3		H30.3		H31.3		H31.3		H31.3		H31.3		R2.3		R2.3		R2.3		R2.3

		売上高 ウリアゲ ダカ								417.1						336.5		439.6						323.9		447.3		103.4		212.7		327.6		444.5		105.5		227.7		328.2		455.4

		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ								72.4						58.5		75.4						56.0		76.4		19.4		39.2		59.4		80.4		18.7		39.4		56.1		77.9

		総利益率 ソウ リエキ リツ								17.3%						17.4%		17.2%						17.3%		17.1%		18.8%		18.4%		18.1%		18.1%		17.7%		17.3%		17.1%		17.1%

		会計期間データ（加工後） カイケイ キカン カコウ ゴ

				H28.3								H29.3								H30.3								H31.3								R2.3

				1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		H31.3
1Q		2Q		3Q		4Q		R2.3
1Q		2Q		3Q		4Q

		売上高 ウリアゲ ダカ		0.0		0.0		0.0		417.1		111.0		115.1		110.3		103.2		102.0		120.9		101.0		123.4		103.4		109.3		114.9		116.9		105.5		122.2		100.5		127.2

		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		0.0		0.0		0.0		72.4		20.0		19.4		19.1		16.9		17.9		20.5		17.5		20.5		19.4		19.7		20.2		21.0		18.7		20.7		16.7		21.7

		総利益率 ソウ リエキ リツ		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		17.3%		18.0%		16.9%		17.3%		16.4%		17.6%		17.0%		17.3%		16.6%		18.8%		18.1%		17.6%		17.9%		17.7%		16.9%		16.6%		17.1%

		単位 タンイ

		100,000

						15.0%

				6		1.0%

						21.0%



売上高	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	H31.3	
1Q	2Q	3Q	4Q	R2.3	
1Q	2Q	3Q	4Q	111.01904	115.12965	110.30637	103.17227	101.95571	120.93904999999999	100.99629	123.37013	103.4127	109.27052	114.90443999999999	116.94067	105.50042000000001	122.19931	100.47993	127.23994999999999	売上総利益	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	H31.3	
1Q	2Q	3Q	4Q	R2.3	
1Q	2Q	3Q	4Q	20.02364	19.42464	19.067360000000001	16.903749999999999	17.94746	20.544049999999999	17.468889999999998	20.4787	19.432500000000001	19.738610000000001	20.21846	20.984259999999999	18.71435	20.6953	16.723230000000001	21.71866	総利益率	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	H31.3	
1Q	2Q	3Q	4Q	R2.3	
1Q	2Q	3Q	4Q	0.1803622153461244	0.16871969992091526	0.17285819486218248	0.16384005120755799	0.17603192601964127	0.16987110449437134	0.1729656604217838	0.16599398898258436	0.18791212297909252	0.18063984686812143	0.17595890985587678	0.17944364437111571	0.17738649760825595	0.16935693008413877	0.1664335355329169	0.17069057320440634	







売上高	H28.3	H29.3	H30.3	H31.3	R2.3	417.06272000000001	439.62732999999997	447.26118000000002	444.52832999999998	455.41960999999998	売上総利益	H28.3	H29.3	H30.3	H31.3	R2.3	72.360259999999997	75.419390000000007	76.439099999999996	80.373829999999998	77.85154	総利益率	H28.3	H29.3	H30.3	H31.3	R2.3	0.17349970766986797	0.17155300604264073	0.17090483909200435	0.18080699153639995	0.17094463718854794	

（億円）











販管費



												(百万円) ヒャクマンエン

								H31.3期 キ		R2.3期 キ		増減 ゾウゲン

				販管費 ハンカンヒ				4,906		5,643		+737																				販管費の主な増加要因 ハンカンヒ ゾウカ ヨウイン

						人件費 ジンケンヒ		3,208		3,412		+204																								前期比 ゼンキヒ

						広告宣伝費 コウコク センデンヒ		536		636		+100																						事業拡大に伴う人員増強 ジギョウ カクダイ トモナ ジンイン ゾウキョウ		+163

						子会社取得関連費用 コガイシャ シュトク カンレン ヒヨウ		-		94		+94																						WEB広告の強化 コウコク キョウカ		+93

						のれん償却費 ショウキャク ヒ		-		68		+68

						その他 タ		937		1,186		+249																						取得した子会社の販管費 シュトク コガイシャ ハンカンヒ		+121

																																		子会社取得関連費用★		+94

																																		のれん償却費		+68







																																		製造経費（労務費、経費）の増加 セイゾウ ケイヒ ロウムヒ ケイヒ ゾウカ		108

















































要約BS2

												（百万円） ヒャクマンエン

								H31.3期 キ		R2.3期 キ		前期比 ゼンキヒ																						単位：百万円 タンイ ヒャクマンエン

				流動資産 リュウドウ シサン				36,127		43,050		+6,923 												H31.3期 キ		R2.3期 キ		前期比 ゼンキヒ				業績予想
2/10公表 ギョウセキ ヨソウ コウヒョウ		業績予想比 ギョウセキ ヨソウ ヒ

						現金及び預金 ゲンキン オヨ ヨキン		10,001		10,351		+350 

						販売用不動産 ハンバイヨウ フドウサン		24,392		30,705		+6,313 								売上高 ウリアゲ ダカ				44,452		45,541		+2.4%				45,150		+0.9%

						その他 タ		1,733		1,993		+260 										 不動産販売 フドウサン ハンバイ		41,212		42,505		+3.1%

				固定資産･繰延資産 コテイ シサン クリノベ シサン				10,737		12,935		+2,198 										 建築材料販売 ケンチク ザイリョウ ハンバイ		2,992		2,775		-7.3%

						有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン		8,932		9,635		+703 										 不動産賃貸 フドウサン チンタイ		248		261		+5.2%

						のれん		-		1,302		+1,302 								営業利益 エイギョウ リエキ				3,131		2,142		-31.6%				2,000		+7.1%

						その他 タ		1,804		1,997		+193 								経常利益 ケイジョウ リエキ				3,288		2,310		-29.7%				2,150		+7.4%

				総資産 ソウシサン				46,864		55,986		+9,121 								親会社株主に帰属する
当期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキ ジュンリエキ				2,065		1,413		-31.6%				1,400		+0.9%

				負債 フサイ				25,740		33,843		+8,102 

						仕入債務 シイ サイム		3,170		3,262		+92 								1株当たり
当期純利益 カブ ア トウキ ジュンリエキ				71.62円		48.84円		-22.78円				48.41円		+0.43円

						有利子負債 ユウリシ フサイ		20,362		28,472		+8,109 								ＲＯＥ
(自己資本利益率)				10.3%		6.6%		-3.71pt

						その他 タ		2,207		2,108		-99 								1株当たり
配当額 カブ ア ハイトウ ガク				18円		23円		+5円

				純資産 ジュンシサン				21,124		22,143		+1,018 								配当性向 ハイトウ セイコウ				25.1%		47.1%		+22.0pt

				負債・純資産 フサイ ジュンシサン				46,864		55,986		+9,121 



																				％と％の比較はptで表示 ヒカク ヒョウジ







																				１株当たり当期純利益 カブ ア トウキ ジュンリエキ				71.62円		48.84円		-22.78円				48.41円		+0.43円

																				1株当たり
当期純利益 カブ ア トウキ ジュンリエキ				71.62円		48.84円		-22.78円				48.41円		+0.43円







































要約CF

												（百万円） ヒャクマンエン

								H31.3期 キ		R2.3期 キ		前期比 ゼンキヒ

				営業活動による
キャッシュ・フロー エイギョウ カツドウ				3,042		△2,546		-5,588		


						税引前利益 ゼイビキマエ リエキ		2,969		2,159		-810

						たな卸資産の増減 オロシ シサン ゾウゲン		1,140		△3,955		-5,095

						法人税等の支払 ホウジンゼイ トウ シハラ		△868		△960		-92

						その他 タ		△199		210		+409

				営業活動による
キャッシュ・フロー エイギョウ カツドウ				△503		△2,520		-2,016		


						有形固定資産の取得 ユウケイ コテイ シサン シュトク		△491		△570		-79

						子会社株式の取得 コガイシャ カブシキ シュトク		-		△1,881		-1,881

						その他 タ		△12		69		+81

				投資活動による
キャッシュ・フロー トウシ カツドウ				△2,351		5,402		+7,753		


						借入金・社債の増減 カリイレ キン シャサイ ゾウゲン		△1,868		5,877		+7,745

						配当金の支払 ハイトウ キン シハラ		△460		△519		-59

						その他 タ		△23		44		+67

				現金及び現金同等物の
期末残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キマツ ザンダカ				10,001		10,336		+335		








セグメント



						不動産販売 フドウサン ハンバイ								（百万円） ヒャクマンエン

										H31.3期 キ		R2.3期 キ		前期比 ゼンキヒ

						売上高 ウリアゲ ダカ				41,212		42,505		+3.1%

								新築住宅販売 シンチク ジュウタク ハンバイ		37,191		38,517		+3.6%

								中古住宅販売 チュウコ ジュウタク ハンバイ		2,397		2,535		+5.8%

								リフォーム		1,624		1,453		-10.5%

						経常利益 ケイジョウ リエキ				2,976		2,013		-32.4%



						建築材料販売 ケンチク ザイリョウ ハンバイ								（百万円） ヒャクマンエン

										H31.3期 キ		R2.3期 キ		前期比 ゼンキヒ

						売上高 ウリアゲ ダカ				6,115		5,894		-3.6%

								外部顧客 ガイブ コキャク		2,992		2,775		-7.3%

								グループ内部 ナイブ		3,123		3,118		-0.2%

						経常利益 ケイジョウ リエキ				151		142		-6.0%





						不動産賃貸 フドウサン チンタイ								（百万円） ヒャクマンエン

										H31.3期 キ		R2.3期 キ		前期比 ゼンキヒ

						売上高 ウリアゲ ダカ				332		346		+4.2%

								外部顧客 ガイブ コキャク		248		261		+5.2%

								グループ内部 ナイブ		83		85		+2.4%

						経常利益 ケイジョウ リエキ				151		172		+13.9%



						運用数量の推移 ウンヨウ スウリョウ スイイ

						賃貸オフィス等 （坪数） チンタイ トウ ツボスウ				2,627		3,003										新築住宅 シンチク ジュウタク				38,814,565,040		87.3%		39,969,916,888		87.8%

						駐車場 （車室数） チュウシャジョウ シャシツ スウ				435		435

																						中古住宅 チュウコ ジュウタク				2,397,794,467		5.4%		2,535,201,551		5.6%

																						建築材料 ケンチク ザイリョウ				2,992,211,921		6.7%		2,775,626,641		6.1%

																						賃貸 チンタイ				248,262,510		0.6%		261,216,677		0.6%

																										44,452,833,938		100.0%		45,541,961,757		100.0%



																						管理収入 カンリ シュウニュウ				1,970,420				1,099,850

																						　"				1,622,109,692				1,452,351,116

																						リフォーム				1,624,080,112				1,453,450,966

																						新築住宅 シンチク ジュウタク				37,190,484,928				38,516,465,922

																						小計 ショウケイ				41,212,359,507				42,505,118,439





セグメント２

						H27.3								H28.3								H29.3								H30.3								H31.3								R2.3

						1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q

				累計期間 ルイケイ キカン

				不動産販売 フドウサン ハンバイ								34,587,410								38,549,066								40,673,836								41,492,209		9,522,175		19,545,336		30,178,831		41,212,359		9,800,186		21,252,775		30,527,748		42,505,118

				不動産販売 フドウサン ハンバイ								2,256,735								2,533,951								2,497,353								2,485,266		664,374		1,362,289		2,136,865		2,976,984		573,653		1,193,408		1,450,210		2,013,639

				利益率 リエキ リツ								6.5%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		6.6%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		6.1%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		6.0%		7.0%		7.0%		7.1%		7.2%		5.9%		5.6%		4.8%		4.7%

				売上前期比 ウリアゲ ゼンキヒ										ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		11.5%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		5.5%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		2.0%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-0.7%		2.9%		8.7%		1.2%		3.1%

				利益前期比 リエキ ゼンキヒ										ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		12.3%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-1.4%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-0.5%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		19.8%		-13.7%		-12.4%		-32.1%		-32.4%



				建築材料 ケンチク ザイリョウ								5,560,094								6,083,457								6,294,456								6,176,413		1,545,649		3,161,027		4,735,688		6,115,684		1,505,577		2,969,818		4,454,509		5,894,204

				建築材料 ケンチク ザイリョウ								153,262								188,552								148,167								147,685		46,664		100,250		135,485		151,461		22,044		62,223		102,621		142,588

				利益率 リエキ リツ								2.8%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		3.1%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		2.4%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		2.4%		3.0%		3.2%		2.9%		2.5%		1.5%		2.1%		2.3%		2.4%

				売上前期比 ウリアゲ ゼンキヒ										ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		9.4%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		3.5%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-1.9%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-1.0%		-2.6%		-6.0%		-5.9%		-3.6%

				利益前期比 リエキ ゼンキヒ										ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		23.0%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-21.4%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-0.3%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		2.6%		-52.8%		-37.9%		-24.3%		-5.9%

				不動産賃貸 フドウサン チンタイ								353,074								345,025								341,007								342,468		84,062		168,724		250,883		332,139		84,905		172,139		257,560		346,602

				不動産賃貸 フドウサン チンタイ								172,670								165,743								155,461								172,519		42,991		84,511		117,091		151,315		41,244		89,440		127,710		172,187

				利益率 リエキ リツ								48.9%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		48.0%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		45.6%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		50.4%		51.1%		50.1%		46.7%		45.6%		48.6%		52.0%		49.6%		49.7%

				売上前期比 ウリアゲ ゼンキヒ										ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-2.3%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-1.2%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		0.4%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-3.0%		1.0%		2.0%		2.7%		4.4%

				利益前期比 リエキ ゼンキヒ										ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-4.0%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-6.2%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		11.0%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-12.3%		-4.1%		5.8%		9.1%		13.8%

				会計期間 カイケイ キカン

				不動産販売 フドウサン ハンバイ																								40,673,836								41,492,209		9,522,175		10,023,161		10,633,495		11,033,528		9,800,186		11,452,589		9,274,973		11,977,370

				不動産販売 フドウサン ハンバイ																								2,497,353								2,485,266		664,374		697,915		774,576		840,119		573,653		619,755		256,802		563,429

				利益率 リエキ リツ								ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		6.1%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		6.0%		7.0%		7.0%		7.3%		7.6%		5.9%		5.4%		2.8%		4.7%

				売上前期比 ウリアゲ ゼンキヒ										ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		2.0%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-73.4%		2.9%		14.3%		-12.8%		8.6%

				利益前期比 リエキ ゼンキヒ										ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-0.5%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-66.2%		-13.7%		-11.2%		-66.8%		-32.9%



				建築材料 ケンチク ザイリョウ																								6,294,456								6,176,413		1,545,649		1,615,378		1,574,661		1,379,996		1,505,577		1,464,241		1,484,691		1,439,695

				建築材料 ケンチク ザイリョウ																								148,167								147,685		46,664		53,586		35,235		15,976		22,044		40,179		40,398		39,967

				利益率 リエキ リツ								ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		2.4%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		2.4%		3.0%		3.3%		2.2%		1.2%		1.5%		2.7%		2.7%		2.8%

				売上前期比 ウリアゲ ゼンキヒ										ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-1.9%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-77.7%		-2.6%		-9.4%		-5.7%		4.3%

				利益前期比 リエキ ゼンキヒ										ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-0.3%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-89.2%		-52.8%		-25.0%		14.7%		150.2%

				不動産賃貸 フドウサン チンタイ																								341,007								342,468		84,062		84,662		82,159		81,256		84,905		87,234		85,421		89,042

				不動産賃貸 フドウサン チンタイ																								155,461								172,519		42,991		41,520		32,580		34,224		41,244		48,196		38,270		44,477

				利益率 リエキ リツ								ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		45.6%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		50.4%		51.1%		49.0%		39.7%		42.1%		48.6%		55.2%		44.8%		50.0%

				売上前期比 ウリアゲ ゼンキヒ										ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		0.4%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-76.3%		1.0%		3.0%		4.0%		9.6%

				利益前期比 リエキ ゼンキヒ										ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		11.0%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-80.2%		-4.1%		16.1%		17.5%		30.0%





株主還元

																														数値確認要。 スウチ カクニン ヨウ

																														見栄えは考慮していないので調整要。 ミバ コウリョ チョウセイ ヨウ

																														（ＰＰも同様） ドウヨウ

						H23.3		H24.3		H25.3		H26.3		H27.3		H28.3		H29.3		H30.3		H31.3		R2.3		R3.3

				当期純利益 トウキ ジュンリエキ		798		941		1,361		1,762		1,567		1,732		1,744		1827		2065		2200				百万円 ヒャクマンエン

				配当総額 ハイトウ ソウガク		191		287		230		230		230		345		402		461		519		?				百万円 ヒャクマンエン

				1株当利益 カブ ア リエキ		27.75		32.72		47.31		61.25		54.47		60.20		60.61		63.48		71.62		76.24

				 １株当たり配当金額（円） カブ ア ハイトウ キンガク エン		6.67		6.67		8.00		8.00		8.00		12.00		14.00		16.00		18.00		23.00				円/株 エン カブ

				記念配当 キネン ハイトウ				3.33																				円/株 エン カブ

				ＥＰＳ		21.08		22.72		39.31		53.25		46.47		48.20		46.61		47.48		53.62		25.84

				 １株当たり当期純利益（円） カブ ア トウキ ジュン リエキ エン		27.75		32.72		47.31		61.25		54.47		60.20		60.61		63.48		71.62		48.84				円/株 エン カブ

				 連結配当性向（％） レンケツ ハイトウ セイコウ		24.0		20.4		16.9		13.1		14.7		19.9		23.1		25.2		25.1		47.1				％

				純利益 ジュンリエキ										1567		1732		1744		1827		2065		2200

				期末自己資本 キマツ ジコ シホン								13,655		15,009		16,448		17,921		19,362		20,294		21,975

				自己資本当期純利益率 ジコ シホン トウキ ジュンリエキ リツ										10.9335752163		11.0118574562		10.148680497		9.8007134619		10.4145652612		10.4095199792

														14,992		16,511		17,847		19,346		20,966		21,975



１株当たり利益・配当金と配当性向の推移

 １株当たり配当金額（円）	H27.3	H28.3	H29.3	H30.3	H31.3	R2.3	8	12	14	16	18	23	記念配当	H27.3	H28.3	H29.3	H30.3	H31.3	R2.3	ＥＰＳ	54.47

60.20

60.61

63.48

71.62

76.24

58.26

H27.3	H28.3	H29.3	H30.3	H31.3	R2.3	46.47	48.2	46.61	47.48	53.620000000000005	25.840000000000003	 １株当たり当期純利益（円）	H27.3	H28.3	H29.3	H30.3	H31.3	R2.3	27.75	32.72	47.31	61.25	54.47	60.2	 連結配当性向（％）	

H27.3	H28.3	H29.3	H30.3	H31.3	R2.3	14.686983660730677	19.933554817275748	23.098498597591156	25.204788909892883	25.132644512705948	47.092547092547086	ＥＰＳ・ＤＰＳ（円）

配当性向　（％）

 １株当たり当期純利益（円）	

H28.3	H29.3	H30.3	H31.3	R2.3	60.2	60.61	63.48	71.62	48.84	 １株当たり配当金額（円）	



H28.3	H29.3	H30.3	H31.3	R2.3	12	14	16	18	23	記念配当	H28.3	H29.3	H30.3	H31.3	R2.3	ＥＰＳ	60.20

60.61

63.48

71.62

76.24

58.26

H28.3	H29.3	H30.3	H31.3	R2.3	48.2	46.61	47.48	53.620000000000005	25.840000000000003	 連結配当性向（％）	



H28.3	H29.3	H30.3	H31.3	R2.3	19.933554817275748	23.098498597591156	25.204788909892883	25.132644512705948	47.092547092547086	

（円）

（％）



 １株当たり当期純利益（円）	

H28.3	H29.3	H30.3	H31.3	R2.3	R3.3	60.2	60.61	63.48	71.62	48.84	 １株当たり配当金額（円）	



H28.3	H29.3	H30.3	H31.3	R2.3	R3.3	12	14	16	18	23	記念配	当	H28.3	H29.3	H30.3	H31.3	R2.3	R3.3	ＥＰＳ	60.20

60.61

63.48

71.62

76.24

58.26

H28.3	H29.3	H30.3	H31.3	R2.3	R3.3	48.2	46.61	47.48	53.620000000000005	25.840000000000003	 連結配当性向（％）	



H28.3	H29.3	H30.3	H31.3	R2.3	19.933554817275748	23.098498597591156	25.204788909892883	25.132644512705948	47.092547092547086	

（円）

（％）





◎売上利益チャート(四半期)  (2)

				３期連続グラフ キ レンゾク

						H25.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H26.3
1Q		
2Q		H26.3
3Q		
4Q		H27.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H28.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H29.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H30.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H31.3
1Q		
2Q		H31.3
1Q		
2Q

				売上高 ウリアゲダカ		81.4		80.8		80.4		82.7		91.0		93.3		92.6		95.7		80.4		98.9		91.2		104.1		99.3		107.2		101.3		109.2		111.0		115.1		110.3		103.1		101.9		120.9		105.4		118.8		103.4		109.2		103.4		109.2

				経常利益 ケイジョウ リエキ		6.6		5.3		6.0		6.0		7.9		7.2		8.0		7.3		4.6		6.0		6.3		8.3		6.9		7.2		7.4		7.0		8.5		7.1		7.4		4.9		5.5		8.2		5.5		8.6		7.4		7.8		7.4		7.8

																																														H29.3
1・2Q		
3・4Q		H30.3
1・2Q		
3・4Q		H31.3
1・2Q				H31.3
1・2Q

																																														226.1		213.4		222.8		224.3		212.6				212.6

																																														15.7		12.3		13.7		14.1		15.3				15.3

																																														H29.3期 キ				H30.3期 キ				H31.3期 キ				R2.3期 キ

																																														上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ

																																												売上高 ウリアゲ ダカ		226.1		213.4		222.8		224.3		212.6		231.8		227.6		227.7

																																												経常利益 ケイジョウ リエキ		15.7		12.3		13.7		14.1		15.3		17.5		13.4		9.6



売上高	

H29.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	H30.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	H31.3	
1Q	
2Q	111	115.1	110.3	103.1	101.9	120.9	105.4	118.8	103.4	109.2	経常利益	

H29.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	H30.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	H31.3	
1Q	
2Q	8.5	7.1	7.4	4.9000000000000004	5.5	8.1999999999999993	5.5	8.6	7.4	7.8	

売上高



経常利益







売上高	

H29.3	
1・2Q	
3・4Q	H30.3	
1・2Q	
3・4Q	H31.3	
1・2Q	226.1	213.4	222.8	224.3	212.6	経常利益	

H29.3	
1・2Q	
3・4Q	H30.3	
1・2Q	
3・4Q	H31.3	
1・2Q	15.7	12.3	13.7	14.1	15.3	

売上高



経常利益







売上高	

上	下	上	下	上	下	上	下	H29.3期	H30.3期	H31.3期	R2.3期	226.1	213.4	222.8	224.3	212.6	231.8	227.6	227.7	経常利益	

上	下	上	下	上	下	上	下	H29.3期	H30.3期	H31.3期	R2.3期	15.7	12.3	13.7	14.1	15.3	17.5	13.4	9.6	

売上高



経常利益









◎売上利益チャート(四半期) 

				３期連続グラフ キ レンゾク

						H25.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H26.3
1Q		
2Q		H26.3
3Q		
4Q		H27.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H28.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H29.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H30.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H31.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q

				売上高 ウリアゲダカ		81.4		80.8		80.4		82.7		91.0		93.3		92.6		95.7		80.4		98.9		91.2		104.1		99.3		107.2		101.3		109.2		111.0		115.1		110.3		103.1		101.9		120.9		105.4		118.8		103.4		109.2		114.9		116.9

				経常利益 ケイジョウ リエキ		6.6		5.3		6.0		6.0		7.9		7.2		8.0		7.3		4.6		6.0		6.3		8.3		6.9		7.2		7.4		7.0		8.5		7.1		7.4		4.9		5.5		8.2		5.5		8.6		7.4		7.8		8.5		9.0

				２期連続グラフ キ レンゾク

						H26.1Q		2Q		3Q		4Q		H27.1Q		2Q

				売上高 ウリアゲダカ		91.0		93.3		92.6		95.7		80.4		98.9

				経常利益 ケイジョウ リエキ		7.9		7.2		8.0		7.3		4.6		6.0



売上高	

H26.1Q	2Q	3Q	4Q	H27.1Q	2Q	90.97354	93.265069999999994	92.649650000000008	95.707049999999995	80.412379999999999	98.906659999999988	経常利益	

H26.1Q	2Q	3Q	4Q	H27.1Q	2Q	7.8905399999999997	7.21434	7.9719000000000007	7.2697900000000004	4.5904199999999999	5.9541300000000001	









売上高	

H30.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	H31.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	101.9	120.9	105.4	118.8	103.4	109.2	114.9	116.9	経常利益	

H30.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	H31.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	5.5	8.1999999999999993	5.5	8.6	7.4	7.8	8.5	9	

売上高



経常利益









◎売上利益チャート(中計) 



		H28.3期 キ		H29.3期 キ		H30.3期 キ		中期計画
(修正) チュウキ ケイカク シュウセイ

		417		439		447		480

		173.0		174.0		182.0		210.0		調整 チョウセイ

		17.3		17.4		18.2		21



売上高	

H28.3期	H29.3期	H30.3期	中期計画	
(修正)	417	439	447	480	当期純利益	17.3

17.4

18.2

21.0



H28.3期	H29.3期	H30.3期	中期計画	
(修正)	173	174	182	210	









◎売上利益の変動要因 

				H31.3期
売上高 キ ウリアゲダカ		不動産
販売 フドウサン ハンバイ		建材
販売 ケン ハンバイ		不動産
賃貸 フドウサン チンタイ		調整額 チョウセイ ガク		R2.3期
売上高 キ ウリアゲダカ						H31.3期
経常利益 キ ケイジョウ リエキ		売上高 ウリア ダカ		粗利益 アラリ エキ		販管費 ハンカンヒ		営業外損益 エイギョウガイ ソンエキ		R2.3期
経常利益 キ ケイジョウ リエキ

						444.52		455.24		455.24		455.38										32.88		30.36		22.99		22.99

				444.52		12.93

作成者: 差額がプラスになるように調整
		2.21		0.14		0.03		455.41						32.88		1.97		4.49		7.37		0.11		23.10

						457.45		457.45		455.38		455.41										34.85		34.85		30.36		23.10

				前期実績 ゼンキ ジッセキ		412.12		61.15		3.32		-32.07								前期実績 ゼンキ ジッセキ		444.52833		80.3738		49.06276		1.57092

				当期実績 トウキ ジッセキ		425.05		58.94		3.46		-32.04												18.08%

				増減 ゾウゲン		12.93		-2.21		0.14		0.03								当期実績 トウキ ジッセキ		455.41961757		77.85154		56.43006		1.68651

																								17.09%



H31.3期	
経常利益	売上高	粗利益	販管費	営業外損益	R2.3期	
経常利益	32.880000000000003	30.36	22.99	22.99	







H31.3期	
経常利益	売上高	粗利益	販管費	営業外損益	R2.3期	
経常利益	32.880000000000003	1.969220204466313	4.4914802044663196	7.3673000000000002	0.10558999999999986	23.1	





H31.3期	
売上高	不動産	
販売	建材	
販売	不動産	
賃貸	調整額	R2.3期	
売上高	444.52	455.24	455.24	455.38	









H31.3期	
売上高	不動産	
販売	建材	
販売	不動産	
賃貸	調整額	R2.3期	
売上高	444.52	12.930000000000007	2.2100	000000000009	0.14000000000000012	3.0000000000001137E-2	455.41	







◎業績チャート(四半期)

						H29.10.18（現在）																																																				ERROR:#REF!

				（四半期）　業績 シハンキ ギョウセキ																																												(億円) オク エン				(億円) オク エン				(億円) オク エン

						H25.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H26.3
1Q		
2Q		H26.3
3Q		
4Q		H27.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H28.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H29.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H30.3
1Q		
2Q		H30.3
1Q		
2Q		H30.3
1Q		
2Q

				売上高 ウリアゲダカ		81.4		80.8		80.4		82.7		91.0		93.3		92.6		95.7		80.4		98.9		91.2		104.1		99.3		107.2		101.3		109.2		111.0		115.1		110.3		103.1		102.0		ERROR:#REF!		102.0		ERROR:#REF!		102.0		ERROR:#REF!

				経常利益 ケイジョウ リエキ		6.6		5.3		6.0		6.0		7.9		7.2		8.0		7.3		4.6		6.0		6.3		8.3		6.9		7.2		7.4		7.0		8.5		7.1		7.4		4.9		5.5		ERROR:#REF!		5.5		ERROR:#REF!		5.5		ERROR:#REF!

								22289.476		1330.199		1378.887		928.242

								22289.476		1330.199		1378.887		928.242

						0

												1378.887		928.242

						0		0		0		1378.887		928.242

								ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

								0		0		1378.887		928.242

								ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

				（四半期） 販売棟数 シハンキ ハンバイ トウスウ

						H25.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H26.3
1Q		
2Q		H26.3
3Q		
4Q		H27.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H28.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H29.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H30.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H31.3
1Q		
2Q

				新築住宅 シンチク ジュウタク																										293		330		317		350		333		352		349		312		306		360		323		352		308		329

				中古住宅 チュウコ ジュウタク																										29		30		28		30		39		36		25		36		30		44		24		40		31		41

								0		0		1378.887		928.242

								0		0		0		0

								0		0		1378.887		928.242

								0.0		0.0		1378.9		928.2

						ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

								0		0		1378.887		928.242

								ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!																																販売棟数 ハンバイ ムネ スウ

																																														H29.3
1・2Q		
3・4Q		H30.3
1・2Q		
3・4Q		H31.3
1・2Q

																																														685		661		666		675		637

																																														75		61		74		64		72

																																														受注棟数 ジュチュウ ムネ スウ

																																																H29.3
1・2Q		
3・4Q		H30.3
1・2Q		
3・4Q		H31.3
1・2Q

																																														新築住宅 シンチク ジュウタク		663		633		673		667		685

																																														中古住宅 チュウコ ジュウタク		70		65		71		66		73

																																																H29.3
1・2Q		
3・4Q		H30.3
1・2Q		
3・4Q		H31.3
1・2Q

																																														販売 ハンバイ		685		661		666		675		637

																																														受注 ジュチュウ		663		633		673		667		685

																																																H29.3期 キ				H30.3期 キ				H31.3期 キ				R2.3期 キ

																																																上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ

																																														販売棟数 ハンバイ トウスウ		685		661		666		675		637		718		683

																																														受注棟数 ジュチュウ トウスウ		663		633		673		667		685		704		674

																																																H30.3期 キ				H31.3期 キ				R2.3期 キ

																																																上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ

																																														販売棟数 ハンバイ トウスウ		666		675		637		718		683

																																														受注棟数 ジュチュウ トウスウ		673		667		685		704		674

																																																H29.3期 キ				H30.3期 キ				H31.3期 キ				R2.3期 キ

																																																上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ

																																														販売棟数 ハンバイ トウスウ		685		661		666		675		637		718		683		658

																																														受注棟数 ジュチュウ トウスウ		663		633		673		667		685		704		674

				（四半期） 販売棟数 シハンキ ハンバイ トウスウ

						H25.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H26.3
1Q		
2Q		H26.3
3Q		
4Q		H27.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H30.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H31.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		R2.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q

				新築住宅 シンチク ジュウタク																										306		360		323		352		308		329		349		369		316		367		279		379



								0		0		0		0

								0		0		0		0

								0		0		0		0

								0.0		0.0		0.0		0.0

						ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

								0		0		0		0





H28.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	H29.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	H30.3	
1Q	
2Q	99.3	107.2	101.3	109.2	111	115.1	110.3	103.1	101.95	0	

H28.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	H29.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	H30.3	
1Q	
2Q	6.9	7.2	7.4	7	8.5	7.1	7.4	4.9000000000000004	5.54	0	

売上高



経常利益







新築住宅	

H29.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	H30.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	H31.3	
1Q	
2Q	333	352	349	312	306	360	323	352	308	329	中古住宅	

H29.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	H30.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	H31.3	
1Q	
2Q	39	36	25	36	30	44	24	40	31	41	









新築住宅	

H29.3	
1・2Q	
3・4Q	H30.3	
1・2Q	
3・4Q	H31.3	
1・2Q	685	661	666	675	637	中古住宅	

H29.3	
1・2Q	
3・4Q	H30.3	
1・2Q	
3・4Q	H31.3	
1・2Q	75	61	74	64	72	









新築住宅	

H29.3	
1・2Q	
3・4Q	H30.3	
1・2Q	
3・4Q	H31.3	
1・2Q	663	633	673	667	685	中古住宅	

H29.3	
1・2Q	
3・4Q	H30.3	
1・2Q	
3・4Q	H31.3	
1・2Q	70	65	71	66	73	









販売棟数	

H29.3	
1・2Q	
3・4Q	H30.3	
1・2Q	
3・4Q	H31.3	
1・2Q	685	661	666	675	637	受注棟数	

H29.3	
1・2Q	
3・4Q	H30.3	
1・2Q	
3・4Q	H31.3	
1・2Q	663	633	673	667	685	







販売棟数	

上	下	上	下	上	下	H29.3期	H30.3期	H31.3期	685	661	666	675	637	718	受注棟数	

上	下	上	下	上	下	H29.3期	H30.3期	H31.3期	663	633	673	667	685	704	







販売棟数	

上	下	上	下	上	H30.3期	H31.3期	R2.3期	666	675	637	718	683	受注棟数	

上	下	上	下	上	H30.3期	H31.3期	R2.3期	673	667	685	704	674	







販売棟数	

上	下	上	下	上	下	上	下	H29.3期	H30.3期	H31.3期	R2.3期	685	661	666	675	637	718	683	658	







H31.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	R2.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	308	329	349	369	316	367	279	379	







増減内訳









								H29.3期 キ		H30.3期 キ		増減 ゾウゲン

						新築住宅他 シンチク ジュウタク ホカ		38,477		38,733		+256

								(1,346)		(1,341)		(   -5)

						中古住宅 チュウコ ジュウタク		2,196		2,295		+99

								(136)		(138)		(   +2)

						宅地分譲 タクチ ブンジョウ		-		463		+463

												+0

						売上計 ウリアゲ ケイ		40,673		41,492		+819

						(　)内は棟数 ナイ ムネ スウ







































★③販管費～特別損益



														(百万円) ヒャクマンエン

				科目 カモク						H31.3期 キ		R2.3期 キ		増減 ゾウゲン

				販売・管理費 ハンバイ カンリヒ				人件費 ジンケンヒ		3,208		3,412		+204

								広告宣伝費 コウコク センデンヒ		536		636		+100

								支払手数料 シハライ テスウリョウ		109		211		+102

								減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		116		130		+14

								のれん償却費 ショウキャク ヒ		-		68		+68

								その他 タ		937		1,186		+249

						計 ケイ				4,906		5,643		+737

				営業外損益 エイギョウガイ ソンエキ		収益 シュウエキエイシュウ		受取手数料 ウケトリ テスウリョウ		161		157		-4

								業務受託手数料 ギョウム ジュタク テスウリョウ		224		226		+2

								その他 タ		38		85		+47

								計 ケイ		423		468		+45

						費用 ヒヨウ		支払利息 シハライ リソク		248		256		+8

								その他 タ		18		43		+25

								計 ケイ		266		299		+33

				特別損益 トクベツ ソンエキ		利益 リエキ		－		-		-		-

								計 ケイ		-		-		-

						損失 ソンシツ		固定資産除却損 コテイ シサン ジョキャク ソン		16		13		-3

								役員退職慰労金		300		-		-300

								投資有価証券評価損 トウシ ユウカ ショウケン ヒョウカ ソン		-		100		+100

								災害損失 サイガイ ソンシツ		-		27		+27

								その他 タ		2		11		+9

								計 ケイ		318		151		-167













利益率









										H31.3期 キ				R2.3期 キ				増減 ゾウゲン

								営業利益（百万円） エイギョウ リエキ ヒャクマンエン		3,131				2,142				-989

								営業利益率(％) エイギョウ リエキ リツ		7.0				4.7				-2.3pt

								経常利益（百万円） ケイジョウ リエキ エイリ		3,288				2,310				-978

								経常利益率(％) ケイジョウ リエキ エイリ リツ		7.4				5.1				-2.3pt

								税引前利益（百万円） ゼイ ヒ マエ リエキ		2,969				2,159				-810

								当期純利益（百万円）※ トウキ ジュンリエキ		2,065				1,413				-652

								当期純利益率(％) トウキ ジュンリエキ リツ		4.6				3.1				-1.5pt









































◎業績チャート(四半期) (A)

						H29.10.18（現在）																																																								ERROR:#REF!

				（四半期）　業績 シハンキ ギョウセキ																																												(億円) オク エン				(億円) オク エン				(億円) オク エン				(億円) オク エン

						H25.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H26.3
1Q		
2Q		H26.3
3Q		
4Q		H27.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H28.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H29.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H30.3
1Q		
2Q		H30.3
1Q		
2Q		H30.3
1Q		
2Q		H30.3
1Q		
2Q

				売上高 ウリアゲダカ		81.4		80.8		80.4		82.7		91.0		93.3		92.6		95.7		80.4		98.9		91.2		104.1		99.3		107.2		101.3		109.2		111.0		115.1		110.3		103.1		102.0		ERROR:#REF!		102.0		ERROR:#REF!		102.0		ERROR:#REF!		102.0		ERROR:#REF!

				経常利益 ケイジョウ リエキ		6.6		5.3		6.0		6.0		7.9		7.2		8.0		7.3		4.6		6.0		6.3		8.3		6.9		7.2		7.4		7.0		8.5		7.1		7.4		4.9		5.5		ERROR:#REF!		5.5		ERROR:#REF!		5.5		ERROR:#REF!		5.5		ERROR:#REF!

								22289.476		1330.199		1378.887		928.242

								22289.476		1330.199		1378.887		928.242

						0

												1378.887		928.242

						0		0		0		1378.887		928.242

								ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

								0		0		1378.887		928.242

								ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

				（四半期） 販売棟数 シハンキ ハンバイ トウスウ

						H25.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H26.3
1Q		
2Q		H26.3
3Q		
4Q		H27.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H28.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H29.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H30.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H31.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q

				新築住宅 シンチク ジュウタク																										293		330		317		350		333		352		349		312		306		360		323		352		308		329		349		369

				中古住宅 チュウコ ジュウタク																										29		30		28		30		39		36		25		36		30		44		24		40		31		41		39		40

								0		0		1378.887		928.242

								0		0		0		0

								0		0		1378.887		928.242

								0.0		0.0		1378.9		928.2

						ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

								0		0		1378.887		928.242

								ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!





H28.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	H29.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	H30.3	
1Q	
2Q	99.3	107.2	101.3	109.2	111	115.1	110.3	103.1	101.95	0	

H28.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	H29.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	H30.3	
1Q	
2Q	6.9	7.2	7.4	7	8.5	7.1	7.4	4.9000000000000004	5.54	0	

売上高



経常利益







新築住宅	

H30.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	H31.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	306	360	323	352	308	329	349	369	中古住宅	

H30.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	H31.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	30	44	24	40	31	41	39	40	











要約BS1

																								(百万円) ヒャクマンエン

				資産の部 シサン ブ				H31.3期 キ		R2.3期 キ		増減 ゾウゲン				負債・純資産の部 フサイ ジュンシサン ブ				H31.3期 キ		R2.3期 キ		増減 ゾウゲン

				流動資産計 リュウドウ シサン ケイ				36,127		43,050		+6,923				流動負債計 リュウドウ フサイ ケイ				22,398		27,352		+4,954

				　現金及び預金 ゲンキン オヨ ヨキン				10,001		10,351		+350				　仕入債務 シイ サイム				3,170		3,262		+92

				　売上債権 ウリアゲ サイケン				547		607		+60				　短期有利子負債 タンキ ユウリシ フサイ				17,877		22,972		+5,095

				　販売用不動産（新築） ハンバイヨウ フドウサン シンチク				22,681		28,650		+5,969				　その他流動負債 タ リュウドウ フサイ				1,351		1,118		-233

				　販売用不動産（中古） ハンバイヨウ フドウサン チュウコ				1,710		2,055		+345				固定負債計 コテイ フサイ ケイ				3,341		6,490		+3,149

				　その他流動資産 タ リュウドウ シサン				1,188		1,387		+199				　長期有利子負債 チョウキ ユウリシ フサイ				2,485		5,499		+3,014

				固定資産計 コテイ シサン ケイ				10,699		12,899		+2,200				　その他固定負債 タ コテイ フサイ				856		991		+135

				　有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン				8,932		9,635		+703				負債合計 フサイ ゴウケイ				25,740		33,842		+8,102

				　その他固定資産 タ コテイ シサン				1,767		3,264		+1,497						株主資本計 カブヌシ シホン ケイ		20,979		21,972		+993

				繰延資産計 ク ノ シサン ケイ				37		35		-2				純資産合計 ジュンシサン ゴウケイ				21,124		22,143		+1,019

				資産合計 シサン ゴウケイ				46,864		55,986		+9,122				負債・純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ				46,864		55,986		+9,122







































































⑦ＣＦ (Ｒ2.3階段グラフ)

										(百万円) ヒャクマンエン																												(百万円) ヒャクマンエン

						H28.9期 キ		H29.9期 キ		増減 ゾウゲン																								18.9月 ガツ		19.9月 ガツ		増減 ゾウゲン						営業活動C・F　主な項目 エイギョウ カツドウ オモ コウモク										H20.3		H21.9期 キ		下端 カタン		上端 ジョウタン		変動値 ヘンドウ チ

		Ⅰ.営業活動によるＣ/Ｆ エイギョウ カツドウ				-1,293		1,378		+2,671																				営業活動によるＣ/Ｆ エイギョウ カツドウ				1,378		-1,293		2,671						税金等調整前当期純利益 ゼイキン トウ チョウセイ マエ トウキ ジュンリエキ		1,562						現預金(期首) ゲンヨキン キシュ		-2,534		1,298		0		10,001				10,001		10,001

				税金等調整前四半期純利益 ゼイキン トウ チョウセイ マエ シ ハンキ ジュンリエキ		1,562		1,370																						投資活動によるＣ/Ｆ トウシ カツドウ				-65		-225		160						たな卸資産の減少額 オロシ シサン ゲンショウ ガク		-2,596						純利益 ジュンリエキ		-2,534		1,298		10,001		2,159		2,159		12,160		12,160

				減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		131		142																						財務活動によるＣ/Ｆ ザイム カツドウ				-142		2,146		-2,288						仕入債務の減少額 シイレ サイム ゲンショウ ガク		-32						減価償却 ゲンカ ショウキャク		-1,243		108		12,160		267		267		12,427		12,427

				売上債権の増加額 ウリアゲ サイケン ゾウカ ガク		-72		-67																						現金等の期首残高 ゲンキン トウ キシュ ザンダカ				9,646		8,410		1,236														運転資金(※) ウンテン シキン		-1,243		108		8,352		4,075		-4,075		12,427		8,352

				たな卸資産の増加額 オロシ シサン ゾウカ ガク		-2,596		291																						現金等の期末残高				0		0		0						投資活動C・F　主な項目 トウシ カツドウ オモ コウモク								その他 タ		-1,243		108		7,455		897		-897		8,352		7,455

				仕入債務の増加額 シイレ サイム ゾウカ ガク		-32		100																																				有形固定資産の購入 ユウケイ コテイ シサン コウニュウ		-186						固定資産 コテイシサン		-1,243		108		6,861		594		-594		7,455		6,861

				法人税等の支払額 ホウジンゼイ トウ シハライ ガク		-694		-494																																												子会社株式他 コガイシャ カブシキ ホカ		-1,243		108		4,935		1,926		-1,926		6,861		4,935

				その他 タ		408		36																																				財務活動C・F　主な項目 ザイム カツドウ オモ コウモク								配当金 ハイトウキン		-1,243		108		4,416		519		-519		4,935		4,416

		Ⅱ.投資活動によるＣ/Ｆ トウシ カツドウ				-225		-65		+160																																										借入金他 カリイレキン タ		-1,243		108		4,416		5,920		5,920		10,336		10,336

				有形固定資産の取得 ユウケイ コテイ シサン シュトク		-186		-43																																												現預金(期末) ゲンヨキン キマツ		-2,534		1,298		0		10,336				10,336

				無形固定資産の取得 ムケイ コテイ シサン シュトク		-14		-3

				有形固定資産の売却による収入 ユウケイ コテイ シサン バイキャク シュウニュウ		-		-

				投資有価証券の取得による支出 トウシ ユウカ ショウケン シュトク シシュツ		-		-

				差入保証金の差入による支出 サ イ ホショウキン サ イ シシュツ		-32		-19

				その他 タ		7		0

		Ⅲ.財務活動によるＣ/Ｆ ザイム カツドウ				2,146		-142		-2,288

				短期借入金の純増減額 タンキ カリイレ キン ジュン ゾウゲンガク		2,111		232

				長期借入による収入 チョウキ カリイレ シュウニュウ		630		418

				長期借入金返済による支出 チョウキ カリイレ キン ヘンサイ シシュツ		-217		-356

				配当金の支払額 ハイトウキン シハライ ガク		-344		-401

				その他 タ		-34		-35

		Ⅳ.現金等の増減額 ゲンキントウ ゾウゲンガク				627		1,171		+544

		Ⅴ.現金等の期首残高 ゲンキン トウ キシュ ザンダカ				7,782		8,475		+693

		Ⅵ.現金等の期末残高				8,410		9,646		+1,236

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































グラフ タイトル



現預金(期首)	純利益	減価償却	運転資金(※)	その他	固定資産	子会社株式他	配当金	借入金他	現預金(期末)	-2534	-2534	-1243	-1243	-1243	-1243	-1243	-1243	-1243	-2534	現預金(期首)	純利益	減価償却	運転資金(※)	その他	固定資産	子会社株式他	配当金	借入金他	現預金(期末)	1298	1298	108	108	108	108	108	108	108	1298	現預金(期首)	純利益	減価償却	運転資金(※)	その他	固定資産	子会社株式他	配当金	借入金他	現預金(期末)	0	10001	12160	8352	7455	6861	4935	4416	4416	0	











現預金(期首)	純利益	減価償却	運転資金(※)	その他	固定資産	子会社株式他	配当金	借入金他	現預金(期末)	10001	2159	267	4075	897	594	1926	519	5920	10336	







実績(棚卸資産)

						H25.3
4Q		H26.3
4Q		H27.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q										H25.3
4Q		H26.3
4Q		H27.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q

				分譲土地 ブンジョウ トチ		427		702		798		754		729		780								新築(完成) シンチク カンセイ		137		105		170		187		210		198

				未成分譲土地 ミセイ ブンジョウ トチ		1055		956		956		869		958		953								中古 チュウコ		64		58		67		64		72		73

						1482		1658		1754		1623		1687		1733



分譲土地	H25.3	
4Q	H26.3	
4Q	H27.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	427	702	798	754	729	780	未成分譲土地	H25.3	
4Q	H26.3	
4Q	H27.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	1055	956	956	869	958	953	新築(完成)	

H25.3	
4Q	H26.3	
4Q	H27.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	137	105	170	187	210	198	中古	

H25.3	
4Q	H26.3	
4Q	H27.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	64	58	67	64	72	73	









⑦ＣＦ

										(百万円) ヒャクマンエン																												(百万円) ヒャクマンエン

						H28.3期 キ		H29.3期 キ		増減 ゾウゲン																								18.9月 ガツ		19.9月 ガツ		増減 ゾウゲン						営業活動C・F　主な項目 エイギョウ カツドウ オモ コウモク

		Ⅰ.営業活動によるＣ/Ｆ エイギョウ カツドウ				101		-2,885		-2,986																				営業活動によるＣ/Ｆ エイギョウ カツドウ				-2,885		101		-2,986						税金等調整前当期純利益 ゼイキン トウ チョウセイ マエ トウキ ジュンリエキ		2,688

				税金等調整前当期純利益 ゼイキン トウ チョウセイ マエ トウ キ ジュンリエキ		2,688		2,548																						投資活動によるＣ/Ｆ トウシ カツドウ				-562		-507		-55						たな卸資産の減少額 オロシ シサン ゲンショウ ガク		-2,095

				減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		244		272																						財務活動によるＣ/Ｆ ザイム カツドウ				4,140		1,575		2,565						仕入債務の減少額 シイレ サイム ゲンショウ ガク		281

				売上債権の増加額 ウリアゲ サイケン ゾウカ ガク		196		-65																						現金等の期首残高 ゲンキン トウ キシュ ザンダカ				7,782		6,614		1,168

				たな卸資産の増加額 オロシ シサン ゾウカ ガク		-2,095		-5,662																						現金等の期末残高				8,475		7,782		693						投資活動C・F　主な項目 トウシ カツドウ オモ コウモク

				仕入債務の増加額 シイレ サイム ゾウカ ガク		281		177																																				有形固定資産の購入 ユウケイ コテイ シサン コウニュウ		-321

				法人税等の支払額 ホウジンゼイ トウ シハライ ガク		-1,006		-1,100

				その他 タ		-207		945																																				財務活動C・F　主な項目 ザイム カツドウ オモ コウモク

		Ⅱ.投資活動によるＣ/Ｆ トウシ カツドウ				-507		-562		-55																																		短期借入金の純増減額 タンキ カリイレ キン ジュン ゾウゲンガク		1,939

				有形固定資産の取得 ユウケイ コテイ シサン シュトク		-321		-487																																				長期借入金の純増減額 チョウキ カリイレ キン ジュン ゾウゲンガク		345

				無形固定資産の取得 ムケイ コテイ シサン シュトク		-16		-20

				投資有価証券の取得 トウシ ユウカ ショウケン シュトク		-214		-

				有形固定資産の売却 ユウケイ コテイ シサン バイキャク		98		6

				差入保証金の差入による支出 サ イ ホショウキン サ イ シシュツ		-49		-52

				その他 タ		-5		-9

		Ⅲ.財務活動によるＣ/Ｆ ザイム カツドウ				1,575		4,140		+2,565

				短期借入金の純増減額 タンキ カリイレ キン ジュン ゾウゲンガク		1,939		4,211

				長期借入による収入 チョウキ カリイレ シュウニュウ		345		805

				長期借入金返済による支出 チョウキ カリイレ キン ヘンサイ シシュツ		-414		-462

				配当金の支払額 ハイトウキン シハライ ガク		-229		-344

				その他 タ		-66		-70

		Ⅳ.現金等の増減額 ゲンキントウ ゾウゲンガク				1,168		692		-476

		Ⅴ.現金等の期首残高 ゲンキン トウ キシュ ザンダカ				6,614		7,782		+1,168

		Ⅵ.現金等の期末残高				7,782		8,475		+693





																																																														(百万円) ヒャクマンエン

																																																						H20.3		H21.9期 キ		H27.3期 キ		H28.3期 キ		H29.3期 キ

																																																				営業ＣＦ エイギョウ		-2,534		1,298		700		101		-2,885

																																																				投資ＣＦ トウシ		-1,243		108		-172		-507		-562

																																																				財務ＣＦ ザイム		3,514		-1,831		531		1,575		4,140

																																																				現金等残 ゲンキントウ ザン		1,066		981		6,614		7,781		7,781







																																																														(百万円) ヒャクマンエン

																																																						H20.3		H21.9期 キ		H27.3期 キ		H28.3期 キ		H29.3期 キ

																																																				営業ＣＦ エイギョウ		-2,534		1,298		700		101		101

																																																				投資ＣＦ トウシ		-1,243		108		-172		-507		-507

																																																				財務ＣＦ ザイム		3,514		-1,831		531		1,575		1,575

																																																				現金等の期末残高 ゲンキントウ キマツ ザンダカ		1,066		981		6,614		7,782		8,475

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ｃ／Ｆの推移

営業ＣＦ	H27.3期	H28.3期	H29.3期	700	101	-2885	投資ＣＦ	H27.3期	H28.3期	H29.3期	-172	-507	-562	財務ＣＦ	H27.3期	H28.3期	H29.3期	531	1575	4140	(百万円)



営業ＣＦ	H27.3期	H28.3期	H29.3期	投資ＣＦ	H27.3期	H28.3期	H29.3期	財務ＣＦ	H27.3期	H28.3期	H29.3期	現金等の期末残高	H27.3期	H28.3期	H29.3期	6614	7782	8475	(百万円)





◎実績(棚卸資産)

																																				受注済含む ジュチュウ ズ フク																						契約済落とす ケイヤク ズ オ

						H27.3
4Q		H28.3
1Q		
2Q		
4Q								H27.3
4Q		H28.3
1Q		
2Q		
2Q		
4Q										H25.3
4Q		H26.3
4Q		H27.3
1Q		
2Q		
3Q		H27.3
4Q		H28.3
1Q		
2Q								H25.3
4Q		H26.3
4Q		H27.3
1Q		
2Q		
3Q		H27.3
4Q		H28.3
1Q		
2Q		
10月 ガツ		
4Q

				分譲土地 ブンジョウ トチ		780		786		726		724						分譲土地 ブンジョウ トチ		780		786		726		726		724								新築(完成) シンチク カンセイ		137		105		170		187		210		198		241		269						新築(完成) シンチク カンセイ		137		94		170		187		210		183		157		228		245		320

				未成分譲土地 ミセイ ブンジョウ トチ		953		1063		1178		1411						未成分譲土地 ミセイ ブンジョウ トチ		953		1063		1178		1178		1411								中古 チュウコ		64		58		67		64		72		73		81		92						中古 チュウコ		64		58		67		64		72		73		81		92

						1,733		1,849		1,904		2,135								1,733		1,849		1,904		1,904		2,135

				在庫月数 ザイコ ツキスウ		1.39		1.37		1.41		1.40						在庫月数 ザイコ ツキスウ		1.39		1.37		1.41		1.41		1.40

				基準販売数(年) キジュン ハンバイ スウ ネン		1,250		1,350		1,350		1,520						基準販売数(年) キジュン ハンバイ スウ ネン		1,250		1,350		1,350		1,350		1,520

						H26.3期 キ		H27.3期 キ		H28.3期 キ		H28.3期末 キ マツ								H26.3期 キ		H27.3期 キ		H28.3期 キ		H29.3期 キ		H29.3期末 キ マツ																																H25.3
4Q		H26.3
4Q		H27.3
4Q		H28.3
4Q

				総区画数 ソウ クカク カズ		1,658		1,733		2,135		2,135						期末在庫 キマツ ザイコ		1,658		1,733		2,135		2,348		2,348																														完成棟数 カンセイ トウスウ		137		94		183		215

				在庫年数 ザイコ ネンスウ		1.42		1.39		1.40		1.40						翌年販売数 ヨクネン ハンバイ スウ		1170		1290		1346		1450		1.62		19.43		ヶ月 ゲツ																										在庫月数 ザイコ ツキスウ		1.47		0.94		1.83		1.70

																																																										販売数(月) ハンバイ スウ ツキ		93		100		100		127

																																																										販売数(月) ハンバイ スウ ツキ		560		600		600		1,520

				分譲土地 ブンジョウ トチ		702		780		724		724						分譲土地 ブンジョウ トチ		702		780		724		874		874

				未成分譲土地 ミセイ ブンジョウ トチ		956		953		1411		1411						未成分譲土地 ミセイ ブンジョウ トチ		956		953		1411		1474		1474

				基準販売数(年) キジュン ハンバイ スウ ネン		1,170		1,250		1,520		1,520						基準販売数(年) キジュン ハンバイ スウ ネン		1,170		1,250		1,380		1,450		1,450



分譲土地	H27.3	
4Q	H28.3	
1Q	
2Q	780	786	726	未成分譲土地	H27.3	
4Q	H28.3	
1Q	
2Q	953	1063	1178	新築(完成)	

H26.3	
4Q	H27.3	
4Q	H28.3	
1Q	
2Q	105	198	241	269	中古	

H26.3	
4Q	H27.3	
4Q	H28.3	
1Q	
2Q	58	73	81	92	







新築(完成)	

H26.3	
4Q	H27.3	
1Q	
2Q	
3Q	H27.3	
4Q	H28.3	
1Q	
2Q	
10月	
4Q	94	170	187	210	183	157	228	245	中古	

H26.3	
4Q	H27.3	
1Q	
2Q	
3Q	H27.3	
4Q	H28.3	
1Q	
2Q	
10月	
4Q	58	67	64	72	73	81	92	







期末在庫数

総区画数	

H26.3期	H27.3期	H28.3期	1658	1733	2135	在庫年数	

H26.3期	H27.3期	H28.3期	1.4170940170940172	1.3864000000000001	1.4046052631578947	









在庫推移

完成棟数	

H26.3	
4Q	H27.3	
4Q	H28.3	
4Q	94	183	215	在庫月数	

H26.3	
4Q	H27.3	
4Q	H28.3	
4Q	0.94	1.83	1.6973684210526314	









分譲土地	H27.3	
4Q	H28.3	
1Q	
2Q	780	786	726	未成分譲土地	H27.3	
4Q	H28.3	
1Q	
2Q	953	1063	1178	期末在庫	

H27.3期	H28.3期	H29.3期	1733	2135	2348	翌年販売数	

H27.3期	H28.3期	H29.3期	1290	1346	1450	









期末在庫	

H27.3期	H28.3期	H29.3期	1733	2135	2348	翌年販売数	

H27.3期	H2	8.3期	H29.3期	1290	1346	1450	









採用
在庫の増加を強調しない




販売棟数

						H25.3
4Q		H27.3期 キ		H28.3期 キ		
2Q		
3Q		H27.3期 キ		H29.3期 キ

				新築 シンチク		137		1170		1290		187		210		1170		1346

				中古 チュウコ		64		112		117		64		72		112		136



新築	

H27.3期	H28.3期	H29.3期	1170	1290	1346	中古	

H27.3期	H28.3期	H29.3期	112	117	136	









Sheet2

								新築住宅 シンチク ジュウタク												中古住宅 チュウコ ジュウタク

						期 キ		1Ｑ		2Ｑ		3Ｑ		4Ｑ		計 ケイ				1Ｑ		2Ｑ		3Ｑ		4Ｑ		計

						H28.3期 キ		293		330		317		350		1,290				29		30		28		30		117

						H29.3期 キ		333		352		349		312		1,346				39		36		25		36		136

																																						H27.3期 キ		H28.3期 キ		H29.3期 キ

																																				　ＲＯＡ(%)		4.5 		4.6 		4.1 

																																				　ＲＯＥ(%)		11.0 		11.0 		10.1 

																																				　借入金比率(%) カリイレ キン ヒリツ		44.3 		44.9 		48.8 

																																				　自己資本比率(%) ジコ シホン ヒリツ		41.9 		41.6 		39.2 

																																				　1株当り純資産(円) カブ ア ジュンシサン エン		521.57 		571.58 		622.78 
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決算概要

経常利益の増減要因

事業拡大に向け、投資を増加

＜売上高、粗利率＞

営業エリアの拡大に向け、埼玉県への進出

やＭ＆Ａを行い、売上高は増加

消費税増税及び台風19号の浸水被害によ

り顧客マインドが冷え込み、販売施策を強

化した影響で粗利率は低下

＜販管費＞

Ｍ＆Ａ関連費用の増加

その他、事業拡大に向けた投資の影響

（百万円）

売上高・粗利率の推移

取得した子会社の販管費 +121

子会社取得関連費用 +95

のれん償却費 +68

事業拡大に伴う人員増強 +163

WEB広告の強化 +9314.0%
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売上高 粗利率


シナリオ

				H29.3		H30.3		H31.3

		社長あいさつ シャチョウ		　グランディハウスの村田でございます。
　本日はご多忙の中、当社決算説明会にお集まりいただき、厚く御礼申しあげます。

　説明に入ります前に、平成２９年３月期は、売上面では９期連続の増収となった一方、
利益面では、当期純利益で２期連続の増益を　かろうじて確保できたものの、
営業減益をまねくこととなり、皆様のご期待に沿えぬ結果となりましたことに対しまして、
この場をおかりしてお詫び申し上げます。

　それでは、平成２９年３月期の決算概要と今後の取り組みについて、ご報告させていただきます。
		　グランディハウスの林でございます。
　本日はご多忙の中、当社決算説明会にお集まりいただき、厚く御礼申しあげます。

　さて私は、前社長の村田のあとを受け、本年４月１日付で代表取締役社長に就任いたしました。

　会長職に就任した村田とともに、新たな飛躍に向けた事業基盤の確立、拡大に、
全力を挙げて取り組んでまいる所存でございますので、
皆さまの一層のご指導・ご鞭撻を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。

　資料の説明に入ります前に、平成３０年３月期は、厳しい環境変化の中で、増収・増益は、かろうじて確保したものの、期初計画の下方修正をまねくこととなり、皆様のご期待に沿えぬ結果となったことを、この場をお借りしてお詫び申し上げます。

　それでは、当期の決算概要と今後の取り組みについて、ご報告させていただきます。
		　グランディハウスの林でございます。

　本日はご多忙の中、当社決算説明会にお集まりいただき、厚く御礼申しあげます。

　それでは、当期の決算概要と今後の取り組みについて、ご報告させていただきます。 



		決算概要
当期業績の概要
・売上高の増減概要
・営業利益、経常利益の増減概要
・当期純利益の増減概要
 ケッサン ガイヨウ トウキ ギョウセキ ガイヨウ ウリアゲ ダカ ゾウゲン ガイヨウ エイギョウ リエキ ケイジョウ リエキ ゾウゲン ガイヨウ トウキ ジュンリエキ ゾウゲン ガイヨウ		　最初に、２ページの「決算の概要」で、ございます。

　当期における戸建住宅の需要は、平成２９年１０月に予定されていた、消費税１０％への増税が再延期されたことで、駆け込み需要による大幅な変動は避けられることとなりましたが、低金利の長期化に伴うインパクトの減少や、消費税増税の延期で、検討期間が長くなるなど慎重さが見られようになりました。
　また、駆け込み需要を見越して、増やした在庫を消化する動きがでるなど、第３四半期末から第４四半期にかけて、受注環境が厳しさを増すこととなりました。
　当社におきましては、一部エリアで、商品在庫の偏在が生じたことで、一時的な受注の停滞を招いたことなどで、業績予想の数値は、未達となりました。
　
以上の結果、当期の売上高は、４３９億 ６千万円、当期純利益は、１７億 ４千万円
となりました。
		　最初に、２ページの「決算の概要」で、ございます。

　平成３０年３月期は、「コア事業の強化」と「ストックビジネス強化」の方針の下で、
計画の達成に向けて取り組んでまいりましたが、
　売上高は、　　４４７億 ２千万円、
　当期純利益は、　１８億 ２千万円　と過去最高となったものの、
営業利益、経常利益は減益となり、また、期初計画の達成には至りませんでした。

　セグメント別では、主力の新築住宅販売において、群馬県 や 重点エリアと位置づけた千葉県柏エリア で伸び悩む結果となり、中古住宅は前年並みとなりました。

　以上の結果、当期は、中期経営計画　最終年度でもありましたが、未達となりました。
新中期経営計画のもとで、早期に　挽回を図ってまいる所存で、ございます。
 		最初に、２ページの「決算の概要」で、ございます。

　当社グループの当期の売上高は、４４４億 ５千万円で　前期比 ０.６％ の減収となりました。
　若干の減収になったものの、主力の新築住宅の販売棟数は、栃木県および群馬県で前期を上回り、グループとしては　１，３５５棟　と過去最高となっております。
　一方、期初計画比では、栃木県で計画を達成したものの、事業拡大を見込んだ茨城、群馬、千葉の各県の販売が伸びず、期初計画を達成するには至りませんでした。

　また、利益面では、前々期・前期と「営業利益」「経常利益」の減益が続いたことに対して
原価低減をはじめとした利益回復に向けた取組みを強化してまいりましたが、この結果、当期は「経常利益」で　３２億 ８千万円 と　前期比 １７.６％　の増益となりました。

　これにより、特損計上で減益予想としていた「当期純利益」についても　２０億 ６千万円
と増益　を確保し、経常利益とともに過去最高益を更新することができました。 



		決算概要
・売上高の増減分析
・経常利益の増減分析
 ケッサン ガイヨウ ウリアゲ ダカ ゾウゲン ブンセキ ケイジョウ リエキ ゾウゲン ブンセキ		次の３ページでは、この結果を、売上高と経常利益の変動要因で、概観いたします。

　左側の図は、売上高の変動要因をセグメント別にみたものでございます。
　
売上高は、不動産販売および建築材料販売が伸びたことで、２２億 ５千万円の増収と
なりましたが、公表値は未達となりました。
　この要因としては、一つには茨城県水戸エリアでの販売不振ですが、これについては、
後ほどご説明いたしますが、営業エリアの再編などの強化策を実施しております。
　二つ目は、群馬県の高崎・前橋エリアにおいて、一時的に在庫が薄くなったことで、販売機会を逸したことでありますが、これについても対策を打っております。

　右側の図は経常利益の変動要因でございますが、経常利益は、５千万円の減益となりました。
　減益となった要因は、事業拡大に向けての人員増等により販売費・管理費が増加する中で、売上は伸びたものの計画に届かず　獲得利益が伸びなかったことと、厳しい事業環境の中で、粗利益（あらりえき）が低下したこと、でございます。 
		　次の３ページでは、売上高　と　経常利益　の変動要因を分析しております。

　まず、左上の図は、売上高の変動をセグメント別に示したものです。

　売上高は、前期比で　７億 ６千万円　増加しておりますが、内訳は、不動産販売事業で　８億 １千万円　増加したことが主な要因です。
　新築住宅の販売棟数は、若干の減少となりましたが、宅地分譲があったことで、増収となっております。

　続いて、左下の図は、経常利益の変動を要因別に示したものです。

　経常利益は、前期比で　９百万円　の減少となりましたが、内訳は、売上高が増収となったことで、１億 ３千万円　の増益要因がありましたが、粗利益の低下と販管費の増加があったことで、全体として、若干の減益となりました。
 		　次の３ページは、売上高　と　経常利益　の変動要因について、でございます。

　左上のグラフは、売上高の変動を　セグメント別にみたものでございます。
　売上高は、「不動産販売」の減収が影響し　２億 ７千万円　のマイナスとなりました。
　これは、新築住宅・中古住宅とも販売棟数はいずれも前期を上回りましたが、前期においては、非定型の取引である　事業者向けの土地販売 ４億６千万円　の計上があり、このことが当期減収の要因となりました。

　なお、右下のグラフに示しますように、当期は新築住宅の「受注棟数」も、前期比　４９棟増の　１，３８９棟　と増加し、過去最高となりました。

　次に、左下のグラフは、「経常利益」の変動要因でございますが、経常利益は、前期比で ４億 ９千万円の増益　となりました。
　これは、売上高の減少がマイナスに作用した一方で、前期から推進してまいりました
原価低減の効果等によって粗利益が改善したこと、広告宣伝費などの販管費が減少したことが、主な要因でございます。 



		決算概要（販管費～特損益）
・主な費目の増減説明
・
⇒利益率には触れていない
 ケッサン ガイヨウ ハンカンヒ トク ソンエキ オモ ヒモク ゾウゲン セツメイ リエキ リツ フ		　次に、４ページの、「販売・管理費」、「営業外損益」、「特別損益」で、ございます。
　販売・管理費は、前期と比較して人件費や、広告宣伝費が増えたことで、３億 ５千万円の
増加となりました。

　営業外収益は、業容の拡大に伴って、手数料収入が増えております。
　営業外費用は、有利子負債が増えたことで支払利息等が増加いたしました。

　特別損益では、収益環境が悪化したコイン・パーキング１カ所と、
栃木県小山市の事業拠点である県南支社の新社屋への移転に伴って遊休化した、旧社屋と土地の減損処理を行っております。

　この結果、当期純利益は、前期と比べ １千万円の微増に止まりました。


		　次の４ページは、「販売・管理費」、「営業外損益」、「特別損益」で、ございます。

　販売・管理費は、前期と比較して　１億 ２千万円　増加しておりますが、
そのうち、広告宣伝費は、
首都圏の顧客層に対してブランドの浸透を図るため、関東全域でのテレビＣＭを行ったことなどで、増加しております。
　同様に、租税公課が増加しておりますが、これは前期において事業拡大に向けた
土地在庫の積み増しを行った結果、固定資産税の負担が増えたことが要因で、ございます。

　営業外損益については、大きな変動はありませんでした。

　特別損益では、事業用不動産の２物件を、減損処理いたしましたが、前期と比較して大幅な減少となりました。

　この結果、当期純利益は増益となりました。
 		　次の４ページは、「販売・管理費」、「営業外損益」、「特別損益」で、ございます。

　「販売・管理費」は、前期比で ４千万円　の減少となりました。

　内訳では、「人件費」が、採用難で増員が進まない状況下で役職員の構成の変化等もあって、減少しました。
また、「広告宣伝費」が、前期に計上した関東全域でのテレビＣＭの放映が無かったことで、
大きく減少しました。
一方、「求人採用費」は、幹部人材の採用や新卒の採用活動の強化により、増加しました。

　営業外収益は、前期の中古物件の火災保険金収入がなくなったことなどで減少し、
営業外費用は、支払利息が、販売用不動産が前期比で減少したことに伴う借入金の減少や借入金利率の低減に取り組んだことで、減少しております。

　特別損益は、創業者の役員退任に伴う「特別功労金」を損失に計上しております。 



				次に、５ページの　連結貸借対照表の「資産の部」について、でございます。
　
　左側の資産の部ですが、資産合計は、主に「販売用不動産」が増加したことで、
前期末と比較して、６１億 ３千万円増加して、４５６億 ８千万円となりました。
　販売用不動産のうち、新築住宅関連の在庫が大きく増加しておりますが、
一昨年あたりから、販売期間が１年以上となる大型物件の取得が増加してきていることが要因で
ございます。

　右側、負債の部では、販売用不動産の在庫が増加したことで、短期有利子負債が増加し、
また栃木県小山市において、県南支社を新築したことで、長期有利子負債が増加することと
なりました。

　純資産の部は、前期末と比較して、
１４億 ９千万円増加して、１８１億 ２千万円となり、
ＲＯＥは、１０.１％、　自己資本比率は、３９.２％となりました。

		　次に、５ページの　貸借対照表　及びキャッシュ・フローについて、でございます。

　資産は、前期と比べ　１５億 ９千万円　増加して　４７２億 ８千万円　となりました。
　流動資産は、主に現金預金と販売用不動産が増加したことで、
前期と比べ１３億３千万円増加しました。

　負債は、前期と比べ　１億 ６千万円増加して　２７７億 ２千万円　となりました。
　短期有利子負債が減少し、長期有利子負債が増加しておりますが、これは、運転資金の一部を、短期借入金から社債に切り替えたことによるものです。

　これらの結果、純資産は前期と比べ　１４億 ３千万円　増加して　１９５億 ５千万円　と
なりました。

　キャッシュ・フローの変動要因については、下の図に示すとおりとなっております。

　決算概要のご説明は、以上とさせていただきまして、
続いて、平成３１年３月期の業績見通しと取り組みについて、ご説明させていただきます。
 		次に、５ページの　貸借対照表　及び　キャッシュ・フローについて、でございます。

　まず、貸借対照表は、資産の部においては、大型分譲地の販売が進んだことで販売用不動産が
減少したことなどにより、資産合計は、４億 １千万円　減少して、４６８億 ６千万円　
となりました。

　負債の部では、販売用不動産の減少に伴って有利子負債が減少したことなどにより、
負債合計で、１９億 ８千万円　減少して、２５７億 ４千万円　となりました。

　純資産の部は、前期末と比較して、１５億 ６千万円増加して、２１１億 ２千万円となりました。

　キャッシュ・フローについては、
営業キャッシュ・フローが 　３０億 ４千万円　のプラス、
投資キャッシュ・フローは 　　５億 　　　円　のマイナス、
財務キャッシュ・フローは 　２３億 ５千万円　のマイナス
となりました。
　この結果、現金等の期末残高は、前期末と比較して、１億 ８千万円　増加して、１００億円
となりました。

　決算概要のご説明は以上とさせていただき、ここからは業績見通しと取り組みについてご説明
させていただきます。 


				　続きまして、６ページの「キャッシュ・フロー計算書」で、ございます。

　営業活動によるキャッシュ・フローは、主にたな卸資産が増加したことで、
２８億 ８千万円のマイナス、

　投資活動によるキャッシュ・フローは、県南支社の新社屋建設などで有形固定資産が増え、
５億 ６千万円のマイナス、

　財務活動によるキャッシュ・フローは、主にたな卸資産が増えたことで、短期借入金が増加し、４１億 ４千万円のプラスとなり、

この結果、現金等の期末残高は、前期末と比較して、６億 ９千万円増加して、
８４億 ７千万円となりました。

　以上で、平成２９年３月期の決算概要のご報告を終わり、
次ページからは「業績見通しと取り組み」について、ご説明させていただきます。



		６ページ　裏
 

　今期の取組のご説明の前に、５月７日に公表いたしました第二次中期経営計画について
その概要をご説明させていただきます。

　前中期経営計画については、さきほど 最終年度である前期の業績 についてご説明いたしました
通り、経営目標を達成できずに終わる結果となりました。
　最大の要因は、シェア開拓の余地が大きく成長が期待された 群馬・千葉 の各県で、
人材の確保や体制の強化が十分と言えなかったことなどにより、計画通り販売を拡大することが
できなかったことです。
　改めてこれらの各県での販売を回復させ、再び成長軌道に回復させることが、
当計画期間における第一の課題であると考えております。

　また、事業環境といたしましては、団塊ジュニア世代も既に４０代半ばを超え、
その下の世代を住宅の第一次取得者層とみた場合、その人口は当社営業エリアで
年２％の割合で減少していく見込みであり、
既に展開しているエリアにおいてシェアを向上していく とともに、
営業エリアの拡大を加速していくことが、生き残りに必須の条件となってまいります。
 		（６ページ　業績見通しと取り組み　表紙）
 
　７ページは、今期の業績見通しで　ございます。
　
　今期におきましては、連結ベースで
　　　売上高　　　４８５億円
　　　営業利益　　　３２億円
　　　経常利益　　　３４億円
　　　当期純利益　　２２億円
を計画しております。
　
　売上高については、前期において期初計画を下回り　減収に終わったことをふまえ、
前期の期初計画　４８０億円に　５億円　を上積みした水準を目指してまいります。

　一方、利益面については、売上高の増加額に比して低い伸びとしておりますが、
これは、現有在庫の状況や　消費税増税を控えた市場環境に加え、
売上目標の達成と　埼玉エリアを含めた今後の事業拡大　に向けて、
先行投資を含めた　相当の人材投資　や　広告宣伝の強化　が
必要となることによるものです。

　今期の 販売目標棟数 といたしましては、
　　　新築住宅は、前期比 １２５棟増の　１,４８０棟
　　　中古住宅は、前期比 　１９棟増の　　 １７０棟
を計画しております。 



				７ページ　裏

　８ページは、今期の業績見通しで　ございます。
　今期におきましては、連結ベースで
　　　売上高　　　４８０億円
　　　営業利益　　　３２億円
　　　経常利益　　　３３億円
　　　当期純利益　　２１億円
を計画しております。
前期の営業減益という結果をふまえまして、利益の回復を最優先課題として取り組み、
改めて、増収増益の継続を目指してまいります。
また、販売棟数の計画といたしましては、
　　　新築住宅は、前期比 １０４棟増の　１,４５０棟
　　　中古住宅は、前期比 ３４棟増の　　　 １７０棟
の計画としております。
　セグメント別の計画、および「不動産販売」セグメントの売上内訳につきましては、
左下の表に示しますとおりでございます。 
　次のページでは、ただ今 ご説明いたしました業績見通しに基づき、今期を最終年度とする
「中期経営計画」の経営目標値を修正させていただくことになりましたので、ご報告いたします。

		　次の８ページは、第二次 中期経営計画 の概要です。

　最終年度である 平成３３年３月期 の経営目標値は、
　　　売上高　　　　　５５０億円
　　　営業利益　　　　　３３億５千万円
　　　経常利益　　　　　３５億円
　　　当期純利益　　　　２２億９千万円
と　しております。

　大きなビジネスモデルの転換は行なっておらず、基本方針、事業戦略とも、前計画から
大きな変更はございませんが、　エリア戦略については、
　　栃木県 のほか 茨城県・群馬県 については、概ね主要商圏に拠点を展開したこと、
　　また、千葉県 については、柏エリアを成長軌道に回復させることが優先課題であることから、
当計画においては「シェア向上エリア」と位置づけて、早期の挽回に取り組みます。
　また、営業エリアの拡大については、
新たに 埼玉県 をターゲットとして、拡大を図ってまいります。

　以上の中期経営計画をふまえ、以下、今期の取組についてご説明させていただきます。 
		　８ページは、「中期経営計画の概要と進捗」でございます。

　ページ左側には、以上ご説明いたしました　前期実績と今期計画に、第二次中期経営計画の
最終年度となる来期の経営目標を加えたグラフを示してございます。

　売上高につきましては、前期において年度計画を達成できず若干の減収に終わったことで、
中計の経営目標の達成に向けては相当の努力を要すると認識しておりますが、
今期の計画を確実に達成して増収の基盤を固めた上で、茨城県南部から千葉県柏エリアを継続的に成長させ、新規エリアとなる埼玉県での販売を拡大させることにより、達成を果たしてまいる所存です。

　一方、経常利益につきましては、前期に期初計画を上まわる増益を達成したことで目標に一歩　近づいておりますが、将来的な成長に備えた人材投資などを考慮しますと　楽観できるものでは　なく、気を引き締めて利益改善に取り組んでまいります。

　第二次中期経営計画の基本方針・戦略の要点につきまして、ページ右側に記載してございますので、ご参照下さい。 



				　平成２７年１１月に公表いたしました「中期経営計画」におきまして、
最終年度である平成３０年３月期の経営目標値は、
　　　売上高　　　　４８０億円
　　　当期純利益　　　２３億円
としておりましたが、
市場環境や今期の販売体制等を総合的に勘案した結果である今期の業績見通しに従い、
　　　売上高は　　　当初目標通りの　　　　　４８０億円
　　　当期純利益は　当初目標より２億円減の　　２１億円
と、利益面において下方修正させていただきました。

　中期経営計画の基本方針と戦略等につきましては基本的な変更はございませんが、
利益の確保に向けた取組を一層強化し、修正後計画の必達に向けて総力を挙げて取り組んでまいる所存でございます。

　次のページからは、各事業の今期の取り組みについてご説明いたします。
　
		　９ページは、今期の業績見通しで　ございます。
　今期におきましては、連結ベースで
　　　売上高　　　４８０億円
　　　営業利益　　　２９億円
　　　経常利益　　　３０億円
　　　当期純利益　　１６億 ８千万円
を計画しております。
　売上高については、前中期経営計画で未達成に終わった当初の目標を、今期で挽回することを
目指しております。一方、利益目標については、市場環境や現有在庫の状況を勘案して、
同計画をやや下回る水準に設定させていただいております。
　また、特別損失の発生が見込まれるため 当期純利益 は、前期を下回る見込となっております。
　今期の 販売棟数 といたしましては、
　　　新築住宅は、前期比 ９９棟増の　１,４４０棟
　　　中古住宅は、前期比 ２２棟増の　　 １６０棟
を計画しております。
　セグメント別の計画、および「不動産販売」セグメントの売上内訳につきましては、左下の表に示しますとおりでございます。
　以下、各事業の今期の取り組みのご説明となりますが、新築住宅の販売 部分に関しましては、
常務取締役　営業本部長　の　石川　より　ご説明申し上げます。 
　常務取締役　営業本部長　の　石川　でございます。
　以下、不動産販売セグメントの取り組みのご説明となりますが、新築住宅の販売面の取り組みについて、私の方からご説明させていただきます。
		　９ページは、新築住宅の「事業の環境」でございます。

　昨年度の　住宅着工数は、前年度比で　０.７％増の　９５万３千戸　となりました。
　内訳としては、貸家が減少している一方、その他の持家、分譲戸建、分譲マンションが増加し、
分譲戸建では消費税増税を見越した動きも出ているとの分析もございます。
　今年度の見通しにつきましては、大手住宅会社による予想の平均では　９２万５千戸　と、
前年度比で減少する予測となっております。

　また、右側のグラフは、住宅ローン金利の指標となる、住宅金融支援機構の「フラット３５」の金利の推移　を示しております。
　「フラット３５」の金利は、昨年末にかけて見られた上昇の動きも反転下落し、
過去最低と言える水準内で推移しております。家賃なみの返済で住宅の取得が可能となっており、
取得環境としては良好な状態が続いております。 



				まず、はじめに不動産販売セグメントについてご説明いたします。
　１０ページは、新築住宅の「事業環境」でございます。

　昨年度の住宅着工数は、前年度に比べ　５.８％増の　９７万 ４千戸となりました。
　これは主に貸家が増加したことによるものですが、戸建分譲住宅についても堅調に推移しました。
今期の住宅着工の見通しにつきましては、持家と分譲住宅は前年度並みと見込まれる一方、
貸家は大幅に減少すると予想されており、大手シンクタンクによる予想の平均では、住宅着工数は　９２万戸となっております。
　当社におきましても、足元の状況等から同様な判断をしております。

　右側には、住宅税制などの住宅取得支援策の状況を記載しております。
　今期は　「住宅ローン減税」　｢すまい給付金制度｣　｢贈与税の非課税枠｣　とも
大きな変更なく継続しており、住宅取得環境としては、良好な状態が続いております。 
　
次の　１１ページは、住宅ローン金利の状況です。

		　１０ページは、新築住宅の「事業環境」でございます。

　昨年度の住宅着工数は、前年度に比べ　２.８％減　の　９４万６千戸　となりました。
　これは主に持家・貸家が減少したことによるものですが、戸建分譲住宅については底堅く
推移しております。
　今期の住宅着工の見通しにつきましては、昨年度並みと予想されており、
大手シンクタンクによる予想の平均では、住宅着工数は　９４万９千戸　となっております。
　当社におきましても、足元の状況等から同様な判断をしておりますが、
来年１０月 に予定される 消費税増税 の駆込み需要 の発生時期や規模によっては、
実需と市中在庫との間に乖離が生じるおそれもございます。

　右側には、住宅税制などの住宅取得支援策の状況を記載しております。
　今期は　「住宅ローン減税」　｢すまい給付金制度｣　｢贈与税の非課税枠｣　とも大きな変更なく継続しており、住宅取得環境としては、良好な状態が続いております。
 		　次の　１０ページは、住宅税制その他の住宅取得支援策　について　でございます。

　住宅取得に関しましては　「住宅ローン減税」「贈与税の非課税枠」「すまい給付金制度」
といった支援策が用意されていますが、これらについては消費税増税後、それぞれ右側に
示します通り、拡充が予定されております。
　また、これらに加えて、一定の基準を満たした住宅については、
新たに「次世代住宅ポイント制度」が設けられる予定です。

　このように、増税に合わせて充実した住宅取得支援策が予定されており、年収や借入額等
によりますが、増税後に購入した方が有利との試算も少なからず出されていることから、
現段階では住宅取得環境への増税による影響は中立的と判断しております。

　一方で、増税を控えて事業者間の競争は厳しさを増すものと思われ、
また、駆け込み需要期待で過剰在庫を抱えた事業者のダンピングなどが懸念されるところであり、
市況を注視してまいります。 



				次の　１１ページは、住宅ローン金利の状況です。

　左側のグラフは、住宅ローン金利の指標となる、住宅金融支援機構の「フラット３５」の金利の推移を示しております。
　平成２８年２月のマイナス金利導入以降、「フラット３５」の金利は、足下で上昇の動きも
見られるものの、過去最低圏内で推移しております。
　アパート賃料ほどで月々のローン返済が可能な水準にあるということで、金利の面からも、
住宅取得には好環境が継続しているところでございます。

　住宅販売に関する指標等については以上のとおりでありますが、これらを市場の環境として
見ますと、顧客サイドにおいて、良好な住宅取得環境が長期間継続してきた結果、
これら各種制度等が住宅購入の動機に与えるインパクトが減少している一方で、
事業者サイドにおいては、良好な取得環境への期待に加え、駆け込み需要を見込んだ土地在庫処分の動きもあって、堅調な着工が続いているという側面があります。

このような両者の動きのミスマッチから、市中在庫が増加する傾向がみられ、事業者の競合は
激しさを増している状況にあります。

　右側には、北関東の経済に関連する数値を参考までに掲載しておりますのでご参照ください。
 

		　次の　１１ページは、住宅ローン金利の状況です。

　左側のグラフは、住宅ローン金利の指標となる、住宅金融支援機構の「フラット３５」の
金利の推移を示しております。

　平成２８年２月のマイナス金利導入以降、「フラット３５」の金利は、
昨年 秋 に上昇の動きも見られたものの、過去最低と言える水準内で推移しております。

　アパート賃料ほどで月々のローン返済が可能な水準にあるということで、
金利の面からも、住宅取得には好環境が継続しているところでございます。

　このように、取得環境としては良好な状態でありますが、戸建分譲住宅に関しては、
実需に先行する指標となる着工数も堅調に推移しており、
事業者間の競合は厳しさを増している状況にあります。

　右側には、北関東の経済に関連する数値を 参考までに掲載しておりますので、ご参照ください。
 		　１１ページからは、新築住宅の取り組みについてでございます。
　先ほどご説明いたしましたとおり、今期の新築住宅の
　　　販売棟数は、　１２５棟増　　の　１，４８０棟　を見込んでおり、
　　　売上高は、　　　３５億円増　の　　　４０７億円
を計画しております。

　当社の営業エリアは、栃木県を中心に、茨城、群馬　の北関東３県　及び　千葉県柏エリア、
今期から販売活動を開始した埼玉県、でございますが、今期のエリア別の販売計画は、
左側　中ほどの表に示すとおりです。
　エリア別では、前期に　前々期比で棟数を伸ばした　栃木県・群馬県　については
伸びを保守的にみる一方、前期計画との乖離が大きかった　茨城県・千葉県　については、
改めて前期計画数ないしその基礎固めを行なう水準まで回復させることを目標としております。

　受注棟数は、前期の第２四半期以降、年換算で概ね　１,４００棟　の水準で推移しており、
前期計画未達となった茨城・群馬・千葉の各県の建て直しと埼玉県での販売が寄与してくることで
十分に達成可能な水準であると考えており、
引き続き、「営業エリアの拡大」と「シェアの向上」を重点方針として取り組んでまいります。 


				１２ページからは、「新築住宅の取り組み」についてでございます。

先ほどご説明しましたとおり、
今期の新築住宅の販売棟数は、　１０４棟増の　１,４５０棟
売上高は、　３１億円増の　   ４０１億円　を計画しております。

今期におきましては、引き続き、営業エリアの拡大とシェアの向上を重点方針として取組むほか、苦戦を強いられた前期における課題への対応に、全社一丸となって取組んでまいります。
販売計画のエリア別の内訳は、右の図に記載のとおりでございます。
　当社の営業エリアは、栃木県を中心に、茨城、群馬の北関東３県　と　千葉県の柏エリア
でございます。
販売計画の棟数におきましては、当社が管掌する栃木県が全体の約半数を占めておりますが、
事業拡大の重点エリアとして注力している茨城県南部から千葉県柏エリアを中心に、販売の拡大を図る計画としております。
		　１２ページからは、新築住宅の「取り組み」についてでございます。

　先ほどもご説明いたしましたとおり、今期の新築住宅の
　　　販売棟数は、　９９ 棟 増の　１,４４０ 棟
　　　売上高は、　　２５ 億円 増の　 ４０３ 億円
を計画しております。

　当社の営業エリアは、栃木県を中心に、茨城、群馬 の北関東３県 と 千葉県の柏エリアと
なっており、販売計画のエリア別の内訳は、右の図に記載のとおりでございます。

　今期は、「シェアの向上」として、特に、前期に計画との乖離が大きく生じた　
群馬県 及び 千葉県柏エリア における販売の回復に、改めて 体制を整えて取り組みます。

　また、「営業エリアの拡大」においては、今期の業績には織り込んでおりませんが、
埼玉県への早期進出に向けて取り組んでまいります。
 		　次の１２ページは、「営業エリアの拡大」についてでございます。

　今期最大のテーマが、埼玉県への進出となります。

　当社は、さいたま市を起点として事業を展開してまいりますが、その市場については、
さいたま市だけで北関東の各県と同等以上の市場規模となっております。
競合が激しい市場でございますがビルダーのシェアが高く、
当社が食い込んでいくことが十分に可能な市場であると考えております。

　これまで、平成３０年４月に開設準備室を設置し、同年１１月には用地仕入拠点として
「さいたま支店」を開設して、さいたま市を中心に用地仕入れを進めてまいりましたが、
当面の目標数の仕入が進んだことで、本年４月に正式に営業部門を組織し、
「埼玉支社」として営業を開始いたしました。

　販売物件は、６月末以降　順次完成してまいりますが、業績への寄与が本格化してくるのは
下期からとなる見通しです。
　今期は、販売棟数で　５０棟　を見込んでおりますが、
販売の早期立ち上げと当社ブランドの同県市場への浸透に、全力を挙げて取り組んでまいります。 


				次の１３ページでは、「営業エリアの拡大」に対する取り組みについてご説明いたします。

当社が重点エリアと位置づけております、「茨城県南部から千葉県柏エリア」は、常磐線沿線　からつくばエクスプレス沿線にかけての、東京通勤圏として発展中の人気エリアでございます。
右下のグラフのとおり、営業エリア拡大の重点エリアと位置付けて以来、当エリアを面的に
カバーする販売体制の強化に取り組み、販売棟数を順調に伸ばしてまいりました。

茨城県南部エリアにおいては、前期から、当社過去最大の ２１１区画の戦略プロジェクトである「よつばの杜」の販売を開始いたしました。前期の完成数は３月完成の １０棟にとどまりましたが、今期からは販売を本格化し、業績にもフルに寄与してまいります。
　販売棟数は、昨年１１月に新設したつくば支店を中心に、月 ５棟、年間 ６０棟　を計画して
おります。来年４月には、徒歩４分の場所に公立の小中一貫校が開校予定であり、教育環境の訴求を強化し、販売促進を図るとともに、関東全域のテレビＣＭで当社ブランドの浸透を図る予定です。

また、千葉県柏エリアでは、数十区画規模の中・大型物件を順次投入する予定であり、これまで不足気味であった商品の在庫数についても、販売に最適と考えております約２ヶ月分の水準を
常時確保できる見通しとなりましたので、販売を加速してまいりたいと考えております。 
		　次の１３ページは、「シェアの向上」に向けた取り組みでございます。

　当社は、ハウスメーカーを除いたビルダー部門の着工棟数ランキングで、北関東 の １位、
栃木県 の １位をはじめ、各営業エリアでトップ１０内にランクインしております。
　右上のグラフに、営業エリアの各県における当社拠点のカバー率とシェアの状況を着工ベースで示しております。　茨城県南部の拠点展開をここ数年で進めた結果、各県とも、拠点のカバー率は概ね ８割に達しており、シェア拡大の余地の大きいエリアを中心に、販売棟数の拡大に向けた　エリア深耕に取り組んでまいります。
　また、前期の目標未達の要因は、群馬県・千葉県などの事業の急拡大を目指したエリアにおいて、人材・組織体制面の強化 が不足していたこと と考えております。

　このため、取組といたしましては、中・長期的な不変の課題ともなりますが、
「人材の確保と育成」と「組織・体制の強化」を、改めて 強力に進めてまいります。
　また、戦略プロジェクトの推進といたしまして、
販売２年目となる 茨城県つくば市の「よつばの杜」に加えて、
栃木県上三川町の「グランビートパーク上三川」の販売促進に取り組みます。
　各プロジェクトの概要は、右下の表に示しますが、「グランビートパーク上三川」の出足の
受注は好調に推移しております。
 		　次の１３ページは、「シェアの向上」に向けた取り組みでございます。

　取組の第一は「子会社の組織・体制の強化」です。
　前期は、栃木県で期初の計画を達成した一方、子会社が管轄する茨城・群馬・千葉の各県に
おいては計画未達に終わりました。計画未達に終わった各県は、当社がシェアを拡大していく余地が大きいエリアでもあり、その建て直しが急務となります。
　このため、この４月で、組織の活性化を目的に、子会社の社長交代を含む役員体制の見直しを
実施しました。事業拡大に向けた人材の確保と育成についても、対応を進めているところでございます。
　次に、戦略的大型分譲地の早期完売です。
　茨城県つくば市の「よつばの杜」は、販売が後半に入り、街並みと立地の良さが再認識され販売が好調に進んでおり、このペースを維持して今期中の完売を目指します。また栃木県上三川町の「グランビートパーク上三川」についても概ね計画通り進捗しておりますが、さらに販売促進に
取り組み、早期完売を目指してまいります。

　また、ますます重要性を増しているネット戦略についても、前期にリニューアルした
ホームページの新機能を活用したアクセス解析と対策を強化するなど、反響数の向上に
取り組んでまいります。

　続きまして次の１４ページからは、新築住宅の生産・商品面の取り組みでございますが、
この部分につきましては、当社　専務取締役　開発本部長の　佐山　より、
ご説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。 
　専務取締役　開発本部長を務めております　佐山　でございます。


				続きまして、次の１４ページは「シェアの向上」に向けた取り組みでございます。
ハウスメーカーを除いたビルダー部門において当社の着工棟数ランキングは、北関東の１位、
栃木県の１位をはじめ、各営業エリアでベスト１０に入っております。
今期の取り組みのひとつは「営業体制の再編」でございます。
前期、茨城県水戸エリア、栃木県県北エリアにおいて、計画通りの受注を確保できなかったことを踏まえ、県域を越えた営業体制の再編を、４月１日付で実施いたしました。
まず、茨城グランディハウス古河支店を、当社県南支社へ移管いたしました。この移管によって、茨城グランディハウスは、重点エリアである茨城県南部と本社のある水戸エリアに集中してエリア深耕に取り組める体制とし、当社県南支社は、栃木県小山エリアとこれに隣接する茨城県西部全体を広域商圏とした事業戦略を　より円滑に展開できる体制といたしました。
当社県南支社につきましては、３月に小山市内の２つの拠点のほか建築部門分室を統合し、　　同市内の商業集積エリアに建設した新社屋での営業をスタートさせております。古河支店の移管とあわせ、さらなる体制強化と効率化を進めてまいります。
　再編の２点目として、当社さくら支店の管掌を、県北支社から本社へ移管いたしました。
この移管は、先ほどの移管と同様、県北支社においては、矢板市以北に集中しエリア深耕を図り、本社においては、宇都宮通勤圏でもあるさくら支店を管掌することにより、宇都宮広域商圏としての相乗効果を狙うものであります。
		　次の１４ページは、「営業エリアの拡大」について　でございます。

　営業エリアの拡大につきましては、中期経営計画に関しご説明いたしました通り、
新たに埼玉県への進出を計画しております。
　なお、埼玉県については、当社 上場以前の建築条件付の土地分譲をメインとしていた時代に、
数年間大宮に出店していた時期がございますが、建売住宅販売に事業転換してからは初めての進出
となります。
　業績への寄与は来期以降を予定しておりますが、早ければ今期中の出店に向けて、既に
開設準備室を設置して、具体的検討を進めております。

　埼玉県の市場規模を 分譲戸建住宅 の着工戸数でみますと、右上の表に示します通り、
約１万５千戸となっており、栃木県の６倍の大規模な市場となっております。
　また、市場の特徴としては、鉄道沿線型の商圏を形成し、住宅の仕様も、北関東の仕様に近い
北部エリアから、狭小面積の物件がメインとなる南部エリアまで幅広いこと、が挙げられます。

　さらに、ビルダーのシェアが高く、競合の厳しいエリアとなっておりますので、
埼玉県の特性にマッチし、かつ、これまで培ってきた当社の強みも活かせる ビジネスモデルを
進出から展開のパターンを含めて決定し、早期進出を目指してまいります。

　以上で、私からのご説明は終了させていただき、次の新築住宅の生産・商品面の取り組みから、
改めて、林 の方からご説明申し上げます。ご清聴、まことにありがとうございました。 


				次の１５ページに移りまして、
「シェアの向上」に関しましては、引き続き、営業力の強化と情報発信の強化に取り組み、
自己開拓営業および反響営業の両面から顧客獲得促進につなげてまいります。

続いて（３）は、前期の課題への対応でございます。
前期下半期に、受注の停滞を招く結果となった拠点間の在庫偏在については、現時点で解消済みでございます。一部に下半期の在庫が薄いエリアがありますが、現在、全力を挙げて対策中でございます。また、拠点間バランスや受注状況に即応できるよう生産体制強化を図ってまいります。

次に、前期、期末にかけての相当の追い込みが必要となったことによる「利益率の低下」に対しましては、期中を通じて利益の早期上積みが必要となってまいりますので、今期期初から、記載の
粗利確保・増加施策に取り組んでおります。

また、茨城　水戸エリア・栃木　県北エリアの販売計画未達に対しましては、先ほどご説明
しました営業体制の再編により、他の拠点へ移管した後の営業エリアに集中してエリア深耕を行うことで受注の回復を目指すとともに、水戸エリアにおいては　ひたちなか市への新規出店を検討中でございます。

		　改めまして、次の１５ページからは、新築住宅の 宅地開発・建築の取り組みについて 
で ございます。

　宅地開発に関しては、土地確保の状況は、前期末の土地在庫で年間販売棟数の約 １.５年分となっており、今期分の土地は ほぼ確保済みで、若干の追加調整を残す程度となっております。
　宅地開発の課題と取組といたしましては、持続的な土地の供給を確保するため、各エリアを熟知した専任者の配置を進めております。また、埼玉県へのエリア拡大に向けた体制の構築においては、開設準備室を設置して、リサーチを進めております。

　また、建築体制については、年間１,５００棟の生産体制を構築しており、今期は１,４５０棟を建築する計画です。
　課題と取組ですが、エリア拡大に向けての体制構築については、既存エリアの業者を中心に技能職の確保を進めております。
　商品開発においては、当社の強みである「街並みづくり」を基本に、「デザイン性」「機能性」「省エネ性」「安全性」の４点を重点テーマとして、マーケティングを強化して商品力の一層の
向上を図ってまいります。また、技能職の高齢化対策としては、木工事の分業化による生産性の
向上に取り組んでおりますが、さらに適用を拡大してまいります。

　これらの取組を継続的に進め、平成３３年３月期までに、年間 ２,０００区画の開発体制と
年間１,８００棟の建築体制　を構築してまいります。
		　１４ページは、「宅地開発」と「建築」の取り組みについて で ございます。
　
宅地開発に関しては、土地確保の状況は、前期末の土地在庫は年間販売棟数の　１.７年分となっており、
前々期と比較して、　０．２年分増加しております。これは、埼玉県及び茨城県で大型物件の確保ができたことに
よるものです。
　今期販売分の仕入は、下期後半のエリアバランスの調整を残す程度で各エリアともほぼ完了しております。新規エリアとなる埼玉県での仕入についても、今期販売分の仕入は、大型分譲地の確保もでき、概ね順調に推移しておりますが、
若干のエリアの偏りがあるため、引き続き、エリア専任者のもとでバランスの取れた仕入に取り組んでまいります。
　宅地開発の課題といたしましては、事業エリアが拡大していく中、各エリア間で、また各エリア内でもバランスの
取れた分譲用地を安定供給することが一層重要となってまいりますので、各エリアの専任担当者の配置に必要な人員の
強化を図ってまいります。また、他社競合が厳しい首都圏での仕入では、スピーディーな対応が重要となりますので、
対応力の強化も図ってまいります。
　
次に、ページ右側の建築体制についてでございますが、
今期は、　年間１，５５０棟　の生産体制の構築を行い、　１，５００棟　を建築する計画です。
　課題と取組ですが、埼玉県及びエリア拡大による生産体制の構築については、既存エリアの業者を中心に
技能職の確保をしてまいります。
　また、商品開発においては、当社の強みである「街並みづくり」を基本に、「デザイン性」「機能性」「省エネ性」「安全性」の４点を重点テーマとして、マーケティングを強化して商品力の一層の向上を図ってまいりましたが、さらに、「オンリーワンの外観デザインとプランニング」にも注力してまいります。
　また、技能職の高齢化対策としては、木工時の分業化による生産性の向上に取り組んでおり、
適用を拡大してまいります。

　これらの取組を進め、第２次中期経営計画の最終年度である令和３年３月期には、
年間２，０００区画　の開発体制と、　年間１，８００棟　の建築体制　を構築してまいります。 


				続きまして次の１６ページからは、宅地開発と生産に関する取り組みでございますが、
この部分につきましては、当社　専務取締役　開発本部長　佐山　より、
ご説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

専務取締役　開発本部長を務めております　佐山　でございます。
はじめに、「宅地開発の取組み」について、ご説明させていただきます。
　まず、宅地の仕入環境ですが、市場にでてくる物件情報量が非常に少なくなっている状況にあります。
市場に出るものは入札になる物件が多く、他社においても仕入れが厳しい状況にあることから、ローコストビルダーからハウスメーカーまで入札に参加してくる状況となっており、分譲素地の価格は上昇傾向にあります。
このような仕入環境の中、市街地中心部での仕入が不十分であったことを含め、エリアバランスを
十分には確保できず拠点間の物件の偏りを生じさせたことが、前期後半に受注の停滞を招き、結果として利益を落とした要因の一つと考えております。
この様な中、今期の取組み方針といたしましては、引き続き、当社の特徴である「開発力」、ページ右上に示します「地域密着型収益フロー」を一層強化して、収益力のアップとエリアバランスの取れた安定的な土地の確保に取り組んでまいります。ページ右下に、前期の直接仕入れ状況を示しますが、直接仕入れ率は、グループ全体で３６％、栃木県内では５２％となっています。栃木県内での直接仕入れ率は上がっておりますが、栃木県外での直接仕入れ率が若干低下し、全体での直接仕入れ率が下がる結果となりました。改めて、栃木県外を中心に　直接仕入率の向上に向けた体制を強化することにより、市場の情報量に左右されずにエリアバランスの取れた　収益力の高い用地を安定的に確保してまいります。
次に、物件の偏りや市街地中心部での仕入不足への具体的対策としては、農地や遊休地の買収提案だけではなく、新たに、老朽化したアパートや集合住宅が建つ土地の買収強化に取り組んでおり、すでに今期の販売物件としても確保しつつあります。
　次に、収益力のアップの一環として、販売期間短縮に向けた工夫と企画力の向上を図ります。様々なお客様のニーズに合わせた区画の大きさと価格のバランスを取り入れ、安価なものからオーダー志向にも対応できる商品バリエーションを整えることで、対策を講じてまいります。
また、開発要員の確保と育成にも、引き続き、取り組んでまいります。
現在の担当者全社合計６４名（内女性開発担当者６名）を早期に１００名体制まで増員する計画です。
この中で、増員と育成に取り組んでいる女性の開発担当者が成長しており、直接仕入部門で活躍しております。女性ならではのソフトできめこまかなアプローチが地権者との関係構築につながるケースも多く、その比率を
２５％に高めていく計画です。


		　次の１６ページでは、商品面の取組 例 を ご紹介しております。

　ページ左側は、栃木県上三川町の「グランビートパーク上三川」、１４１区画の大型分譲地でございます。街区は、３ヵ所の進入路で通り抜けが出来ない、住む方だけの分譲地内道路となり、
子育て世代の家族にとって、安全・安心な分譲地となっております。
　建物については、多様なプランと、１２の外観スタイルを取り入れ、"いろどり"ある街づくりを行なっております。
　また、幅広い顧客ニーズに対応するため、今後の住まいと暮らしの未来を提案する
「ＺＥＨ（ネット ゼロエネルギー ハウス）にＩoＴを融合させた住宅」の新たな取り組みや、
家族で多彩な趣味が楽しめる「土間を愉しむ家」のモデルハウス建設により、
計画期間内での完売を目指してまいります。

　ページ右側には、地域性も考慮して特徴を持たせた外観デザインによる個性的な街づくりと、「プラスアルファの付加価値」としての室内空間の例をご紹介しております。

　今後とも、多様化するニーズに対してマーケティングを強化し、「街並みの付加価値」を含めた魅力ある商品を展開し、販売の促進と顧客満足度の向上に努めてまいります。
 
		　次の１５ページでは、商品面の取組の例をご紹介しています。

　ページ左側上段は、埼玉県進出のオープン分譲地　「モリノネ西大宮」でございます。埼玉県において基本
となる、リビングの天井高　２．７ｍ、床暖房、設備のグレードアップなどを取り入れた上質な商品として
おります。また、当分譲地は、エリア別に共通コンセプトを持たせたエリアプロジェクト分譲地の第一弾として、内外装に木の風合いを取り入れることで、自然の中にいるような心地よさを感じられる住まいとしております。埼玉県においても、エリアのニーズを取り入れた差別化商品の展開によって当社ブランドの浸透を
図ってまいります。
　下段は、「グランソムリエール中久喜７期」　３２区画の分譲地でございます。
第一次分譲街区は、女性設計士　１１名が、女性スタッフ・ママ座談会での意見をもとに、
「家族を感じるスキップリビング」などのプランニングを行い、「暮らしやすさ」「使いやすさ」「デザイン性」を、女性ならではの感性を活かしてプラスオンしたプロジェクトとなっております。

　ページ右上は、「グランドステージ駒生町７期」　２２区画の分譲地でございます。インターロッキング舗装のクルドサックを設け、伝統的な石畳のような街並を演出した安全･安心な分譲地となっております。
　その他　「プラスアルファの付加価値」として、太陽光発電システムを搭載した「スマートタウン」や、
地域性を考慮して特徴を持たせた外観デザインによる個性的な街づくりの例を、ページ右下では、室内付加価値として、家族とのコミュニケーションがコンセプトの「吹抜リビング」、ＬＤＫと庭をつなぐ
「インドアガーデン」などの室内空間例をご紹介しております。

　今後とも、多様化するニーズに対してマーケティングを強化し、「街並みの付加価値」を含めた魅力ある
商品を展開し、販売の促進と顧客満足度の向上に努めてまいります。

　以上、生産関係の取組についての私からのご説明は以上とさせていただき、１６ページからは再度、
林よりご説明申し上げます。ご清聴ありがとうございました。 


				次の１７ページは、「土地の確保状況」でございます。
　前期末の土地在庫数は、２,３４８区画となっており、今期目標達成に十分な量を確保しております。前々期末
との比較では２１３区画増加していますが、これは、戦略的に仕入を行った大型分譲地の増加によるものです。
　左下の在庫推移グラフでは、１.６１年分と例年より多くなっていますが、大型分譲地の来期に繰り越す区画数と、エリアバランスを考慮して繰り越す区画数合わせて５３８区画あり、その区画数をやむを得ない付帯分として除外しますと１,８１０区画、販売予定数の１.２４年分になり、適正範囲内と判断しております。
 
　右上の表は、前期・前々期から仕入れた３０区画以上の物件ですが、宇都宮市のベッドタウンで
日産自動車栃木工場　もある　栃木県上三川町　において、１４１区画の大型分譲地を仕入れております。
過去にも６０区画の大型分譲の実績もあり２期目の大型分譲用地として需要の見込める地域となっております。
　
また、茨城、千葉の拡大重点エリアにおきましても大型分譲地の仕入が進んでおります。
　茨城におきましては、さきほどご説明いたしました「よつばの杜」をはじめ、つくば市並木に２期目となります５６区画を仕入いたしました。
千葉におきましても、３０区画以上の大型分譲用地が５現場となり、過去最高となる仕入を行っております。
エリア的には柏市に集中しておりますが、柏市北部に根戸、中央部には南柏２次・東中新宿・中原、南部には
常盤平、とエリアバランスの取れた仕入になっており、過去にも実績がある地域となっております。
一部販売開始になっている所もあり販売も順調に進んでおります。

　以上、宅地開発の取組みについて説明いたしましたが、今期販売分の仕入は、全体数量としてはほぼ確保して
おりますが、一部、下半期に在庫の薄いエリアが残っており、総力を挙げて対応しているところでございます。
　引き続き、先ほどご説明いたしました取組み方針に基づき、来期以降の販売棟数拡大に向けて、厳選した
優良物件の取得に取り組んでまいります。







		　続きまして、１７ページは不動産販売の「ストック・ビジネス」で、ございます。
　ストック・ビジネス市場は、政府の後押しなど、今後、大きく成長が見込まれる市場でございますが、一方で、新規参入が増えるなど、競合も激化しております。

　当社グループのストック・ビジネスは、
リフォーム事業と中古住宅の流通事業で、ございます。

　まず、リフォーム事業ですが、主なターゲットは、
当社から 新築住宅をご購入いただいた １万 ５千棟の 旧顧客 がベースでございます。
　定期点検や有償・無償でのメンテナンスを通じて、ニーズを把握、受注に繋げており、
売上の８割が 旧顧客 からとなっておりますが、
今期は、営業力を強化し 旧顧客 以外の 外部受注を ３割まで引き上げる計画でございます。
　取り扱う商材は、現在は 太陽光発電装置 が中心ですが、パッケージ商品の開発など、
太陽光以外の比率を高めてまいります。

　また、中古住宅流通事業ですが、市場は、ローコストの新築住宅と中古住宅の価格差が縮小する
傾向が続くなど、厳しい状況にあります。
　エリア選別や商品の企画力を高めることで、引き続き、首都圏エリアを中心に拡大を進め、
今期 １６０棟の販売をめざしてまいります。 

		　それでは改めまして、１６ページは不動産販売の「ストック・ビジネス」で、ございます。

　当社グループのストック・ビジネスは、リフォーム事業と中古住宅の販売事業でございます。
住宅のストック・ビジネスは、政府の重点政策にも挙げられ、今後、成長が見込まれる市場で
ございますが、一方で、新規参入が増えるなど、競合も激化しております。

　まず、リフォーム事業の取り組みですが、現状、当社の新築住宅をご購入いただいたＯＢ客からの受注が ７割を占めており当社の強みとなっておりますが、ＯＢ客以外からの受注を拡大する
取組を進めており、「非ＯＢ客」からの受注割合を ４割まで引き上げる計画でございます。
　また、太陽光発電の　１０年固定買取制度　が今年度で終了しますが、その対策として
「自家消費　需要」の開拓を進めるとともに、価格の安心感を訴求したパッケージ商品の開発など、
太陽光以外の比率を高めてまいります。

　また、中古住宅事業については、販売棟数は、前期比１９棟増の　１７０棟　を計画しており、販売の拡大に向け、完成在庫を　常時８０棟　の水準に増やすとともに、首都圏エリアを中心に
拡大を図ってまいります。
　仕入目標は　２００棟　とし、新規エリアの開拓も行なってまいります。
　また、反響数の増加に向けて引き続きネット対策の強化に取り組みます。 


				次の１８ページでは、今後の主な大型分譲地をご紹介しておりますので、ご参照下さい。










		　次の１８ページは、「建築材料販売」の取り組み でございます。

　木造住宅の着工戸数は、昨年の７月から３月まで、前年同月比で９ヶ月連続のマイナスと、
厳しい受注環境が続いております。
　また、材料価格は木造住宅の着工減により、一時的に安定しておりますが、下期に向けては不透明な状況にあります。

　このような中で、今期は、
売上高　６３億 ５千万円、　セグメント売上高　３１億円　セグメント利益　１億 ５千万円　と、
微増ではありますが、増収・増益を図ってまいります。
　取り組みとしては、
前期において、取引先を選別することでプレカット材加工の操業率が落ちる結果となりましたが、今期は優良顧客の開拓とともに、関連する住設や資材の販売増に取り組んでまいります。

　利益面では、材料価格が高止まっており、販売価格の見直しを進めてまいります。
　また、操業率の向上とコストダウンで、収益性の改善に取り組んでまいります。
 
		　次の１７ページは、建築材料販売の取り組みでございます。

　木造住宅の着工戸数は、貸家の減少が顕著となったものの全体としては下げ止まり、
前期並みの水準となりました。
　また、材料価格は、北米産丸太が　昨年５月以降　値下がりとなり、
製材品価格においても、弱含み　保合い（もちあい）での推移となりました。

　このような中で、今期は、生産余力が限られる中で　当社グループ内への供給増により外部販売が減少することから、セグメント売上高は、　２９億１千万円　と若干の減収を見込んでおります。
　また、販売部門と設計部門の強化による人件費の増加などにより
セグメント利益についても　１億４千万円　と、減益となる見込みでございます。

　今期の取り組みといたしましては、引き続き、　優良顧客の開拓、　住設建材や資材の販売拡大、
　設計の内製率向上による操業率の改善、　輸入材と国産材のバランス運用による原価の低減、
などに取り組んでまいります。 


				次の１９ページからは、建築部門の生産体制と商品戦略について、でございます。

建築部門は、今期、完成棟数　１,４８０棟　と、年間　１,５５０棟　の生産体制の構築を
予定しています。

　期初時点での生産体制は、１,４５０棟であり、計画の達成　および、前期より継続している
茨城県南部から千葉県柏エリアの販売増加に向けて、生産体制の強化に取り組んでまいります。

また、中期的な技能工の高齢化についての対策として、前期に引き続き、若手技能工の確保と
上棟作業の専門班の構築に取り組んでまいります。この取り組みにより「上棟」と「造作」の
工程を分離することで、生産性の効率化、工期短縮、安全性の高い作業環境の構築が可能となってまいります。
　前期の上棟専門班の施工比率は、グループ全体で７０％となり、今期は、この比率を８５％まで引き上げることを目標としてまいります。
　
また、生産性の効率化、工期短縮に加え、各工程ごとの作業の省力化を推進するなど、建築コストの低減も図ってまいります。


		　次に、１９ページの「不動産賃貸」の取り組みで、ございます。

　賃貸事業は、栃木県宇都宮市を中心に、オフィス等の賃貸と、コインパーキング事業を
展開しております。
　エリアにおける事業環境は、オフィス系は、大型物件に品薄感が出ている状況にありますが、
時間貸し駐車場は、増加傾向にあり厳しい状況が続いております。

　このような中で、オフィス等の賃貸可能面積は、前期において、宅地用の土地仕入に関連して
賃貸アパート３棟を取得したことで、運用面積は増加しておりますが、
前期下期にテナントが退店したことで稼働率が下がっておりますので、改善を図ってまいります。

　また、時間貸駐車場については、駐車可能な総台数、車室数の増減は有りませんが、
厳しい競合状況の中で、小まめな料金体系の見直しや、提携先の拡大を継続的に行うことで、
収益の確保の取り組みを進めてまいります。

　しかしながら、今期の計画は、前期後半からオフィス等の空室率が悪化したことが影響し、
セグメント売上高が　２億 ５千万円、セグメント利益が　１億 ６千万円 と、
減収・減益の見通しでございます。 

		　次に、１８ページの「不動産賃貸」の取り組みで、ございます。

　賃貸事業は、栃木県宇都宮市を中心に、オフィス等の賃貸と、コインパーキング事業を展開
しております。エリアにおける事業環境は、オフィス系は　中規模物件等で品薄感が出ている状況にありますが、時間貸し駐車場は　増加傾向にあり、厳しい状況が続いております。

　このような中で、オフィス等の賃貸可能面積は、前期において、宅地の仕入に関連して取得し、一時的に賃貸していた物件を撤去したことなどで、運用面積は減少しておりますが、積極的な
テナント募集と退店防止策の継続など、空室率の改善を図り、収益の改善を図ってまいります。

　また、時間貸駐車場については、前期において、賃貸駐車場１箇所を売却したことで、
駐車可能な車室数が減少しておりますが、厳しい競合状況の中で、小まめな料金体系の見直しや、
提携先の拡大　を継続的に行うことで、収益の確保の取り組みを進めてまいります。

　今期の計画は、若干の運用資産の減少があるものの、
　　　セグメント売上高　　２億 ５千万円
　　　セグメント利益　　　１億 ５千万円
と、前期並みを見通しております。 


				続いて、２０ページからは、商品戦略について、でございます。

商品の取り組みテーマとして、「街並みづくり」を基本に「デザイン性」「機能性」
「省エネ性」「安全性」を４つの重点テーマとして、営業部と連携してマーケティングの一層の
強化を図り、お客様の購入動機やエリアごとの顧客ニーズをとらえ、分譲地ごとにコンセプトを
持たせた商品企画の展開を図ってまいります。
　
ページ左側には、プラスアルファの付加価値として、全棟に太陽光発電システムを搭載し、
光熱費ゼロをテーマにした「スマートタウン」、千葉県柏市の「ソラリスヴィータ柏市中原３期」と、「ソラリスヴィータ柏の葉キャンパス３期」を、ご紹介しております。
　　

ページ右側には、街灯や門灯、エクステリアライトを設置し、夜間の防犯性に配慮した「安全・安心な住まいと街並みづくり」として、プライバシーへの配慮と開放感を両立させた、
栃木県宇都宮市の「ファミリーキャッスル今泉新町」と、
外観デザインとエクステリアデザインにこだわり、街並みとして、ワンランク上の高級感を演出した、群馬県前橋市の「グランプレミアム前橋みなみ」を、ご紹介しております。

		　次の２０ページは　株主還元策で、ございます。

　配当方針につきましては、
第二次中期経営計画から「連結配当性向　２５％　を目標とする」方針としており、
今期の配当につきましては、　前期と同額の　１株当たり　１６円　を予定しております。


　私からのご説明は 以上となりますが、
今期の計画達成 と 第二次中期経営計画の経営目標達成に、全力を挙げて取り組んでまいります
ので、なにとぞ　よろしくお願い申し上げます。


　本日は、ご出席　ならびに　ご清聴いただき、まことに　ありがとうございました。
		　ご説明の最後になりますが、１９ページは　「株主還元策」で、ございます。

　当社は、配当につきましては、連結配当性向の目標を定め、業績に応じた配当を実施することを基本としております。
　この目標につきましては、前期の配当まで、連結配当性向　２５％ としておりましたが、
５月７日にリリースさせていただきました通り、今期の配当から　この目標を引き上げ、
連結配当性向　３０％　とすることを決定しております。

　前期配当については、既にご案内の通り、当初予想の　１株当たり　１６円を、
増益に伴って　２円 増額して　１８円　と決定しております。
　また、令和２年３月期の配当は、ただ今ご説明いたしました目標水準の引き上げに伴い、
１株当たり　２３円　を予定しております。

　最後に、本日ご説明申し上げました 今期計画 を確実に達成して増収の基盤を固めるとともに、中期経営計画の達成　と　持続的な企業価値の向上　に、全力を挙げて取り組んでまいりますので、なにとぞよろしくお願い申し上げます。

　本日は、ご出席ならびにご清聴いただき、まことにありがとうございました。


				次の２１ページは、つくば市の「よつばの杜」の商品面からのご紹介、でございます。

ページ左上の図は、分譲地全体のイメージで、南北と東西に軸線を作り、その交点には新しい街のコミュニティ形成の核となる集会施設を設けてあります。
２１１区画のひとつの街を、２つの軸線によって４つの街区を作り、それぞれ個性的な街並み
づくりを行う４つのエリアにちなんで、幸福の象徴である「四葉のクローバー」をイメージして
プロジェクト名を「よつばの杜」といたしました。

　ページ下部には、「アクティブ・リーフ」エリアと「モダン・リーフ」エリアにおいて前期末に完成した　１次分譲を、ご紹介しております。

ページ右上は、４つの街区においてのデザインコードと、個性的なプランニングを取り入れた、モデルハウスの「多目的土間スペース」や「インナーガレージ」の内観を、ご紹介しております。
また、全棟標準装備とした「制震装置」にも多くの反響が寄せられております。
引き続き、建物と外構のトータルデザインを行い、分譲地としての価値を高め、計画期間内の
完売を目指してまいります。
以上、宅地開発を含め生産関係の取組みについてご説明申し上げましたが、今後とも、多様化するニーズに対してマーケティングを強化し、「街なみづくり」の付加価値を含めた魅力ある商品を展開し、販売促進と顧客満足度の向上に努めてまいります。

【私からのご説明は以上とさせていただき、２２ページからは再度、村田からご説明申し上げます。ご清聴ありがとうございました。】 



				　それでは改めまして、次の２２ページは、中古住宅販売の取り組みについて、であります。
　前期においては、販売の安定化と増加に向けた商品在庫の充実に取組むとともに、前々期の期末に開設した支店において、首都圏エリアにおける事業拡大に取り組んだことで、
販売棟数は、前期と比べ　１９棟増の　１３６棟となりましたが、
一方で、利益面では、計画通りの利益の確保とはならず、減益となりました。
　これは、一部エリアで、ローコスト系新築住宅との競合が想定以上に増加したことや、１年目の首都圏で情報不足や相場感ずれの調整に時間を要したことであります。

　これらのことを踏まえて、今期は、引き続き首都圏での事業拡大に取り組んでまいりますが、
一方で、ローコストの新築住宅が供給過多となるなど市況の軟化が見込まれる地区では、一時的に競合を避けた撤退を行うなど、慎重に個別市場を見極めつつ機動的に対処することによって、
収益力の向上に努めてまいります。

　今期計画の販売棟数は　１７０棟とし、このうち首都圏では　４５棟の販売を計画しております。
これによって、売上高　２８億円、経常利益　１億 ８千万円を目指してまいります。




				　次の２３ページは、建築材料販売の取り組み、でございます。

　木造住宅の着工は前年同月比で、３月まで １５ヶ月連続の増加と、
引き続き需要は堅調に推移しております。
　プレカットの材料価格は、床や下地などに使用する合板材が、高値で推移しておりましたが、
一服感がでてきております。
　一方、梁や柱の材料である横架材、集成材に先高感が出てきており、懸念材料となっております。

　プレカット材の生産能力は、ほぼフル生産の中で、グループ会社への供給も増加する予定
ですので、相手先の選別など、優良顧客へのシフトを進め、収益性を高めてまいります。
　増収の取り組みとしては、営業社員を増員し販売力を高め、引き続きプレカット材以外の
資材販売を強化してまいります。

　これらの取り組みで、セグメントの売上高は　３１億円、セグメント利益　１億 ５千万円を
目指してまいります。


				　　次に、２４ページの「不動産賃貸」の取り組みで、ございます。

賃貸事業では、ページ右側に示しますとおり、オフィス・事務所等の賃貸は、主に宇都宮市を
中心に １３カ所、１,９００坪の運用となっておりますが、入居率は概ね９０％以上を維持して
おります。

また、コインパーキング事業は、宇都宮市等で １０カ所、車室数 ３２８台の運用となって
おりますが、近年、市街地におきまして、老朽化した建物が、コインパーキングに変わる事例が
多く、競合が厳しくなってきております。

このような中で、前期は、運用資産が減少したことで、減収・減益となりましたが、
今期においても、新たな運用資産の取得を予定していないことから、若干の増収・増益に止まる
見通しであり、既存資産の収益力の向上を図ることで、
セグメントの売上高は　２億 ６千万円、セグメント利益　１億 ６千万円 を達成してまいります。
 



				
ご説明の最後になりますが、２５ページは　株主還元策で、ございます。

配当方針につきましては、
「業績に応じた配当を実施することを基本として、連結配当性向　２０％　を目標とする」
方針としております。
　前期につきましては、当初前提といたしました利益を達成するに至りませんでしたが、
公表予想を維持し、　１株当たり　１４円　とさせていただきました。
また、今期の配当につきましては、５月８日に公表させていただいたとおり、連結配当性向　
２１.９％　となる、１株当たり　１６円　を予定しております。

　最後に、本日ご説明申し上げました 今期計画 を達成することはもちろん、持続的な企業価値の
向上に、全力を挙げて取り組んでまいりますので、なにとぞ　よろしくお願い申し上げます。
　本日は、ご出席　ならびに　ご清聴いただき、まことに　ありがとうございました。






②決算概要

				2		13.75		11		11		10		0.54		10.75		0.54		10.75

																				(百万円) ヒャクマンエン

								H31.3期 キ		R2.3期 キ		前期比 ゼンキヒ				期初計画 キショ ケイカク				修正計画 シュウセイ ケイカク



				売上高 ウリアゲ ダカ				44,452		45,541		+2.4%				48,500				45,150

						 不動産販売 フドウサン ハンバイ		41,212		42,505		+3.1%				45,340				41,990

						 建築材料販売 ケンチク ザイリョウ ハンバイ		2,992		2,775		-7.3%				2,910				2,910

						 不動産賃貸 フドウサン チンタイ		248		261		+5.2%				250				250

				営業利益 エイギョウ リエキ				3,131		2,142		-31.6%				3,200				2,000

				経常利益 ケイジョウ リエキ				3,288		2,310		-29.7%				3,400				2,150

						 不動産販売 フドウサン ハンバイ		2,976		2,013		-32.4%				3,105				1,855

						 建築材料販売 ケンチク ザイリョウ ハンバイ		151		142		-6.0%				140				140

						 不動産賃貸 フドウサン チンタイ		151		172		+13.9%				155				155

				当期純利益※ トウキ ジュンリエキ				2,065		1,413		-31.6%				2,200				1,400



				ＥＰＳ				71.62円		48.84円		-22.78円				76.24円				48.41円

				ＲＯＥ				10.3%		6.6%		-3.71pt				10.4%				6.5%

				1株配当 カブ ハイトウ				18円		23円		+5円				23円				23円

				配当性向 ハイトウ セイコウ				25.1%		47.1%		+22.0pt				30.2%				47.5%



												％と％の比較はptで表示 ヒカク ヒョウジ





























②概要



																		（百万円） ヒャクマンエン

								H31.3期 キ		R2.3期 キ		前期比 ゼンキヒ				業績予想
2/10公表 ギョウセキ ヨソウ コウヒョウ		業績予想比 ギョウセキ ヨソウ ヒ

				売上高 ウリアゲ ダカ				44,452		45,541		+2.4%				45,150		+0.9%

						不動産販売 フドウサン ハンバイ		41,212		42,505		+3.1%

						建築材料販売 ケンチク ザイリョウ ハンバイ		2,992		2,775		-7.3%

						不動産賃貸 フドウサン チンタイ		248		261		+5.2%

				営業利益 エイギョウ リエキ				3,131		2,142		-31.6%				2,000		+7.1%

				経常利益 ケイジョウ リエキ				3,288		2,310		-29.7%				2,150		+7.4%

				親会社株主に帰属する
当期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキ ジュンリエキ				2,065		1,413		-31.6%				1,400		+0.9%



				1株当たり
当期純利益 カブ ア トウキ ジュンリエキ				71.62円		48.84円		-22.78円				48.41円		+0.43円

				ＲＯＥ
(自己資本利益率)				10.3%		6.6%		-3.71pt

				1株当たり
配当額 カブ ア ハイトウ ガク				18円		23円		+5円

				配当性向 ハイトウ セイコウ				25.1%		47.1%		+22.0pt





				％と％の比較はptで表示 ヒカク ヒョウジ

				１株当たり当期純利益 カブ ア トウキ ジュンリエキ				71.62円		48.84円		-22.78円				48.41円		+0.43円

				1株当たり
当期純利益 カブ ア トウキ ジュンリエキ				71.62円		48.84円		-22.78円				48.41円		+0.43円





























②2決算概要



																		単位：百万円 タンイ ヒャクマンエン																		（百万円） ヒャクマンエン

								H31.3期 キ		R2.3期 キ		前期比 ゼンキヒ				業績予想
2/10公表 ギョウセキ ヨソウ コウヒョウ		業績予想比 ギョウセキ ヨソウ ヒ								H31.3期 キ		R2.3期 キ		前期比 ゼンキヒ				業績予想
2/10公表 ギョウセキ ヨソウ コウヒョウ		業績予想比 ギョウセキ ヨソウ ヒ



				売上高 ウリアゲ ダカ				44,452		45,541		+2.4%				45,150		+0.9%				売上高 ウリアゲ ダカ				44,452		45,541		+2.4%				45,150		+0.9%

						 不動産販売 フドウサン ハンバイ		41,212		42,505		+3.1%												不動産販売 フドウサン ハンバイ		41,212		42,505		+3.1%

						 建築材料販売 ケンチク ザイリョウ ハンバイ		2,992		2,775		-7.3%												建築材料販売 ケンチク ザイリョウ ハンバイ		2,992		2,775		-7.3%

						 不動産賃貸 フドウサン チンタイ		248		261		+5.2%												不動産賃貸 フドウサン チンタイ		248		261		+5.2%

				営業利益 エイギョウ リエキ				3,131		2,142		-31.6%				2,000		+7.1%				営業利益 エイギョウ リエキ				3,131		2,142		-31.6%				2,000		+7.1%

				経常利益 ケイジョウ リエキ				3,288		2,310		-29.7%				2,150		+7.4%				経常利益 ケイジョウ リエキ				3,288		2,310		-29.7%				2,150		+7.4%

				親会社株主に帰属する
当期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキ ジュンリエキ				2,065		1,413		-31.6%				1,400		+0.9%				親会社株主に帰属する
当期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキ ジュンリエキ				2,065		1,413		-31.6%				1,400		+0.9%



				1株当たり
当期純利益 カブ ア トウキ ジュンリエキ				71.62円		48.84円		-22.78円				48.41円		48.41円				1株当たり
当期純利益 カブ ア トウキ ジュンリエキ				71.62円		48.84円		-22.78円				48.41円		+0.43円

				ＲＯＥ				10.3%		6.6%		-3.71pt				6.5%		6.5%				ＲＯＥ
(自己資本利益率)				10.3%		6.6%		-3.71pt

				1株当たり
配当額 カブ ア ハイトウ ガク				18円		23円		+5円				23円		23円				1株当たり
配当額 カブ ア ハイトウ ガク				18円		23円		+5円

				配当性向 ハイトウ セイコウ				25.1%		47.1%		+22.0pt				47.5%		47.5%				配当性向 ハイトウ セイコウ				25.1%		47.1%		+22.0pt



												％と％の比較はptで表示 ヒカク ヒョウジ

																						％と％の比較はptで表示 ヒカク ヒョウジ







				1株当たり
当期純利益 カブ ア トウキ ジュンリエキ				71.62円		48.84円		-22.78円				48.41円		48.41円				１株当たり当期純利益 カブ ア トウキ ジュンリエキ				71.62円		48.84円		-22.78円				48.41円		+0.43円

				1株当たり
当期純利益 カブ ア トウキ ジュンリエキ				71.62円		48.84円		-22.78円				48.41円		48.41円				1株当たり
当期純利益 カブ ア トウキ ジュンリエキ				71.62円		48.84円		-22.78円				48.41円		+0.43円





























経常分析

				H31.3期
売上高 キ ウリアゲダカ		不動産
販売 フドウサン ハンバイ		建材
販売 ケン ハンバイ		不動産
賃貸 フドウサン チンタイ		調整額 チョウセイ ガク		R2.3期
売上高 キ ウリアゲダカ						H31.3期
経常利益 キ ケイジョウ リエキ		売上高 ウリア ダカ		粗利益 アラリ エキ		販管費 ハンカンヒ		営業外
損益 エイギョウガイ ソンエキ		R2.3期
経常利益 キ ケイジョウ リエキ

						444.52		455.24		455.24		455.38										32.88		30.36		22.99		22.99

				444.52		12.93

作成者: 差額がプラスになるように調整
		2.21		0.14		0.03		455.41						32.88		1.97		4.49		7.37		0.11		23.10

						457.45		457.45		455.38		455.41										34.85		34.85		30.36		23.10

				前期実績 ゼンキ ジッセキ		412.12		61.15		3.32		-32.07								前期実績 ゼンキ ジッセキ		444.52833		80.3738		49.06276		1.57092

				当期実績 トウキ ジッセキ		425.05		58.94		3.46		-32.04												18.08%

				増減 ゾウゲン		12.93		-2.21		0.14		0.03								当期実績 トウキ ジッセキ		455.41961757		77.85154		56.43006		1.68651

																								17.09%

																				H31.3期
経常利益		売上高 ウリアゲ ダカ		粗利率 アラリリツ		販管費 ハンカンヒ		営業外
損益		R2.3期
経常利益

																				+3,288		+197		△449		△737		+11		+2,310



H31.3期	
経常利益	売上高	粗利益	販管費	営業外	
損益	R2.3期	
経常利益	32.880000000000003	30.36	22.99	22.99	







H31.3期	
経常利益	売上高	粗利益	販管費	営業外	
損益	R2.3期	
経常利益	32.880000000000003	1.969220204466313	4.4914802044663196	7.3673000000000002	0.10558999999999986	23.1	





H31.3期	
売上高	不動産	
販売	建材	
販売	不動産	
賃貸	調整額	R2.3期	
売上高	444.52	455.24	455.24	455.38	









H31.3期	
売上高	不動産	
販売	建材	
販売	不動産	
賃貸	調整額	R2.3期	
売上高	444.52	12.930000000000007	2.2100000000000009	0.14000000000000012	3.0000000000001137E-2	455.41	





売上高	H28.3	H29.3	H30.3	H31.3	R2.3	417.06272000000001	439.62732999999997	447.26118000000002	444.52832999999998	455.41960999999998	売上総利益	H28.3	H29.3	H30.3	H31.3	R2.3	72.360259999999997	75.419390000000007	76.439099999999996	80.373829999999998	77.85154	総利益率	H28.3	H29.3	H30.3	H31.3	R2.3	0.17349970766986797	0.17155300604264073	0.17090483909200435	0.18080699153639995	0.17094463718854794	









Sheet5

		累計データ（転記用） ルイケイ テンキ ヨウ

				H28.3								H29.3								H30.3								H31.3								R2.3

				1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q

		売上高 ウリアゲ ダカ								41,706,272		11,101,904		22,614,869		33,645,506		43,962,733		10,195,571		22,289,476		32,389,105		44,726,118		10,341,270		21,268,322		32,758,766		44,452,833		10,550,042		22,769,973		32,817,966		45,541,961

		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ								7,236,026		2,002,364		3,944,828		5,851,564		7,541,939		1,794,746		3,849,151		5,596,040		7,643,910		1,943,250		3,917,111		5,938,957		8,037,383		1,871,435		3,940,965		5,613,288		7,785,154

		累計期間データ（加工後） ルイケイ キカン カコウ ゴ

				H28.3								H29.3								H30.3								H31.3								R2.3

				1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q

				H28.3		H28.3		H28.3		H28.3		H29.3		H29.3		H29.3		H29.3		H30.3		H30.3		H30.3		H30.3		H31.3		H31.3		H31.3		H31.3		R2.3		R2.3		R2.3		R2.3

		売上高 ウリアゲ ダカ								417.1						336.5		439.6						323.9		447.3		103.4		212.7		327.6		444.5		105.5		227.7		328.2		455.4

		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ								72.4						58.5		75.4						56.0		76.4		19.4		39.2		59.4		80.4		18.7		39.4		56.1		77.9

		総利益率 ソウ リエキ リツ								17.3%						17.4%		17.2%						17.3%		17.1%		18.8%		18.4%		18.1%		18.1%		17.7%		17.3%		17.1%		17.1%

		会計期間データ（加工後） カイケイ キカン カコウ ゴ

				H28.3								H29.3								H30.3								H31.3								R2.3

				1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		H31.3
1Q		2Q		3Q		4Q		R2.3
1Q		2Q		3Q		4Q

		売上高 ウリアゲ ダカ		0.0		0.0		0.0		417.1		111.0		115.1		110.3		103.2		102.0		120.9		101.0		123.4		103.4		109.3		114.9		116.9		105.5		122.2		100.5		127.2

		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		0.0		0.0		0.0		72.4		20.0		19.4		19.1		16.9		17.9		20.5		17.5		20.5		19.4		19.7		20.2		21.0		18.7		20.7		16.7		21.7

		総利益率 ソウ リエキ リツ		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		17.3%		18.0%		16.9%		17.3%		16.4%		17.6%		17.0%		17.3%		16.6%		18.8%		18.1%		17.6%		17.9%		17.7%		16.9%		16.6%		17.1%

		単位 タンイ

		100,000

						15.0%

				6		1.0%

						21.0%



売上高	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	H31.3	
1Q	2Q	3Q	4Q	R2.3	
1Q	2Q	3Q	4Q	111.01904	115.12965	110.30637	103.17227	101.95571	120.93904999999999	100.99629	123.37013	103.4127	109.27052	114.90443999999999	116.94067	105.50042000000001	122.19931	100.47993	127.23994999999999	売上総利益	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	H31.3	
1Q	2Q	3Q	4Q	R2.3	
1Q	2Q	3Q	4Q	20.02364	19.42464	19.067360000000001	16.903749999999999	17.94746	20.544049999999999	17.468889999999998	20.4787	19.432500000000001	19.738610000000001	20.21846	20.984259999999999	18.71435	20.6953	16.723230000000001	21.71866	総利益率	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	H31.3	
1Q	2Q	3Q	4Q	R2.3	
1Q	2Q	3Q	4Q	0.1803622153461244	0.16871969992091526	0.17285819486218248	0.16384005120755799	0.17603192601964127	0.16987110449437134	0.1729656604217838	0.16599398898258436	0.18791212297909252	0.18063984686812143	0.17595890985587678	0.17944364437111571	0.17738649760825595	0.16935693008413877	0.1664335355329169	0.17069057320440634	







売上高	H28.3	H29.3	H30.3	H31.3	R2.3	417.06272000000001	439.62732999999997	447.26118000000002	444.52832999999998	455.41960999999998	売上総利益	H28.3	H29.3	H30.3	H31.3	R2.3	72.360259999999997	75.419390000000007	76.439099999999996	80.373829999999998	77.85154	総利益率	H28.3	H29.3	H30.3	H31.3	R2.3	0.17349970766986797	0.17155300604264073	0.17090483909200435	0.18080699153639995	0.17094463718854794	

（億円）











販管費



												(百万円) ヒャクマンエン

								H31.3期 キ		R2.3期 キ		増減 ゾウゲン

				販管費 ハンカンヒ				4,906		5,643		+737																				販管費の主な増加要因 ハンカンヒ ゾウカ ヨウイン

						人件費 ジンケンヒ		3,208		3,412		+204																								前期比 ゼンキヒ

						広告宣伝費 コウコク センデンヒ		536		636		+100																						事業拡大に伴う人員増強 ジギョウ カクダイ トモナ ジンイン ゾウキョウ		+163

						子会社取得関連費用 コガイシャ シュトク カンレン ヒヨウ		-		94		+94																						WEB広告の強化 コウコク キョウカ		+93

						のれん償却費 ショウキャク ヒ		-		68		+68

						その他 タ		937		1,186		+249																						取得した子会社の販管費 シュトク コガイシャ ハンカンヒ		+121

																																		子会社取得関連費用		+95

																																		のれん償却費		+68







																																		製造経費（労務費、経費）の増加 セイゾウ ケイヒ ロウムヒ ケイヒ ゾウカ		108

















































要約BS2

												（百万円） ヒャクマンエン

								H31.3期 キ		R2.3期 キ		前期比 ゼンキヒ																						単位：百万円 タンイ ヒャクマンエン

				流動資産 リュウドウ シサン				36,127		43,050		+6,923 												H31.3期 キ		R2.3期 キ		前期比 ゼンキヒ				業績予想
2/10公表 ギョウセキ ヨソウ コウヒョウ		業績予想比 ギョウセキ ヨソウ ヒ

						現金及び預金 ゲンキン オヨ ヨキン		10,001		10,351		+350 

						販売用不動産 ハンバイヨウ フドウサン		24,392		30,705		+6,313 								売上高 ウリアゲ ダカ				44,452		45,541		+2.4%				45,150		+0.9%

						その他 タ		1,733		1,993		+260 										 不動産販売 フドウサン ハンバイ		41,212		42,505		+3.1%

				固定資産･繰延資産 コテイ シサン クリノベ シサン				10,737		12,935		+2,198 										 建築材料販売 ケンチク ザイリョウ ハンバイ		2,992		2,775		-7.3%

						有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン		8,932		9,635		+703 										 不動産賃貸 フドウサン チンタイ		248		261		+5.2%

						のれん		-		1,302		+1,302 								営業利益 エイギョウ リエキ				3,131		2,142		-31.6%				2,000		+7.1%

						その他 タ		1,804		1,997		+193 								経常利益 ケイジョウ リエキ				3,288		2,310		-29.7%				2,150		+7.4%

				総資産 ソウシサン				46,864		55,986		+9,121 								親会社株主に帰属する
当期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキ ジュンリエキ				2,065		1,413		-31.6%				1,400		+0.9%

				負債 フサイ				25,740		33,843		+8,102 

						仕入債務 シイ サイム		3,170		3,262		+92 								1株当たり
当期純利益 カブ ア トウキ ジュンリエキ				71.62円		48.84円		-22.78円				48.41円		+0.43円

						有利子負債 ユウリシ フサイ		20,362		28,472		+8,109 								ＲＯＥ
(自己資本利益率)				10.3%		6.6%		-3.71pt

						その他 タ		2,207		2,108		-99 								1株当たり
配当額 カブ ア ハイトウ ガク				18円		23円		+5円

				純資産 ジュンシサン				21,124		22,143		+1,018 								配当性向 ハイトウ セイコウ				25.1%		47.1%		+22.0pt

				負債・純資産 フサイ ジュンシサン				46,864		55,986		+9,121 



																				％と％の比較はptで表示 ヒカク ヒョウジ







																				１株当たり当期純利益 カブ ア トウキ ジュンリエキ				71.62円		48.84円		-22.78円				48.41円		+0.43円

																				1株当たり
当期純利益 カブ ア トウキ ジュンリエキ				71.62円		48.84円		-22.78円				48.41円		+0.43円







































要約CF

												（百万円） ヒャクマンエン

								H31.3期 キ		R2.3期 キ		前期比 ゼンキヒ

				営業活動による
キャッシュ・フロー エイギョウ カツドウ				3,042		△2,546		-5,588		


						税引前利益 ゼイビキマエ リエキ		2,969		2,159		-810

						たな卸資産の増減 オロシ シサン ゾウゲン		1,140		△3,955		-5,095

						法人税等の支払 ホウジンゼイ トウ シハラ		△868		△960		-92

						その他 タ		△199		210		+409

				営業活動による
キャッシュ・フロー エイギョウ カツドウ				△503		△2,520		-2,016		


						有形固定資産の取得 ユウケイ コテイ シサン シュトク		△491		△570		-79

						子会社株式の取得 コガイシャ カブシキ シュトク		-		△1,881		-1,881

						その他 タ		△12		69		+81

				投資活動による
キャッシュ・フロー トウシ カツドウ				△2,351		5,402		+7,753		


						借入金・社債の増減 カリイレ キン シャサイ ゾウゲン		△1,868		5,877		+7,745

						配当金の支払 ハイトウ キン シハラ		△460		△519		-59

						その他 タ		△23		44		+67

				現金及び現金同等物の
期末残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キマツ ザンダカ				10,001		10,336		+335		








セグメント



						不動産販売 フドウサン ハンバイ						（百万円） ヒャクマンエン

								H31.3期 キ		R2.3期 キ		前期比 ゼンキヒ

						売上高 ウリアゲ ダカ		41,212		42,505		+3.1%

						新築住宅販売 シンチク ジュウタク ハンバイ		37,191		38,517		+3.6%

						中古住宅販売 チュウコ ジュウタク ハンバイ		2,397		2,535		+5.8%

						リフォーム		1,624		1,453		-10.5%

						経常利益 ケイジョウ リエキ		2,976		2,013		-32.4%



				建築材料販売 ケンチク ザイリョウ ハンバイ

						売上高 ウリアゲ ダカ		6,115		5,894		-3.6%

						外部顧客 ガイブ コキャク		2,992		2,775		-7.3%

						グループ内部 ナイブ		3,123		3,118		-0.2%

						経常利益 ケイジョウ リエキ		151		142		-6.0%



				不動産賃貸 フドウサン チンタイ

						売上高 ウリアゲ ダカ		332		346		+4.2%

						外部顧客 ガイブ コキャク		248		261		+5.2%

						グループ内部 ナイブ		83		85		+2.4%

						経常利益 ケイジョウ リエキ		151		172		+13.9%





																				新築住宅 シンチク ジュウタク				38,814,565,040		87.3%		39,969,916,888		87.8%



																				中古住宅 チュウコ ジュウタク				2,397,794,467		5.4%		2,535,201,551		5.6%

																				建築材料 ケンチク ザイリョウ				2,992,211,921		6.7%		2,775,626,641		6.1%

																				賃貸 チンタイ				248,262,510		0.6%		261,216,677		0.6%

																								44,452,833,938		100.0%		45,541,961,757		100.0%



																				管理収入 カンリ シュウニュウ				1,970,420				1,099,850

																				　"				1,622,109,692				1,452,351,116

																				リフォーム				1,624,080,112				1,453,450,966

																				新築住宅 シンチク ジュウタク				37,190,484,928				38,516,465,922

																				小計 ショウケイ				41,212,359,507				42,505,118,439





セグメント２

						H27.3								H28.3								H29.3								H30.3								H31.3								R2.3

						1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q

				累計期間 ルイケイ キカン

				不動産販売 フドウサン ハンバイ								34,587,410								38,549,066								40,673,836								41,492,209		9,522,175		19,545,336		30,178,831		41,212,359		9,800,186		21,252,775		30,527,748		42,505,118

				不動産販売 フドウサン ハンバイ								2,256,735								2,533,951								2,497,353								2,485,266		664,374		1,362,289		2,136,865		2,976,984		573,653		1,193,408		1,450,210		2,013,639

				利益率 リエキ リツ								6.5%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		6.6%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		6.1%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		6.0%		7.0%		7.0%		7.1%		7.2%		5.9%		5.6%		4.8%		4.7%

				売上前期比 ウリアゲ ゼンキヒ										ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		11.5%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		5.5%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		2.0%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-0.7%		2.9%		8.7%		1.2%		3.1%

				利益前期比 リエキ ゼンキヒ										ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		12.3%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-1.4%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-0.5%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		19.8%		-13.7%		-12.4%		-32.1%		-32.4%



				建築材料 ケンチク ザイリョウ								5,560,094								6,083,457								6,294,456								6,176,413		1,545,649		3,161,027		4,735,688		6,115,684		1,505,577		2,969,818		4,454,509		5,894,204

				建築材料 ケンチク ザイリョウ								153,262								188,552								148,167								147,685		46,664		100,250		135,485		151,461		22,044		62,223		102,621		142,588

				利益率 リエキ リツ								2.8%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		3.1%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		2.4%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		2.4%		3.0%		3.2%		2.9%		2.5%		1.5%		2.1%		2.3%		2.4%

				売上前期比 ウリアゲ ゼンキヒ										ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		9.4%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		3.5%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-1.9%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-1.0%		-2.6%		-6.0%		-5.9%		-3.6%

				利益前期比 リエキ ゼンキヒ										ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		23.0%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-21.4%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-0.3%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		2.6%		-52.8%		-37.9%		-24.3%		-5.9%

				不動産賃貸 フドウサン チンタイ								353,074								345,025								341,007								342,468		84,062		168,724		250,883		332,139		84,905		172,139		257,560		346,602

				不動産賃貸 フドウサン チンタイ								172,670								165,743								155,461								172,519		42,991		84,511		117,091		151,315		41,244		89,440		127,710		172,187

				利益率 リエキ リツ								48.9%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		48.0%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		45.6%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		50.4%		51.1%		50.1%		46.7%		45.6%		48.6%		52.0%		49.6%		49.7%

				売上前期比 ウリアゲ ゼンキヒ										ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-2.3%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-1.2%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		0.4%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-3.0%		1.0%		2.0%		2.7%		4.4%

				利益前期比 リエキ ゼンキヒ										ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-4.0%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-6.2%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		11.0%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-12.3%		-4.1%		5.8%		9.1%		13.8%

				会計期間 カイケイ キカン

				不動産販売 フドウサン ハンバイ																								40,673,836								41,492,209		9,522,175		10,023,161		10,633,495		11,033,528		9,800,186		11,452,589		9,274,973		11,977,370

				不動産販売 フドウサン ハンバイ																								2,497,353								2,485,266		664,374		697,915		774,576		840,119		573,653		619,755		256,802		563,429

				利益率 リエキ リツ								ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		6.1%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		6.0%		7.0%		7.0%		7.3%		7.6%		5.9%		5.4%		2.8%		4.7%

				売上前期比 ウリアゲ ゼンキヒ										ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		2.0%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-73.4%		2.9%		14.3%		-12.8%		8.6%

				利益前期比 リエキ ゼンキヒ										ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-0.5%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-66.2%		-13.7%		-11.2%		-66.8%		-32.9%



				建築材料 ケンチク ザイリョウ																								6,294,456								6,176,413		1,545,649		1,615,378		1,574,661		1,379,996		1,505,577		1,464,241		1,484,691		1,439,695

				建築材料 ケンチク ザイリョウ																								148,167								147,685		46,664		53,586		35,235		15,976		22,044		40,179		40,398		39,967

				利益率 リエキ リツ								ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		2.4%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		2.4%		3.0%		3.3%		2.2%		1.2%		1.5%		2.7%		2.7%		2.8%

				売上前期比 ウリアゲ ゼンキヒ										ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-1.9%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-77.7%		-2.6%		-9.4%		-5.7%		4.3%

				利益前期比 リエキ ゼンキヒ										ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-0.3%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-89.2%		-52.8%		-25.0%		14.7%		150.2%

				不動産賃貸 フドウサン チンタイ																								341,007								342,468		84,062		84,662		82,159		81,256		84,905		87,234		85,421		89,042

				不動産賃貸 フドウサン チンタイ																								155,461								172,519		42,991		41,520		32,580		34,224		41,244		48,196		38,270		44,477

				利益率 リエキ リツ								ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		45.6%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		50.4%		51.1%		49.0%		39.7%		42.1%		48.6%		55.2%		44.8%		50.0%

				売上前期比 ウリアゲ ゼンキヒ										ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		0.4%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-76.3%		1.0%		3.0%		4.0%		9.6%

				利益前期比 リエキ ゼンキヒ										ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		11.0%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-80.2%		-4.1%		16.1%		17.5%		30.0%





株主還元

																														数値確認要。 スウチ カクニン ヨウ

																														見栄えは考慮していないので調整要。 ミバ コウリョ チョウセイ ヨウ

																														（ＰＰも同様） ドウヨウ

						H23.3		H24.3		H25.3		H26.3		H27.3		H28.3		H29.3		H30.3		H31.3		R2.3		R3.3

				当期純利益 トウキ ジュンリエキ		798		941		1,361		1,762		1,567		1,732		1,744		1827		2065		2200				百万円 ヒャクマンエン

				配当総額 ハイトウ ソウガク		191		287		230		230		230		345		402		461		519		?				百万円 ヒャクマンエン

				1株当利益 カブ ア リエキ		27.75		32.72		47.31		61.25		54.47		60.20		60.61		63.48		71.62		76.24

				 １株当たり配当金額（円） カブ ア ハイトウ キンガク エン		6.67		6.67		8.00		8.00		8.00		12.00		14.00		16.00		18.00		23.00				円/株 エン カブ

				記念配当 キネン ハイトウ				3.33																				円/株 エン カブ

				ＥＰＳ		21.08		22.72		39.31		53.25		46.47		48.20		46.61		47.48		53.62		25.84

				 １株当たり当期純利益（円） カブ ア トウキ ジュン リエキ エン		27.75		32.72		47.31		61.25		54.47		60.20		60.61		63.48		71.62		48.84				円/株 エン カブ

				 連結配当性向（％） レンケツ ハイトウ セイコウ		24.0		20.4		16.9		13.1		14.7		19.9		23.1		25.2		25.1		47.1				％

				純利益 ジュンリエキ										1567		1732		1744		1827		2065		2200

				期末自己資本 キマツ ジコ シホン								13,655		15,009		16,448		17,921		19,362		20,294		21,975

				自己資本当期純利益率 ジコ シホン トウキ ジュンリエキ リツ										10.9335752163		11.0118574562		10.148680497		9.8007134619		10.4145652612		10.4095199792

														14,992		16,511		17,847		19,346		20,966		21,975



１株当たり利益・配当金と配当性向の推移

 １株当たり配当金額（円）	H27.3	H28.3	H29.3	H30.3	H31.3	R2.3	8	12	14	16	18	23	記念配当	H27.3	H28.3	H29.3	H30.3	H31.3	R2.3	ＥＰＳ	54.47

60.20

60.61

63.48

71.62

76.24

58.26

H27.3	H28.3	H29.3	H30.3	H31.3	R2.3	46.47	48.2	46.61	47.48	53.620000000000005	25.840000000000003	 １株当たり当期純利益（円）	H27.3	H28.3	H29.3	H30.3	H31.3	R2.3	27.75	32.72	47.31	61.25	54.47	60.2	 連結配当性向（％）	

H27.3	H28.3	H29.3	H30.3	H31.3	R2.3	14.686983660730677	19.933554817275748	23.098498597591156	25.204788909892883	25.132644512705948	47.092547092547086	ＥＰＳ・ＤＰＳ（円）

配当性向　（％）

 １株当たり当期純利益（円）	

H28.3	H29.3	H30.3	H31.3	R2.3	60.2	60.61	63.48	71.62	48.84	 １株当たり配当金額（円）	



H28.3	H29.3	H30.3	H31.3	R2.3	12	14	16	18	23	記念配当	H28.3	H29.3	H30.3	H31.3	R2.3	ＥＰＳ	60.20

60.61

63.48

71.62

76.24

58.26

H28.3	H29.3	H30.3	H31.3	R2.3	48.2	46.61	47.48	53.620000000000005	25.840000000000003	 連結配当性向（％）	



H28.3	H29.3	H30.3	H31.3	R2.3	19.933554817275748	23.098498597591156	25.204788909892883	25.132644512705948	47.092547092547086	

（円）

（％）



 １株当たり当期純利益（円）	

H28.3	H29.3	H30.3	H31.3	R2.3	R3.3	60.2	60.61	63.48	71.62	48.84	 １株当たり配当金額（円）	



H28.3	H29.3	H30.3	H31.3	R2.3	R3.3	12	14	16	18	23	記念配	当	H28.3	H29.3	H30.3	H31.3	R2.3	R3.3	ＥＰＳ	60.20

60.61

63.48

71.62

76.24

58.26

H28.3	H29.3	H30.3	H31.3	R2.3	R3.3	48.2	46.61	47.48	53.620000000000005	25.840000000000003	 連結配当性向（％）	



H28.3	H29.3	H30.3	H31.3	R2.3	19.933554817275748	23.098498597591156	25.204788909892883	25.132644512705948	47.092547092547086	

（円）

（％）





◎売上利益チャート(四半期)  (2)

				３期連続グラフ キ レンゾク

						H25.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H26.3
1Q		
2Q		H26.3
3Q		
4Q		H27.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H28.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H29.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H30.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H31.3
1Q		
2Q		H31.3
1Q		
2Q

				売上高 ウリアゲダカ		81.4		80.8		80.4		82.7		91.0		93.3		92.6		95.7		80.4		98.9		91.2		104.1		99.3		107.2		101.3		109.2		111.0		115.1		110.3		103.1		101.9		120.9		105.4		118.8		103.4		109.2		103.4		109.2

				経常利益 ケイジョウ リエキ		6.6		5.3		6.0		6.0		7.9		7.2		8.0		7.3		4.6		6.0		6.3		8.3		6.9		7.2		7.4		7.0		8.5		7.1		7.4		4.9		5.5		8.2		5.5		8.6		7.4		7.8		7.4		7.8

																																														H29.3
1・2Q		
3・4Q		H30.3
1・2Q		
3・4Q		H31.3
1・2Q				H31.3
1・2Q

																																														226.1		213.4		222.8		224.3		212.6				212.6

																																														15.7		12.3		13.7		14.1		15.3				15.3

																																														H29.3期 キ				H30.3期 キ				H31.3期 キ				R2.3期 キ

																																														上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ

																																												売上高 ウリアゲ ダカ		226.1		213.4		222.8		224.3		212.6		231.8		227.6		227.7

																																												経常利益 ケイジョウ リエキ		15.7		12.3		13.7		14.1		15.3		17.5		13.4		9.6



売上高	

H29.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	H30.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	H31.3	
1Q	
2Q	111	115.1	110.3	103.1	101.9	120.9	105.4	118.8	103.4	109.2	経常利益	

H29.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	H30.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	H31.3	
1Q	
2Q	8.5	7.1	7.4	4.9000000000000004	5.5	8.1999999999999993	5.5	8.6	7.4	7.8	

売上高



経常利益







売上高	

H29.3	
1・2Q	
3・4Q	H30.3	
1・2Q	
3・4Q	H31.3	
1・2Q	226.1	213.4	222.8	224.3	212.6	経常利益	

H29.3	
1・2Q	
3・4Q	H30.3	
1・2Q	
3・4Q	H31.3	
1・2Q	15.7	12.3	13.7	14.1	15.3	

売上高



経常利益







売上高	

上	下	上	下	上	下	上	下	H29.3期	H30.3期	H31.3期	R2.3期	226.1	213.4	222.8	224.3	212.6	231.8	227.6	227.7	経常利益	

上	下	上	下	上	下	上	下	H29.3期	H30.3期	H31.3期	R2.3期	15.7	12.3	13.7	14.1	15.3	17.5	13.4	9.6	

売上高



経常利益









◎売上利益チャート(四半期) 

				３期連続グラフ キ レンゾク

						H25.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H26.3
1Q		
2Q		H26.3
3Q		
4Q		H27.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H28.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H29.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H30.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H31.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q

				売上高 ウリアゲダカ		81.4		80.8		80.4		82.7		91.0		93.3		92.6		95.7		80.4		98.9		91.2		104.1		99.3		107.2		101.3		109.2		111.0		115.1		110.3		103.1		101.9		120.9		105.4		118.8		103.4		109.2		114.9		116.9

				経常利益 ケイジョウ リエキ		6.6		5.3		6.0		6.0		7.9		7.2		8.0		7.3		4.6		6.0		6.3		8.3		6.9		7.2		7.4		7.0		8.5		7.1		7.4		4.9		5.5		8.2		5.5		8.6		7.4		7.8		8.5		9.0

				２期連続グラフ キ レンゾク

						H26.1Q		2Q		3Q		4Q		H27.1Q		2Q

				売上高 ウリアゲダカ		91.0		93.3		92.6		95.7		80.4		98.9

				経常利益 ケイジョウ リエキ		7.9		7.2		8.0		7.3		4.6		6.0



売上高	

H26.1Q	2Q	3Q	4Q	H27.1Q	2Q	90.97354	93.265069999999994	92.649650000000008	95.707049999999995	80.412379999999999	98.906659999999988	経常利益	

H26.1Q	2Q	3Q	4Q	H27.1Q	2Q	7.8905399999999997	7.21434	7.9719000000000007	7.2697900000000004	4.5904199999999999	5.9541300000000001	









売上高	

H30.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	H31.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	101.9	120.9	105.4	118.8	103.4	109.2	114.9	116.9	経常利益	

H30.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	H31.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	5.5	8.1999999999999993	5.5	8.6	7.4	7.8	8.5	9	

売上高



経常利益









◎売上利益チャート(中計) 



		H28.3期 キ		H29.3期 キ		H30.3期 キ		中期計画
(修正) チュウキ ケイカク シュウセイ

		417		439		447		480

		173.0		174.0		182.0		210.0		調整 チョウセイ

		17.3		17.4		18.2		21



売上高	

H28.3期	H29.3期	H30.3期	中期計画	
(修正)	417	439	447	480	当期純利益	17.3

17.4

18.2

21.0



H28.3期	H29.3期	H30.3期	中期計画	
(修正)	173	174	182	210	









◎売上利益の変動要因 

				H31.3期
売上高 キ ウリアゲダカ		不動産
販売 フドウサン ハンバイ		建材
販売 ケン ハンバイ		不動産
賃貸 フドウサン チンタイ		調整額 チョウセイ ガク		R2.3期
売上高 キ ウリアゲダカ						H31.3期
経常利益 キ ケイジョウ リエキ		売上高 ウリア ダカ		粗利益 アラリ エキ		販管費 ハンカンヒ		営業外損益 エイギョウガイ ソンエキ		R2.3期
経常利益 キ ケイジョウ リエキ

						444.52		455.24		455.24		455.38										32.88		30.36		22.99		22.99

				444.52		12.93

作成者: 差額がプラスになるように調整
		2.21		0.14		0.03		455.41						32.88		1.97		4.49		7.37		0.11		23.10

						457.45		457.45		455.38		455.41										34.85		34.85		30.36		23.10

				前期実績 ゼンキ ジッセキ		412.12		61.15		3.32		-32.07								前期実績 ゼンキ ジッセキ		444.52833		80.3738		49.06276		1.57092

				当期実績 トウキ ジッセキ		425.05		58.94		3.46		-32.04												18.08%

				増減 ゾウゲン		12.93		-2.21		0.14		0.03								当期実績 トウキ ジッセキ		455.41961757		77.85154		56.43006		1.68651

																								17.09%



H31.3期	
経常利益	売上高	粗利益	販管費	営業外損益	R2.3期	
経常利益	32.880000000000003	30.36	22.99	22.99	







H31.3期	
経常利益	売上高	粗利益	販管費	営業外損益	R2.3期	
経常利益	32.880000000000003	1.969220204466313	4.4914802044663196	7.3673000000000002	0.10558999999999986	23.1	





H31.3期	
売上高	不動産	
販売	建材	
販売	不動産	
賃貸	調整額	R2.3期	
売上高	444.52	455.24	455.24	455.38	









H31.3期	
売上高	不動産	
販売	建材	
販売	不動産	
賃貸	調整額	R2.3期	
売上高	444.52	12.930000000000007	2.2100	000000000009	0.14000000000000012	3.0000000000001137E-2	455.41	







◎業績チャート(四半期)

						H29.10.18（現在）																																																				ERROR:#REF!

				（四半期）　業績 シハンキ ギョウセキ																																												(億円) オク エン				(億円) オク エン				(億円) オク エン

						H25.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H26.3
1Q		
2Q		H26.3
3Q		
4Q		H27.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H28.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H29.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H30.3
1Q		
2Q		H30.3
1Q		
2Q		H30.3
1Q		
2Q

				売上高 ウリアゲダカ		81.4		80.8		80.4		82.7		91.0		93.3		92.6		95.7		80.4		98.9		91.2		104.1		99.3		107.2		101.3		109.2		111.0		115.1		110.3		103.1		102.0		ERROR:#REF!		102.0		ERROR:#REF!		102.0		ERROR:#REF!

				経常利益 ケイジョウ リエキ		6.6		5.3		6.0		6.0		7.9		7.2		8.0		7.3		4.6		6.0		6.3		8.3		6.9		7.2		7.4		7.0		8.5		7.1		7.4		4.9		5.5		ERROR:#REF!		5.5		ERROR:#REF!		5.5		ERROR:#REF!

								22289.476		1330.199		1378.887		928.242

								22289.476		1330.199		1378.887		928.242

						0

												1378.887		928.242

						0		0		0		1378.887		928.242

								ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

								0		0		1378.887		928.242

								ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

				（四半期） 販売棟数 シハンキ ハンバイ トウスウ

						H25.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H26.3
1Q		
2Q		H26.3
3Q		
4Q		H27.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H28.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H29.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H30.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H31.3
1Q		
2Q

				新築住宅 シンチク ジュウタク																										293		330		317		350		333		352		349		312		306		360		323		352		308		329

				中古住宅 チュウコ ジュウタク																										29		30		28		30		39		36		25		36		30		44		24		40		31		41

								0		0		1378.887		928.242

								0		0		0		0

								0		0		1378.887		928.242

								0.0		0.0		1378.9		928.2

						ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

								0		0		1378.887		928.242

								ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!																																販売棟数 ハンバイ ムネ スウ

																																														H29.3
1・2Q		
3・4Q		H30.3
1・2Q		
3・4Q		H31.3
1・2Q

																																														685		661		666		675		637

																																														75		61		74		64		72

																																														受注棟数 ジュチュウ ムネ スウ

																																																H29.3
1・2Q		
3・4Q		H30.3
1・2Q		
3・4Q		H31.3
1・2Q

																																														新築住宅 シンチク ジュウタク		663		633		673		667		685

																																														中古住宅 チュウコ ジュウタク		70		65		71		66		73

																																																H29.3
1・2Q		
3・4Q		H30.3
1・2Q		
3・4Q		H31.3
1・2Q

																																														販売 ハンバイ		685		661		666		675		637

																																														受注 ジュチュウ		663		633		673		667		685

																																																H29.3期 キ				H30.3期 キ				H31.3期 キ				R2.3期 キ

																																																上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ

																																														販売棟数 ハンバイ トウスウ		685		661		666		675		637		718		683

																																														受注棟数 ジュチュウ トウスウ		663		633		673		667		685		704		674

																																																H30.3期 キ				H31.3期 キ				R2.3期 キ

																																																上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ

																																														販売棟数 ハンバイ トウスウ		666		675		637		718		683

																																														受注棟数 ジュチュウ トウスウ		673		667		685		704		674

																																																H29.3期 キ				H30.3期 キ				H31.3期 キ				R2.3期 キ

																																																上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ

																																														販売棟数 ハンバイ トウスウ		685		661		666		675		637		718		683		658

																																														受注棟数 ジュチュウ トウスウ		663		633		673		667		685		704		674

				（四半期） 販売棟数 シハンキ ハンバイ トウスウ

						H25.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H26.3
1Q		
2Q		H26.3
3Q		
4Q		H27.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H30.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H31.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		R2.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q

				新築住宅 シンチク ジュウタク																										306		360		323		352		308		329		349		369		316		367		279		379



								0		0		0		0

								0		0		0		0

								0		0		0		0

								0.0		0.0		0.0		0.0

						ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

								0		0		0		0





H28.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	H29.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	H30.3	
1Q	
2Q	99.3	107.2	101.3	109.2	111	115.1	110.3	103.1	101.95	0	

H28.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	H29.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	H30.3	
1Q	
2Q	6.9	7.2	7.4	7	8.5	7.1	7.4	4.9000000000000004	5.54	0	

売上高



経常利益







新築住宅	

H29.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	H30.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	H31.3	
1Q	
2Q	333	352	349	312	306	360	323	352	308	329	中古住宅	

H29.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	H30.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	H31.3	
1Q	
2Q	39	36	25	36	30	44	24	40	31	41	









新築住宅	

H29.3	
1・2Q	
3・4Q	H30.3	
1・2Q	
3・4Q	H31.3	
1・2Q	685	661	666	675	637	中古住宅	

H29.3	
1・2Q	
3・4Q	H30.3	
1・2Q	
3・4Q	H31.3	
1・2Q	75	61	74	64	72	









新築住宅	

H29.3	
1・2Q	
3・4Q	H30.3	
1・2Q	
3・4Q	H31.3	
1・2Q	663	633	673	667	685	中古住宅	

H29.3	
1・2Q	
3・4Q	H30.3	
1・2Q	
3・4Q	H31.3	
1・2Q	70	65	71	66	73	









販売棟数	

H29.3	
1・2Q	
3・4Q	H30.3	
1・2Q	
3・4Q	H31.3	
1・2Q	685	661	666	675	637	受注棟数	

H29.3	
1・2Q	
3・4Q	H30.3	
1・2Q	
3・4Q	H31.3	
1・2Q	663	633	673	667	685	







販売棟数	

上	下	上	下	上	下	H29.3期	H30.3期	H31.3期	685	661	666	675	637	718	受注棟数	

上	下	上	下	上	下	H29.3期	H30.3期	H31.3期	663	633	673	667	685	704	







販売棟数	

上	下	上	下	上	H30.3期	H31.3期	R2.3期	666	675	637	718	683	受注棟数	

上	下	上	下	上	H30.3期	H31.3期	R2.3期	673	667	685	704	674	







販売棟数	

上	下	上	下	上	下	上	下	H29.3期	H30.3期	H31.3期	R2.3期	685	661	666	675	637	718	683	658	







H31.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	R2.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	308	329	349	369	316	367	279	379	







増減内訳









								H29.3期 キ		H30.3期 キ		増減 ゾウゲン

						新築住宅他 シンチク ジュウタク ホカ		38,477		38,733		+256

								(1,346)		(1,341)		(   -5)

						中古住宅 チュウコ ジュウタク		2,196		2,295		+99

								(136)		(138)		(   +2)

						宅地分譲 タクチ ブンジョウ		-		463		+463

												+0

						売上計 ウリアゲ ケイ		40,673		41,492		+819

						(　)内は棟数 ナイ ムネ スウ







































★③販管費～特別損益



														(百万円) ヒャクマンエン

				科目 カモク						H31.3期 キ		R2.3期 キ		増減 ゾウゲン

				販売・管理費 ハンバイ カンリヒ				人件費 ジンケンヒ		3,208		3,412		+204

								広告宣伝費 コウコク センデンヒ		536		636		+100

								支払手数料 シハライ テスウリョウ		109		211		+102

								減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		116		130		+14

								のれん償却費 ショウキャク ヒ		-		68		+68

								その他 タ		937		1,186		+249

						計 ケイ				4,906		5,643		+737

				営業外損益 エイギョウガイ ソンエキ		収益 シュウエキエイシュウ		受取手数料 ウケトリ テスウリョウ		161		157		-4

								業務受託手数料 ギョウム ジュタク テスウリョウ		224		226		+2

								その他 タ		38		85		+47

								計 ケイ		423		468		+45

						費用 ヒヨウ		支払利息 シハライ リソク		248		256		+8

								その他 タ		18		43		+25

								計 ケイ		266		299		+33

				特別損益 トクベツ ソンエキ		利益 リエキ		－		-		-		-

								計 ケイ		-		-		-

						損失 ソンシツ		固定資産除却損 コテイ シサン ジョキャク ソン		16		13		-3

								役員退職慰労金		300		-		-300

								投資有価証券評価損 トウシ ユウカ ショウケン ヒョウカ ソン		-		100		+100

								災害損失 サイガイ ソンシツ		-		27		+27

								その他 タ		2		11		+9

								計 ケイ		318		151		-167













利益率









										H31.3期 キ				R2.3期 キ				増減 ゾウゲン

								営業利益（百万円） エイギョウ リエキ ヒャクマンエン		3,131				2,142				-989

								営業利益率(％) エイギョウ リエキ リツ		7.0				4.7				-2.3pt

								経常利益（百万円） ケイジョウ リエキ エイリ		3,288				2,310				-978

								経常利益率(％) ケイジョウ リエキ エイリ リツ		7.4				5.1				-2.3pt

								税引前利益（百万円） ゼイ ヒ マエ リエキ		2,969				2,159				-810

								当期純利益（百万円）※ トウキ ジュンリエキ		2,065				1,413				-652

								当期純利益率(％) トウキ ジュンリエキ リツ		4.6				3.1				-1.5pt









































◎業績チャート(四半期) (A)

						H29.10.18（現在）																																																								ERROR:#REF!

				（四半期）　業績 シハンキ ギョウセキ																																												(億円) オク エン				(億円) オク エン				(億円) オク エン				(億円) オク エン

						H25.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H26.3
1Q		
2Q		H26.3
3Q		
4Q		H27.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H28.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H29.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H30.3
1Q		
2Q		H30.3
1Q		
2Q		H30.3
1Q		
2Q		H30.3
1Q		
2Q

				売上高 ウリアゲダカ		81.4		80.8		80.4		82.7		91.0		93.3		92.6		95.7		80.4		98.9		91.2		104.1		99.3		107.2		101.3		109.2		111.0		115.1		110.3		103.1		102.0		ERROR:#REF!		102.0		ERROR:#REF!		102.0		ERROR:#REF!		102.0		ERROR:#REF!

				経常利益 ケイジョウ リエキ		6.6		5.3		6.0		6.0		7.9		7.2		8.0		7.3		4.6		6.0		6.3		8.3		6.9		7.2		7.4		7.0		8.5		7.1		7.4		4.9		5.5		ERROR:#REF!		5.5		ERROR:#REF!		5.5		ERROR:#REF!		5.5		ERROR:#REF!

								22289.476		1330.199		1378.887		928.242

								22289.476		1330.199		1378.887		928.242

						0

												1378.887		928.242

						0		0		0		1378.887		928.242

								ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

								0		0		1378.887		928.242

								ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

				（四半期） 販売棟数 シハンキ ハンバイ トウスウ

						H25.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H26.3
1Q		
2Q		H26.3
3Q		
4Q		H27.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H28.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H29.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H30.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H31.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q

				新築住宅 シンチク ジュウタク																										293		330		317		350		333		352		349		312		306		360		323		352		308		329		349		369

				中古住宅 チュウコ ジュウタク																										29		30		28		30		39		36		25		36		30		44		24		40		31		41		39		40

								0		0		1378.887		928.242

								0		0		0		0

								0		0		1378.887		928.242

								0.0		0.0		1378.9		928.2

						ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

								0		0		1378.887		928.242

								ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!





H28.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	H29.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	H30.3	
1Q	
2Q	99.3	107.2	101.3	109.2	111	115.1	110.3	103.1	101.95	0	

H28.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	H29.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	H30.3	
1Q	
2Q	6.9	7.2	7.4	7	8.5	7.1	7.4	4.9000000000000004	5.54	0	

売上高



経常利益







新築住宅	

H30.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	H31.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	306	360	323	352	308	329	349	369	中古住宅	

H30.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	H31.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	30	44	24	40	31	41	39	40	











要約BS1

																								(百万円) ヒャクマンエン

				資産の部 シサン ブ				H31.3期 キ		R2.3期 キ		増減 ゾウゲン				負債・純資産の部 フサイ ジュンシサン ブ				H31.3期 キ		R2.3期 キ		増減 ゾウゲン

				流動資産計 リュウドウ シサン ケイ				36,127		43,050		+6,923				流動負債計 リュウドウ フサイ ケイ				22,398		27,352		+4,954

				　現金及び預金 ゲンキン オヨ ヨキン				10,001		10,351		+350				　仕入債務 シイ サイム				3,170		3,262		+92

				　売上債権 ウリアゲ サイケン				547		607		+60				　短期有利子負債 タンキ ユウリシ フサイ				17,877		22,972		+5,095

				　販売用不動産（新築） ハンバイヨウ フドウサン シンチク				22,681		28,650		+5,969				　その他流動負債 タ リュウドウ フサイ				1,351		1,118		-233

				　販売用不動産（中古） ハンバイヨウ フドウサン チュウコ				1,710		2,055		+345				固定負債計 コテイ フサイ ケイ				3,341		6,490		+3,149

				　その他流動資産 タ リュウドウ シサン				1,188		1,387		+199				　長期有利子負債 チョウキ ユウリシ フサイ				2,485		5,499		+3,014

				固定資産計 コテイ シサン ケイ				10,699		12,899		+2,200				　その他固定負債 タ コテイ フサイ				856		991		+135

				　有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン				8,932		9,635		+703				負債合計 フサイ ゴウケイ				25,740		33,842		+8,102

				　その他固定資産 タ コテイ シサン				1,767		3,264		+1,497						株主資本計 カブヌシ シホン ケイ		20,979		21,972		+993

				繰延資産計 ク ノ シサン ケイ				37		35		-2				純資産合計 ジュンシサン ゴウケイ				21,124		22,143		+1,019

				資産合計 シサン ゴウケイ				46,864		55,986		+9,122				負債・純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ				46,864		55,986		+9,122







































































⑦ＣＦ (Ｒ2.3階段グラフ)

										(百万円) ヒャクマンエン																												(百万円) ヒャクマンエン

						H28.9期 キ		H29.9期 キ		増減 ゾウゲン																								18.9月 ガツ		19.9月 ガツ		増減 ゾウゲン						営業活動C・F　主な項目 エイギョウ カツドウ オモ コウモク										H20.3		H21.9期 キ		下端 カタン		上端 ジョウタン		変動値 ヘンドウ チ

		Ⅰ.営業活動によるＣ/Ｆ エイギョウ カツドウ				-1,293		1,378		+2,671																				営業活動によるＣ/Ｆ エイギョウ カツドウ				1,378		-1,293		2,671						税金等調整前当期純利益 ゼイキン トウ チョウセイ マエ トウキ ジュンリエキ		1,562						現預金(期首) ゲンヨキン キシュ		-2,534		1,298		0		10,001				10,001		10,001

				税金等調整前四半期純利益 ゼイキン トウ チョウセイ マエ シ ハンキ ジュンリエキ		1,562		1,370																						投資活動によるＣ/Ｆ トウシ カツドウ				-65		-225		160						たな卸資産の減少額 オロシ シサン ゲンショウ ガク		-2,596						純利益 ジュンリエキ		-2,534		1,298		10,001		2,159		2,159		12,160		12,160

				減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		131		142																						財務活動によるＣ/Ｆ ザイム カツドウ				-142		2,146		-2,288						仕入債務の減少額 シイレ サイム ゲンショウ ガク		-32						減価償却 ゲンカ ショウキャク		-1,243		108		12,160		267		267		12,427		12,427

				売上債権の増加額 ウリアゲ サイケン ゾウカ ガク		-72		-67																						現金等の期首残高 ゲンキン トウ キシュ ザンダカ				9,646		8,410		1,236														運転資金(※) ウンテン シキン		-1,243		108		8,352		4,075		-4,075		12,427		8,352

				たな卸資産の増加額 オロシ シサン ゾウカ ガク		-2,596		291																						現金等の期末残高				0		0		0						投資活動C・F　主な項目 トウシ カツドウ オモ コウモク								その他 タ		-1,243		108		7,455		897		-897		8,352		7,455

				仕入債務の増加額 シイレ サイム ゾウカ ガク		-32		100																																				有形固定資産の購入 ユウケイ コテイ シサン コウニュウ		-186						固定資産 コテイシサン		-1,243		108		6,861		594		-594		7,455		6,861

				法人税等の支払額 ホウジンゼイ トウ シハライ ガク		-694		-494																																												子会社株式他 コガイシャ カブシキ ホカ		-1,243		108		4,935		1,926		-1,926		6,861		4,935

				その他 タ		408		36																																				財務活動C・F　主な項目 ザイム カツドウ オモ コウモク								配当金 ハイトウキン		-1,243		108		4,416		519		-519		4,935		4,416

		Ⅱ.投資活動によるＣ/Ｆ トウシ カツドウ				-225		-65		+160																																										借入金他 カリイレキン タ		-1,243		108		4,416		5,920		5,920		10,336		10,336

				有形固定資産の取得 ユウケイ コテイ シサン シュトク		-186		-43																																												現預金(期末) ゲンヨキン キマツ		-2,534		1,298		0		10,336				10,336

				無形固定資産の取得 ムケイ コテイ シサン シュトク		-14		-3

				有形固定資産の売却による収入 ユウケイ コテイ シサン バイキャク シュウニュウ		-		-

				投資有価証券の取得による支出 トウシ ユウカ ショウケン シュトク シシュツ		-		-

				差入保証金の差入による支出 サ イ ホショウキン サ イ シシュツ		-32		-19

				その他 タ		7		0

		Ⅲ.財務活動によるＣ/Ｆ ザイム カツドウ				2,146		-142		-2,288

				短期借入金の純増減額 タンキ カリイレ キン ジュン ゾウゲンガク		2,111		232

				長期借入による収入 チョウキ カリイレ シュウニュウ		630		418

				長期借入金返済による支出 チョウキ カリイレ キン ヘンサイ シシュツ		-217		-356

				配当金の支払額 ハイトウキン シハライ ガク		-344		-401

				その他 タ		-34		-35

		Ⅳ.現金等の増減額 ゲンキントウ ゾウゲンガク				627		1,171		+544

		Ⅴ.現金等の期首残高 ゲンキン トウ キシュ ザンダカ				7,782		8,475		+693

		Ⅵ.現金等の期末残高				8,410		9,646		+1,236

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































グラフ タイトル



現預金(期首)	純利益	減価償却	運転資金(※)	その他	固定資産	子会社株式他	配当金	借入金他	現預金(期末)	-2534	-2534	-1243	-1243	-1243	-1243	-1243	-1243	-1243	-2534	現預金(期首)	純利益	減価償却	運転資金(※)	その他	固定資産	子会社株式他	配当金	借入金他	現預金(期末)	1298	1298	108	108	108	108	108	108	108	1298	現預金(期首)	純利益	減価償却	運転資金(※)	その他	固定資産	子会社株式他	配当金	借入金他	現預金(期末)	0	10001	12160	8352	7455	6861	4935	4416	4416	0	











現預金(期首)	純利益	減価償却	運転資金(※)	その他	固定資産	子会社株式他	配当金	借入金他	現預金(期末)	10001	2159	267	4075	897	594	1926	519	5920	10336	







実績(棚卸資産)

						H25.3
4Q		H26.3
4Q		H27.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q										H25.3
4Q		H26.3
4Q		H27.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q

				分譲土地 ブンジョウ トチ		427		702		798		754		729		780								新築(完成) シンチク カンセイ		137		105		170		187		210		198

				未成分譲土地 ミセイ ブンジョウ トチ		1055		956		956		869		958		953								中古 チュウコ		64		58		67		64		72		73

						1482		1658		1754		1623		1687		1733



分譲土地	H25.3	
4Q	H26.3	
4Q	H27.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	427	702	798	754	729	780	未成分譲土地	H25.3	
4Q	H26.3	
4Q	H27.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	1055	956	956	869	958	953	新築(完成)	

H25.3	
4Q	H26.3	
4Q	H27.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	137	105	170	187	210	198	中古	

H25.3	
4Q	H26.3	
4Q	H27.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	64	58	67	64	72	73	









⑦ＣＦ

										(百万円) ヒャクマンエン																												(百万円) ヒャクマンエン

						H28.3期 キ		H29.3期 キ		増減 ゾウゲン																								18.9月 ガツ		19.9月 ガツ		増減 ゾウゲン						営業活動C・F　主な項目 エイギョウ カツドウ オモ コウモク

		Ⅰ.営業活動によるＣ/Ｆ エイギョウ カツドウ				101		-2,885		-2,986																				営業活動によるＣ/Ｆ エイギョウ カツドウ				-2,885		101		-2,986						税金等調整前当期純利益 ゼイキン トウ チョウセイ マエ トウキ ジュンリエキ		2,688

				税金等調整前当期純利益 ゼイキン トウ チョウセイ マエ トウ キ ジュンリエキ		2,688		2,548																						投資活動によるＣ/Ｆ トウシ カツドウ				-562		-507		-55						たな卸資産の減少額 オロシ シサン ゲンショウ ガク		-2,095

				減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		244		272																						財務活動によるＣ/Ｆ ザイム カツドウ				4,140		1,575		2,565						仕入債務の減少額 シイレ サイム ゲンショウ ガク		281

				売上債権の増加額 ウリアゲ サイケン ゾウカ ガク		196		-65																						現金等の期首残高 ゲンキン トウ キシュ ザンダカ				7,782		6,614		1,168

				たな卸資産の増加額 オロシ シサン ゾウカ ガク		-2,095		-5,662																						現金等の期末残高				8,475		7,782		693						投資活動C・F　主な項目 トウシ カツドウ オモ コウモク

				仕入債務の増加額 シイレ サイム ゾウカ ガク		281		177																																				有形固定資産の購入 ユウケイ コテイ シサン コウニュウ		-321

				法人税等の支払額 ホウジンゼイ トウ シハライ ガク		-1,006		-1,100

				その他 タ		-207		945																																				財務活動C・F　主な項目 ザイム カツドウ オモ コウモク

		Ⅱ.投資活動によるＣ/Ｆ トウシ カツドウ				-507		-562		-55																																		短期借入金の純増減額 タンキ カリイレ キン ジュン ゾウゲンガク		1,939

				有形固定資産の取得 ユウケイ コテイ シサン シュトク		-321		-487																																				長期借入金の純増減額 チョウキ カリイレ キン ジュン ゾウゲンガク		345

				無形固定資産の取得 ムケイ コテイ シサン シュトク		-16		-20

				投資有価証券の取得 トウシ ユウカ ショウケン シュトク		-214		-

				有形固定資産の売却 ユウケイ コテイ シサン バイキャク		98		6

				差入保証金の差入による支出 サ イ ホショウキン サ イ シシュツ		-49		-52

				その他 タ		-5		-9

		Ⅲ.財務活動によるＣ/Ｆ ザイム カツドウ				1,575		4,140		+2,565

				短期借入金の純増減額 タンキ カリイレ キン ジュン ゾウゲンガク		1,939		4,211

				長期借入による収入 チョウキ カリイレ シュウニュウ		345		805

				長期借入金返済による支出 チョウキ カリイレ キン ヘンサイ シシュツ		-414		-462

				配当金の支払額 ハイトウキン シハライ ガク		-229		-344

				その他 タ		-66		-70

		Ⅳ.現金等の増減額 ゲンキントウ ゾウゲンガク				1,168		692		-476

		Ⅴ.現金等の期首残高 ゲンキン トウ キシュ ザンダカ				6,614		7,782		+1,168

		Ⅵ.現金等の期末残高				7,782		8,475		+693





																																																														(百万円) ヒャクマンエン

																																																						H20.3		H21.9期 キ		H27.3期 キ		H28.3期 キ		H29.3期 キ

																																																				営業ＣＦ エイギョウ		-2,534		1,298		700		101		-2,885

																																																				投資ＣＦ トウシ		-1,243		108		-172		-507		-562

																																																				財務ＣＦ ザイム		3,514		-1,831		531		1,575		4,140

																																																				現金等残 ゲンキントウ ザン		1,066		981		6,614		7,781		7,781







																																																														(百万円) ヒャクマンエン

																																																						H20.3		H21.9期 キ		H27.3期 キ		H28.3期 キ		H29.3期 キ

																																																				営業ＣＦ エイギョウ		-2,534		1,298		700		101		101

																																																				投資ＣＦ トウシ		-1,243		108		-172		-507		-507

																																																				財務ＣＦ ザイム		3,514		-1,831		531		1,575		1,575

																																																				現金等の期末残高 ゲンキントウ キマツ ザンダカ		1,066		981		6,614		7,782		8,475

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ｃ／Ｆの推移

営業ＣＦ	H27.3期	H28.3期	H29.3期	700	101	-2885	投資ＣＦ	H27.3期	H28.3期	H29.3期	-172	-507	-562	財務ＣＦ	H27.3期	H28.3期	H29.3期	531	1575	4140	(百万円)



営業ＣＦ	H27.3期	H28.3期	H29.3期	投資ＣＦ	H27.3期	H28.3期	H29.3期	財務ＣＦ	H27.3期	H28.3期	H29.3期	現金等の期末残高	H27.3期	H28.3期	H29.3期	6614	7782	8475	(百万円)





◎実績(棚卸資産)

																																				受注済含む ジュチュウ ズ フク																						契約済落とす ケイヤク ズ オ

						H27.3
4Q		H28.3
1Q		
2Q		
4Q								H27.3
4Q		H28.3
1Q		
2Q		
2Q		
4Q										H25.3
4Q		H26.3
4Q		H27.3
1Q		
2Q		
3Q		H27.3
4Q		H28.3
1Q		
2Q								H25.3
4Q		H26.3
4Q		H27.3
1Q		
2Q		
3Q		H27.3
4Q		H28.3
1Q		
2Q		
10月 ガツ		
4Q

				分譲土地 ブンジョウ トチ		780		786		726		724						分譲土地 ブンジョウ トチ		780		786		726		726		724								新築(完成) シンチク カンセイ		137		105		170		187		210		198		241		269						新築(完成) シンチク カンセイ		137		94		170		187		210		183		157		228		245		320

				未成分譲土地 ミセイ ブンジョウ トチ		953		1063		1178		1411						未成分譲土地 ミセイ ブンジョウ トチ		953		1063		1178		1178		1411								中古 チュウコ		64		58		67		64		72		73		81		92						中古 チュウコ		64		58		67		64		72		73		81		92

						1,733		1,849		1,904		2,135								1,733		1,849		1,904		1,904		2,135

				在庫月数 ザイコ ツキスウ		1.39		1.37		1.41		1.40						在庫月数 ザイコ ツキスウ		1.39		1.37		1.41		1.41		1.40

				基準販売数(年) キジュン ハンバイ スウ ネン		1,250		1,350		1,350		1,520						基準販売数(年) キジュン ハンバイ スウ ネン		1,250		1,350		1,350		1,350		1,520

						H26.3期 キ		H27.3期 キ		H28.3期 キ		H28.3期末 キ マツ								H26.3期 キ		H27.3期 キ		H28.3期 キ		H29.3期 キ		H29.3期末 キ マツ																																H25.3
4Q		H26.3
4Q		H27.3
4Q		H28.3
4Q

				総区画数 ソウ クカク カズ		1,658		1,733		2,135		2,135						期末在庫 キマツ ザイコ		1,658		1,733		2,135		2,348		2,348																														完成棟数 カンセイ トウスウ		137		94		183		215

				在庫年数 ザイコ ネンスウ		1.42		1.39		1.40		1.40						翌年販売数 ヨクネン ハンバイ スウ		1170		1290		1346		1450		1.62		19.43		ヶ月 ゲツ																										在庫月数 ザイコ ツキスウ		1.47		0.94		1.83		1.70

																																																										販売数(月) ハンバイ スウ ツキ		93		100		100		127

																																																										販売数(月) ハンバイ スウ ツキ		560		600		600		1,520

				分譲土地 ブンジョウ トチ		702		780		724		724						分譲土地 ブンジョウ トチ		702		780		724		874		874

				未成分譲土地 ミセイ ブンジョウ トチ		956		953		1411		1411						未成分譲土地 ミセイ ブンジョウ トチ		956		953		1411		1474		1474

				基準販売数(年) キジュン ハンバイ スウ ネン		1,170		1,250		1,520		1,520						基準販売数(年) キジュン ハンバイ スウ ネン		1,170		1,250		1,380		1,450		1,450



分譲土地	H27.3	
4Q	H28.3	
1Q	
2Q	780	786	726	未成分譲土地	H27.3	
4Q	H28.3	
1Q	
2Q	953	1063	1178	新築(完成)	

H26.3	
4Q	H27.3	
4Q	H28.3	
1Q	
2Q	105	198	241	269	中古	

H26.3	
4Q	H27.3	
4Q	H28.3	
1Q	
2Q	58	73	81	92	







新築(完成)	

H26.3	
4Q	H27.3	
1Q	
2Q	
3Q	H27.3	
4Q	H28.3	
1Q	
2Q	
10月	
4Q	94	170	187	210	183	157	228	245	中古	

H26.3	
4Q	H27.3	
1Q	
2Q	
3Q	H27.3	
4Q	H28.3	
1Q	
2Q	
10月	
4Q	58	67	64	72	73	81	92	







期末在庫数

総区画数	

H26.3期	H27.3期	H28.3期	1658	1733	2135	在庫年数	

H26.3期	H27.3期	H28.3期	1.4170940170940172	1.3864000000000001	1.4046052631578947	









在庫推移

完成棟数	

H26.3	
4Q	H27.3	
4Q	H28.3	
4Q	94	183	215	在庫月数	

H26.3	
4Q	H27.3	
4Q	H28.3	
4Q	0.94	1.83	1.6973684210526314	









分譲土地	H27.3	
4Q	H28.3	
1Q	
2Q	780	786	726	未成分譲土地	H27.3	
4Q	H28.3	
1Q	
2Q	953	1063	1178	期末在庫	

H27.3期	H28.3期	H29.3期	1733	2135	2348	翌年販売数	

H27.3期	H28.3期	H29.3期	1290	1346	1450	









期末在庫	

H27.3期	H28.3期	H29.3期	1733	2135	2348	翌年販売数	

H27.3期	H2	8.3期	H29.3期	1290	1346	1450	









採用
在庫の増加を強調しない




販売棟数

						H25.3
4Q		H27.3期 キ		H28.3期 キ		
2Q		
3Q		H27.3期 キ		H29.3期 キ

				新築 シンチク		137		1170		1290		187		210		1170		1346

				中古 チュウコ		64		112		117		64		72		112		136



新築	

H27.3期	H28.3期	H29.3期	1170	1290	1346	中古	

H27.3期	H28.3期	H29.3期	112	117	136	









Sheet2

								新築住宅 シンチク ジュウタク												中古住宅 チュウコ ジュウタク

						期 キ		1Ｑ		2Ｑ		3Ｑ		4Ｑ		計 ケイ				1Ｑ		2Ｑ		3Ｑ		4Ｑ		計

						H28.3期 キ		293		330		317		350		1,290				29		30		28		30		117

						H29.3期 キ		333		352		349		312		1,346				39		36		25		36		136

																																						H27.3期 キ		H28.3期 キ		H29.3期 キ

																																				　ＲＯＡ(%)		4.5 		4.6 		4.1 

																																				　ＲＯＥ(%)		11.0 		11.0 		10.1 

																																				　借入金比率(%) カリイレ キン ヒリツ		44.3 		44.9 		48.8 

																																				　自己資本比率(%) ジコ シホン ヒリツ		41.9 		41.6 		39.2 

																																				　1株当り純資産(円) カブ ア ジュンシサン エン		521.57 		571.58 		622.78 






シナリオ

				H29.3		H30.3		H31.3

		社長あいさつ シャチョウ		　グランディハウスの村田でございます。
　本日はご多忙の中、当社決算説明会にお集まりいただき、厚く御礼申しあげます。

　説明に入ります前に、平成２９年３月期は、売上面では９期連続の増収となった一方、
利益面では、当期純利益で２期連続の増益を　かろうじて確保できたものの、
営業減益をまねくこととなり、皆様のご期待に沿えぬ結果となりましたことに対しまして、
この場をおかりしてお詫び申し上げます。

　それでは、平成２９年３月期の決算概要と今後の取り組みについて、ご報告させていただきます。
		　グランディハウスの林でございます。
　本日はご多忙の中、当社決算説明会にお集まりいただき、厚く御礼申しあげます。

　さて私は、前社長の村田のあとを受け、本年４月１日付で代表取締役社長に就任いたしました。

　会長職に就任した村田とともに、新たな飛躍に向けた事業基盤の確立、拡大に、
全力を挙げて取り組んでまいる所存でございますので、
皆さまの一層のご指導・ご鞭撻を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。

　資料の説明に入ります前に、平成３０年３月期は、厳しい環境変化の中で、増収・増益は、かろうじて確保したものの、期初計画の下方修正をまねくこととなり、皆様のご期待に沿えぬ結果となったことを、この場をお借りしてお詫び申し上げます。

　それでは、当期の決算概要と今後の取り組みについて、ご報告させていただきます。
		　グランディハウスの林でございます。

　本日はご多忙の中、当社決算説明会にお集まりいただき、厚く御礼申しあげます。

　それでは、当期の決算概要と今後の取り組みについて、ご報告させていただきます。 



		決算概要
当期業績の概要
・売上高の増減概要
・営業利益、経常利益の増減概要
・当期純利益の増減概要
 ケッサン ガイヨウ トウキ ギョウセキ ガイヨウ ウリアゲ ダカ ゾウゲン ガイヨウ エイギョウ リエキ ケイジョウ リエキ ゾウゲン ガイヨウ トウキ ジュンリエキ ゾウゲン ガイヨウ		　最初に、２ページの「決算の概要」で、ございます。

　当期における戸建住宅の需要は、平成２９年１０月に予定されていた、消費税１０％への増税が再延期されたことで、駆け込み需要による大幅な変動は避けられることとなりましたが、低金利の長期化に伴うインパクトの減少や、消費税増税の延期で、検討期間が長くなるなど慎重さが見られようになりました。
　また、駆け込み需要を見越して、増やした在庫を消化する動きがでるなど、第３四半期末から第４四半期にかけて、受注環境が厳しさを増すこととなりました。
　当社におきましては、一部エリアで、商品在庫の偏在が生じたことで、一時的な受注の停滞を招いたことなどで、業績予想の数値は、未達となりました。
　
以上の結果、当期の売上高は、４３９億 ６千万円、当期純利益は、１７億 ４千万円
となりました。
		　最初に、２ページの「決算の概要」で、ございます。

　平成３０年３月期は、「コア事業の強化」と「ストックビジネス強化」の方針の下で、
計画の達成に向けて取り組んでまいりましたが、
　売上高は、　　４４７億 ２千万円、
　当期純利益は、　１８億 ２千万円　と過去最高となったものの、
営業利益、経常利益は減益となり、また、期初計画の達成には至りませんでした。

　セグメント別では、主力の新築住宅販売において、群馬県 や 重点エリアと位置づけた千葉県柏エリア で伸び悩む結果となり、中古住宅は前年並みとなりました。

　以上の結果、当期は、中期経営計画　最終年度でもありましたが、未達となりました。
新中期経営計画のもとで、早期に　挽回を図ってまいる所存で、ございます。
 		最初に、２ページの「決算の概要」で、ございます。

　当社グループの当期の売上高は、４４４億 ５千万円で　前期比 ０.６％ の減収となりました。
　若干の減収になったものの、主力の新築住宅の販売棟数は、栃木県および群馬県で前期を上回り、グループとしては　１，３５５棟　と過去最高となっております。
　一方、期初計画比では、栃木県で計画を達成したものの、事業拡大を見込んだ茨城、群馬、千葉の各県の販売が伸びず、期初計画を達成するには至りませんでした。

　また、利益面では、前々期・前期と「営業利益」「経常利益」の減益が続いたことに対して
原価低減をはじめとした利益回復に向けた取組みを強化してまいりましたが、この結果、当期は「経常利益」で　３２億 ８千万円 と　前期比 １７.６％　の増益となりました。

　これにより、特損計上で減益予想としていた「当期純利益」についても　２０億 ６千万円
と増益　を確保し、経常利益とともに過去最高益を更新することができました。 



		決算概要
・売上高の増減分析
・経常利益の増減分析
 ケッサン ガイヨウ ウリアゲ ダカ ゾウゲン ブンセキ ケイジョウ リエキ ゾウゲン ブンセキ		次の３ページでは、この結果を、売上高と経常利益の変動要因で、概観いたします。

　左側の図は、売上高の変動要因をセグメント別にみたものでございます。
　
売上高は、不動産販売および建築材料販売が伸びたことで、２２億 ５千万円の増収と
なりましたが、公表値は未達となりました。
　この要因としては、一つには茨城県水戸エリアでの販売不振ですが、これについては、
後ほどご説明いたしますが、営業エリアの再編などの強化策を実施しております。
　二つ目は、群馬県の高崎・前橋エリアにおいて、一時的に在庫が薄くなったことで、販売機会を逸したことでありますが、これについても対策を打っております。

　右側の図は経常利益の変動要因でございますが、経常利益は、５千万円の減益となりました。
　減益となった要因は、事業拡大に向けての人員増等により販売費・管理費が増加する中で、売上は伸びたものの計画に届かず　獲得利益が伸びなかったことと、厳しい事業環境の中で、粗利益（あらりえき）が低下したこと、でございます。 
		　次の３ページでは、売上高　と　経常利益　の変動要因を分析しております。

　まず、左上の図は、売上高の変動をセグメント別に示したものです。

　売上高は、前期比で　７億 ６千万円　増加しておりますが、内訳は、不動産販売事業で　８億 １千万円　増加したことが主な要因です。
　新築住宅の販売棟数は、若干の減少となりましたが、宅地分譲があったことで、増収となっております。

　続いて、左下の図は、経常利益の変動を要因別に示したものです。

　経常利益は、前期比で　９百万円　の減少となりましたが、内訳は、売上高が増収となったことで、１億 ３千万円　の増益要因がありましたが、粗利益の低下と販管費の増加があったことで、全体として、若干の減益となりました。
 		　次の３ページは、売上高　と　経常利益　の変動要因について、でございます。

　左上のグラフは、売上高の変動を　セグメント別にみたものでございます。
　売上高は、「不動産販売」の減収が影響し　２億 ７千万円　のマイナスとなりました。
　これは、新築住宅・中古住宅とも販売棟数はいずれも前期を上回りましたが、前期においては、非定型の取引である　事業者向けの土地販売 ４億６千万円　の計上があり、このことが当期減収の要因となりました。

　なお、右下のグラフに示しますように、当期は新築住宅の「受注棟数」も、前期比　４９棟増の　１，３８９棟　と増加し、過去最高となりました。

　次に、左下のグラフは、「経常利益」の変動要因でございますが、経常利益は、前期比で ４億 ９千万円の増益　となりました。
　これは、売上高の減少がマイナスに作用した一方で、前期から推進してまいりました
原価低減の効果等によって粗利益が改善したこと、広告宣伝費などの販管費が減少したことが、主な要因でございます。 



		決算概要（販管費～特損益）
・主な費目の増減説明
・
⇒利益率には触れていない
 ケッサン ガイヨウ ハンカンヒ トク ソンエキ オモ ヒモク ゾウゲン セツメイ リエキ リツ フ		　次に、４ページの、「販売・管理費」、「営業外損益」、「特別損益」で、ございます。
　販売・管理費は、前期と比較して人件費や、広告宣伝費が増えたことで、３億 ５千万円の
増加となりました。

　営業外収益は、業容の拡大に伴って、手数料収入が増えております。
　営業外費用は、有利子負債が増えたことで支払利息等が増加いたしました。

　特別損益では、収益環境が悪化したコイン・パーキング１カ所と、
栃木県小山市の事業拠点である県南支社の新社屋への移転に伴って遊休化した、旧社屋と土地の減損処理を行っております。

　この結果、当期純利益は、前期と比べ １千万円の微増に止まりました。


		　次の４ページは、「販売・管理費」、「営業外損益」、「特別損益」で、ございます。

　販売・管理費は、前期と比較して　１億 ２千万円　増加しておりますが、
そのうち、広告宣伝費は、
首都圏の顧客層に対してブランドの浸透を図るため、関東全域でのテレビＣＭを行ったことなどで、増加しております。
　同様に、租税公課が増加しておりますが、これは前期において事業拡大に向けた
土地在庫の積み増しを行った結果、固定資産税の負担が増えたことが要因で、ございます。

　営業外損益については、大きな変動はありませんでした。

　特別損益では、事業用不動産の２物件を、減損処理いたしましたが、前期と比較して大幅な減少となりました。

　この結果、当期純利益は増益となりました。
 		　次の４ページは、「販売・管理費」、「営業外損益」、「特別損益」で、ございます。

　「販売・管理費」は、前期比で ４千万円　の減少となりました。

　内訳では、「人件費」が、採用難で増員が進まない状況下で役職員の構成の変化等もあって、減少しました。
また、「広告宣伝費」が、前期に計上した関東全域でのテレビＣＭの放映が無かったことで、
大きく減少しました。
一方、「求人採用費」は、幹部人材の採用や新卒の採用活動の強化により、増加しました。

　営業外収益は、前期の中古物件の火災保険金収入がなくなったことなどで減少し、
営業外費用は、支払利息が、販売用不動産が前期比で減少したことに伴う借入金の減少や借入金利率の低減に取り組んだことで、減少しております。

　特別損益は、創業者の役員退任に伴う「特別功労金」を損失に計上しております。 



				次に、５ページの　連結貸借対照表の「資産の部」について、でございます。
　
　左側の資産の部ですが、資産合計は、主に「販売用不動産」が増加したことで、
前期末と比較して、６１億 ３千万円増加して、４５６億 ８千万円となりました。
　販売用不動産のうち、新築住宅関連の在庫が大きく増加しておりますが、
一昨年あたりから、販売期間が１年以上となる大型物件の取得が増加してきていることが要因で
ございます。

　右側、負債の部では、販売用不動産の在庫が増加したことで、短期有利子負債が増加し、
また栃木県小山市において、県南支社を新築したことで、長期有利子負債が増加することと
なりました。

　純資産の部は、前期末と比較して、
１４億 ９千万円増加して、１８１億 ２千万円となり、
ＲＯＥは、１０.１％、　自己資本比率は、３９.２％となりました。

		　次に、５ページの　貸借対照表　及びキャッシュ・フローについて、でございます。

　資産は、前期と比べ　１５億 ９千万円　増加して　４７２億 ８千万円　となりました。
　流動資産は、主に現金預金と販売用不動産が増加したことで、
前期と比べ１３億３千万円増加しました。

　負債は、前期と比べ　１億 ６千万円増加して　２７７億 ２千万円　となりました。
　短期有利子負債が減少し、長期有利子負債が増加しておりますが、これは、運転資金の一部を、短期借入金から社債に切り替えたことによるものです。

　これらの結果、純資産は前期と比べ　１４億 ３千万円　増加して　１９５億 ５千万円　と
なりました。

　キャッシュ・フローの変動要因については、下の図に示すとおりとなっております。

　決算概要のご説明は、以上とさせていただきまして、
続いて、平成３１年３月期の業績見通しと取り組みについて、ご説明させていただきます。
 		次に、５ページの　貸借対照表　及び　キャッシュ・フローについて、でございます。

　まず、貸借対照表は、資産の部においては、大型分譲地の販売が進んだことで販売用不動産が
減少したことなどにより、資産合計は、４億 １千万円　減少して、４６８億 ６千万円　
となりました。

　負債の部では、販売用不動産の減少に伴って有利子負債が減少したことなどにより、
負債合計で、１９億 ８千万円　減少して、２５７億 ４千万円　となりました。

　純資産の部は、前期末と比較して、１５億 ６千万円増加して、２１１億 ２千万円となりました。

　キャッシュ・フローについては、
営業キャッシュ・フローが 　３０億 ４千万円　のプラス、
投資キャッシュ・フローは 　　５億 　　　円　のマイナス、
財務キャッシュ・フローは 　２３億 ５千万円　のマイナス
となりました。
　この結果、現金等の期末残高は、前期末と比較して、１億 ８千万円　増加して、１００億円
となりました。

　決算概要のご説明は以上とさせていただき、ここからは業績見通しと取り組みについてご説明
させていただきます。 


				　続きまして、６ページの「キャッシュ・フロー計算書」で、ございます。

　営業活動によるキャッシュ・フローは、主にたな卸資産が増加したことで、
２８億 ８千万円のマイナス、

　投資活動によるキャッシュ・フローは、県南支社の新社屋建設などで有形固定資産が増え、
５億 ６千万円のマイナス、

　財務活動によるキャッシュ・フローは、主にたな卸資産が増えたことで、短期借入金が増加し、４１億 ４千万円のプラスとなり、

この結果、現金等の期末残高は、前期末と比較して、６億 ９千万円増加して、
８４億 ７千万円となりました。

　以上で、平成２９年３月期の決算概要のご報告を終わり、
次ページからは「業績見通しと取り組み」について、ご説明させていただきます。



		６ページ　裏
 

　今期の取組のご説明の前に、５月７日に公表いたしました第二次中期経営計画について
その概要をご説明させていただきます。

　前中期経営計画については、さきほど 最終年度である前期の業績 についてご説明いたしました
通り、経営目標を達成できずに終わる結果となりました。
　最大の要因は、シェア開拓の余地が大きく成長が期待された 群馬・千葉 の各県で、
人材の確保や体制の強化が十分と言えなかったことなどにより、計画通り販売を拡大することが
できなかったことです。
　改めてこれらの各県での販売を回復させ、再び成長軌道に回復させることが、
当計画期間における第一の課題であると考えております。

　また、事業環境といたしましては、団塊ジュニア世代も既に４０代半ばを超え、
その下の世代を住宅の第一次取得者層とみた場合、その人口は当社営業エリアで
年２％の割合で減少していく見込みであり、
既に展開しているエリアにおいてシェアを向上していく とともに、
営業エリアの拡大を加速していくことが、生き残りに必須の条件となってまいります。
 		（６ページ　業績見通しと取り組み　表紙）
 
　７ページは、今期の業績見通しで　ございます。
　
　今期におきましては、連結ベースで
　　　売上高　　　４８５億円
　　　営業利益　　　３２億円
　　　経常利益　　　３４億円
　　　当期純利益　　２２億円
を計画しております。
　
　売上高については、前期において期初計画を下回り　減収に終わったことをふまえ、
前期の期初計画　４８０億円に　５億円　を上積みした水準を目指してまいります。

　一方、利益面については、売上高の増加額に比して低い伸びとしておりますが、
これは、現有在庫の状況や　消費税増税を控えた市場環境に加え、
売上目標の達成と　埼玉エリアを含めた今後の事業拡大　に向けて、
先行投資を含めた　相当の人材投資　や　広告宣伝の強化　が
必要となることによるものです。

　今期の 販売目標棟数 といたしましては、
　　　新築住宅は、前期比 １２５棟増の　１,４８０棟
　　　中古住宅は、前期比 　１９棟増の　　 １７０棟
を計画しております。 



				７ページ　裏

　８ページは、今期の業績見通しで　ございます。
　今期におきましては、連結ベースで
　　　売上高　　　４８０億円
　　　営業利益　　　３２億円
　　　経常利益　　　３３億円
　　　当期純利益　　２１億円
を計画しております。
前期の営業減益という結果をふまえまして、利益の回復を最優先課題として取り組み、
改めて、増収増益の継続を目指してまいります。
また、販売棟数の計画といたしましては、
　　　新築住宅は、前期比 １０４棟増の　１,４５０棟
　　　中古住宅は、前期比 ３４棟増の　　　 １７０棟
の計画としております。
　セグメント別の計画、および「不動産販売」セグメントの売上内訳につきましては、
左下の表に示しますとおりでございます。 
　次のページでは、ただ今 ご説明いたしました業績見通しに基づき、今期を最終年度とする
「中期経営計画」の経営目標値を修正させていただくことになりましたので、ご報告いたします。

		　次の８ページは、第二次 中期経営計画 の概要です。

　最終年度である 平成３３年３月期 の経営目標値は、
　　　売上高　　　　　５５０億円
　　　営業利益　　　　　３３億５千万円
　　　経常利益　　　　　３５億円
　　　当期純利益　　　　２２億９千万円
と　しております。

　大きなビジネスモデルの転換は行なっておらず、基本方針、事業戦略とも、前計画から
大きな変更はございませんが、　エリア戦略については、
　　栃木県 のほか 茨城県・群馬県 については、概ね主要商圏に拠点を展開したこと、
　　また、千葉県 については、柏エリアを成長軌道に回復させることが優先課題であることから、
当計画においては「シェア向上エリア」と位置づけて、早期の挽回に取り組みます。
　また、営業エリアの拡大については、
新たに 埼玉県 をターゲットとして、拡大を図ってまいります。

　以上の中期経営計画をふまえ、以下、今期の取組についてご説明させていただきます。 
		　８ページは、「中期経営計画の概要と進捗」でございます。

　ページ左側には、以上ご説明いたしました　前期実績と今期計画に、第二次中期経営計画の
最終年度となる来期の経営目標を加えたグラフを示してございます。

　売上高につきましては、前期において年度計画を達成できず若干の減収に終わったことで、
中計の経営目標の達成に向けては相当の努力を要すると認識しておりますが、
今期の計画を確実に達成して増収の基盤を固めた上で、茨城県南部から千葉県柏エリアを継続的に成長させ、新規エリアとなる埼玉県での販売を拡大させることにより、達成を果たしてまいる所存です。

　一方、経常利益につきましては、前期に期初計画を上まわる増益を達成したことで目標に一歩　近づいておりますが、将来的な成長に備えた人材投資などを考慮しますと　楽観できるものでは　なく、気を引き締めて利益改善に取り組んでまいります。

　第二次中期経営計画の基本方針・戦略の要点につきまして、ページ右側に記載してございますので、ご参照下さい。 



				　平成２７年１１月に公表いたしました「中期経営計画」におきまして、
最終年度である平成３０年３月期の経営目標値は、
　　　売上高　　　　４８０億円
　　　当期純利益　　　２３億円
としておりましたが、
市場環境や今期の販売体制等を総合的に勘案した結果である今期の業績見通しに従い、
　　　売上高は　　　当初目標通りの　　　　　４８０億円
　　　当期純利益は　当初目標より２億円減の　　２１億円
と、利益面において下方修正させていただきました。

　中期経営計画の基本方針と戦略等につきましては基本的な変更はございませんが、
利益の確保に向けた取組を一層強化し、修正後計画の必達に向けて総力を挙げて取り組んでまいる所存でございます。

　次のページからは、各事業の今期の取り組みについてご説明いたします。
　
		　９ページは、今期の業績見通しで　ございます。
　今期におきましては、連結ベースで
　　　売上高　　　４８０億円
　　　営業利益　　　２９億円
　　　経常利益　　　３０億円
　　　当期純利益　　１６億 ８千万円
を計画しております。
　売上高については、前中期経営計画で未達成に終わった当初の目標を、今期で挽回することを
目指しております。一方、利益目標については、市場環境や現有在庫の状況を勘案して、
同計画をやや下回る水準に設定させていただいております。
　また、特別損失の発生が見込まれるため 当期純利益 は、前期を下回る見込となっております。
　今期の 販売棟数 といたしましては、
　　　新築住宅は、前期比 ９９棟増の　１,４４０棟
　　　中古住宅は、前期比 ２２棟増の　　 １６０棟
を計画しております。
　セグメント別の計画、および「不動産販売」セグメントの売上内訳につきましては、左下の表に示しますとおりでございます。
　以下、各事業の今期の取り組みのご説明となりますが、新築住宅の販売 部分に関しましては、
常務取締役　営業本部長　の　石川　より　ご説明申し上げます。 
　常務取締役　営業本部長　の　石川　でございます。
　以下、不動産販売セグメントの取り組みのご説明となりますが、新築住宅の販売面の取り組みについて、私の方からご説明させていただきます。
		　９ページは、新築住宅の「事業の環境」でございます。

　昨年度の　住宅着工数は、前年度比で　０.７％増の　９５万３千戸　となりました。
　内訳としては、貸家が減少している一方、その他の持家、分譲戸建、分譲マンションが増加し、
分譲戸建では消費税増税を見越した動きも出ているとの分析もございます。
　今年度の見通しにつきましては、大手住宅会社による予想の平均では　９２万５千戸　と、
前年度比で減少する予測となっております。

　また、右側のグラフは、住宅ローン金利の指標となる、住宅金融支援機構の「フラット３５」の金利の推移　を示しております。
　「フラット３５」の金利は、昨年末にかけて見られた上昇の動きも反転下落し、
過去最低と言える水準内で推移しております。家賃なみの返済で住宅の取得が可能となっており、
取得環境としては良好な状態が続いております。 



				まず、はじめに不動産販売セグメントについてご説明いたします。
　１０ページは、新築住宅の「事業環境」でございます。

　昨年度の住宅着工数は、前年度に比べ　５.８％増の　９７万 ４千戸となりました。
　これは主に貸家が増加したことによるものですが、戸建分譲住宅についても堅調に推移しました。
今期の住宅着工の見通しにつきましては、持家と分譲住宅は前年度並みと見込まれる一方、
貸家は大幅に減少すると予想されており、大手シンクタンクによる予想の平均では、住宅着工数は　９２万戸となっております。
　当社におきましても、足元の状況等から同様な判断をしております。

　右側には、住宅税制などの住宅取得支援策の状況を記載しております。
　今期は　「住宅ローン減税」　｢すまい給付金制度｣　｢贈与税の非課税枠｣　とも
大きな変更なく継続しており、住宅取得環境としては、良好な状態が続いております。 
　
次の　１１ページは、住宅ローン金利の状況です。

		　１０ページは、新築住宅の「事業環境」でございます。

　昨年度の住宅着工数は、前年度に比べ　２.８％減　の　９４万６千戸　となりました。
　これは主に持家・貸家が減少したことによるものですが、戸建分譲住宅については底堅く
推移しております。
　今期の住宅着工の見通しにつきましては、昨年度並みと予想されており、
大手シンクタンクによる予想の平均では、住宅着工数は　９４万９千戸　となっております。
　当社におきましても、足元の状況等から同様な判断をしておりますが、
来年１０月 に予定される 消費税増税 の駆込み需要 の発生時期や規模によっては、
実需と市中在庫との間に乖離が生じるおそれもございます。

　右側には、住宅税制などの住宅取得支援策の状況を記載しております。
　今期は　「住宅ローン減税」　｢すまい給付金制度｣　｢贈与税の非課税枠｣　とも大きな変更なく継続しており、住宅取得環境としては、良好な状態が続いております。
 		　次の　１０ページは、住宅税制その他の住宅取得支援策　について　でございます。

　住宅取得に関しましては　「住宅ローン減税」「贈与税の非課税枠」「すまい給付金制度」
といった支援策が用意されていますが、これらについては消費税増税後、それぞれ右側に
示します通り、拡充が予定されております。
　また、これらに加えて、一定の基準を満たした住宅については、
新たに「次世代住宅ポイント制度」が設けられる予定です。

　このように、増税に合わせて充実した住宅取得支援策が予定されており、年収や借入額等
によりますが、増税後に購入した方が有利との試算も少なからず出されていることから、
現段階では住宅取得環境への増税による影響は中立的と判断しております。

　一方で、増税を控えて事業者間の競争は厳しさを増すものと思われ、
また、駆け込み需要期待で過剰在庫を抱えた事業者のダンピングなどが懸念されるところであり、
市況を注視してまいります。 



				次の　１１ページは、住宅ローン金利の状況です。

　左側のグラフは、住宅ローン金利の指標となる、住宅金融支援機構の「フラット３５」の金利の推移を示しております。
　平成２８年２月のマイナス金利導入以降、「フラット３５」の金利は、足下で上昇の動きも
見られるものの、過去最低圏内で推移しております。
　アパート賃料ほどで月々のローン返済が可能な水準にあるということで、金利の面からも、
住宅取得には好環境が継続しているところでございます。

　住宅販売に関する指標等については以上のとおりでありますが、これらを市場の環境として
見ますと、顧客サイドにおいて、良好な住宅取得環境が長期間継続してきた結果、
これら各種制度等が住宅購入の動機に与えるインパクトが減少している一方で、
事業者サイドにおいては、良好な取得環境への期待に加え、駆け込み需要を見込んだ土地在庫処分の動きもあって、堅調な着工が続いているという側面があります。

このような両者の動きのミスマッチから、市中在庫が増加する傾向がみられ、事業者の競合は
激しさを増している状況にあります。

　右側には、北関東の経済に関連する数値を参考までに掲載しておりますのでご参照ください。
 

		　次の　１１ページは、住宅ローン金利の状況です。

　左側のグラフは、住宅ローン金利の指標となる、住宅金融支援機構の「フラット３５」の
金利の推移を示しております。

　平成２８年２月のマイナス金利導入以降、「フラット３５」の金利は、
昨年 秋 に上昇の動きも見られたものの、過去最低と言える水準内で推移しております。

　アパート賃料ほどで月々のローン返済が可能な水準にあるということで、
金利の面からも、住宅取得には好環境が継続しているところでございます。

　このように、取得環境としては良好な状態でありますが、戸建分譲住宅に関しては、
実需に先行する指標となる着工数も堅調に推移しており、
事業者間の競合は厳しさを増している状況にあります。

　右側には、北関東の経済に関連する数値を 参考までに掲載しておりますので、ご参照ください。
 		　１１ページからは、新築住宅の取り組みについてでございます。
　先ほどご説明いたしましたとおり、今期の新築住宅の
　　　販売棟数は、　１２５棟増　　の　１，４８０棟　を見込んでおり、
　　　売上高は、　　　３５億円増　の　　　４０７億円
を計画しております。

　当社の営業エリアは、栃木県を中心に、茨城、群馬　の北関東３県　及び　千葉県柏エリア、
今期から販売活動を開始した埼玉県、でございますが、今期のエリア別の販売計画は、
左側　中ほどの表に示すとおりです。
　エリア別では、前期に　前々期比で棟数を伸ばした　栃木県・群馬県　については
伸びを保守的にみる一方、前期計画との乖離が大きかった　茨城県・千葉県　については、
改めて前期計画数ないしその基礎固めを行なう水準まで回復させることを目標としております。

　受注棟数は、前期の第２四半期以降、年換算で概ね　１,４００棟　の水準で推移しており、
前期計画未達となった茨城・群馬・千葉の各県の建て直しと埼玉県での販売が寄与してくることで
十分に達成可能な水準であると考えており、
引き続き、「営業エリアの拡大」と「シェアの向上」を重点方針として取り組んでまいります。 


				１２ページからは、「新築住宅の取り組み」についてでございます。

先ほどご説明しましたとおり、
今期の新築住宅の販売棟数は、　１０４棟増の　１,４５０棟
売上高は、　３１億円増の　   ４０１億円　を計画しております。

今期におきましては、引き続き、営業エリアの拡大とシェアの向上を重点方針として取組むほか、苦戦を強いられた前期における課題への対応に、全社一丸となって取組んでまいります。
販売計画のエリア別の内訳は、右の図に記載のとおりでございます。
　当社の営業エリアは、栃木県を中心に、茨城、群馬の北関東３県　と　千葉県の柏エリア
でございます。
販売計画の棟数におきましては、当社が管掌する栃木県が全体の約半数を占めておりますが、
事業拡大の重点エリアとして注力している茨城県南部から千葉県柏エリアを中心に、販売の拡大を図る計画としております。
		　１２ページからは、新築住宅の「取り組み」についてでございます。

　先ほどもご説明いたしましたとおり、今期の新築住宅の
　　　販売棟数は、　９９ 棟 増の　１,４４０ 棟
　　　売上高は、　　２５ 億円 増の　 ４０３ 億円
を計画しております。

　当社の営業エリアは、栃木県を中心に、茨城、群馬 の北関東３県 と 千葉県の柏エリアと
なっており、販売計画のエリア別の内訳は、右の図に記載のとおりでございます。

　今期は、「シェアの向上」として、特に、前期に計画との乖離が大きく生じた　
群馬県 及び 千葉県柏エリア における販売の回復に、改めて 体制を整えて取り組みます。

　また、「営業エリアの拡大」においては、今期の業績には織り込んでおりませんが、
埼玉県への早期進出に向けて取り組んでまいります。
 		　次の１２ページは、「営業エリアの拡大」についてでございます。

　今期最大のテーマが、埼玉県への進出となります。

　当社は、さいたま市を起点として事業を展開してまいりますが、その市場については、
さいたま市だけで北関東の各県と同等以上の市場規模となっております。
競合が激しい市場でございますがビルダーのシェアが高く、
当社が食い込んでいくことが十分に可能な市場であると考えております。

　これまで、平成３０年４月に開設準備室を設置し、同年１１月には用地仕入拠点として
「さいたま支店」を開設して、さいたま市を中心に用地仕入れを進めてまいりましたが、
当面の目標数の仕入が進んだことで、本年４月に正式に営業部門を組織し、
「埼玉支社」として営業を開始いたしました。

　販売物件は、６月末以降　順次完成してまいりますが、業績への寄与が本格化してくるのは
下期からとなる見通しです。
　今期は、販売棟数で　５０棟　を見込んでおりますが、
販売の早期立ち上げと当社ブランドの同県市場への浸透に、全力を挙げて取り組んでまいります。 


				次の１３ページでは、「営業エリアの拡大」に対する取り組みについてご説明いたします。

当社が重点エリアと位置づけております、「茨城県南部から千葉県柏エリア」は、常磐線沿線　からつくばエクスプレス沿線にかけての、東京通勤圏として発展中の人気エリアでございます。
右下のグラフのとおり、営業エリア拡大の重点エリアと位置付けて以来、当エリアを面的に
カバーする販売体制の強化に取り組み、販売棟数を順調に伸ばしてまいりました。

茨城県南部エリアにおいては、前期から、当社過去最大の ２１１区画の戦略プロジェクトである「よつばの杜」の販売を開始いたしました。前期の完成数は３月完成の １０棟にとどまりましたが、今期からは販売を本格化し、業績にもフルに寄与してまいります。
　販売棟数は、昨年１１月に新設したつくば支店を中心に、月 ５棟、年間 ６０棟　を計画して
おります。来年４月には、徒歩４分の場所に公立の小中一貫校が開校予定であり、教育環境の訴求を強化し、販売促進を図るとともに、関東全域のテレビＣＭで当社ブランドの浸透を図る予定です。

また、千葉県柏エリアでは、数十区画規模の中・大型物件を順次投入する予定であり、これまで不足気味であった商品の在庫数についても、販売に最適と考えております約２ヶ月分の水準を
常時確保できる見通しとなりましたので、販売を加速してまいりたいと考えております。 
		　次の１３ページは、「シェアの向上」に向けた取り組みでございます。

　当社は、ハウスメーカーを除いたビルダー部門の着工棟数ランキングで、北関東 の １位、
栃木県 の １位をはじめ、各営業エリアでトップ１０内にランクインしております。
　右上のグラフに、営業エリアの各県における当社拠点のカバー率とシェアの状況を着工ベースで示しております。　茨城県南部の拠点展開をここ数年で進めた結果、各県とも、拠点のカバー率は概ね ８割に達しており、シェア拡大の余地の大きいエリアを中心に、販売棟数の拡大に向けた　エリア深耕に取り組んでまいります。
　また、前期の目標未達の要因は、群馬県・千葉県などの事業の急拡大を目指したエリアにおいて、人材・組織体制面の強化 が不足していたこと と考えております。

　このため、取組といたしましては、中・長期的な不変の課題ともなりますが、
「人材の確保と育成」と「組織・体制の強化」を、改めて 強力に進めてまいります。
　また、戦略プロジェクトの推進といたしまして、
販売２年目となる 茨城県つくば市の「よつばの杜」に加えて、
栃木県上三川町の「グランビートパーク上三川」の販売促進に取り組みます。
　各プロジェクトの概要は、右下の表に示しますが、「グランビートパーク上三川」の出足の
受注は好調に推移しております。
 		　次の１３ページは、「シェアの向上」に向けた取り組みでございます。

　取組の第一は「子会社の組織・体制の強化」です。
　前期は、栃木県で期初の計画を達成した一方、子会社が管轄する茨城・群馬・千葉の各県に
おいては計画未達に終わりました。計画未達に終わった各県は、当社がシェアを拡大していく余地が大きいエリアでもあり、その建て直しが急務となります。
　このため、この４月で、組織の活性化を目的に、子会社の社長交代を含む役員体制の見直しを
実施しました。事業拡大に向けた人材の確保と育成についても、対応を進めているところでございます。
　次に、戦略的大型分譲地の早期完売です。
　茨城県つくば市の「よつばの杜」は、販売が後半に入り、街並みと立地の良さが再認識され販売が好調に進んでおり、このペースを維持して今期中の完売を目指します。また栃木県上三川町の「グランビートパーク上三川」についても概ね計画通り進捗しておりますが、さらに販売促進に
取り組み、早期完売を目指してまいります。

　また、ますます重要性を増しているネット戦略についても、前期にリニューアルした
ホームページの新機能を活用したアクセス解析と対策を強化するなど、反響数の向上に
取り組んでまいります。

　続きまして次の１４ページからは、新築住宅の生産・商品面の取り組みでございますが、
この部分につきましては、当社　専務取締役　開発本部長の　佐山　より、
ご説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。 
　専務取締役　開発本部長を務めております　佐山　でございます。


				続きまして、次の１４ページは「シェアの向上」に向けた取り組みでございます。
ハウスメーカーを除いたビルダー部門において当社の着工棟数ランキングは、北関東の１位、
栃木県の１位をはじめ、各営業エリアでベスト１０に入っております。
今期の取り組みのひとつは「営業体制の再編」でございます。
前期、茨城県水戸エリア、栃木県県北エリアにおいて、計画通りの受注を確保できなかったことを踏まえ、県域を越えた営業体制の再編を、４月１日付で実施いたしました。
まず、茨城グランディハウス古河支店を、当社県南支社へ移管いたしました。この移管によって、茨城グランディハウスは、重点エリアである茨城県南部と本社のある水戸エリアに集中してエリア深耕に取り組める体制とし、当社県南支社は、栃木県小山エリアとこれに隣接する茨城県西部全体を広域商圏とした事業戦略を　より円滑に展開できる体制といたしました。
当社県南支社につきましては、３月に小山市内の２つの拠点のほか建築部門分室を統合し、　　同市内の商業集積エリアに建設した新社屋での営業をスタートさせております。古河支店の移管とあわせ、さらなる体制強化と効率化を進めてまいります。
　再編の２点目として、当社さくら支店の管掌を、県北支社から本社へ移管いたしました。
この移管は、先ほどの移管と同様、県北支社においては、矢板市以北に集中しエリア深耕を図り、本社においては、宇都宮通勤圏でもあるさくら支店を管掌することにより、宇都宮広域商圏としての相乗効果を狙うものであります。
		　次の１４ページは、「営業エリアの拡大」について　でございます。

　営業エリアの拡大につきましては、中期経営計画に関しご説明いたしました通り、
新たに埼玉県への進出を計画しております。
　なお、埼玉県については、当社 上場以前の建築条件付の土地分譲をメインとしていた時代に、
数年間大宮に出店していた時期がございますが、建売住宅販売に事業転換してからは初めての進出
となります。
　業績への寄与は来期以降を予定しておりますが、早ければ今期中の出店に向けて、既に
開設準備室を設置して、具体的検討を進めております。

　埼玉県の市場規模を 分譲戸建住宅 の着工戸数でみますと、右上の表に示します通り、
約１万５千戸となっており、栃木県の６倍の大規模な市場となっております。
　また、市場の特徴としては、鉄道沿線型の商圏を形成し、住宅の仕様も、北関東の仕様に近い
北部エリアから、狭小面積の物件がメインとなる南部エリアまで幅広いこと、が挙げられます。

　さらに、ビルダーのシェアが高く、競合の厳しいエリアとなっておりますので、
埼玉県の特性にマッチし、かつ、これまで培ってきた当社の強みも活かせる ビジネスモデルを
進出から展開のパターンを含めて決定し、早期進出を目指してまいります。

　以上で、私からのご説明は終了させていただき、次の新築住宅の生産・商品面の取り組みから、
改めて、林 の方からご説明申し上げます。ご清聴、まことにありがとうございました。 


				次の１５ページに移りまして、
「シェアの向上」に関しましては、引き続き、営業力の強化と情報発信の強化に取り組み、
自己開拓営業および反響営業の両面から顧客獲得促進につなげてまいります。

続いて（３）は、前期の課題への対応でございます。
前期下半期に、受注の停滞を招く結果となった拠点間の在庫偏在については、現時点で解消済みでございます。一部に下半期の在庫が薄いエリアがありますが、現在、全力を挙げて対策中でございます。また、拠点間バランスや受注状況に即応できるよう生産体制強化を図ってまいります。

次に、前期、期末にかけての相当の追い込みが必要となったことによる「利益率の低下」に対しましては、期中を通じて利益の早期上積みが必要となってまいりますので、今期期初から、記載の
粗利確保・増加施策に取り組んでおります。

また、茨城　水戸エリア・栃木　県北エリアの販売計画未達に対しましては、先ほどご説明
しました営業体制の再編により、他の拠点へ移管した後の営業エリアに集中してエリア深耕を行うことで受注の回復を目指すとともに、水戸エリアにおいては　ひたちなか市への新規出店を検討中でございます。

		　改めまして、次の１５ページからは、新築住宅の 宅地開発・建築の取り組みについて 
で ございます。

　宅地開発に関しては、土地確保の状況は、前期末の土地在庫で年間販売棟数の約 １.５年分となっており、今期分の土地は ほぼ確保済みで、若干の追加調整を残す程度となっております。
　宅地開発の課題と取組といたしましては、持続的な土地の供給を確保するため、各エリアを熟知した専任者の配置を進めております。また、埼玉県へのエリア拡大に向けた体制の構築においては、開設準備室を設置して、リサーチを進めております。

　また、建築体制については、年間１,５００棟の生産体制を構築しており、今期は１,４５０棟を建築する計画です。
　課題と取組ですが、エリア拡大に向けての体制構築については、既存エリアの業者を中心に技能職の確保を進めております。
　商品開発においては、当社の強みである「街並みづくり」を基本に、「デザイン性」「機能性」「省エネ性」「安全性」の４点を重点テーマとして、マーケティングを強化して商品力の一層の
向上を図ってまいります。また、技能職の高齢化対策としては、木工事の分業化による生産性の
向上に取り組んでおりますが、さらに適用を拡大してまいります。

　これらの取組を継続的に進め、平成３３年３月期までに、年間 ２,０００区画の開発体制と
年間１,８００棟の建築体制　を構築してまいります。
		　１４ページは、「宅地開発」と「建築」の取り組みについて で ございます。
　
宅地開発に関しては、土地確保の状況は、前期末の土地在庫は年間販売棟数の　１.７年分となっており、
前々期と比較して、　０．２年分増加しております。これは、埼玉県及び茨城県で大型物件の確保ができたことに
よるものです。
　今期販売分の仕入は、下期後半のエリアバランスの調整を残す程度で各エリアともほぼ完了しております。新規エリアとなる埼玉県での仕入についても、今期販売分の仕入は、大型分譲地の確保もでき、概ね順調に推移しておりますが、
若干のエリアの偏りがあるため、引き続き、エリア専任者のもとでバランスの取れた仕入に取り組んでまいります。
　宅地開発の課題といたしましては、事業エリアが拡大していく中、各エリア間で、また各エリア内でもバランスの
取れた分譲用地を安定供給することが一層重要となってまいりますので、各エリアの専任担当者の配置に必要な人員の
強化を図ってまいります。また、他社競合が厳しい首都圏での仕入では、スピーディーな対応が重要となりますので、
対応力の強化も図ってまいります。
　
次に、ページ右側の建築体制についてでございますが、
今期は、　年間１，５５０棟　の生産体制の構築を行い、　１，５００棟　を建築する計画です。
　課題と取組ですが、埼玉県及びエリア拡大による生産体制の構築については、既存エリアの業者を中心に
技能職の確保をしてまいります。
　また、商品開発においては、当社の強みである「街並みづくり」を基本に、「デザイン性」「機能性」「省エネ性」「安全性」の４点を重点テーマとして、マーケティングを強化して商品力の一層の向上を図ってまいりましたが、さらに、「オンリーワンの外観デザインとプランニング」にも注力してまいります。
　また、技能職の高齢化対策としては、木工時の分業化による生産性の向上に取り組んでおり、
適用を拡大してまいります。

　これらの取組を進め、第２次中期経営計画の最終年度である令和３年３月期には、
年間２，０００区画　の開発体制と、　年間１，８００棟　の建築体制　を構築してまいります。 


				続きまして次の１６ページからは、宅地開発と生産に関する取り組みでございますが、
この部分につきましては、当社　専務取締役　開発本部長　佐山　より、
ご説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

専務取締役　開発本部長を務めております　佐山　でございます。
はじめに、「宅地開発の取組み」について、ご説明させていただきます。
　まず、宅地の仕入環境ですが、市場にでてくる物件情報量が非常に少なくなっている状況にあります。
市場に出るものは入札になる物件が多く、他社においても仕入れが厳しい状況にあることから、ローコストビルダーからハウスメーカーまで入札に参加してくる状況となっており、分譲素地の価格は上昇傾向にあります。
このような仕入環境の中、市街地中心部での仕入が不十分であったことを含め、エリアバランスを
十分には確保できず拠点間の物件の偏りを生じさせたことが、前期後半に受注の停滞を招き、結果として利益を落とした要因の一つと考えております。
この様な中、今期の取組み方針といたしましては、引き続き、当社の特徴である「開発力」、ページ右上に示します「地域密着型収益フロー」を一層強化して、収益力のアップとエリアバランスの取れた安定的な土地の確保に取り組んでまいります。ページ右下に、前期の直接仕入れ状況を示しますが、直接仕入れ率は、グループ全体で３６％、栃木県内では５２％となっています。栃木県内での直接仕入れ率は上がっておりますが、栃木県外での直接仕入れ率が若干低下し、全体での直接仕入れ率が下がる結果となりました。改めて、栃木県外を中心に　直接仕入率の向上に向けた体制を強化することにより、市場の情報量に左右されずにエリアバランスの取れた　収益力の高い用地を安定的に確保してまいります。
次に、物件の偏りや市街地中心部での仕入不足への具体的対策としては、農地や遊休地の買収提案だけではなく、新たに、老朽化したアパートや集合住宅が建つ土地の買収強化に取り組んでおり、すでに今期の販売物件としても確保しつつあります。
　次に、収益力のアップの一環として、販売期間短縮に向けた工夫と企画力の向上を図ります。様々なお客様のニーズに合わせた区画の大きさと価格のバランスを取り入れ、安価なものからオーダー志向にも対応できる商品バリエーションを整えることで、対策を講じてまいります。
また、開発要員の確保と育成にも、引き続き、取り組んでまいります。
現在の担当者全社合計６４名（内女性開発担当者６名）を早期に１００名体制まで増員する計画です。
この中で、増員と育成に取り組んでいる女性の開発担当者が成長しており、直接仕入部門で活躍しております。女性ならではのソフトできめこまかなアプローチが地権者との関係構築につながるケースも多く、その比率を
２５％に高めていく計画です。


		　次の１６ページでは、商品面の取組 例 を ご紹介しております。

　ページ左側は、栃木県上三川町の「グランビートパーク上三川」、１４１区画の大型分譲地でございます。街区は、３ヵ所の進入路で通り抜けが出来ない、住む方だけの分譲地内道路となり、
子育て世代の家族にとって、安全・安心な分譲地となっております。
　建物については、多様なプランと、１２の外観スタイルを取り入れ、"いろどり"ある街づくりを行なっております。
　また、幅広い顧客ニーズに対応するため、今後の住まいと暮らしの未来を提案する
「ＺＥＨ（ネット ゼロエネルギー ハウス）にＩoＴを融合させた住宅」の新たな取り組みや、
家族で多彩な趣味が楽しめる「土間を愉しむ家」のモデルハウス建設により、
計画期間内での完売を目指してまいります。

　ページ右側には、地域性も考慮して特徴を持たせた外観デザインによる個性的な街づくりと、「プラスアルファの付加価値」としての室内空間の例をご紹介しております。

　今後とも、多様化するニーズに対してマーケティングを強化し、「街並みの付加価値」を含めた魅力ある商品を展開し、販売の促進と顧客満足度の向上に努めてまいります。
 
		　次の１５ページでは、商品面の取組の例をご紹介しています。

　ページ左側上段は、埼玉県進出のオープン分譲地　「モリノネ西大宮」でございます。埼玉県において基本
となる、リビングの天井高　２．７ｍ、床暖房、設備のグレードアップなどを取り入れた上質な商品として
おります。また、当分譲地は、エリア別に共通コンセプトを持たせたエリアプロジェクト分譲地の第一弾として、内外装に木の風合いを取り入れることで、自然の中にいるような心地よさを感じられる住まいとしております。埼玉県においても、エリアのニーズを取り入れた差別化商品の展開によって当社ブランドの浸透を
図ってまいります。
　下段は、「グランソムリエール中久喜７期」　３２区画の分譲地でございます。
第一次分譲街区は、女性設計士　１１名が、女性スタッフ・ママ座談会での意見をもとに、
「家族を感じるスキップリビング」などのプランニングを行い、「暮らしやすさ」「使いやすさ」「デザイン性」を、女性ならではの感性を活かしてプラスオンしたプロジェクトとなっております。

　ページ右上は、「グランドステージ駒生町７期」　２２区画の分譲地でございます。インターロッキング舗装のクルドサックを設け、伝統的な石畳のような街並を演出した安全･安心な分譲地となっております。
　その他　「プラスアルファの付加価値」として、太陽光発電システムを搭載した「スマートタウン」や、
地域性を考慮して特徴を持たせた外観デザインによる個性的な街づくりの例を、ページ右下では、室内付加価値として、家族とのコミュニケーションがコンセプトの「吹抜リビング」、ＬＤＫと庭をつなぐ
「インドアガーデン」などの室内空間例をご紹介しております。

　今後とも、多様化するニーズに対してマーケティングを強化し、「街並みの付加価値」を含めた魅力ある
商品を展開し、販売の促進と顧客満足度の向上に努めてまいります。

　以上、生産関係の取組についての私からのご説明は以上とさせていただき、１６ページからは再度、
林よりご説明申し上げます。ご清聴ありがとうございました。 


				次の１７ページは、「土地の確保状況」でございます。
　前期末の土地在庫数は、２,３４８区画となっており、今期目標達成に十分な量を確保しております。前々期末
との比較では２１３区画増加していますが、これは、戦略的に仕入を行った大型分譲地の増加によるものです。
　左下の在庫推移グラフでは、１.６１年分と例年より多くなっていますが、大型分譲地の来期に繰り越す区画数と、エリアバランスを考慮して繰り越す区画数合わせて５３８区画あり、その区画数をやむを得ない付帯分として除外しますと１,８１０区画、販売予定数の１.２４年分になり、適正範囲内と判断しております。
 
　右上の表は、前期・前々期から仕入れた３０区画以上の物件ですが、宇都宮市のベッドタウンで
日産自動車栃木工場　もある　栃木県上三川町　において、１４１区画の大型分譲地を仕入れております。
過去にも６０区画の大型分譲の実績もあり２期目の大型分譲用地として需要の見込める地域となっております。
　
また、茨城、千葉の拡大重点エリアにおきましても大型分譲地の仕入が進んでおります。
　茨城におきましては、さきほどご説明いたしました「よつばの杜」をはじめ、つくば市並木に２期目となります５６区画を仕入いたしました。
千葉におきましても、３０区画以上の大型分譲用地が５現場となり、過去最高となる仕入を行っております。
エリア的には柏市に集中しておりますが、柏市北部に根戸、中央部には南柏２次・東中新宿・中原、南部には
常盤平、とエリアバランスの取れた仕入になっており、過去にも実績がある地域となっております。
一部販売開始になっている所もあり販売も順調に進んでおります。

　以上、宅地開発の取組みについて説明いたしましたが、今期販売分の仕入は、全体数量としてはほぼ確保して
おりますが、一部、下半期に在庫の薄いエリアが残っており、総力を挙げて対応しているところでございます。
　引き続き、先ほどご説明いたしました取組み方針に基づき、来期以降の販売棟数拡大に向けて、厳選した
優良物件の取得に取り組んでまいります。







		　続きまして、１７ページは不動産販売の「ストック・ビジネス」で、ございます。
　ストック・ビジネス市場は、政府の後押しなど、今後、大きく成長が見込まれる市場でございますが、一方で、新規参入が増えるなど、競合も激化しております。

　当社グループのストック・ビジネスは、
リフォーム事業と中古住宅の流通事業で、ございます。

　まず、リフォーム事業ですが、主なターゲットは、
当社から 新築住宅をご購入いただいた １万 ５千棟の 旧顧客 がベースでございます。
　定期点検や有償・無償でのメンテナンスを通じて、ニーズを把握、受注に繋げており、
売上の８割が 旧顧客 からとなっておりますが、
今期は、営業力を強化し 旧顧客 以外の 外部受注を ３割まで引き上げる計画でございます。
　取り扱う商材は、現在は 太陽光発電装置 が中心ですが、パッケージ商品の開発など、
太陽光以外の比率を高めてまいります。

　また、中古住宅流通事業ですが、市場は、ローコストの新築住宅と中古住宅の価格差が縮小する
傾向が続くなど、厳しい状況にあります。
　エリア選別や商品の企画力を高めることで、引き続き、首都圏エリアを中心に拡大を進め、
今期 １６０棟の販売をめざしてまいります。 

		　それでは改めまして、１６ページは不動産販売の「ストック・ビジネス」で、ございます。

　当社グループのストック・ビジネスは、リフォーム事業と中古住宅の販売事業でございます。
住宅のストック・ビジネスは、政府の重点政策にも挙げられ、今後、成長が見込まれる市場で
ございますが、一方で、新規参入が増えるなど、競合も激化しております。

　まず、リフォーム事業の取り組みですが、現状、当社の新築住宅をご購入いただいたＯＢ客からの受注が ７割を占めており当社の強みとなっておりますが、ＯＢ客以外からの受注を拡大する
取組を進めており、「非ＯＢ客」からの受注割合を ４割まで引き上げる計画でございます。
　また、太陽光発電の　１０年固定買取制度　が今年度で終了しますが、その対策として
「自家消費　需要」の開拓を進めるとともに、価格の安心感を訴求したパッケージ商品の開発など、
太陽光以外の比率を高めてまいります。

　また、中古住宅事業については、販売棟数は、前期比１９棟増の　１７０棟　を計画しており、販売の拡大に向け、完成在庫を　常時８０棟　の水準に増やすとともに、首都圏エリアを中心に
拡大を図ってまいります。
　仕入目標は　２００棟　とし、新規エリアの開拓も行なってまいります。
　また、反響数の増加に向けて引き続きネット対策の強化に取り組みます。 


				次の１８ページでは、今後の主な大型分譲地をご紹介しておりますので、ご参照下さい。










		　次の１８ページは、「建築材料販売」の取り組み でございます。

　木造住宅の着工戸数は、昨年の７月から３月まで、前年同月比で９ヶ月連続のマイナスと、
厳しい受注環境が続いております。
　また、材料価格は木造住宅の着工減により、一時的に安定しておりますが、下期に向けては不透明な状況にあります。

　このような中で、今期は、
売上高　６３億 ５千万円、　セグメント売上高　３１億円　セグメント利益　１億 ５千万円　と、
微増ではありますが、増収・増益を図ってまいります。
　取り組みとしては、
前期において、取引先を選別することでプレカット材加工の操業率が落ちる結果となりましたが、今期は優良顧客の開拓とともに、関連する住設や資材の販売増に取り組んでまいります。

　利益面では、材料価格が高止まっており、販売価格の見直しを進めてまいります。
　また、操業率の向上とコストダウンで、収益性の改善に取り組んでまいります。
 
		　次の１７ページは、建築材料販売の取り組みでございます。

　木造住宅の着工戸数は、貸家の減少が顕著となったものの全体としては下げ止まり、
前期並みの水準となりました。
　また、材料価格は、北米産丸太が　昨年５月以降　値下がりとなり、
製材品価格においても、弱含み　保合い（もちあい）での推移となりました。

　このような中で、今期は、生産余力が限られる中で　当社グループ内への供給増により外部販売が減少することから、セグメント売上高は、　２９億１千万円　と若干の減収を見込んでおります。
　また、販売部門と設計部門の強化による人件費の増加などにより
セグメント利益についても　１億４千万円　と、減益となる見込みでございます。

　今期の取り組みといたしましては、引き続き、　優良顧客の開拓、　住設建材や資材の販売拡大、
　設計の内製率向上による操業率の改善、　輸入材と国産材のバランス運用による原価の低減、
などに取り組んでまいります。 


				次の１９ページからは、建築部門の生産体制と商品戦略について、でございます。

建築部門は、今期、完成棟数　１,４８０棟　と、年間　１,５５０棟　の生産体制の構築を
予定しています。

　期初時点での生産体制は、１,４５０棟であり、計画の達成　および、前期より継続している
茨城県南部から千葉県柏エリアの販売増加に向けて、生産体制の強化に取り組んでまいります。

また、中期的な技能工の高齢化についての対策として、前期に引き続き、若手技能工の確保と
上棟作業の専門班の構築に取り組んでまいります。この取り組みにより「上棟」と「造作」の
工程を分離することで、生産性の効率化、工期短縮、安全性の高い作業環境の構築が可能となってまいります。
　前期の上棟専門班の施工比率は、グループ全体で７０％となり、今期は、この比率を８５％まで引き上げることを目標としてまいります。
　
また、生産性の効率化、工期短縮に加え、各工程ごとの作業の省力化を推進するなど、建築コストの低減も図ってまいります。


		　次に、１９ページの「不動産賃貸」の取り組みで、ございます。

　賃貸事業は、栃木県宇都宮市を中心に、オフィス等の賃貸と、コインパーキング事業を
展開しております。
　エリアにおける事業環境は、オフィス系は、大型物件に品薄感が出ている状況にありますが、
時間貸し駐車場は、増加傾向にあり厳しい状況が続いております。

　このような中で、オフィス等の賃貸可能面積は、前期において、宅地用の土地仕入に関連して
賃貸アパート３棟を取得したことで、運用面積は増加しておりますが、
前期下期にテナントが退店したことで稼働率が下がっておりますので、改善を図ってまいります。

　また、時間貸駐車場については、駐車可能な総台数、車室数の増減は有りませんが、
厳しい競合状況の中で、小まめな料金体系の見直しや、提携先の拡大を継続的に行うことで、
収益の確保の取り組みを進めてまいります。

　しかしながら、今期の計画は、前期後半からオフィス等の空室率が悪化したことが影響し、
セグメント売上高が　２億 ５千万円、セグメント利益が　１億 ６千万円 と、
減収・減益の見通しでございます。 

		　次に、１８ページの「不動産賃貸」の取り組みで、ございます。

　賃貸事業は、栃木県宇都宮市を中心に、オフィス等の賃貸と、コインパーキング事業を展開
しております。エリアにおける事業環境は、オフィス系は　中規模物件等で品薄感が出ている状況にありますが、時間貸し駐車場は　増加傾向にあり、厳しい状況が続いております。

　このような中で、オフィス等の賃貸可能面積は、前期において、宅地の仕入に関連して取得し、一時的に賃貸していた物件を撤去したことなどで、運用面積は減少しておりますが、積極的な
テナント募集と退店防止策の継続など、空室率の改善を図り、収益の改善を図ってまいります。

　また、時間貸駐車場については、前期において、賃貸駐車場１箇所を売却したことで、
駐車可能な車室数が減少しておりますが、厳しい競合状況の中で、小まめな料金体系の見直しや、
提携先の拡大　を継続的に行うことで、収益の確保の取り組みを進めてまいります。

　今期の計画は、若干の運用資産の減少があるものの、
　　　セグメント売上高　　２億 ５千万円
　　　セグメント利益　　　１億 ５千万円
と、前期並みを見通しております。 


				続いて、２０ページからは、商品戦略について、でございます。

商品の取り組みテーマとして、「街並みづくり」を基本に「デザイン性」「機能性」
「省エネ性」「安全性」を４つの重点テーマとして、営業部と連携してマーケティングの一層の
強化を図り、お客様の購入動機やエリアごとの顧客ニーズをとらえ、分譲地ごとにコンセプトを
持たせた商品企画の展開を図ってまいります。
　
ページ左側には、プラスアルファの付加価値として、全棟に太陽光発電システムを搭載し、
光熱費ゼロをテーマにした「スマートタウン」、千葉県柏市の「ソラリスヴィータ柏市中原３期」と、「ソラリスヴィータ柏の葉キャンパス３期」を、ご紹介しております。
　　

ページ右側には、街灯や門灯、エクステリアライトを設置し、夜間の防犯性に配慮した「安全・安心な住まいと街並みづくり」として、プライバシーへの配慮と開放感を両立させた、
栃木県宇都宮市の「ファミリーキャッスル今泉新町」と、
外観デザインとエクステリアデザインにこだわり、街並みとして、ワンランク上の高級感を演出した、群馬県前橋市の「グランプレミアム前橋みなみ」を、ご紹介しております。

		　次の２０ページは　株主還元策で、ございます。

　配当方針につきましては、
第二次中期経営計画から「連結配当性向　２５％　を目標とする」方針としており、
今期の配当につきましては、　前期と同額の　１株当たり　１６円　を予定しております。


　私からのご説明は 以上となりますが、
今期の計画達成 と 第二次中期経営計画の経営目標達成に、全力を挙げて取り組んでまいります
ので、なにとぞ　よろしくお願い申し上げます。


　本日は、ご出席　ならびに　ご清聴いただき、まことに　ありがとうございました。
		　ご説明の最後になりますが、１９ページは　「株主還元策」で、ございます。

　当社は、配当につきましては、連結配当性向の目標を定め、業績に応じた配当を実施することを基本としております。
　この目標につきましては、前期の配当まで、連結配当性向　２５％ としておりましたが、
５月７日にリリースさせていただきました通り、今期の配当から　この目標を引き上げ、
連結配当性向　３０％　とすることを決定しております。

　前期配当については、既にご案内の通り、当初予想の　１株当たり　１６円を、
増益に伴って　２円 増額して　１８円　と決定しております。
　また、令和２年３月期の配当は、ただ今ご説明いたしました目標水準の引き上げに伴い、
１株当たり　２３円　を予定しております。

　最後に、本日ご説明申し上げました 今期計画 を確実に達成して増収の基盤を固めるとともに、中期経営計画の達成　と　持続的な企業価値の向上　に、全力を挙げて取り組んでまいりますので、なにとぞよろしくお願い申し上げます。

　本日は、ご出席ならびにご清聴いただき、まことにありがとうございました。


				次の２１ページは、つくば市の「よつばの杜」の商品面からのご紹介、でございます。

ページ左上の図は、分譲地全体のイメージで、南北と東西に軸線を作り、その交点には新しい街のコミュニティ形成の核となる集会施設を設けてあります。
２１１区画のひとつの街を、２つの軸線によって４つの街区を作り、それぞれ個性的な街並み
づくりを行う４つのエリアにちなんで、幸福の象徴である「四葉のクローバー」をイメージして
プロジェクト名を「よつばの杜」といたしました。

　ページ下部には、「アクティブ・リーフ」エリアと「モダン・リーフ」エリアにおいて前期末に完成した　１次分譲を、ご紹介しております。

ページ右上は、４つの街区においてのデザインコードと、個性的なプランニングを取り入れた、モデルハウスの「多目的土間スペース」や「インナーガレージ」の内観を、ご紹介しております。
また、全棟標準装備とした「制震装置」にも多くの反響が寄せられております。
引き続き、建物と外構のトータルデザインを行い、分譲地としての価値を高め、計画期間内の
完売を目指してまいります。
以上、宅地開発を含め生産関係の取組みについてご説明申し上げましたが、今後とも、多様化するニーズに対してマーケティングを強化し、「街なみづくり」の付加価値を含めた魅力ある商品を展開し、販売促進と顧客満足度の向上に努めてまいります。

【私からのご説明は以上とさせていただき、２２ページからは再度、村田からご説明申し上げます。ご清聴ありがとうございました。】 



				　それでは改めまして、次の２２ページは、中古住宅販売の取り組みについて、であります。
　前期においては、販売の安定化と増加に向けた商品在庫の充実に取組むとともに、前々期の期末に開設した支店において、首都圏エリアにおける事業拡大に取り組んだことで、
販売棟数は、前期と比べ　１９棟増の　１３６棟となりましたが、
一方で、利益面では、計画通りの利益の確保とはならず、減益となりました。
　これは、一部エリアで、ローコスト系新築住宅との競合が想定以上に増加したことや、１年目の首都圏で情報不足や相場感ずれの調整に時間を要したことであります。

　これらのことを踏まえて、今期は、引き続き首都圏での事業拡大に取り組んでまいりますが、
一方で、ローコストの新築住宅が供給過多となるなど市況の軟化が見込まれる地区では、一時的に競合を避けた撤退を行うなど、慎重に個別市場を見極めつつ機動的に対処することによって、
収益力の向上に努めてまいります。

　今期計画の販売棟数は　１７０棟とし、このうち首都圏では　４５棟の販売を計画しております。
これによって、売上高　２８億円、経常利益　１億 ８千万円を目指してまいります。




				　次の２３ページは、建築材料販売の取り組み、でございます。

　木造住宅の着工は前年同月比で、３月まで １５ヶ月連続の増加と、
引き続き需要は堅調に推移しております。
　プレカットの材料価格は、床や下地などに使用する合板材が、高値で推移しておりましたが、
一服感がでてきております。
　一方、梁や柱の材料である横架材、集成材に先高感が出てきており、懸念材料となっております。

　プレカット材の生産能力は、ほぼフル生産の中で、グループ会社への供給も増加する予定
ですので、相手先の選別など、優良顧客へのシフトを進め、収益性を高めてまいります。
　増収の取り組みとしては、営業社員を増員し販売力を高め、引き続きプレカット材以外の
資材販売を強化してまいります。

　これらの取り組みで、セグメントの売上高は　３１億円、セグメント利益　１億 ５千万円を
目指してまいります。


				　　次に、２４ページの「不動産賃貸」の取り組みで、ございます。

賃貸事業では、ページ右側に示しますとおり、オフィス・事務所等の賃貸は、主に宇都宮市を
中心に １３カ所、１,９００坪の運用となっておりますが、入居率は概ね９０％以上を維持して
おります。

また、コインパーキング事業は、宇都宮市等で １０カ所、車室数 ３２８台の運用となって
おりますが、近年、市街地におきまして、老朽化した建物が、コインパーキングに変わる事例が
多く、競合が厳しくなってきております。

このような中で、前期は、運用資産が減少したことで、減収・減益となりましたが、
今期においても、新たな運用資産の取得を予定していないことから、若干の増収・増益に止まる
見通しであり、既存資産の収益力の向上を図ることで、
セグメントの売上高は　２億 ６千万円、セグメント利益　１億 ６千万円 を達成してまいります。
 



				
ご説明の最後になりますが、２５ページは　株主還元策で、ございます。

配当方針につきましては、
「業績に応じた配当を実施することを基本として、連結配当性向　２０％　を目標とする」
方針としております。
　前期につきましては、当初前提といたしました利益を達成するに至りませんでしたが、
公表予想を維持し、　１株当たり　１４円　とさせていただきました。
また、今期の配当につきましては、５月８日に公表させていただいたとおり、連結配当性向　
２１.９％　となる、１株当たり　１６円　を予定しております。

　最後に、本日ご説明申し上げました 今期計画 を達成することはもちろん、持続的な企業価値の
向上に、全力を挙げて取り組んでまいりますので、なにとぞ　よろしくお願い申し上げます。
　本日は、ご出席　ならびに　ご清聴いただき、まことに　ありがとうございました。






②決算概要

				2		13.75		11		11		10		0.54		10.75		0.54		10.75

																				(百万円) ヒャクマンエン

								H31.3期 キ		R2.3期 キ		前期比 ゼンキヒ				期初計画 キショ ケイカク				修正計画 シュウセイ ケイカク



				売上高 ウリアゲ ダカ				44,452		45,541		+2.4%				48,500				45,150

						 不動産販売 フドウサン ハンバイ		41,212		42,505		+3.1%				45,340				41,990

						 建築材料販売 ケンチク ザイリョウ ハンバイ		2,992		2,775		-7.3%				2,910				2,910

						 不動産賃貸 フドウサン チンタイ		248		261		+5.2%				250				250

				営業利益 エイギョウ リエキ				3,131		2,142		-31.6%				3,200				2,000

				経常利益 ケイジョウ リエキ				3,288		2,310		-29.7%				3,400				2,150

						 不動産販売 フドウサン ハンバイ		2,976		2,013		-32.4%				3,105				1,855

						 建築材料販売 ケンチク ザイリョウ ハンバイ		151		142		-6.0%				140				140

						 不動産賃貸 フドウサン チンタイ		151		172		+13.9%				155				155

				当期純利益※ トウキ ジュンリエキ				2,065		1,413		-31.6%				2,200				1,400



				ＥＰＳ				71.62円		48.84円		-22.78円				76.24円				48.41円

				ＲＯＥ				10.3%		6.6%		-3.71pt				10.4%				6.5%

				1株配当 カブ ハイトウ				18円		23円		+5円				23円				23円

				配当性向 ハイトウ セイコウ				25.1%		47.1%		+22.0pt				30.2%				47.5%



												％と％の比較はptで表示 ヒカク ヒョウジ





























②概要



																		（百万円） ヒャクマンエン

								H31.3期 キ		R2.3期 キ		前期比 ゼンキヒ				業績予想
2/10公表 ギョウセキ ヨソウ コウヒョウ		業績予想比 ギョウセキ ヨソウ ヒ

				売上高 ウリアゲ ダカ				44,452		45,541		+2.4%				45,150		+0.9%

						不動産販売 フドウサン ハンバイ		41,212		42,505		+3.1%

						建築材料販売 ケンチク ザイリョウ ハンバイ		2,992		2,775		-7.3%

						不動産賃貸 フドウサン チンタイ		248		261		+5.2%

				営業利益 エイギョウ リエキ				3,131		2,142		-31.6%				2,000		+7.1%

				経常利益 ケイジョウ リエキ				3,288		2,310		-29.7%				2,150		+7.4%

				親会社株主に帰属する
当期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキ ジュンリエキ				2,065		1,413		-31.6%				1,400		+0.9%



				1株当たり
当期純利益 カブ ア トウキ ジュンリエキ				71.62円		48.84円		-22.78円				48.41円		+0.43円

				ＲＯＥ
(自己資本利益率)				10.3%		6.6%		-3.71pt

				1株当たり
配当額 カブ ア ハイトウ ガク				18円		23円		+5円

				配当性向 ハイトウ セイコウ				25.1%		47.1%		+22.0pt





				％と％の比較はptで表示 ヒカク ヒョウジ

				１株当たり当期純利益 カブ ア トウキ ジュンリエキ				71.62円		48.84円		-22.78円				48.41円		+0.43円

				1株当たり
当期純利益 カブ ア トウキ ジュンリエキ				71.62円		48.84円		-22.78円				48.41円		+0.43円





























②2決算概要



																		単位：百万円 タンイ ヒャクマンエン																		（百万円） ヒャクマンエン

								H31.3期 キ		R2.3期 キ		前期比 ゼンキヒ				業績予想
2/10公表 ギョウセキ ヨソウ コウヒョウ		業績予想比 ギョウセキ ヨソウ ヒ								H31.3期 キ		R2.3期 キ		前期比 ゼンキヒ				業績予想
2/10公表 ギョウセキ ヨソウ コウヒョウ		業績予想比 ギョウセキ ヨソウ ヒ



				売上高 ウリアゲ ダカ				44,452		45,541		+2.4%				45,150		+0.9%				売上高 ウリアゲ ダカ				44,452		45,541		+2.4%				45,150		+0.9%

						 不動産販売 フドウサン ハンバイ		41,212		42,505		+3.1%												不動産販売 フドウサン ハンバイ		41,212		42,505		+3.1%

						 建築材料販売 ケンチク ザイリョウ ハンバイ		2,992		2,775		-7.3%												建築材料販売 ケンチク ザイリョウ ハンバイ		2,992		2,775		-7.3%

						 不動産賃貸 フドウサン チンタイ		248		261		+5.2%												不動産賃貸 フドウサン チンタイ		248		261		+5.2%

				営業利益 エイギョウ リエキ				3,131		2,142		-31.6%				2,000		+7.1%				営業利益 エイギョウ リエキ				3,131		2,142		-31.6%				2,000		+7.1%

				経常利益 ケイジョウ リエキ				3,288		2,310		-29.7%				2,150		+7.4%				経常利益 ケイジョウ リエキ				3,288		2,310		-29.7%				2,150		+7.4%

				親会社株主に帰属する
当期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキ ジュンリエキ				2,065		1,413		-31.6%				1,400		+0.9%				親会社株主に帰属する
当期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキ ジュンリエキ				2,065		1,413		-31.6%				1,400		+0.9%



				1株当たり
当期純利益 カブ ア トウキ ジュンリエキ				71.62円		48.84円		-22.78円				48.41円		48.41円				1株当たり
当期純利益 カブ ア トウキ ジュンリエキ				71.62円		48.84円		-22.78円				48.41円		+0.43円

				ＲＯＥ				10.3%		6.6%		-3.71pt				6.5%		6.5%				ＲＯＥ
(自己資本利益率)				10.3%		6.6%		-3.71pt

				1株当たり
配当額 カブ ア ハイトウ ガク				18円		23円		+5円				23円		23円				1株当たり
配当額 カブ ア ハイトウ ガク				18円		23円		+5円

				配当性向 ハイトウ セイコウ				25.1%		47.1%		+22.0pt				47.5%		47.5%				配当性向 ハイトウ セイコウ				25.1%		47.1%		+22.0pt



												％と％の比較はptで表示 ヒカク ヒョウジ

																						％と％の比較はptで表示 ヒカク ヒョウジ







				1株当たり
当期純利益 カブ ア トウキ ジュンリエキ				71.62円		48.84円		-22.78円				48.41円		48.41円				１株当たり当期純利益 カブ ア トウキ ジュンリエキ				71.62円		48.84円		-22.78円				48.41円		+0.43円

				1株当たり
当期純利益 カブ ア トウキ ジュンリエキ				71.62円		48.84円		-22.78円				48.41円		48.41円				1株当たり
当期純利益 カブ ア トウキ ジュンリエキ				71.62円		48.84円		-22.78円				48.41円		+0.43円





























経常分析

				H31.3期
売上高 キ ウリアゲダカ		不動産
販売 フドウサン ハンバイ		建材
販売 ケン ハンバイ		不動産
賃貸 フドウサン チンタイ		調整額 チョウセイ ガク		R2.3期
売上高 キ ウリアゲダカ						H31.3期
経常利益 キ ケイジョウ リエキ		売上高 ウリア ダカ		粗利益 アラリ エキ		販管費 ハンカンヒ		営業外
損益 エイギョウガイ ソンエキ		R2.3期
経常利益 キ ケイジョウ リエキ

						444.52		455.24		455.24		455.38										32.88		30.36		22.99		22.99

				444.52		12.93

作成者: 差額がプラスになるように調整
		2.21		0.14		0.03		455.41						32.88		1.97		4.49		7.37		0.11		23.10

						457.45		457.45		455.38		455.41										34.85		34.85		30.36		23.10

				前期実績 ゼンキ ジッセキ		412.12		61.15		3.32		-32.07								前期実績 ゼンキ ジッセキ		444.52833		80.3738		49.06276		1.57092

				当期実績 トウキ ジッセキ		425.05		58.94		3.46		-32.04												18.08%

				増減 ゾウゲン		12.93		-2.21		0.14		0.03								当期実績 トウキ ジッセキ		455.41961757		77.85154		56.43006		1.68651

																								17.09%

																				H31.3期
経常利益		売上高 ウリアゲ ダカ		粗利率 アラリリツ		販管費 ハンカンヒ		営業外
損益		R2.3期
経常利益

																				+3,288		+197		△449		△737		+11		+2,310



H31.3期	
経常利益	売上高	粗利益	販管費	営業外	
損益	R2.3期	
経常利益	32.880000000000003	30.36	22.99	22.99	







H31.3期	
経常利益	売上高	粗利益	販管費	営業外	
損益	R2.3期	
経常利益	32.880000000000003	1.969220204466313	4.4914802044663196	7.3673000000000002	0.10558999999999986	23.1	





H31.3期	
売上高	不動産	
販売	建材	
販売	不動産	
賃貸	調整額	R2.3期	
売上高	444.52	455.24	455.24	455.38	









H31.3期	
売上高	不動産	
販売	建材	
販売	不動産	
賃貸	調整額	R2.3期	
売上高	444.52	12.930000000000007	2.2100000000000009	0.14000000000000012	3.0000000000001137E-2	455.41	





売上高	H28.3	H29.3	H30.3	H31.3	R2.3	417.06272000000001	439.62732999999997	447.26118000000002	444.52832999999998	455.41960999999998	売上総利益	H28.3	H29.3	H30.3	H31.3	R2.3	72.360259999999997	75.419390000000007	76.439099999999996	80.373829999999998	77.85154	総利益率	H28.3	H29.3	H30.3	H31.3	R2.3	0.17349970766986797	0.17155300604264073	0.17090483909200435	0.18080699153639995	0.17094463718854794	









Sheet5

		累計データ（転記用） ルイケイ テンキ ヨウ

				H28.3								H29.3								H30.3								H31.3								R2.3

				1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q

		売上高 ウリアゲ ダカ								41,706,272		11,101,904		22,614,869		33,645,506		43,962,733		10,195,571		22,289,476		32,389,105		44,726,118		10,341,270		21,268,322		32,758,766		44,452,833		10,550,042		22,769,973		32,817,966		45,541,961

		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ								7,236,026		2,002,364		3,944,828		5,851,564		7,541,939		1,794,746		3,849,151		5,596,040		7,643,910		1,943,250		3,917,111		5,938,957		8,037,383		1,871,435		3,940,965		5,613,288		7,785,154

		累計期間データ（加工後） ルイケイ キカン カコウ ゴ

				H28.3								H29.3								H30.3								H31.3								R2.3

				1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q

				H28.3		H28.3		H28.3		H28.3		H29.3		H29.3		H29.3		H29.3		H30.3		H30.3		H30.3		H30.3		H31.3		H31.3		H31.3		H31.3		R2.3		R2.3		R2.3		R2.3

		売上高 ウリアゲ ダカ								417.1						336.5		439.6						323.9		447.3		103.4		212.7		327.6		444.5		105.5		227.7		328.2		455.4

		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ								72.4						58.5		75.4						56.0		76.4		19.4		39.2		59.4		80.4		18.7		39.4		56.1		77.9

		総利益率 ソウ リエキ リツ								17.3%						17.4%		17.2%						17.3%		17.1%		18.8%		18.4%		18.1%		18.1%		17.7%		17.3%		17.1%		17.1%

		会計期間データ（加工後） カイケイ キカン カコウ ゴ

				H28.3								H29.3								H30.3								H31.3								R2.3

				1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		H31.3
1Q		2Q		3Q		4Q		R2.3
1Q		2Q		3Q		4Q

		売上高 ウリアゲ ダカ		0.0		0.0		0.0		417.1		111.0		115.1		110.3		103.2		102.0		120.9		101.0		123.4		103.4		109.3		114.9		116.9		105.5		122.2		100.5		127.2

		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		0.0		0.0		0.0		72.4		20.0		19.4		19.1		16.9		17.9		20.5		17.5		20.5		19.4		19.7		20.2		21.0		18.7		20.7		16.7		21.7

		総利益率 ソウ リエキ リツ		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		17.3%		18.0%		16.9%		17.3%		16.4%		17.6%		17.0%		17.3%		16.6%		18.8%		18.1%		17.6%		17.9%		17.7%		16.9%		16.6%		17.1%

		単位 タンイ

		100,000

						15.0%

				6		1.0%

						21.0%



売上高	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	H31.3	
1Q	2Q	3Q	4Q	R2.3	
1Q	2Q	3Q	4Q	111.01904	115.12965	110.30637	103.17227	101.95571	120.93904999999999	100.99629	123.37013	103.4127	109.27052	114.90443999999999	116.94067	105.50042000000001	122.19931	100.47993	127.23994999999999	売上総利益	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	H31.3	
1Q	2Q	3Q	4Q	R2.3	
1Q	2Q	3Q	4Q	20.02364	19.42464	19.067360000000001	16.903749999999999	17.94746	20.544049999999999	17.468889999999998	20.4787	19.432500000000001	19.738610000000001	20.21846	20.984259999999999	18.71435	20.6953	16.723230000000001	21.71866	総利益率	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	H31.3	
1Q	2Q	3Q	4Q	R2.3	
1Q	2Q	3Q	4Q	0.1803622153461244	0.16871969992091526	0.17285819486218248	0.16384005120755799	0.17603192601964127	0.16987110449437134	0.1729656604217838	0.16599398898258436	0.18791212297909252	0.18063984686812143	0.17595890985587678	0.17944364437111571	0.17738649760825595	0.16935693008413877	0.1664335355329169	0.17069057320440634	







売上高	H28.3	H29.3	H30.3	H31.3	R2.3	417.06272000000001	439.62732999999997	447.26118000000002	444.52832999999998	455.41960999999998	売上総利益	H28.3	H29.3	H30.3	H31.3	R2.3	72.360259999999997	75.419390000000007	76.439099999999996	80.373829999999998	77.85154	総利益率	H28.3	H29.3	H30.3	H31.3	R2.3	0.17349970766986797	0.17155300604264073	0.17090483909200435	0.18080699153639995	0.17094463718854794	

（億円）











販管費



												(百万円) ヒャクマンエン

								H31.3期 キ		R2.3期 キ		増減 ゾウゲン

				販管費 ハンカンヒ				4,906		5,643		+737																				販管費の主な増加要因 ハンカンヒ ゾウカ ヨウイン

						人件費 ジンケンヒ		3,208		3,412		+204																								前期比 ゼンキヒ

						広告宣伝費 コウコク センデンヒ		536		636		+100																						事業拡大に伴う人員増強 ジギョウ カクダイ トモナ ジンイン ゾウキョウ		+163

						子会社取得関連費用 コガイシャ シュトク カンレン ヒヨウ		-		94		+94																						WEB広告の強化 コウコク キョウカ		+93

						のれん償却費 ショウキャク ヒ		-		68		+68

						その他 タ		937		1,186		+249																						取得した子会社の販管費 シュトク コガイシャ ハンカンヒ		+121

																																		子会社取得関連費用★		+94

																																		のれん償却費		+68







																																		製造経費（労務費、経費）の増加 セイゾウ ケイヒ ロウムヒ ケイヒ ゾウカ		108

















































要約BS2

												（百万円） ヒャクマンエン

								H31.3期 キ		R2.3期 キ		前期比 ゼンキヒ																						単位：百万円 タンイ ヒャクマンエン

				流動資産 リュウドウ シサン				36,127		43,050		+6,923 												H31.3期 キ		R2.3期 キ		前期比 ゼンキヒ				業績予想
2/10公表 ギョウセキ ヨソウ コウヒョウ		業績予想比 ギョウセキ ヨソウ ヒ

						現金及び預金 ゲンキン オヨ ヨキン		10,001		10,351		+350 

						販売用不動産 ハンバイヨウ フドウサン		24,392		30,705		+6,313 								売上高 ウリアゲ ダカ				44,452		45,541		+2.4%				45,150		+0.9%

						その他 タ		1,733		1,993		+260 										 不動産販売 フドウサン ハンバイ		41,212		42,505		+3.1%

				固定資産･繰延資産 コテイ シサン クリノベ シサン				10,737		12,935		+2,198 										 建築材料販売 ケンチク ザイリョウ ハンバイ		2,992		2,775		-7.3%

						有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン		8,932		9,635		+703 										 不動産賃貸 フドウサン チンタイ		248		261		+5.2%

						のれん		-		1,302		+1,302 								営業利益 エイギョウ リエキ				3,131		2,142		-31.6%				2,000		+7.1%

						その他 タ		1,804		1,997		+193 								経常利益 ケイジョウ リエキ				3,288		2,310		-29.7%				2,150		+7.4%

				総資産 ソウシサン				46,864		55,986		+9,121 								親会社株主に帰属する
当期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキ ジュンリエキ				2,065		1,413		-31.6%				1,400		+0.9%

				負債 フサイ				25,740		33,843		+8,102 

						仕入債務 シイ サイム		3,170		3,262		+92 								1株当たり
当期純利益 カブ ア トウキ ジュンリエキ				71.62円		48.84円		-22.78円				48.41円		+0.43円

						有利子負債 ユウリシ フサイ		20,362		28,472		+8,109 								ＲＯＥ
(自己資本利益率)				10.3%		6.6%		-3.71pt

						その他 タ		2,207		2,108		-99 								1株当たり
配当額 カブ ア ハイトウ ガク				18円		23円		+5円

				純資産 ジュンシサン				21,124		22,143		+1,018 								配当性向 ハイトウ セイコウ				25.1%		47.1%		+22.0pt

				負債・純資産 フサイ ジュンシサン				46,864		55,986		+9,121 



																				％と％の比較はptで表示 ヒカク ヒョウジ







																				１株当たり当期純利益 カブ ア トウキ ジュンリエキ				71.62円		48.84円		-22.78円				48.41円		+0.43円

																				1株当たり
当期純利益 カブ ア トウキ ジュンリエキ				71.62円		48.84円		-22.78円				48.41円		+0.43円







































要約CF

												（百万円） ヒャクマンエン

								H31.3期 キ		R2.3期 キ		前期比 ゼンキヒ

				営業活動による
キャッシュ・フロー エイギョウ カツドウ				3,042		△2,546		-5,588		


						税引前利益 ゼイビキマエ リエキ		2,969		2,159		-810

						たな卸資産の増減 オロシ シサン ゾウゲン		1,140		△3,955		-5,095

						法人税等の支払 ホウジンゼイ トウ シハラ		△868		△960		-92

						その他 タ		△199		210		+409

				営業活動による
キャッシュ・フロー エイギョウ カツドウ				△503		△2,520		-2,016		


						有形固定資産の取得 ユウケイ コテイ シサン シュトク		△491		△570		-79

						子会社株式の取得 コガイシャ カブシキ シュトク		-		△1,881		-1,881

						その他 タ		△12		69		+81

				投資活動による
キャッシュ・フロー トウシ カツドウ				△2,351		5,402		+7,753		


						借入金・社債の増減 カリイレ キン シャサイ ゾウゲン		△1,868		5,877		+7,745

						配当金の支払 ハイトウ キン シハラ		△460		△519		-59

						その他 タ		△23		44		+67

				現金及び現金同等物の
期末残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キマツ ザンダカ				10,001		10,336		+335		








セグメント



						不動産販売 フドウサン ハンバイ						（百万円） ヒャクマンエン

								H31.3期 キ		R2.3期 キ		前期比 ゼンキヒ

						売上高 ウリアゲ ダカ		41,212		42,505		+3.1%

						新築住宅販売 シンチク ジュウタク ハンバイ		37,191		38,517		+3.6%

						中古住宅販売 チュウコ ジュウタク ハンバイ		2,397		2,535		+5.8%

						リフォーム		1,624		1,453		-10.5%

						経常利益 ケイジョウ リエキ		2,976		2,013		-32.4%



				建築材料販売 ケンチク ザイリョウ ハンバイ

						売上高 ウリアゲ ダカ		6,115		5,894		-3.6%

						外部顧客 ガイブ コキャク		2,992		2,775		-7.3%

						グループ内部 ナイブ		3,123		3,118		-0.2%

						経常利益 ケイジョウ リエキ		151		142		-6.0%



				不動産賃貸 フドウサン チンタイ

						売上高 ウリアゲ ダカ		332		346		+4.2%

						外部顧客 ガイブ コキャク		248		261		+5.2%

						グループ内部 ナイブ		83		85		+2.4%

						経常利益 ケイジョウ リエキ		151		172		+13.9%





																				新築住宅 シンチク ジュウタク				38,814,565,040		87.3%		39,969,916,888		87.8%



																				中古住宅 チュウコ ジュウタク				2,397,794,467		5.4%		2,535,201,551		5.6%

																				建築材料 ケンチク ザイリョウ				2,992,211,921		6.7%		2,775,626,641		6.1%

																				賃貸 チンタイ				248,262,510		0.6%		261,216,677		0.6%

																								44,452,833,938		100.0%		45,541,961,757		100.0%



																				管理収入 カンリ シュウニュウ				1,970,420				1,099,850

																				　"				1,622,109,692				1,452,351,116

																				リフォーム				1,624,080,112				1,453,450,966

																				新築住宅 シンチク ジュウタク				37,190,484,928				38,516,465,922

																				小計 ショウケイ				41,212,359,507				42,505,118,439





セグメント２

						H27.3								H28.3								H29.3								H30.3								H31.3								R2.3

						1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q

				累計期間 ルイケイ キカン

				不動産販売 フドウサン ハンバイ								34,587,410								38,549,066								40,673,836								41,492,209		9,522,175		19,545,336		30,178,831		41,212,359		9,800,186		21,252,775		30,527,748		42,505,118

				不動産販売 フドウサン ハンバイ								2,256,735								2,533,951								2,497,353								2,485,266		664,374		1,362,289		2,136,865		2,976,984		573,653		1,193,408		1,450,210		2,013,639

				利益率 リエキ リツ								6.5%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		6.6%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		6.1%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		6.0%		7.0%		7.0%		7.1%		7.2%		5.9%		5.6%		4.8%		4.7%

				売上前期比 ウリアゲ ゼンキヒ										ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		11.5%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		5.5%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		2.0%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-0.7%		2.9%		8.7%		1.2%		3.1%

				利益前期比 リエキ ゼンキヒ										ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		12.3%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-1.4%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-0.5%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		19.8%		-13.7%		-12.4%		-32.1%		-32.4%



				建築材料 ケンチク ザイリョウ								5,560,094								6,083,457								6,294,456								6,176,413		1,545,649		3,161,027		4,735,688		6,115,684		1,505,577		2,969,818		4,454,509		5,894,204

				建築材料 ケンチク ザイリョウ								153,262								188,552								148,167								147,685		46,664		100,250		135,485		151,461		22,044		62,223		102,621		142,588

				利益率 リエキ リツ								2.8%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		3.1%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		2.4%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		2.4%		3.0%		3.2%		2.9%		2.5%		1.5%		2.1%		2.3%		2.4%

				売上前期比 ウリアゲ ゼンキヒ										ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		9.4%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		3.5%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-1.9%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-1.0%		-2.6%		-6.0%		-5.9%		-3.6%

				利益前期比 リエキ ゼンキヒ										ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		23.0%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-21.4%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-0.3%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		2.6%		-52.8%		-37.9%		-24.3%		-5.9%

				不動産賃貸 フドウサン チンタイ								353,074								345,025								341,007								342,468		84,062		168,724		250,883		332,139		84,905		172,139		257,560		346,602

				不動産賃貸 フドウサン チンタイ								172,670								165,743								155,461								172,519		42,991		84,511		117,091		151,315		41,244		89,440		127,710		172,187

				利益率 リエキ リツ								48.9%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		48.0%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		45.6%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		50.4%		51.1%		50.1%		46.7%		45.6%		48.6%		52.0%		49.6%		49.7%

				売上前期比 ウリアゲ ゼンキヒ										ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-2.3%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-1.2%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		0.4%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-3.0%		1.0%		2.0%		2.7%		4.4%

				利益前期比 リエキ ゼンキヒ										ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-4.0%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-6.2%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		11.0%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-12.3%		-4.1%		5.8%		9.1%		13.8%

				会計期間 カイケイ キカン

				不動産販売 フドウサン ハンバイ																								40,673,836								41,492,209		9,522,175		10,023,161		10,633,495		11,033,528		9,800,186		11,452,589		9,274,973		11,977,370

				不動産販売 フドウサン ハンバイ																								2,497,353								2,485,266		664,374		697,915		774,576		840,119		573,653		619,755		256,802		563,429

				利益率 リエキ リツ								ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		6.1%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		6.0%		7.0%		7.0%		7.3%		7.6%		5.9%		5.4%		2.8%		4.7%

				売上前期比 ウリアゲ ゼンキヒ										ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		2.0%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-73.4%		2.9%		14.3%		-12.8%		8.6%

				利益前期比 リエキ ゼンキヒ										ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-0.5%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-66.2%		-13.7%		-11.2%		-66.8%		-32.9%



				建築材料 ケンチク ザイリョウ																								6,294,456								6,176,413		1,545,649		1,615,378		1,574,661		1,379,996		1,505,577		1,464,241		1,484,691		1,439,695

				建築材料 ケンチク ザイリョウ																								148,167								147,685		46,664		53,586		35,235		15,976		22,044		40,179		40,398		39,967

				利益率 リエキ リツ								ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		2.4%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		2.4%		3.0%		3.3%		2.2%		1.2%		1.5%		2.7%		2.7%		2.8%

				売上前期比 ウリアゲ ゼンキヒ										ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-1.9%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-77.7%		-2.6%		-9.4%		-5.7%		4.3%

				利益前期比 リエキ ゼンキヒ										ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-0.3%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-89.2%		-52.8%		-25.0%		14.7%		150.2%

				不動産賃貸 フドウサン チンタイ																								341,007								342,468		84,062		84,662		82,159		81,256		84,905		87,234		85,421		89,042

				不動産賃貸 フドウサン チンタイ																								155,461								172,519		42,991		41,520		32,580		34,224		41,244		48,196		38,270		44,477

				利益率 リエキ リツ								ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		45.6%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		50.4%		51.1%		49.0%		39.7%		42.1%		48.6%		55.2%		44.8%		50.0%

				売上前期比 ウリアゲ ゼンキヒ										ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		0.4%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-76.3%		1.0%		3.0%		4.0%		9.6%

				利益前期比 リエキ ゼンキヒ										ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		11.0%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-80.2%		-4.1%		16.1%		17.5%		30.0%





株主還元

																														数値確認要。 スウチ カクニン ヨウ

																														見栄えは考慮していないので調整要。 ミバ コウリョ チョウセイ ヨウ

																														（ＰＰも同様） ドウヨウ

						H23.3		H24.3		H25.3		H26.3		H27.3		H28.3		H29.3		H30.3		H31.3		R2.3		R3.3

				当期純利益 トウキ ジュンリエキ		798		941		1,361		1,762		1,567		1,732		1,744		1827		2065		2200				百万円 ヒャクマンエン

				配当総額 ハイトウ ソウガク		191		287		230		230		230		345		402		461		519		?				百万円 ヒャクマンエン

				1株当利益 カブ ア リエキ		27.75		32.72		47.31		61.25		54.47		60.20		60.61		63.48		71.62		76.24

				 １株当たり配当金額（円） カブ ア ハイトウ キンガク エン		6.67		6.67		8.00		8.00		8.00		12.00		14.00		16.00		18.00		23.00				円/株 エン カブ

				記念配当 キネン ハイトウ				3.33																				円/株 エン カブ

				ＥＰＳ		21.08		22.72		39.31		53.25		46.47		48.20		46.61		47.48		53.62		25.84

				 １株当たり当期純利益（円） カブ ア トウキ ジュン リエキ エン		27.75		32.72		47.31		61.25		54.47		60.20		60.61		63.48		71.62		48.84				円/株 エン カブ

				 連結配当性向（％） レンケツ ハイトウ セイコウ		24.0		20.4		16.9		13.1		14.7		19.9		23.1		25.2		25.1		47.1				％

				純利益 ジュンリエキ										1567		1732		1744		1827		2065		2200

				期末自己資本 キマツ ジコ シホン								13,655		15,009		16,448		17,921		19,362		20,294		21,975

				自己資本当期純利益率 ジコ シホン トウキ ジュンリエキ リツ										10.9335752163		11.0118574562		10.148680497		9.8007134619		10.4145652612		10.4095199792

														14,992		16,511		17,847		19,346		20,966		21,975



１株当たり利益・配当金と配当性向の推移

 １株当たり配当金額（円）	H27.3	H28.3	H29.3	H30.3	H31.3	R2.3	8	12	14	16	18	23	記念配当	H27.3	H28.3	H29.3	H30.3	H31.3	R2.3	ＥＰＳ	54.47

60.20

60.61

63.48

71.62

76.24

58.26

H27.3	H28.3	H29.3	H30.3	H31.3	R2.3	46.47	48.2	46.61	47.48	53.620000000000005	25.840000000000003	 １株当たり当期純利益（円）	H27.3	H28.3	H29.3	H30.3	H31.3	R2.3	27.75	32.72	47.31	61.25	54.47	60.2	 連結配当性向（％）	

H27.3	H28.3	H29.3	H30.3	H31.3	R2.3	14.686983660730677	19.933554817275748	23.098498597591156	25.204788909892883	25.132644512705948	47.092547092547086	ＥＰＳ・ＤＰＳ（円）

配当性向　（％）

 １株当たり当期純利益（円）	

H28.3	H29.3	H30.3	H31.3	R2.3	60.2	60.61	63.48	71.62	48.84	 １株当たり配当金額（円）	



H28.3	H29.3	H30.3	H31.3	R2.3	12	14	16	18	23	記念配当	H28.3	H29.3	H30.3	H31.3	R2.3	ＥＰＳ	60.20

60.61

63.48

71.62

76.24

58.26

H28.3	H29.3	H30.3	H31.3	R2.3	48.2	46.61	47.48	53.620000000000005	25.840000000000003	 連結配当性向（％）	



H28.3	H29.3	H30.3	H31.3	R2.3	19.933554817275748	23.098498597591156	25.204788909892883	25.132644512705948	47.092547092547086	

（円）

（％）



 １株当たり当期純利益（円）	

H28.3	H29.3	H30.3	H31.3	R2.3	R3.3	60.2	60.61	63.48	71.62	48.84	 １株当たり配当金額（円）	



H28.3	H29.3	H30.3	H31.3	R2.3	R3.3	12	14	16	18	23	記念配	当	H28.3	H29.3	H30.3	H31.3	R2.3	R3.3	ＥＰＳ	60.20

60.61

63.48

71.62

76.24

58.26

H28.3	H29.3	H30.3	H31.3	R2.3	R3.3	48.2	46.61	47.48	53.620000000000005	25.840000000000003	 連結配当性向（％）	



H28.3	H29.3	H30.3	H31.3	R2.3	19.933554817275748	23.098498597591156	25.204788909892883	25.132644512705948	47.092547092547086	

（円）

（％）





◎売上利益チャート(四半期)  (2)

				３期連続グラフ キ レンゾク

						H25.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H26.3
1Q		
2Q		H26.3
3Q		
4Q		H27.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H28.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H29.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H30.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H31.3
1Q		
2Q		H31.3
1Q		
2Q

				売上高 ウリアゲダカ		81.4		80.8		80.4		82.7		91.0		93.3		92.6		95.7		80.4		98.9		91.2		104.1		99.3		107.2		101.3		109.2		111.0		115.1		110.3		103.1		101.9		120.9		105.4		118.8		103.4		109.2		103.4		109.2

				経常利益 ケイジョウ リエキ		6.6		5.3		6.0		6.0		7.9		7.2		8.0		7.3		4.6		6.0		6.3		8.3		6.9		7.2		7.4		7.0		8.5		7.1		7.4		4.9		5.5		8.2		5.5		8.6		7.4		7.8		7.4		7.8

																																														H29.3
1・2Q		
3・4Q		H30.3
1・2Q		
3・4Q		H31.3
1・2Q				H31.3
1・2Q

																																														226.1		213.4		222.8		224.3		212.6				212.6

																																														15.7		12.3		13.7		14.1		15.3				15.3

																																														H29.3期 キ				H30.3期 キ				H31.3期 キ				R2.3期 キ

																																														上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ

																																												売上高 ウリアゲ ダカ		226.1		213.4		222.8		224.3		212.6		231.8		227.6		227.7

																																												経常利益 ケイジョウ リエキ		15.7		12.3		13.7		14.1		15.3		17.5		13.4		9.6



売上高	

H29.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	H30.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	H31.3	
1Q	
2Q	111	115.1	110.3	103.1	101.9	120.9	105.4	118.8	103.4	109.2	経常利益	

H29.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	H30.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	H31.3	
1Q	
2Q	8.5	7.1	7.4	4.9000000000000004	5.5	8.1999999999999993	5.5	8.6	7.4	7.8	

売上高



経常利益







売上高	

H29.3	
1・2Q	
3・4Q	H30.3	
1・2Q	
3・4Q	H31.3	
1・2Q	226.1	213.4	222.8	224.3	212.6	経常利益	

H29.3	
1・2Q	
3・4Q	H30.3	
1・2Q	
3・4Q	H31.3	
1・2Q	15.7	12.3	13.7	14.1	15.3	

売上高



経常利益







売上高	

上	下	上	下	上	下	上	下	H29.3期	H30.3期	H31.3期	R2.3期	226.1	213.4	222.8	224.3	212.6	231.8	227.6	227.7	経常利益	

上	下	上	下	上	下	上	下	H29.3期	H30.3期	H31.3期	R2.3期	15.7	12.3	13.7	14.1	15.3	17.5	13.4	9.6	

売上高



経常利益









◎売上利益チャート(四半期) 

				３期連続グラフ キ レンゾク

						H25.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H26.3
1Q		
2Q		H26.3
3Q		
4Q		H27.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H28.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H29.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H30.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H31.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q

				売上高 ウリアゲダカ		81.4		80.8		80.4		82.7		91.0		93.3		92.6		95.7		80.4		98.9		91.2		104.1		99.3		107.2		101.3		109.2		111.0		115.1		110.3		103.1		101.9		120.9		105.4		118.8		103.4		109.2		114.9		116.9

				経常利益 ケイジョウ リエキ		6.6		5.3		6.0		6.0		7.9		7.2		8.0		7.3		4.6		6.0		6.3		8.3		6.9		7.2		7.4		7.0		8.5		7.1		7.4		4.9		5.5		8.2		5.5		8.6		7.4		7.8		8.5		9.0

				２期連続グラフ キ レンゾク

						H26.1Q		2Q		3Q		4Q		H27.1Q		2Q

				売上高 ウリアゲダカ		91.0		93.3		92.6		95.7		80.4		98.9

				経常利益 ケイジョウ リエキ		7.9		7.2		8.0		7.3		4.6		6.0



売上高	

H26.1Q	2Q	3Q	4Q	H27.1Q	2Q	90.97354	93.265069999999994	92.649650000000008	95.707049999999995	80.412379999999999	98.906659999999988	経常利益	

H26.1Q	2Q	3Q	4Q	H27.1Q	2Q	7.8905399999999997	7.21434	7.9719000000000007	7.2697900000000004	4.5904199999999999	5.9541300000000001	









売上高	

H30.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	H31.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	101.9	120.9	105.4	118.8	103.4	109.2	114.9	116.9	経常利益	

H30.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	H31.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	5.5	8.1999999999999993	5.5	8.6	7.4	7.8	8.5	9	

売上高



経常利益









◎売上利益チャート(中計) 



		H28.3期 キ		H29.3期 キ		H30.3期 キ		中期計画
(修正) チュウキ ケイカク シュウセイ

		417		439		447		480

		173.0		174.0		182.0		210.0		調整 チョウセイ

		17.3		17.4		18.2		21



売上高	

H28.3期	H29.3期	H30.3期	中期計画	
(修正)	417	439	447	480	当期純利益	17.3

17.4

18.2

21.0



H28.3期	H29.3期	H30.3期	中期計画	
(修正)	173	174	182	210	









◎売上利益の変動要因 

				H31.3期
売上高 キ ウリアゲダカ		不動産
販売 フドウサン ハンバイ		建材
販売 ケン ハンバイ		不動産
賃貸 フドウサン チンタイ		調整額 チョウセイ ガク		R2.3期
売上高 キ ウリアゲダカ						H31.3期
経常利益 キ ケイジョウ リエキ		売上高 ウリア ダカ		粗利益 アラリ エキ		販管費 ハンカンヒ		営業外損益 エイギョウガイ ソンエキ		R2.3期
経常利益 キ ケイジョウ リエキ

						444.52		455.24		455.24		455.38										32.88		30.36		22.99		22.99

				444.52		12.93

作成者: 差額がプラスになるように調整
		2.21		0.14		0.03		455.41						32.88		1.97		4.49		7.37		0.11		23.10

						457.45		457.45		455.38		455.41										34.85		34.85		30.36		23.10

				前期実績 ゼンキ ジッセキ		412.12		61.15		3.32		-32.07								前期実績 ゼンキ ジッセキ		444.52833		80.3738		49.06276		1.57092

				当期実績 トウキ ジッセキ		425.05		58.94		3.46		-32.04												18.08%

				増減 ゾウゲン		12.93		-2.21		0.14		0.03								当期実績 トウキ ジッセキ		455.41961757		77.85154		56.43006		1.68651

																								17.09%



H31.3期	
経常利益	売上高	粗利益	販管費	営業外損益	R2.3期	
経常利益	32.880000000000003	30.36	22.99	22.99	







H31.3期	
経常利益	売上高	粗利益	販管費	営業外損益	R2.3期	
経常利益	32.880000000000003	1.969220204466313	4.4914802044663196	7.3673000000000002	0.10558999999999986	23.1	





H31.3期	
売上高	不動産	
販売	建材	
販売	不動産	
賃貸	調整額	R2.3期	
売上高	444.52	455.24	455.24	455.38	









H31.3期	
売上高	不動産	
販売	建材	
販売	不動産	
賃貸	調整額	R2.3期	
売上高	444.52	12.930000000000007	2.2100	000000000009	0.14000000000000012	3.0000000000001137E-2	455.41	







◎業績チャート(四半期)

						H29.10.18（現在）																																																				ERROR:#REF!

				（四半期）　業績 シハンキ ギョウセキ																																												(億円) オク エン				(億円) オク エン				(億円) オク エン

						H25.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H26.3
1Q		
2Q		H26.3
3Q		
4Q		H27.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H28.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H29.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H30.3
1Q		
2Q		H30.3
1Q		
2Q		H30.3
1Q		
2Q

				売上高 ウリアゲダカ		81.4		80.8		80.4		82.7		91.0		93.3		92.6		95.7		80.4		98.9		91.2		104.1		99.3		107.2		101.3		109.2		111.0		115.1		110.3		103.1		102.0		ERROR:#REF!		102.0		ERROR:#REF!		102.0		ERROR:#REF!

				経常利益 ケイジョウ リエキ		6.6		5.3		6.0		6.0		7.9		7.2		8.0		7.3		4.6		6.0		6.3		8.3		6.9		7.2		7.4		7.0		8.5		7.1		7.4		4.9		5.5		ERROR:#REF!		5.5		ERROR:#REF!		5.5		ERROR:#REF!

								22289.476		1330.199		1378.887		928.242

								22289.476		1330.199		1378.887		928.242

						0

												1378.887		928.242

						0		0		0		1378.887		928.242

								ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

								0		0		1378.887		928.242

								ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

				（四半期） 販売棟数 シハンキ ハンバイ トウスウ

						H25.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H26.3
1Q		
2Q		H26.3
3Q		
4Q		H27.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H28.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H29.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H30.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H31.3
1Q		
2Q

				新築住宅 シンチク ジュウタク																										293		330		317		350		333		352		349		312		306		360		323		352		308		329

				中古住宅 チュウコ ジュウタク																										29		30		28		30		39		36		25		36		30		44		24		40		31		41

								0		0		1378.887		928.242

								0		0		0		0

								0		0		1378.887		928.242

								0.0		0.0		1378.9		928.2

						ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

								0		0		1378.887		928.242

								ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!																																販売棟数 ハンバイ ムネ スウ

																																														H29.3
1・2Q		
3・4Q		H30.3
1・2Q		
3・4Q		H31.3
1・2Q

																																														685		661		666		675		637

																																														75		61		74		64		72

																																														受注棟数 ジュチュウ ムネ スウ

																																																H29.3
1・2Q		
3・4Q		H30.3
1・2Q		
3・4Q		H31.3
1・2Q

																																														新築住宅 シンチク ジュウタク		663		633		673		667		685

																																														中古住宅 チュウコ ジュウタク		70		65		71		66		73

																																																H29.3
1・2Q		
3・4Q		H30.3
1・2Q		
3・4Q		H31.3
1・2Q

																																														販売 ハンバイ		685		661		666		675		637

																																														受注 ジュチュウ		663		633		673		667		685

																																																H29.3期 キ				H30.3期 キ				H31.3期 キ				R2.3期 キ

																																																上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ

																																														販売棟数 ハンバイ トウスウ		685		661		666		675		637		718		683

																																														受注棟数 ジュチュウ トウスウ		663		633		673		667		685		704		674

																																																H30.3期 キ				H31.3期 キ				R2.3期 キ

																																																上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ

																																														販売棟数 ハンバイ トウスウ		666		675		637		718		683

																																														受注棟数 ジュチュウ トウスウ		673		667		685		704		674

																																																H29.3期 キ				H30.3期 キ				H31.3期 キ				R2.3期 キ

																																																上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ

																																														販売棟数 ハンバイ トウスウ		685		661		666		675		637		718		683		658

																																														受注棟数 ジュチュウ トウスウ		663		633		673		667		685		704		674

				（四半期） 販売棟数 シハンキ ハンバイ トウスウ

						H25.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H26.3
1Q		
2Q		H26.3
3Q		
4Q		H27.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H30.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H31.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		R2.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q

				新築住宅 シンチク ジュウタク																										306		360		323		352		308		329		349		369		316		367		279		379



								0		0		0		0

								0		0		0		0

								0		0		0		0

								0.0		0.0		0.0		0.0

						ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

								0		0		0		0





H28.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	H29.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	H30.3	
1Q	
2Q	99.3	107.2	101.3	109.2	111	115.1	110.3	103.1	101.95	0	

H28.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	H29.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	H30.3	
1Q	
2Q	6.9	7.2	7.4	7	8.5	7.1	7.4	4.9000000000000004	5.54	0	

売上高



経常利益







新築住宅	

H29.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	H30.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	H31.3	
1Q	
2Q	333	352	349	312	306	360	323	352	308	329	中古住宅	

H29.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	H30.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	H31.3	
1Q	
2Q	39	36	25	36	30	44	24	40	31	41	









新築住宅	

H29.3	
1・2Q	
3・4Q	H30.3	
1・2Q	
3・4Q	H31.3	
1・2Q	685	661	666	675	637	中古住宅	

H29.3	
1・2Q	
3・4Q	H30.3	
1・2Q	
3・4Q	H31.3	
1・2Q	75	61	74	64	72	









新築住宅	

H29.3	
1・2Q	
3・4Q	H30.3	
1・2Q	
3・4Q	H31.3	
1・2Q	663	633	673	667	685	中古住宅	

H29.3	
1・2Q	
3・4Q	H30.3	
1・2Q	
3・4Q	H31.3	
1・2Q	70	65	71	66	73	









販売棟数	

H29.3	
1・2Q	
3・4Q	H30.3	
1・2Q	
3・4Q	H31.3	
1・2Q	685	661	666	675	637	受注棟数	

H29.3	
1・2Q	
3・4Q	H30.3	
1・2Q	
3・4Q	H31.3	
1・2Q	663	633	673	667	685	







販売棟数	

上	下	上	下	上	下	H29.3期	H30.3期	H31.3期	685	661	666	675	637	718	受注棟数	

上	下	上	下	上	下	H29.3期	H30.3期	H31.3期	663	633	673	667	685	704	







販売棟数	

上	下	上	下	上	H30.3期	H31.3期	R2.3期	666	675	637	718	683	受注棟数	

上	下	上	下	上	H30.3期	H31.3期	R2.3期	673	667	685	704	674	







販売棟数	

上	下	上	下	上	下	上	下	H29.3期	H30.3期	H31.3期	R2.3期	685	661	666	675	637	718	683	658	







H31.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	R2.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	308	329	349	369	316	367	279	379	







増減内訳









								H29.3期 キ		H30.3期 キ		増減 ゾウゲン

						新築住宅他 シンチク ジュウタク ホカ		38,477		38,733		+256

								(1,346)		(1,341)		(   -5)

						中古住宅 チュウコ ジュウタク		2,196		2,295		+99

								(136)		(138)		(   +2)

						宅地分譲 タクチ ブンジョウ		-		463		+463

												+0

						売上計 ウリアゲ ケイ		40,673		41,492		+819

						(　)内は棟数 ナイ ムネ スウ







































★③販管費～特別損益



														(百万円) ヒャクマンエン

				科目 カモク						H31.3期 キ		R2.3期 キ		増減 ゾウゲン

				販売・管理費 ハンバイ カンリヒ				人件費 ジンケンヒ		3,208		3,412		+204

								広告宣伝費 コウコク センデンヒ		536		636		+100

								支払手数料 シハライ テスウリョウ		109		211		+102

								減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		116		130		+14

								のれん償却費 ショウキャク ヒ		-		68		+68

								その他 タ		937		1,186		+249

						計 ケイ				4,906		5,643		+737

				営業外損益 エイギョウガイ ソンエキ		収益 シュウエキエイシュウ		受取手数料 ウケトリ テスウリョウ		161		157		-4

								業務受託手数料 ギョウム ジュタク テスウリョウ		224		226		+2

								その他 タ		38		85		+47

								計 ケイ		423		468		+45

						費用 ヒヨウ		支払利息 シハライ リソク		248		256		+8

								その他 タ		18		43		+25

								計 ケイ		266		299		+33

				特別損益 トクベツ ソンエキ		利益 リエキ		－		-		-		-

								計 ケイ		-		-		-

						損失 ソンシツ		固定資産除却損 コテイ シサン ジョキャク ソン		16		13		-3

								役員退職慰労金		300		-		-300

								投資有価証券評価損 トウシ ユウカ ショウケン ヒョウカ ソン		-		100		+100

								災害損失 サイガイ ソンシツ		-		27		+27

								その他 タ		2		11		+9

								計 ケイ		318		151		-167













利益率









										H31.3期 キ				R2.3期 キ				増減 ゾウゲン

								営業利益（百万円） エイギョウ リエキ ヒャクマンエン		3,131				2,142				-989

								営業利益率(％) エイギョウ リエキ リツ		7.0				4.7				-2.3pt

								経常利益（百万円） ケイジョウ リエキ エイリ		3,288				2,310				-978

								経常利益率(％) ケイジョウ リエキ エイリ リツ		7.4				5.1				-2.3pt

								税引前利益（百万円） ゼイ ヒ マエ リエキ		2,969				2,159				-810

								当期純利益（百万円）※ トウキ ジュンリエキ		2,065				1,413				-652

								当期純利益率(％) トウキ ジュンリエキ リツ		4.6				3.1				-1.5pt









































◎業績チャート(四半期) (A)

						H29.10.18（現在）																																																								ERROR:#REF!

				（四半期）　業績 シハンキ ギョウセキ																																												(億円) オク エン				(億円) オク エン				(億円) オク エン				(億円) オク エン

						H25.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H26.3
1Q		
2Q		H26.3
3Q		
4Q		H27.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H28.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H29.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H30.3
1Q		
2Q		H30.3
1Q		
2Q		H30.3
1Q		
2Q		H30.3
1Q		
2Q

				売上高 ウリアゲダカ		81.4		80.8		80.4		82.7		91.0		93.3		92.6		95.7		80.4		98.9		91.2		104.1		99.3		107.2		101.3		109.2		111.0		115.1		110.3		103.1		102.0		ERROR:#REF!		102.0		ERROR:#REF!		102.0		ERROR:#REF!		102.0		ERROR:#REF!

				経常利益 ケイジョウ リエキ		6.6		5.3		6.0		6.0		7.9		7.2		8.0		7.3		4.6		6.0		6.3		8.3		6.9		7.2		7.4		7.0		8.5		7.1		7.4		4.9		5.5		ERROR:#REF!		5.5		ERROR:#REF!		5.5		ERROR:#REF!		5.5		ERROR:#REF!

								22289.476		1330.199		1378.887		928.242

								22289.476		1330.199		1378.887		928.242

						0

												1378.887		928.242

						0		0		0		1378.887		928.242

								ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

								0		0		1378.887		928.242

								ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

				（四半期） 販売棟数 シハンキ ハンバイ トウスウ

						H25.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H26.3
1Q		
2Q		H26.3
3Q		
4Q		H27.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H28.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H29.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H30.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H31.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q

				新築住宅 シンチク ジュウタク																										293		330		317		350		333		352		349		312		306		360		323		352		308		329		349		369

				中古住宅 チュウコ ジュウタク																										29		30		28		30		39		36		25		36		30		44		24		40		31		41		39		40

								0		0		1378.887		928.242

								0		0		0		0

								0		0		1378.887		928.242

								0.0		0.0		1378.9		928.2

						ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

								0		0		1378.887		928.242

								ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!





H28.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	H29.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	H30.3	
1Q	
2Q	99.3	107.2	101.3	109.2	111	115.1	110.3	103.1	101.95	0	

H28.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	H29.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	H30.3	
1Q	
2Q	6.9	7.2	7.4	7	8.5	7.1	7.4	4.9000000000000004	5.54	0	

売上高



経常利益







新築住宅	

H30.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	H31.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	306	360	323	352	308	329	349	369	中古住宅	

H30.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	H31.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	30	44	24	40	31	41	39	40	











要約BS1

																								(百万円) ヒャクマンエン

				資産の部 シサン ブ				H31.3期 キ		R2.3期 キ		増減 ゾウゲン				負債・純資産の部 フサイ ジュンシサン ブ				H31.3期 キ		R2.3期 キ		増減 ゾウゲン

				流動資産計 リュウドウ シサン ケイ				36,127		43,050		+6,923				流動負債計 リュウドウ フサイ ケイ				22,398		27,352		+4,954

				　現金及び預金 ゲンキン オヨ ヨキン				10,001		10,351		+350				　仕入債務 シイ サイム				3,170		3,262		+92

				　売上債権 ウリアゲ サイケン				547		607		+60				　短期有利子負債 タンキ ユウリシ フサイ				17,877		22,972		+5,095

				　販売用不動産（新築） ハンバイヨウ フドウサン シンチク				22,681		28,650		+5,969				　その他流動負債 タ リュウドウ フサイ				1,351		1,118		-233

				　販売用不動産（中古） ハンバイヨウ フドウサン チュウコ				1,710		2,055		+345				固定負債計 コテイ フサイ ケイ				3,341		6,490		+3,149

				　その他流動資産 タ リュウドウ シサン				1,188		1,387		+199				　長期有利子負債 チョウキ ユウリシ フサイ				2,485		5,499		+3,014

				固定資産計 コテイ シサン ケイ				10,699		12,899		+2,200				　その他固定負債 タ コテイ フサイ				856		991		+135

				　有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン				8,932		9,635		+703				負債合計 フサイ ゴウケイ				25,740		33,842		+8,102

				　その他固定資産 タ コテイ シサン				1,767		3,264		+1,497						株主資本計 カブヌシ シホン ケイ		20,979		21,972		+993

				繰延資産計 ク ノ シサン ケイ				37		35		-2				純資産合計 ジュンシサン ゴウケイ				21,124		22,143		+1,019

				資産合計 シサン ゴウケイ				46,864		55,986		+9,122				負債・純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ				46,864		55,986		+9,122







































































⑦ＣＦ (Ｒ2.3階段グラフ)

										(百万円) ヒャクマンエン																												(百万円) ヒャクマンエン

						H28.9期 キ		H29.9期 キ		増減 ゾウゲン																								18.9月 ガツ		19.9月 ガツ		増減 ゾウゲン						営業活動C・F　主な項目 エイギョウ カツドウ オモ コウモク										H20.3		H21.9期 キ		下端 カタン		上端 ジョウタン		変動値 ヘンドウ チ

		Ⅰ.営業活動によるＣ/Ｆ エイギョウ カツドウ				-1,293		1,378		+2,671																				営業活動によるＣ/Ｆ エイギョウ カツドウ				1,378		-1,293		2,671						税金等調整前当期純利益 ゼイキン トウ チョウセイ マエ トウキ ジュンリエキ		1,562						現預金(期首) ゲンヨキン キシュ		-2,534		1,298		0		10,001				10,001		10,001

				税金等調整前四半期純利益 ゼイキン トウ チョウセイ マエ シ ハンキ ジュンリエキ		1,562		1,370																						投資活動によるＣ/Ｆ トウシ カツドウ				-65		-225		160						たな卸資産の減少額 オロシ シサン ゲンショウ ガク		-2,596						純利益 ジュンリエキ		-2,534		1,298		10,001		2,159		2,159		12,160		12,160

				減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		131		142																						財務活動によるＣ/Ｆ ザイム カツドウ				-142		2,146		-2,288						仕入債務の減少額 シイレ サイム ゲンショウ ガク		-32						減価償却 ゲンカ ショウキャク		-1,243		108		12,160		267		267		12,427		12,427

				売上債権の増加額 ウリアゲ サイケン ゾウカ ガク		-72		-67																						現金等の期首残高 ゲンキン トウ キシュ ザンダカ				9,646		8,410		1,236														運転資金(※) ウンテン シキン		-1,243		108		8,352		4,075		-4,075		12,427		8,352

				たな卸資産の増加額 オロシ シサン ゾウカ ガク		-2,596		291																						現金等の期末残高				0		0		0						投資活動C・F　主な項目 トウシ カツドウ オモ コウモク								その他 タ		-1,243		108		7,455		897		-897		8,352		7,455

				仕入債務の増加額 シイレ サイム ゾウカ ガク		-32		100																																				有形固定資産の購入 ユウケイ コテイ シサン コウニュウ		-186						固定資産 コテイシサン		-1,243		108		6,861		594		-594		7,455		6,861

				法人税等の支払額 ホウジンゼイ トウ シハライ ガク		-694		-494																																												子会社株式他 コガイシャ カブシキ ホカ		-1,243		108		4,935		1,926		-1,926		6,861		4,935

				その他 タ		408		36																																				財務活動C・F　主な項目 ザイム カツドウ オモ コウモク								配当金 ハイトウキン		-1,243		108		4,416		519		-519		4,935		4,416

		Ⅱ.投資活動によるＣ/Ｆ トウシ カツドウ				-225		-65		+160																																										借入金他 カリイレキン タ		-1,243		108		4,416		5,920		5,920		10,336		10,336

				有形固定資産の取得 ユウケイ コテイ シサン シュトク		-186		-43																																												現預金(期末) ゲンヨキン キマツ		-2,534		1,298		0		10,336				10,336

				無形固定資産の取得 ムケイ コテイ シサン シュトク		-14		-3

				有形固定資産の売却による収入 ユウケイ コテイ シサン バイキャク シュウニュウ		-		-

				投資有価証券の取得による支出 トウシ ユウカ ショウケン シュトク シシュツ		-		-

				差入保証金の差入による支出 サ イ ホショウキン サ イ シシュツ		-32		-19

				その他 タ		7		0

		Ⅲ.財務活動によるＣ/Ｆ ザイム カツドウ				2,146		-142		-2,288

				短期借入金の純増減額 タンキ カリイレ キン ジュン ゾウゲンガク		2,111		232

				長期借入による収入 チョウキ カリイレ シュウニュウ		630		418

				長期借入金返済による支出 チョウキ カリイレ キン ヘンサイ シシュツ		-217		-356

				配当金の支払額 ハイトウキン シハライ ガク		-344		-401

				その他 タ		-34		-35

		Ⅳ.現金等の増減額 ゲンキントウ ゾウゲンガク				627		1,171		+544

		Ⅴ.現金等の期首残高 ゲンキン トウ キシュ ザンダカ				7,782		8,475		+693

		Ⅵ.現金等の期末残高				8,410		9,646		+1,236

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































グラフ タイトル



現預金(期首)	純利益	減価償却	運転資金(※)	その他	固定資産	子会社株式他	配当金	借入金他	現預金(期末)	-2534	-2534	-1243	-1243	-1243	-1243	-1243	-1243	-1243	-2534	現預金(期首)	純利益	減価償却	運転資金(※)	その他	固定資産	子会社株式他	配当金	借入金他	現預金(期末)	1298	1298	108	108	108	108	108	108	108	1298	現預金(期首)	純利益	減価償却	運転資金(※)	その他	固定資産	子会社株式他	配当金	借入金他	現預金(期末)	0	10001	12160	8352	7455	6861	4935	4416	4416	0	











現預金(期首)	純利益	減価償却	運転資金(※)	その他	固定資産	子会社株式他	配当金	借入金他	現預金(期末)	10001	2159	267	4075	897	594	1926	519	5920	10336	







実績(棚卸資産)

						H25.3
4Q		H26.3
4Q		H27.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q										H25.3
4Q		H26.3
4Q		H27.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q

				分譲土地 ブンジョウ トチ		427		702		798		754		729		780								新築(完成) シンチク カンセイ		137		105		170		187		210		198

				未成分譲土地 ミセイ ブンジョウ トチ		1055		956		956		869		958		953								中古 チュウコ		64		58		67		64		72		73

						1482		1658		1754		1623		1687		1733



分譲土地	H25.3	
4Q	H26.3	
4Q	H27.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	427	702	798	754	729	780	未成分譲土地	H25.3	
4Q	H26.3	
4Q	H27.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	1055	956	956	869	958	953	新築(完成)	

H25.3	
4Q	H26.3	
4Q	H27.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	137	105	170	187	210	198	中古	

H25.3	
4Q	H26.3	
4Q	H27.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	64	58	67	64	72	73	









⑦ＣＦ

										(百万円) ヒャクマンエン																												(百万円) ヒャクマンエン

						H28.3期 キ		H29.3期 キ		増減 ゾウゲン																								18.9月 ガツ		19.9月 ガツ		増減 ゾウゲン						営業活動C・F　主な項目 エイギョウ カツドウ オモ コウモク

		Ⅰ.営業活動によるＣ/Ｆ エイギョウ カツドウ				101		-2,885		-2,986																				営業活動によるＣ/Ｆ エイギョウ カツドウ				-2,885		101		-2,986						税金等調整前当期純利益 ゼイキン トウ チョウセイ マエ トウキ ジュンリエキ		2,688

				税金等調整前当期純利益 ゼイキン トウ チョウセイ マエ トウ キ ジュンリエキ		2,688		2,548																						投資活動によるＣ/Ｆ トウシ カツドウ				-562		-507		-55						たな卸資産の減少額 オロシ シサン ゲンショウ ガク		-2,095

				減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		244		272																						財務活動によるＣ/Ｆ ザイム カツドウ				4,140		1,575		2,565						仕入債務の減少額 シイレ サイム ゲンショウ ガク		281

				売上債権の増加額 ウリアゲ サイケン ゾウカ ガク		196		-65																						現金等の期首残高 ゲンキン トウ キシュ ザンダカ				7,782		6,614		1,168

				たな卸資産の増加額 オロシ シサン ゾウカ ガク		-2,095		-5,662																						現金等の期末残高				8,475		7,782		693						投資活動C・F　主な項目 トウシ カツドウ オモ コウモク

				仕入債務の増加額 シイレ サイム ゾウカ ガク		281		177																																				有形固定資産の購入 ユウケイ コテイ シサン コウニュウ		-321

				法人税等の支払額 ホウジンゼイ トウ シハライ ガク		-1,006		-1,100

				その他 タ		-207		945																																				財務活動C・F　主な項目 ザイム カツドウ オモ コウモク

		Ⅱ.投資活動によるＣ/Ｆ トウシ カツドウ				-507		-562		-55																																		短期借入金の純増減額 タンキ カリイレ キン ジュン ゾウゲンガク		1,939

				有形固定資産の取得 ユウケイ コテイ シサン シュトク		-321		-487																																				長期借入金の純増減額 チョウキ カリイレ キン ジュン ゾウゲンガク		345

				無形固定資産の取得 ムケイ コテイ シサン シュトク		-16		-20

				投資有価証券の取得 トウシ ユウカ ショウケン シュトク		-214		-

				有形固定資産の売却 ユウケイ コテイ シサン バイキャク		98		6

				差入保証金の差入による支出 サ イ ホショウキン サ イ シシュツ		-49		-52

				その他 タ		-5		-9

		Ⅲ.財務活動によるＣ/Ｆ ザイム カツドウ				1,575		4,140		+2,565

				短期借入金の純増減額 タンキ カリイレ キン ジュン ゾウゲンガク		1,939		4,211

				長期借入による収入 チョウキ カリイレ シュウニュウ		345		805

				長期借入金返済による支出 チョウキ カリイレ キン ヘンサイ シシュツ		-414		-462

				配当金の支払額 ハイトウキン シハライ ガク		-229		-344

				その他 タ		-66		-70

		Ⅳ.現金等の増減額 ゲンキントウ ゾウゲンガク				1,168		692		-476

		Ⅴ.現金等の期首残高 ゲンキン トウ キシュ ザンダカ				6,614		7,782		+1,168

		Ⅵ.現金等の期末残高				7,782		8,475		+693





																																																														(百万円) ヒャクマンエン

																																																						H20.3		H21.9期 キ		H27.3期 キ		H28.3期 キ		H29.3期 キ

																																																				営業ＣＦ エイギョウ		-2,534		1,298		700		101		-2,885

																																																				投資ＣＦ トウシ		-1,243		108		-172		-507		-562

																																																				財務ＣＦ ザイム		3,514		-1,831		531		1,575		4,140

																																																				現金等残 ゲンキントウ ザン		1,066		981		6,614		7,781		7,781







																																																														(百万円) ヒャクマンエン

																																																						H20.3		H21.9期 キ		H27.3期 キ		H28.3期 キ		H29.3期 キ

																																																				営業ＣＦ エイギョウ		-2,534		1,298		700		101		101

																																																				投資ＣＦ トウシ		-1,243		108		-172		-507		-507

																																																				財務ＣＦ ザイム		3,514		-1,831		531		1,575		1,575

																																																				現金等の期末残高 ゲンキントウ キマツ ザンダカ		1,066		981		6,614		7,782		8,475

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ｃ／Ｆの推移

営業ＣＦ	H27.3期	H28.3期	H29.3期	700	101	-2885	投資ＣＦ	H27.3期	H28.3期	H29.3期	-172	-507	-562	財務ＣＦ	H27.3期	H28.3期	H29.3期	531	1575	4140	(百万円)



営業ＣＦ	H27.3期	H28.3期	H29.3期	投資ＣＦ	H27.3期	H28.3期	H29.3期	財務ＣＦ	H27.3期	H28.3期	H29.3期	現金等の期末残高	H27.3期	H28.3期	H29.3期	6614	7782	8475	(百万円)





◎実績(棚卸資産)

																																				受注済含む ジュチュウ ズ フク																						契約済落とす ケイヤク ズ オ

						H27.3
4Q		H28.3
1Q		
2Q		
4Q								H27.3
4Q		H28.3
1Q		
2Q		
2Q		
4Q										H25.3
4Q		H26.3
4Q		H27.3
1Q		
2Q		
3Q		H27.3
4Q		H28.3
1Q		
2Q								H25.3
4Q		H26.3
4Q		H27.3
1Q		
2Q		
3Q		H27.3
4Q		H28.3
1Q		
2Q		
10月 ガツ		
4Q

				分譲土地 ブンジョウ トチ		780		786		726		724						分譲土地 ブンジョウ トチ		780		786		726		726		724								新築(完成) シンチク カンセイ		137		105		170		187		210		198		241		269						新築(完成) シンチク カンセイ		137		94		170		187		210		183		157		228		245		320

				未成分譲土地 ミセイ ブンジョウ トチ		953		1063		1178		1411						未成分譲土地 ミセイ ブンジョウ トチ		953		1063		1178		1178		1411								中古 チュウコ		64		58		67		64		72		73		81		92						中古 チュウコ		64		58		67		64		72		73		81		92

						1,733		1,849		1,904		2,135								1,733		1,849		1,904		1,904		2,135

				在庫月数 ザイコ ツキスウ		1.39		1.37		1.41		1.40						在庫月数 ザイコ ツキスウ		1.39		1.37		1.41		1.41		1.40

				基準販売数(年) キジュン ハンバイ スウ ネン		1,250		1,350		1,350		1,520						基準販売数(年) キジュン ハンバイ スウ ネン		1,250		1,350		1,350		1,350		1,520

						H26.3期 キ		H27.3期 キ		H28.3期 キ		H28.3期末 キ マツ								H26.3期 キ		H27.3期 キ		H28.3期 キ		H29.3期 キ		H29.3期末 キ マツ																																H25.3
4Q		H26.3
4Q		H27.3
4Q		H28.3
4Q

				総区画数 ソウ クカク カズ		1,658		1,733		2,135		2,135						期末在庫 キマツ ザイコ		1,658		1,733		2,135		2,348		2,348																														完成棟数 カンセイ トウスウ		137		94		183		215

				在庫年数 ザイコ ネンスウ		1.42		1.39		1.40		1.40						翌年販売数 ヨクネン ハンバイ スウ		1170		1290		1346		1450		1.62		19.43		ヶ月 ゲツ																										在庫月数 ザイコ ツキスウ		1.47		0.94		1.83		1.70

																																																										販売数(月) ハンバイ スウ ツキ		93		100		100		127

																																																										販売数(月) ハンバイ スウ ツキ		560		600		600		1,520

				分譲土地 ブンジョウ トチ		702		780		724		724						分譲土地 ブンジョウ トチ		702		780		724		874		874

				未成分譲土地 ミセイ ブンジョウ トチ		956		953		1411		1411						未成分譲土地 ミセイ ブンジョウ トチ		956		953		1411		1474		1474

				基準販売数(年) キジュン ハンバイ スウ ネン		1,170		1,250		1,520		1,520						基準販売数(年) キジュン ハンバイ スウ ネン		1,170		1,250		1,380		1,450		1,450



分譲土地	H27.3	
4Q	H28.3	
1Q	
2Q	780	786	726	未成分譲土地	H27.3	
4Q	H28.3	
1Q	
2Q	953	1063	1178	新築(完成)	

H26.3	
4Q	H27.3	
4Q	H28.3	
1Q	
2Q	105	198	241	269	中古	

H26.3	
4Q	H27.3	
4Q	H28.3	
1Q	
2Q	58	73	81	92	







新築(完成)	

H26.3	
4Q	H27.3	
1Q	
2Q	
3Q	H27.3	
4Q	H28.3	
1Q	
2Q	
10月	
4Q	94	170	187	210	183	157	228	245	中古	

H26.3	
4Q	H27.3	
1Q	
2Q	
3Q	H27.3	
4Q	H28.3	
1Q	
2Q	
10月	
4Q	58	67	64	72	73	81	92	







期末在庫数

総区画数	

H26.3期	H27.3期	H28.3期	1658	1733	2135	在庫年数	

H26.3期	H27.3期	H28.3期	1.4170940170940172	1.3864000000000001	1.4046052631578947	









在庫推移

完成棟数	

H26.3	
4Q	H27.3	
4Q	H28.3	
4Q	94	183	215	在庫月数	

H26.3	
4Q	H27.3	
4Q	H28.3	
4Q	0.94	1.83	1.6973684210526314	









分譲土地	H27.3	
4Q	H28.3	
1Q	
2Q	780	786	726	未成分譲土地	H27.3	
4Q	H28.3	
1Q	
2Q	953	1063	1178	期末在庫	

H27.3期	H28.3期	H29.3期	1733	2135	2348	翌年販売数	

H27.3期	H28.3期	H29.3期	1290	1346	1450	









期末在庫	

H27.3期	H28.3期	H29.3期	1733	2135	2348	翌年販売数	

H27.3期	H2	8.3期	H29.3期	1290	1346	1450	









採用
在庫の増加を強調しない




販売棟数

						H25.3
4Q		H27.3期 キ		H28.3期 キ		
2Q		
3Q		H27.3期 キ		H29.3期 キ

				新築 シンチク		137		1170		1290		187		210		1170		1346

				中古 チュウコ		64		112		117		64		72		112		136



新築	

H27.3期	H28.3期	H29.3期	1170	1290	1346	中古	

H27.3期	H28.3期	H29.3期	112	117	136	









Sheet2

								新築住宅 シンチク ジュウタク												中古住宅 チュウコ ジュウタク

						期 キ		1Ｑ		2Ｑ		3Ｑ		4Ｑ		計 ケイ				1Ｑ		2Ｑ		3Ｑ		4Ｑ		計

						H28.3期 キ		293		330		317		350		1,290				29		30		28		30		117

						H29.3期 キ		333		352		349		312		1,346				39		36		25		36		136

																																						H27.3期 キ		H28.3期 キ		H29.3期 キ

																																				　ＲＯＡ(%)		4.5 		4.6 		4.1 

																																				　ＲＯＥ(%)		11.0 		11.0 		10.1 

																																				　借入金比率(%) カリイレ キン ヒリツ		44.3 		44.9 		48.8 

																																				　自己資本比率(%) ジコ シホン ヒリツ		41.9 		41.6 		39.2 

																																				　1株当り純資産(円) カブ ア ジュンシサン エン		521.57 		571.58 		622.78 







決算概要

各セグメントの状況（不動産販売 ①）

4

（１） 新築住宅販売

販売棟数は、1,341棟（前期比14棟減）

首都圏等の販売単価の高いエリアの構

成比が高まったこと、土地のみ販売が

あったことで、増収

 １Ｑはやや出遅れたものの、２Ｑ・４Ｑは

当初計画（1,480棟/年）水準の棟数を確

保 （４Ｑの販売棟数は過去最高）

 ３Ｑは、消費税増税に加え、台風19号の

浸水被害の大きかった栃木県を中心に

顧客マインドが悪化し、受注が低迷

（台風の被害状況は次項をご参照）

 ３Ｑの受注低迷で滞留の懸念が生じた

完成在庫は、４Ｑの販売促進強化により

解消

⇒ 当期の粗利率低下の一因となったが、

次期に向けての期末完成在庫は正常化
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新築住宅 販売棟数推移

（百万円）

H31.3期 R2.3期 前期比

41,212 42,505 +3.1% 

新 築 住 宅 販 売 37,191 38,517 +3.6% 

中 古 住 宅 販 売 2,397 2,535 +5.8% 

リ フ ォ ー ム 1,624 1,453 -10.5% 

2,976 2,013 -32.4% 

不 動 産 販 売

売 上 高

経 常 利 益

R2.10.1 消費税増税
R2.10.12 台風19号日本上陸

四半期の販売棟数は
過去最高

（棟）


シナリオ

				H29.3		H30.3		H31.3

		社長あいさつ シャチョウ		　グランディハウスの村田でございます。
　本日はご多忙の中、当社決算説明会にお集まりいただき、厚く御礼申しあげます。

　説明に入ります前に、平成２９年３月期は、売上面では９期連続の増収となった一方、
利益面では、当期純利益で２期連続の増益を　かろうじて確保できたものの、
営業減益をまねくこととなり、皆様のご期待に沿えぬ結果となりましたことに対しまして、
この場をおかりしてお詫び申し上げます。

　それでは、平成２９年３月期の決算概要と今後の取り組みについて、ご報告させていただきます。
		　グランディハウスの林でございます。
　本日はご多忙の中、当社決算説明会にお集まりいただき、厚く御礼申しあげます。

　さて私は、前社長の村田のあとを受け、本年４月１日付で代表取締役社長に就任いたしました。

　会長職に就任した村田とともに、新たな飛躍に向けた事業基盤の確立、拡大に、
全力を挙げて取り組んでまいる所存でございますので、
皆さまの一層のご指導・ご鞭撻を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。

　資料の説明に入ります前に、平成３０年３月期は、厳しい環境変化の中で、増収・増益は、かろうじて確保したものの、期初計画の下方修正をまねくこととなり、皆様のご期待に沿えぬ結果となったことを、この場をお借りしてお詫び申し上げます。

　それでは、当期の決算概要と今後の取り組みについて、ご報告させていただきます。
		　グランディハウスの林でございます。

　本日はご多忙の中、当社決算説明会にお集まりいただき、厚く御礼申しあげます。

　それでは、当期の決算概要と今後の取り組みについて、ご報告させていただきます。 



		決算概要
当期業績の概要
・売上高の増減概要
・営業利益、経常利益の増減概要
・当期純利益の増減概要
 ケッサン ガイヨウ トウキ ギョウセキ ガイヨウ ウリアゲ ダカ ゾウゲン ガイヨウ エイギョウ リエキ ケイジョウ リエキ ゾウゲン ガイヨウ トウキ ジュンリエキ ゾウゲン ガイヨウ		　最初に、２ページの「決算の概要」で、ございます。

　当期における戸建住宅の需要は、平成２９年１０月に予定されていた、消費税１０％への増税が再延期されたことで、駆け込み需要による大幅な変動は避けられることとなりましたが、低金利の長期化に伴うインパクトの減少や、消費税増税の延期で、検討期間が長くなるなど慎重さが見られようになりました。
　また、駆け込み需要を見越して、増やした在庫を消化する動きがでるなど、第３四半期末から第４四半期にかけて、受注環境が厳しさを増すこととなりました。
　当社におきましては、一部エリアで、商品在庫の偏在が生じたことで、一時的な受注の停滞を招いたことなどで、業績予想の数値は、未達となりました。
　
以上の結果、当期の売上高は、４３９億 ６千万円、当期純利益は、１７億 ４千万円
となりました。
		　最初に、２ページの「決算の概要」で、ございます。

　平成３０年３月期は、「コア事業の強化」と「ストックビジネス強化」の方針の下で、
計画の達成に向けて取り組んでまいりましたが、
　売上高は、　　４４７億 ２千万円、
　当期純利益は、　１８億 ２千万円　と過去最高となったものの、
営業利益、経常利益は減益となり、また、期初計画の達成には至りませんでした。

　セグメント別では、主力の新築住宅販売において、群馬県 や 重点エリアと位置づけた千葉県柏エリア で伸び悩む結果となり、中古住宅は前年並みとなりました。

　以上の結果、当期は、中期経営計画　最終年度でもありましたが、未達となりました。
新中期経営計画のもとで、早期に　挽回を図ってまいる所存で、ございます。
 		最初に、２ページの「決算の概要」で、ございます。

　当社グループの当期の売上高は、４４４億 ５千万円で　前期比 ０.６％ の減収となりました。
　若干の減収になったものの、主力の新築住宅の販売棟数は、栃木県および群馬県で前期を上回り、グループとしては　１，３５５棟　と過去最高となっております。
　一方、期初計画比では、栃木県で計画を達成したものの、事業拡大を見込んだ茨城、群馬、千葉の各県の販売が伸びず、期初計画を達成するには至りませんでした。

　また、利益面では、前々期・前期と「営業利益」「経常利益」の減益が続いたことに対して
原価低減をはじめとした利益回復に向けた取組みを強化してまいりましたが、この結果、当期は「経常利益」で　３２億 ８千万円 と　前期比 １７.６％　の増益となりました。

　これにより、特損計上で減益予想としていた「当期純利益」についても　２０億 ６千万円
と増益　を確保し、経常利益とともに過去最高益を更新することができました。 



		決算概要
・売上高の増減分析
・経常利益の増減分析
 ケッサン ガイヨウ ウリアゲ ダカ ゾウゲン ブンセキ ケイジョウ リエキ ゾウゲン ブンセキ		次の３ページでは、この結果を、売上高と経常利益の変動要因で、概観いたします。

　左側の図は、売上高の変動要因をセグメント別にみたものでございます。
　
売上高は、不動産販売および建築材料販売が伸びたことで、２２億 ５千万円の増収と
なりましたが、公表値は未達となりました。
　この要因としては、一つには茨城県水戸エリアでの販売不振ですが、これについては、
後ほどご説明いたしますが、営業エリアの再編などの強化策を実施しております。
　二つ目は、群馬県の高崎・前橋エリアにおいて、一時的に在庫が薄くなったことで、販売機会を逸したことでありますが、これについても対策を打っております。

　右側の図は経常利益の変動要因でございますが、経常利益は、５千万円の減益となりました。
　減益となった要因は、事業拡大に向けての人員増等により販売費・管理費が増加する中で、売上は伸びたものの計画に届かず　獲得利益が伸びなかったことと、厳しい事業環境の中で、粗利益（あらりえき）が低下したこと、でございます。 
		　次の３ページでは、売上高　と　経常利益　の変動要因を分析しております。

　まず、左上の図は、売上高の変動をセグメント別に示したものです。

　売上高は、前期比で　７億 ６千万円　増加しておりますが、内訳は、不動産販売事業で　８億 １千万円　増加したことが主な要因です。
　新築住宅の販売棟数は、若干の減少となりましたが、宅地分譲があったことで、増収となっております。

　続いて、左下の図は、経常利益の変動を要因別に示したものです。

　経常利益は、前期比で　９百万円　の減少となりましたが、内訳は、売上高が増収となったことで、１億 ３千万円　の増益要因がありましたが、粗利益の低下と販管費の増加があったことで、全体として、若干の減益となりました。
 		　次の３ページは、売上高　と　経常利益　の変動要因について、でございます。

　左上のグラフは、売上高の変動を　セグメント別にみたものでございます。
　売上高は、「不動産販売」の減収が影響し　２億 ７千万円　のマイナスとなりました。
　これは、新築住宅・中古住宅とも販売棟数はいずれも前期を上回りましたが、前期においては、非定型の取引である　事業者向けの土地販売 ４億６千万円　の計上があり、このことが当期減収の要因となりました。

　なお、右下のグラフに示しますように、当期は新築住宅の「受注棟数」も、前期比　４９棟増の　１，３８９棟　と増加し、過去最高となりました。

　次に、左下のグラフは、「経常利益」の変動要因でございますが、経常利益は、前期比で ４億 ９千万円の増益　となりました。
　これは、売上高の減少がマイナスに作用した一方で、前期から推進してまいりました
原価低減の効果等によって粗利益が改善したこと、広告宣伝費などの販管費が減少したことが、主な要因でございます。 



		決算概要（販管費～特損益）
・主な費目の増減説明
・
⇒利益率には触れていない
 ケッサン ガイヨウ ハンカンヒ トク ソンエキ オモ ヒモク ゾウゲン セツメイ リエキ リツ フ		　次に、４ページの、「販売・管理費」、「営業外損益」、「特別損益」で、ございます。
　販売・管理費は、前期と比較して人件費や、広告宣伝費が増えたことで、３億 ５千万円の
増加となりました。

　営業外収益は、業容の拡大に伴って、手数料収入が増えております。
　営業外費用は、有利子負債が増えたことで支払利息等が増加いたしました。

　特別損益では、収益環境が悪化したコイン・パーキング１カ所と、
栃木県小山市の事業拠点である県南支社の新社屋への移転に伴って遊休化した、旧社屋と土地の減損処理を行っております。

　この結果、当期純利益は、前期と比べ １千万円の微増に止まりました。


		　次の４ページは、「販売・管理費」、「営業外損益」、「特別損益」で、ございます。

　販売・管理費は、前期と比較して　１億 ２千万円　増加しておりますが、
そのうち、広告宣伝費は、
首都圏の顧客層に対してブランドの浸透を図るため、関東全域でのテレビＣＭを行ったことなどで、増加しております。
　同様に、租税公課が増加しておりますが、これは前期において事業拡大に向けた
土地在庫の積み増しを行った結果、固定資産税の負担が増えたことが要因で、ございます。

　営業外損益については、大きな変動はありませんでした。

　特別損益では、事業用不動産の２物件を、減損処理いたしましたが、前期と比較して大幅な減少となりました。

　この結果、当期純利益は増益となりました。
 		　次の４ページは、「販売・管理費」、「営業外損益」、「特別損益」で、ございます。

　「販売・管理費」は、前期比で ４千万円　の減少となりました。

　内訳では、「人件費」が、採用難で増員が進まない状況下で役職員の構成の変化等もあって、減少しました。
また、「広告宣伝費」が、前期に計上した関東全域でのテレビＣＭの放映が無かったことで、
大きく減少しました。
一方、「求人採用費」は、幹部人材の採用や新卒の採用活動の強化により、増加しました。

　営業外収益は、前期の中古物件の火災保険金収入がなくなったことなどで減少し、
営業外費用は、支払利息が、販売用不動産が前期比で減少したことに伴う借入金の減少や借入金利率の低減に取り組んだことで、減少しております。

　特別損益は、創業者の役員退任に伴う「特別功労金」を損失に計上しております。 



				次に、５ページの　連結貸借対照表の「資産の部」について、でございます。
　
　左側の資産の部ですが、資産合計は、主に「販売用不動産」が増加したことで、
前期末と比較して、６１億 ３千万円増加して、４５６億 ８千万円となりました。
　販売用不動産のうち、新築住宅関連の在庫が大きく増加しておりますが、
一昨年あたりから、販売期間が１年以上となる大型物件の取得が増加してきていることが要因で
ございます。

　右側、負債の部では、販売用不動産の在庫が増加したことで、短期有利子負債が増加し、
また栃木県小山市において、県南支社を新築したことで、長期有利子負債が増加することと
なりました。

　純資産の部は、前期末と比較して、
１４億 ９千万円増加して、１８１億 ２千万円となり、
ＲＯＥは、１０.１％、　自己資本比率は、３９.２％となりました。

		　次に、５ページの　貸借対照表　及びキャッシュ・フローについて、でございます。

　資産は、前期と比べ　１５億 ９千万円　増加して　４７２億 ８千万円　となりました。
　流動資産は、主に現金預金と販売用不動産が増加したことで、
前期と比べ１３億３千万円増加しました。

　負債は、前期と比べ　１億 ６千万円増加して　２７７億 ２千万円　となりました。
　短期有利子負債が減少し、長期有利子負債が増加しておりますが、これは、運転資金の一部を、短期借入金から社債に切り替えたことによるものです。

　これらの結果、純資産は前期と比べ　１４億 ３千万円　増加して　１９５億 ５千万円　と
なりました。

　キャッシュ・フローの変動要因については、下の図に示すとおりとなっております。

　決算概要のご説明は、以上とさせていただきまして、
続いて、平成３１年３月期の業績見通しと取り組みについて、ご説明させていただきます。
 		次に、５ページの　貸借対照表　及び　キャッシュ・フローについて、でございます。

　まず、貸借対照表は、資産の部においては、大型分譲地の販売が進んだことで販売用不動産が
減少したことなどにより、資産合計は、４億 １千万円　減少して、４６８億 ６千万円　
となりました。

　負債の部では、販売用不動産の減少に伴って有利子負債が減少したことなどにより、
負債合計で、１９億 ８千万円　減少して、２５７億 ４千万円　となりました。

　純資産の部は、前期末と比較して、１５億 ６千万円増加して、２１１億 ２千万円となりました。

　キャッシュ・フローについては、
営業キャッシュ・フローが 　３０億 ４千万円　のプラス、
投資キャッシュ・フローは 　　５億 　　　円　のマイナス、
財務キャッシュ・フローは 　２３億 ５千万円　のマイナス
となりました。
　この結果、現金等の期末残高は、前期末と比較して、１億 ８千万円　増加して、１００億円
となりました。

　決算概要のご説明は以上とさせていただき、ここからは業績見通しと取り組みについてご説明
させていただきます。 


				　続きまして、６ページの「キャッシュ・フロー計算書」で、ございます。

　営業活動によるキャッシュ・フローは、主にたな卸資産が増加したことで、
２８億 ８千万円のマイナス、

　投資活動によるキャッシュ・フローは、県南支社の新社屋建設などで有形固定資産が増え、
５億 ６千万円のマイナス、

　財務活動によるキャッシュ・フローは、主にたな卸資産が増えたことで、短期借入金が増加し、４１億 ４千万円のプラスとなり、

この結果、現金等の期末残高は、前期末と比較して、６億 ９千万円増加して、
８４億 ７千万円となりました。

　以上で、平成２９年３月期の決算概要のご報告を終わり、
次ページからは「業績見通しと取り組み」について、ご説明させていただきます。



		６ページ　裏
 

　今期の取組のご説明の前に、５月７日に公表いたしました第二次中期経営計画について
その概要をご説明させていただきます。

　前中期経営計画については、さきほど 最終年度である前期の業績 についてご説明いたしました
通り、経営目標を達成できずに終わる結果となりました。
　最大の要因は、シェア開拓の余地が大きく成長が期待された 群馬・千葉 の各県で、
人材の確保や体制の強化が十分と言えなかったことなどにより、計画通り販売を拡大することが
できなかったことです。
　改めてこれらの各県での販売を回復させ、再び成長軌道に回復させることが、
当計画期間における第一の課題であると考えております。

　また、事業環境といたしましては、団塊ジュニア世代も既に４０代半ばを超え、
その下の世代を住宅の第一次取得者層とみた場合、その人口は当社営業エリアで
年２％の割合で減少していく見込みであり、
既に展開しているエリアにおいてシェアを向上していく とともに、
営業エリアの拡大を加速していくことが、生き残りに必須の条件となってまいります。
 		（６ページ　業績見通しと取り組み　表紙）
 
　７ページは、今期の業績見通しで　ございます。
　
　今期におきましては、連結ベースで
　　　売上高　　　４８５億円
　　　営業利益　　　３２億円
　　　経常利益　　　３４億円
　　　当期純利益　　２２億円
を計画しております。
　
　売上高については、前期において期初計画を下回り　減収に終わったことをふまえ、
前期の期初計画　４８０億円に　５億円　を上積みした水準を目指してまいります。

　一方、利益面については、売上高の増加額に比して低い伸びとしておりますが、
これは、現有在庫の状況や　消費税増税を控えた市場環境に加え、
売上目標の達成と　埼玉エリアを含めた今後の事業拡大　に向けて、
先行投資を含めた　相当の人材投資　や　広告宣伝の強化　が
必要となることによるものです。

　今期の 販売目標棟数 といたしましては、
　　　新築住宅は、前期比 １２５棟増の　１,４８０棟
　　　中古住宅は、前期比 　１９棟増の　　 １７０棟
を計画しております。 



				７ページ　裏

　８ページは、今期の業績見通しで　ございます。
　今期におきましては、連結ベースで
　　　売上高　　　４８０億円
　　　営業利益　　　３２億円
　　　経常利益　　　３３億円
　　　当期純利益　　２１億円
を計画しております。
前期の営業減益という結果をふまえまして、利益の回復を最優先課題として取り組み、
改めて、増収増益の継続を目指してまいります。
また、販売棟数の計画といたしましては、
　　　新築住宅は、前期比 １０４棟増の　１,４５０棟
　　　中古住宅は、前期比 ３４棟増の　　　 １７０棟
の計画としております。
　セグメント別の計画、および「不動産販売」セグメントの売上内訳につきましては、
左下の表に示しますとおりでございます。 
　次のページでは、ただ今 ご説明いたしました業績見通しに基づき、今期を最終年度とする
「中期経営計画」の経営目標値を修正させていただくことになりましたので、ご報告いたします。

		　次の８ページは、第二次 中期経営計画 の概要です。

　最終年度である 平成３３年３月期 の経営目標値は、
　　　売上高　　　　　５５０億円
　　　営業利益　　　　　３３億５千万円
　　　経常利益　　　　　３５億円
　　　当期純利益　　　　２２億９千万円
と　しております。

　大きなビジネスモデルの転換は行なっておらず、基本方針、事業戦略とも、前計画から
大きな変更はございませんが、　エリア戦略については、
　　栃木県 のほか 茨城県・群馬県 については、概ね主要商圏に拠点を展開したこと、
　　また、千葉県 については、柏エリアを成長軌道に回復させることが優先課題であることから、
当計画においては「シェア向上エリア」と位置づけて、早期の挽回に取り組みます。
　また、営業エリアの拡大については、
新たに 埼玉県 をターゲットとして、拡大を図ってまいります。

　以上の中期経営計画をふまえ、以下、今期の取組についてご説明させていただきます。 
		　８ページは、「中期経営計画の概要と進捗」でございます。

　ページ左側には、以上ご説明いたしました　前期実績と今期計画に、第二次中期経営計画の
最終年度となる来期の経営目標を加えたグラフを示してございます。

　売上高につきましては、前期において年度計画を達成できず若干の減収に終わったことで、
中計の経営目標の達成に向けては相当の努力を要すると認識しておりますが、
今期の計画を確実に達成して増収の基盤を固めた上で、茨城県南部から千葉県柏エリアを継続的に成長させ、新規エリアとなる埼玉県での販売を拡大させることにより、達成を果たしてまいる所存です。

　一方、経常利益につきましては、前期に期初計画を上まわる増益を達成したことで目標に一歩　近づいておりますが、将来的な成長に備えた人材投資などを考慮しますと　楽観できるものでは　なく、気を引き締めて利益改善に取り組んでまいります。

　第二次中期経営計画の基本方針・戦略の要点につきまして、ページ右側に記載してございますので、ご参照下さい。 



				　平成２７年１１月に公表いたしました「中期経営計画」におきまして、
最終年度である平成３０年３月期の経営目標値は、
　　　売上高　　　　４８０億円
　　　当期純利益　　　２３億円
としておりましたが、
市場環境や今期の販売体制等を総合的に勘案した結果である今期の業績見通しに従い、
　　　売上高は　　　当初目標通りの　　　　　４８０億円
　　　当期純利益は　当初目標より２億円減の　　２１億円
と、利益面において下方修正させていただきました。

　中期経営計画の基本方針と戦略等につきましては基本的な変更はございませんが、
利益の確保に向けた取組を一層強化し、修正後計画の必達に向けて総力を挙げて取り組んでまいる所存でございます。

　次のページからは、各事業の今期の取り組みについてご説明いたします。
　
		　９ページは、今期の業績見通しで　ございます。
　今期におきましては、連結ベースで
　　　売上高　　　４８０億円
　　　営業利益　　　２９億円
　　　経常利益　　　３０億円
　　　当期純利益　　１６億 ８千万円
を計画しております。
　売上高については、前中期経営計画で未達成に終わった当初の目標を、今期で挽回することを
目指しております。一方、利益目標については、市場環境や現有在庫の状況を勘案して、
同計画をやや下回る水準に設定させていただいております。
　また、特別損失の発生が見込まれるため 当期純利益 は、前期を下回る見込となっております。
　今期の 販売棟数 といたしましては、
　　　新築住宅は、前期比 ９９棟増の　１,４４０棟
　　　中古住宅は、前期比 ２２棟増の　　 １６０棟
を計画しております。
　セグメント別の計画、および「不動産販売」セグメントの売上内訳につきましては、左下の表に示しますとおりでございます。
　以下、各事業の今期の取り組みのご説明となりますが、新築住宅の販売 部分に関しましては、
常務取締役　営業本部長　の　石川　より　ご説明申し上げます。 
　常務取締役　営業本部長　の　石川　でございます。
　以下、不動産販売セグメントの取り組みのご説明となりますが、新築住宅の販売面の取り組みについて、私の方からご説明させていただきます。
		　９ページは、新築住宅の「事業の環境」でございます。

　昨年度の　住宅着工数は、前年度比で　０.７％増の　９５万３千戸　となりました。
　内訳としては、貸家が減少している一方、その他の持家、分譲戸建、分譲マンションが増加し、
分譲戸建では消費税増税を見越した動きも出ているとの分析もございます。
　今年度の見通しにつきましては、大手住宅会社による予想の平均では　９２万５千戸　と、
前年度比で減少する予測となっております。

　また、右側のグラフは、住宅ローン金利の指標となる、住宅金融支援機構の「フラット３５」の金利の推移　を示しております。
　「フラット３５」の金利は、昨年末にかけて見られた上昇の動きも反転下落し、
過去最低と言える水準内で推移しております。家賃なみの返済で住宅の取得が可能となっており、
取得環境としては良好な状態が続いております。 



				まず、はじめに不動産販売セグメントについてご説明いたします。
　１０ページは、新築住宅の「事業環境」でございます。

　昨年度の住宅着工数は、前年度に比べ　５.８％増の　９７万 ４千戸となりました。
　これは主に貸家が増加したことによるものですが、戸建分譲住宅についても堅調に推移しました。
今期の住宅着工の見通しにつきましては、持家と分譲住宅は前年度並みと見込まれる一方、
貸家は大幅に減少すると予想されており、大手シンクタンクによる予想の平均では、住宅着工数は　９２万戸となっております。
　当社におきましても、足元の状況等から同様な判断をしております。

　右側には、住宅税制などの住宅取得支援策の状況を記載しております。
　今期は　「住宅ローン減税」　｢すまい給付金制度｣　｢贈与税の非課税枠｣　とも
大きな変更なく継続しており、住宅取得環境としては、良好な状態が続いております。 
　
次の　１１ページは、住宅ローン金利の状況です。

		　１０ページは、新築住宅の「事業環境」でございます。

　昨年度の住宅着工数は、前年度に比べ　２.８％減　の　９４万６千戸　となりました。
　これは主に持家・貸家が減少したことによるものですが、戸建分譲住宅については底堅く
推移しております。
　今期の住宅着工の見通しにつきましては、昨年度並みと予想されており、
大手シンクタンクによる予想の平均では、住宅着工数は　９４万９千戸　となっております。
　当社におきましても、足元の状況等から同様な判断をしておりますが、
来年１０月 に予定される 消費税増税 の駆込み需要 の発生時期や規模によっては、
実需と市中在庫との間に乖離が生じるおそれもございます。

　右側には、住宅税制などの住宅取得支援策の状況を記載しております。
　今期は　「住宅ローン減税」　｢すまい給付金制度｣　｢贈与税の非課税枠｣　とも大きな変更なく継続しており、住宅取得環境としては、良好な状態が続いております。
 		　次の　１０ページは、住宅税制その他の住宅取得支援策　について　でございます。

　住宅取得に関しましては　「住宅ローン減税」「贈与税の非課税枠」「すまい給付金制度」
といった支援策が用意されていますが、これらについては消費税増税後、それぞれ右側に
示します通り、拡充が予定されております。
　また、これらに加えて、一定の基準を満たした住宅については、
新たに「次世代住宅ポイント制度」が設けられる予定です。

　このように、増税に合わせて充実した住宅取得支援策が予定されており、年収や借入額等
によりますが、増税後に購入した方が有利との試算も少なからず出されていることから、
現段階では住宅取得環境への増税による影響は中立的と判断しております。

　一方で、増税を控えて事業者間の競争は厳しさを増すものと思われ、
また、駆け込み需要期待で過剰在庫を抱えた事業者のダンピングなどが懸念されるところであり、
市況を注視してまいります。 



				次の　１１ページは、住宅ローン金利の状況です。

　左側のグラフは、住宅ローン金利の指標となる、住宅金融支援機構の「フラット３５」の金利の推移を示しております。
　平成２８年２月のマイナス金利導入以降、「フラット３５」の金利は、足下で上昇の動きも
見られるものの、過去最低圏内で推移しております。
　アパート賃料ほどで月々のローン返済が可能な水準にあるということで、金利の面からも、
住宅取得には好環境が継続しているところでございます。

　住宅販売に関する指標等については以上のとおりでありますが、これらを市場の環境として
見ますと、顧客サイドにおいて、良好な住宅取得環境が長期間継続してきた結果、
これら各種制度等が住宅購入の動機に与えるインパクトが減少している一方で、
事業者サイドにおいては、良好な取得環境への期待に加え、駆け込み需要を見込んだ土地在庫処分の動きもあって、堅調な着工が続いているという側面があります。

このような両者の動きのミスマッチから、市中在庫が増加する傾向がみられ、事業者の競合は
激しさを増している状況にあります。

　右側には、北関東の経済に関連する数値を参考までに掲載しておりますのでご参照ください。
 

		　次の　１１ページは、住宅ローン金利の状況です。

　左側のグラフは、住宅ローン金利の指標となる、住宅金融支援機構の「フラット３５」の
金利の推移を示しております。

　平成２８年２月のマイナス金利導入以降、「フラット３５」の金利は、
昨年 秋 に上昇の動きも見られたものの、過去最低と言える水準内で推移しております。

　アパート賃料ほどで月々のローン返済が可能な水準にあるということで、
金利の面からも、住宅取得には好環境が継続しているところでございます。

　このように、取得環境としては良好な状態でありますが、戸建分譲住宅に関しては、
実需に先行する指標となる着工数も堅調に推移しており、
事業者間の競合は厳しさを増している状況にあります。

　右側には、北関東の経済に関連する数値を 参考までに掲載しておりますので、ご参照ください。
 		　１１ページからは、新築住宅の取り組みについてでございます。
　先ほどご説明いたしましたとおり、今期の新築住宅の
　　　販売棟数は、　１２５棟増　　の　１，４８０棟　を見込んでおり、
　　　売上高は、　　　３５億円増　の　　　４０７億円
を計画しております。

　当社の営業エリアは、栃木県を中心に、茨城、群馬　の北関東３県　及び　千葉県柏エリア、
今期から販売活動を開始した埼玉県、でございますが、今期のエリア別の販売計画は、
左側　中ほどの表に示すとおりです。
　エリア別では、前期に　前々期比で棟数を伸ばした　栃木県・群馬県　については
伸びを保守的にみる一方、前期計画との乖離が大きかった　茨城県・千葉県　については、
改めて前期計画数ないしその基礎固めを行なう水準まで回復させることを目標としております。

　受注棟数は、前期の第２四半期以降、年換算で概ね　１,４００棟　の水準で推移しており、
前期計画未達となった茨城・群馬・千葉の各県の建て直しと埼玉県での販売が寄与してくることで
十分に達成可能な水準であると考えており、
引き続き、「営業エリアの拡大」と「シェアの向上」を重点方針として取り組んでまいります。 


				１２ページからは、「新築住宅の取り組み」についてでございます。

先ほどご説明しましたとおり、
今期の新築住宅の販売棟数は、　１０４棟増の　１,４５０棟
売上高は、　３１億円増の　   ４０１億円　を計画しております。

今期におきましては、引き続き、営業エリアの拡大とシェアの向上を重点方針として取組むほか、苦戦を強いられた前期における課題への対応に、全社一丸となって取組んでまいります。
販売計画のエリア別の内訳は、右の図に記載のとおりでございます。
　当社の営業エリアは、栃木県を中心に、茨城、群馬の北関東３県　と　千葉県の柏エリア
でございます。
販売計画の棟数におきましては、当社が管掌する栃木県が全体の約半数を占めておりますが、
事業拡大の重点エリアとして注力している茨城県南部から千葉県柏エリアを中心に、販売の拡大を図る計画としております。
		　１２ページからは、新築住宅の「取り組み」についてでございます。

　先ほどもご説明いたしましたとおり、今期の新築住宅の
　　　販売棟数は、　９９ 棟 増の　１,４４０ 棟
　　　売上高は、　　２５ 億円 増の　 ４０３ 億円
を計画しております。

　当社の営業エリアは、栃木県を中心に、茨城、群馬 の北関東３県 と 千葉県の柏エリアと
なっており、販売計画のエリア別の内訳は、右の図に記載のとおりでございます。

　今期は、「シェアの向上」として、特に、前期に計画との乖離が大きく生じた　
群馬県 及び 千葉県柏エリア における販売の回復に、改めて 体制を整えて取り組みます。

　また、「営業エリアの拡大」においては、今期の業績には織り込んでおりませんが、
埼玉県への早期進出に向けて取り組んでまいります。
 		　次の１２ページは、「営業エリアの拡大」についてでございます。

　今期最大のテーマが、埼玉県への進出となります。

　当社は、さいたま市を起点として事業を展開してまいりますが、その市場については、
さいたま市だけで北関東の各県と同等以上の市場規模となっております。
競合が激しい市場でございますがビルダーのシェアが高く、
当社が食い込んでいくことが十分に可能な市場であると考えております。

　これまで、平成３０年４月に開設準備室を設置し、同年１１月には用地仕入拠点として
「さいたま支店」を開設して、さいたま市を中心に用地仕入れを進めてまいりましたが、
当面の目標数の仕入が進んだことで、本年４月に正式に営業部門を組織し、
「埼玉支社」として営業を開始いたしました。

　販売物件は、６月末以降　順次完成してまいりますが、業績への寄与が本格化してくるのは
下期からとなる見通しです。
　今期は、販売棟数で　５０棟　を見込んでおりますが、
販売の早期立ち上げと当社ブランドの同県市場への浸透に、全力を挙げて取り組んでまいります。 


				次の１３ページでは、「営業エリアの拡大」に対する取り組みについてご説明いたします。

当社が重点エリアと位置づけております、「茨城県南部から千葉県柏エリア」は、常磐線沿線　からつくばエクスプレス沿線にかけての、東京通勤圏として発展中の人気エリアでございます。
右下のグラフのとおり、営業エリア拡大の重点エリアと位置付けて以来、当エリアを面的に
カバーする販売体制の強化に取り組み、販売棟数を順調に伸ばしてまいりました。

茨城県南部エリアにおいては、前期から、当社過去最大の ２１１区画の戦略プロジェクトである「よつばの杜」の販売を開始いたしました。前期の完成数は３月完成の １０棟にとどまりましたが、今期からは販売を本格化し、業績にもフルに寄与してまいります。
　販売棟数は、昨年１１月に新設したつくば支店を中心に、月 ５棟、年間 ６０棟　を計画して
おります。来年４月には、徒歩４分の場所に公立の小中一貫校が開校予定であり、教育環境の訴求を強化し、販売促進を図るとともに、関東全域のテレビＣＭで当社ブランドの浸透を図る予定です。

また、千葉県柏エリアでは、数十区画規模の中・大型物件を順次投入する予定であり、これまで不足気味であった商品の在庫数についても、販売に最適と考えております約２ヶ月分の水準を
常時確保できる見通しとなりましたので、販売を加速してまいりたいと考えております。 
		　次の１３ページは、「シェアの向上」に向けた取り組みでございます。

　当社は、ハウスメーカーを除いたビルダー部門の着工棟数ランキングで、北関東 の １位、
栃木県 の １位をはじめ、各営業エリアでトップ１０内にランクインしております。
　右上のグラフに、営業エリアの各県における当社拠点のカバー率とシェアの状況を着工ベースで示しております。　茨城県南部の拠点展開をここ数年で進めた結果、各県とも、拠点のカバー率は概ね ８割に達しており、シェア拡大の余地の大きいエリアを中心に、販売棟数の拡大に向けた　エリア深耕に取り組んでまいります。
　また、前期の目標未達の要因は、群馬県・千葉県などの事業の急拡大を目指したエリアにおいて、人材・組織体制面の強化 が不足していたこと と考えております。

　このため、取組といたしましては、中・長期的な不変の課題ともなりますが、
「人材の確保と育成」と「組織・体制の強化」を、改めて 強力に進めてまいります。
　また、戦略プロジェクトの推進といたしまして、
販売２年目となる 茨城県つくば市の「よつばの杜」に加えて、
栃木県上三川町の「グランビートパーク上三川」の販売促進に取り組みます。
　各プロジェクトの概要は、右下の表に示しますが、「グランビートパーク上三川」の出足の
受注は好調に推移しております。
 		　次の１３ページは、「シェアの向上」に向けた取り組みでございます。

　取組の第一は「子会社の組織・体制の強化」です。
　前期は、栃木県で期初の計画を達成した一方、子会社が管轄する茨城・群馬・千葉の各県に
おいては計画未達に終わりました。計画未達に終わった各県は、当社がシェアを拡大していく余地が大きいエリアでもあり、その建て直しが急務となります。
　このため、この４月で、組織の活性化を目的に、子会社の社長交代を含む役員体制の見直しを
実施しました。事業拡大に向けた人材の確保と育成についても、対応を進めているところでございます。
　次に、戦略的大型分譲地の早期完売です。
　茨城県つくば市の「よつばの杜」は、販売が後半に入り、街並みと立地の良さが再認識され販売が好調に進んでおり、このペースを維持して今期中の完売を目指します。また栃木県上三川町の「グランビートパーク上三川」についても概ね計画通り進捗しておりますが、さらに販売促進に
取り組み、早期完売を目指してまいります。

　また、ますます重要性を増しているネット戦略についても、前期にリニューアルした
ホームページの新機能を活用したアクセス解析と対策を強化するなど、反響数の向上に
取り組んでまいります。

　続きまして次の１４ページからは、新築住宅の生産・商品面の取り組みでございますが、
この部分につきましては、当社　専務取締役　開発本部長の　佐山　より、
ご説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。 
　専務取締役　開発本部長を務めております　佐山　でございます。


				続きまして、次の１４ページは「シェアの向上」に向けた取り組みでございます。
ハウスメーカーを除いたビルダー部門において当社の着工棟数ランキングは、北関東の１位、
栃木県の１位をはじめ、各営業エリアでベスト１０に入っております。
今期の取り組みのひとつは「営業体制の再編」でございます。
前期、茨城県水戸エリア、栃木県県北エリアにおいて、計画通りの受注を確保できなかったことを踏まえ、県域を越えた営業体制の再編を、４月１日付で実施いたしました。
まず、茨城グランディハウス古河支店を、当社県南支社へ移管いたしました。この移管によって、茨城グランディハウスは、重点エリアである茨城県南部と本社のある水戸エリアに集中してエリア深耕に取り組める体制とし、当社県南支社は、栃木県小山エリアとこれに隣接する茨城県西部全体を広域商圏とした事業戦略を　より円滑に展開できる体制といたしました。
当社県南支社につきましては、３月に小山市内の２つの拠点のほか建築部門分室を統合し、　　同市内の商業集積エリアに建設した新社屋での営業をスタートさせております。古河支店の移管とあわせ、さらなる体制強化と効率化を進めてまいります。
　再編の２点目として、当社さくら支店の管掌を、県北支社から本社へ移管いたしました。
この移管は、先ほどの移管と同様、県北支社においては、矢板市以北に集中しエリア深耕を図り、本社においては、宇都宮通勤圏でもあるさくら支店を管掌することにより、宇都宮広域商圏としての相乗効果を狙うものであります。
		　次の１４ページは、「営業エリアの拡大」について　でございます。

　営業エリアの拡大につきましては、中期経営計画に関しご説明いたしました通り、
新たに埼玉県への進出を計画しております。
　なお、埼玉県については、当社 上場以前の建築条件付の土地分譲をメインとしていた時代に、
数年間大宮に出店していた時期がございますが、建売住宅販売に事業転換してからは初めての進出
となります。
　業績への寄与は来期以降を予定しておりますが、早ければ今期中の出店に向けて、既に
開設準備室を設置して、具体的検討を進めております。

　埼玉県の市場規模を 分譲戸建住宅 の着工戸数でみますと、右上の表に示します通り、
約１万５千戸となっており、栃木県の６倍の大規模な市場となっております。
　また、市場の特徴としては、鉄道沿線型の商圏を形成し、住宅の仕様も、北関東の仕様に近い
北部エリアから、狭小面積の物件がメインとなる南部エリアまで幅広いこと、が挙げられます。

　さらに、ビルダーのシェアが高く、競合の厳しいエリアとなっておりますので、
埼玉県の特性にマッチし、かつ、これまで培ってきた当社の強みも活かせる ビジネスモデルを
進出から展開のパターンを含めて決定し、早期進出を目指してまいります。

　以上で、私からのご説明は終了させていただき、次の新築住宅の生産・商品面の取り組みから、
改めて、林 の方からご説明申し上げます。ご清聴、まことにありがとうございました。 


				次の１５ページに移りまして、
「シェアの向上」に関しましては、引き続き、営業力の強化と情報発信の強化に取り組み、
自己開拓営業および反響営業の両面から顧客獲得促進につなげてまいります。

続いて（３）は、前期の課題への対応でございます。
前期下半期に、受注の停滞を招く結果となった拠点間の在庫偏在については、現時点で解消済みでございます。一部に下半期の在庫が薄いエリアがありますが、現在、全力を挙げて対策中でございます。また、拠点間バランスや受注状況に即応できるよう生産体制強化を図ってまいります。

次に、前期、期末にかけての相当の追い込みが必要となったことによる「利益率の低下」に対しましては、期中を通じて利益の早期上積みが必要となってまいりますので、今期期初から、記載の
粗利確保・増加施策に取り組んでおります。

また、茨城　水戸エリア・栃木　県北エリアの販売計画未達に対しましては、先ほどご説明
しました営業体制の再編により、他の拠点へ移管した後の営業エリアに集中してエリア深耕を行うことで受注の回復を目指すとともに、水戸エリアにおいては　ひたちなか市への新規出店を検討中でございます。

		　改めまして、次の１５ページからは、新築住宅の 宅地開発・建築の取り組みについて 
で ございます。

　宅地開発に関しては、土地確保の状況は、前期末の土地在庫で年間販売棟数の約 １.５年分となっており、今期分の土地は ほぼ確保済みで、若干の追加調整を残す程度となっております。
　宅地開発の課題と取組といたしましては、持続的な土地の供給を確保するため、各エリアを熟知した専任者の配置を進めております。また、埼玉県へのエリア拡大に向けた体制の構築においては、開設準備室を設置して、リサーチを進めております。

　また、建築体制については、年間１,５００棟の生産体制を構築しており、今期は１,４５０棟を建築する計画です。
　課題と取組ですが、エリア拡大に向けての体制構築については、既存エリアの業者を中心に技能職の確保を進めております。
　商品開発においては、当社の強みである「街並みづくり」を基本に、「デザイン性」「機能性」「省エネ性」「安全性」の４点を重点テーマとして、マーケティングを強化して商品力の一層の
向上を図ってまいります。また、技能職の高齢化対策としては、木工事の分業化による生産性の
向上に取り組んでおりますが、さらに適用を拡大してまいります。

　これらの取組を継続的に進め、平成３３年３月期までに、年間 ２,０００区画の開発体制と
年間１,８００棟の建築体制　を構築してまいります。
		　１４ページは、「宅地開発」と「建築」の取り組みについて で ございます。
　
宅地開発に関しては、土地確保の状況は、前期末の土地在庫は年間販売棟数の　１.７年分となっており、
前々期と比較して、　０．２年分増加しております。これは、埼玉県及び茨城県で大型物件の確保ができたことに
よるものです。
　今期販売分の仕入は、下期後半のエリアバランスの調整を残す程度で各エリアともほぼ完了しております。新規エリアとなる埼玉県での仕入についても、今期販売分の仕入は、大型分譲地の確保もでき、概ね順調に推移しておりますが、
若干のエリアの偏りがあるため、引き続き、エリア専任者のもとでバランスの取れた仕入に取り組んでまいります。
　宅地開発の課題といたしましては、事業エリアが拡大していく中、各エリア間で、また各エリア内でもバランスの
取れた分譲用地を安定供給することが一層重要となってまいりますので、各エリアの専任担当者の配置に必要な人員の
強化を図ってまいります。また、他社競合が厳しい首都圏での仕入では、スピーディーな対応が重要となりますので、
対応力の強化も図ってまいります。
　
次に、ページ右側の建築体制についてでございますが、
今期は、　年間１，５５０棟　の生産体制の構築を行い、　１，５００棟　を建築する計画です。
　課題と取組ですが、埼玉県及びエリア拡大による生産体制の構築については、既存エリアの業者を中心に
技能職の確保をしてまいります。
　また、商品開発においては、当社の強みである「街並みづくり」を基本に、「デザイン性」「機能性」「省エネ性」「安全性」の４点を重点テーマとして、マーケティングを強化して商品力の一層の向上を図ってまいりましたが、さらに、「オンリーワンの外観デザインとプランニング」にも注力してまいります。
　また、技能職の高齢化対策としては、木工時の分業化による生産性の向上に取り組んでおり、
適用を拡大してまいります。

　これらの取組を進め、第２次中期経営計画の最終年度である令和３年３月期には、
年間２，０００区画　の開発体制と、　年間１，８００棟　の建築体制　を構築してまいります。 


				続きまして次の１６ページからは、宅地開発と生産に関する取り組みでございますが、
この部分につきましては、当社　専務取締役　開発本部長　佐山　より、
ご説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

専務取締役　開発本部長を務めております　佐山　でございます。
はじめに、「宅地開発の取組み」について、ご説明させていただきます。
　まず、宅地の仕入環境ですが、市場にでてくる物件情報量が非常に少なくなっている状況にあります。
市場に出るものは入札になる物件が多く、他社においても仕入れが厳しい状況にあることから、ローコストビルダーからハウスメーカーまで入札に参加してくる状況となっており、分譲素地の価格は上昇傾向にあります。
このような仕入環境の中、市街地中心部での仕入が不十分であったことを含め、エリアバランスを
十分には確保できず拠点間の物件の偏りを生じさせたことが、前期後半に受注の停滞を招き、結果として利益を落とした要因の一つと考えております。
この様な中、今期の取組み方針といたしましては、引き続き、当社の特徴である「開発力」、ページ右上に示します「地域密着型収益フロー」を一層強化して、収益力のアップとエリアバランスの取れた安定的な土地の確保に取り組んでまいります。ページ右下に、前期の直接仕入れ状況を示しますが、直接仕入れ率は、グループ全体で３６％、栃木県内では５２％となっています。栃木県内での直接仕入れ率は上がっておりますが、栃木県外での直接仕入れ率が若干低下し、全体での直接仕入れ率が下がる結果となりました。改めて、栃木県外を中心に　直接仕入率の向上に向けた体制を強化することにより、市場の情報量に左右されずにエリアバランスの取れた　収益力の高い用地を安定的に確保してまいります。
次に、物件の偏りや市街地中心部での仕入不足への具体的対策としては、農地や遊休地の買収提案だけではなく、新たに、老朽化したアパートや集合住宅が建つ土地の買収強化に取り組んでおり、すでに今期の販売物件としても確保しつつあります。
　次に、収益力のアップの一環として、販売期間短縮に向けた工夫と企画力の向上を図ります。様々なお客様のニーズに合わせた区画の大きさと価格のバランスを取り入れ、安価なものからオーダー志向にも対応できる商品バリエーションを整えることで、対策を講じてまいります。
また、開発要員の確保と育成にも、引き続き、取り組んでまいります。
現在の担当者全社合計６４名（内女性開発担当者６名）を早期に１００名体制まで増員する計画です。
この中で、増員と育成に取り組んでいる女性の開発担当者が成長しており、直接仕入部門で活躍しております。女性ならではのソフトできめこまかなアプローチが地権者との関係構築につながるケースも多く、その比率を
２５％に高めていく計画です。


		　次の１６ページでは、商品面の取組 例 を ご紹介しております。

　ページ左側は、栃木県上三川町の「グランビートパーク上三川」、１４１区画の大型分譲地でございます。街区は、３ヵ所の進入路で通り抜けが出来ない、住む方だけの分譲地内道路となり、
子育て世代の家族にとって、安全・安心な分譲地となっております。
　建物については、多様なプランと、１２の外観スタイルを取り入れ、"いろどり"ある街づくりを行なっております。
　また、幅広い顧客ニーズに対応するため、今後の住まいと暮らしの未来を提案する
「ＺＥＨ（ネット ゼロエネルギー ハウス）にＩoＴを融合させた住宅」の新たな取り組みや、
家族で多彩な趣味が楽しめる「土間を愉しむ家」のモデルハウス建設により、
計画期間内での完売を目指してまいります。

　ページ右側には、地域性も考慮して特徴を持たせた外観デザインによる個性的な街づくりと、「プラスアルファの付加価値」としての室内空間の例をご紹介しております。

　今後とも、多様化するニーズに対してマーケティングを強化し、「街並みの付加価値」を含めた魅力ある商品を展開し、販売の促進と顧客満足度の向上に努めてまいります。
 
		　次の１５ページでは、商品面の取組の例をご紹介しています。

　ページ左側上段は、埼玉県進出のオープン分譲地　「モリノネ西大宮」でございます。埼玉県において基本
となる、リビングの天井高　２．７ｍ、床暖房、設備のグレードアップなどを取り入れた上質な商品として
おります。また、当分譲地は、エリア別に共通コンセプトを持たせたエリアプロジェクト分譲地の第一弾として、内外装に木の風合いを取り入れることで、自然の中にいるような心地よさを感じられる住まいとしております。埼玉県においても、エリアのニーズを取り入れた差別化商品の展開によって当社ブランドの浸透を
図ってまいります。
　下段は、「グランソムリエール中久喜７期」　３２区画の分譲地でございます。
第一次分譲街区は、女性設計士　１１名が、女性スタッフ・ママ座談会での意見をもとに、
「家族を感じるスキップリビング」などのプランニングを行い、「暮らしやすさ」「使いやすさ」「デザイン性」を、女性ならではの感性を活かしてプラスオンしたプロジェクトとなっております。

　ページ右上は、「グランドステージ駒生町７期」　２２区画の分譲地でございます。インターロッキング舗装のクルドサックを設け、伝統的な石畳のような街並を演出した安全･安心な分譲地となっております。
　その他　「プラスアルファの付加価値」として、太陽光発電システムを搭載した「スマートタウン」や、
地域性を考慮して特徴を持たせた外観デザインによる個性的な街づくりの例を、ページ右下では、室内付加価値として、家族とのコミュニケーションがコンセプトの「吹抜リビング」、ＬＤＫと庭をつなぐ
「インドアガーデン」などの室内空間例をご紹介しております。

　今後とも、多様化するニーズに対してマーケティングを強化し、「街並みの付加価値」を含めた魅力ある
商品を展開し、販売の促進と顧客満足度の向上に努めてまいります。

　以上、生産関係の取組についての私からのご説明は以上とさせていただき、１６ページからは再度、
林よりご説明申し上げます。ご清聴ありがとうございました。 


				次の１７ページは、「土地の確保状況」でございます。
　前期末の土地在庫数は、２,３４８区画となっており、今期目標達成に十分な量を確保しております。前々期末
との比較では２１３区画増加していますが、これは、戦略的に仕入を行った大型分譲地の増加によるものです。
　左下の在庫推移グラフでは、１.６１年分と例年より多くなっていますが、大型分譲地の来期に繰り越す区画数と、エリアバランスを考慮して繰り越す区画数合わせて５３８区画あり、その区画数をやむを得ない付帯分として除外しますと１,８１０区画、販売予定数の１.２４年分になり、適正範囲内と判断しております。
 
　右上の表は、前期・前々期から仕入れた３０区画以上の物件ですが、宇都宮市のベッドタウンで
日産自動車栃木工場　もある　栃木県上三川町　において、１４１区画の大型分譲地を仕入れております。
過去にも６０区画の大型分譲の実績もあり２期目の大型分譲用地として需要の見込める地域となっております。
　
また、茨城、千葉の拡大重点エリアにおきましても大型分譲地の仕入が進んでおります。
　茨城におきましては、さきほどご説明いたしました「よつばの杜」をはじめ、つくば市並木に２期目となります５６区画を仕入いたしました。
千葉におきましても、３０区画以上の大型分譲用地が５現場となり、過去最高となる仕入を行っております。
エリア的には柏市に集中しておりますが、柏市北部に根戸、中央部には南柏２次・東中新宿・中原、南部には
常盤平、とエリアバランスの取れた仕入になっており、過去にも実績がある地域となっております。
一部販売開始になっている所もあり販売も順調に進んでおります。

　以上、宅地開発の取組みについて説明いたしましたが、今期販売分の仕入は、全体数量としてはほぼ確保して
おりますが、一部、下半期に在庫の薄いエリアが残っており、総力を挙げて対応しているところでございます。
　引き続き、先ほどご説明いたしました取組み方針に基づき、来期以降の販売棟数拡大に向けて、厳選した
優良物件の取得に取り組んでまいります。







		　続きまして、１７ページは不動産販売の「ストック・ビジネス」で、ございます。
　ストック・ビジネス市場は、政府の後押しなど、今後、大きく成長が見込まれる市場でございますが、一方で、新規参入が増えるなど、競合も激化しております。

　当社グループのストック・ビジネスは、
リフォーム事業と中古住宅の流通事業で、ございます。

　まず、リフォーム事業ですが、主なターゲットは、
当社から 新築住宅をご購入いただいた １万 ５千棟の 旧顧客 がベースでございます。
　定期点検や有償・無償でのメンテナンスを通じて、ニーズを把握、受注に繋げており、
売上の８割が 旧顧客 からとなっておりますが、
今期は、営業力を強化し 旧顧客 以外の 外部受注を ３割まで引き上げる計画でございます。
　取り扱う商材は、現在は 太陽光発電装置 が中心ですが、パッケージ商品の開発など、
太陽光以外の比率を高めてまいります。

　また、中古住宅流通事業ですが、市場は、ローコストの新築住宅と中古住宅の価格差が縮小する
傾向が続くなど、厳しい状況にあります。
　エリア選別や商品の企画力を高めることで、引き続き、首都圏エリアを中心に拡大を進め、
今期 １６０棟の販売をめざしてまいります。 

		　それでは改めまして、１６ページは不動産販売の「ストック・ビジネス」で、ございます。

　当社グループのストック・ビジネスは、リフォーム事業と中古住宅の販売事業でございます。
住宅のストック・ビジネスは、政府の重点政策にも挙げられ、今後、成長が見込まれる市場で
ございますが、一方で、新規参入が増えるなど、競合も激化しております。

　まず、リフォーム事業の取り組みですが、現状、当社の新築住宅をご購入いただいたＯＢ客からの受注が ７割を占めており当社の強みとなっておりますが、ＯＢ客以外からの受注を拡大する
取組を進めており、「非ＯＢ客」からの受注割合を ４割まで引き上げる計画でございます。
　また、太陽光発電の　１０年固定買取制度　が今年度で終了しますが、その対策として
「自家消費　需要」の開拓を進めるとともに、価格の安心感を訴求したパッケージ商品の開発など、
太陽光以外の比率を高めてまいります。

　また、中古住宅事業については、販売棟数は、前期比１９棟増の　１７０棟　を計画しており、販売の拡大に向け、完成在庫を　常時８０棟　の水準に増やすとともに、首都圏エリアを中心に
拡大を図ってまいります。
　仕入目標は　２００棟　とし、新規エリアの開拓も行なってまいります。
　また、反響数の増加に向けて引き続きネット対策の強化に取り組みます。 


				次の１８ページでは、今後の主な大型分譲地をご紹介しておりますので、ご参照下さい。










		　次の１８ページは、「建築材料販売」の取り組み でございます。

　木造住宅の着工戸数は、昨年の７月から３月まで、前年同月比で９ヶ月連続のマイナスと、
厳しい受注環境が続いております。
　また、材料価格は木造住宅の着工減により、一時的に安定しておりますが、下期に向けては不透明な状況にあります。

　このような中で、今期は、
売上高　６３億 ５千万円、　セグメント売上高　３１億円　セグメント利益　１億 ５千万円　と、
微増ではありますが、増収・増益を図ってまいります。
　取り組みとしては、
前期において、取引先を選別することでプレカット材加工の操業率が落ちる結果となりましたが、今期は優良顧客の開拓とともに、関連する住設や資材の販売増に取り組んでまいります。

　利益面では、材料価格が高止まっており、販売価格の見直しを進めてまいります。
　また、操業率の向上とコストダウンで、収益性の改善に取り組んでまいります。
 
		　次の１７ページは、建築材料販売の取り組みでございます。

　木造住宅の着工戸数は、貸家の減少が顕著となったものの全体としては下げ止まり、
前期並みの水準となりました。
　また、材料価格は、北米産丸太が　昨年５月以降　値下がりとなり、
製材品価格においても、弱含み　保合い（もちあい）での推移となりました。

　このような中で、今期は、生産余力が限られる中で　当社グループ内への供給増により外部販売が減少することから、セグメント売上高は、　２９億１千万円　と若干の減収を見込んでおります。
　また、販売部門と設計部門の強化による人件費の増加などにより
セグメント利益についても　１億４千万円　と、減益となる見込みでございます。

　今期の取り組みといたしましては、引き続き、　優良顧客の開拓、　住設建材や資材の販売拡大、
　設計の内製率向上による操業率の改善、　輸入材と国産材のバランス運用による原価の低減、
などに取り組んでまいります。 


				次の１９ページからは、建築部門の生産体制と商品戦略について、でございます。

建築部門は、今期、完成棟数　１,４８０棟　と、年間　１,５５０棟　の生産体制の構築を
予定しています。

　期初時点での生産体制は、１,４５０棟であり、計画の達成　および、前期より継続している
茨城県南部から千葉県柏エリアの販売増加に向けて、生産体制の強化に取り組んでまいります。

また、中期的な技能工の高齢化についての対策として、前期に引き続き、若手技能工の確保と
上棟作業の専門班の構築に取り組んでまいります。この取り組みにより「上棟」と「造作」の
工程を分離することで、生産性の効率化、工期短縮、安全性の高い作業環境の構築が可能となってまいります。
　前期の上棟専門班の施工比率は、グループ全体で７０％となり、今期は、この比率を８５％まで引き上げることを目標としてまいります。
　
また、生産性の効率化、工期短縮に加え、各工程ごとの作業の省力化を推進するなど、建築コストの低減も図ってまいります。


		　次に、１９ページの「不動産賃貸」の取り組みで、ございます。

　賃貸事業は、栃木県宇都宮市を中心に、オフィス等の賃貸と、コインパーキング事業を
展開しております。
　エリアにおける事業環境は、オフィス系は、大型物件に品薄感が出ている状況にありますが、
時間貸し駐車場は、増加傾向にあり厳しい状況が続いております。

　このような中で、オフィス等の賃貸可能面積は、前期において、宅地用の土地仕入に関連して
賃貸アパート３棟を取得したことで、運用面積は増加しておりますが、
前期下期にテナントが退店したことで稼働率が下がっておりますので、改善を図ってまいります。

　また、時間貸駐車場については、駐車可能な総台数、車室数の増減は有りませんが、
厳しい競合状況の中で、小まめな料金体系の見直しや、提携先の拡大を継続的に行うことで、
収益の確保の取り組みを進めてまいります。

　しかしながら、今期の計画は、前期後半からオフィス等の空室率が悪化したことが影響し、
セグメント売上高が　２億 ５千万円、セグメント利益が　１億 ６千万円 と、
減収・減益の見通しでございます。 

		　次に、１８ページの「不動産賃貸」の取り組みで、ございます。

　賃貸事業は、栃木県宇都宮市を中心に、オフィス等の賃貸と、コインパーキング事業を展開
しております。エリアにおける事業環境は、オフィス系は　中規模物件等で品薄感が出ている状況にありますが、時間貸し駐車場は　増加傾向にあり、厳しい状況が続いております。

　このような中で、オフィス等の賃貸可能面積は、前期において、宅地の仕入に関連して取得し、一時的に賃貸していた物件を撤去したことなどで、運用面積は減少しておりますが、積極的な
テナント募集と退店防止策の継続など、空室率の改善を図り、収益の改善を図ってまいります。

　また、時間貸駐車場については、前期において、賃貸駐車場１箇所を売却したことで、
駐車可能な車室数が減少しておりますが、厳しい競合状況の中で、小まめな料金体系の見直しや、
提携先の拡大　を継続的に行うことで、収益の確保の取り組みを進めてまいります。

　今期の計画は、若干の運用資産の減少があるものの、
　　　セグメント売上高　　２億 ５千万円
　　　セグメント利益　　　１億 ５千万円
と、前期並みを見通しております。 


				続いて、２０ページからは、商品戦略について、でございます。

商品の取り組みテーマとして、「街並みづくり」を基本に「デザイン性」「機能性」
「省エネ性」「安全性」を４つの重点テーマとして、営業部と連携してマーケティングの一層の
強化を図り、お客様の購入動機やエリアごとの顧客ニーズをとらえ、分譲地ごとにコンセプトを
持たせた商品企画の展開を図ってまいります。
　
ページ左側には、プラスアルファの付加価値として、全棟に太陽光発電システムを搭載し、
光熱費ゼロをテーマにした「スマートタウン」、千葉県柏市の「ソラリスヴィータ柏市中原３期」と、「ソラリスヴィータ柏の葉キャンパス３期」を、ご紹介しております。
　　

ページ右側には、街灯や門灯、エクステリアライトを設置し、夜間の防犯性に配慮した「安全・安心な住まいと街並みづくり」として、プライバシーへの配慮と開放感を両立させた、
栃木県宇都宮市の「ファミリーキャッスル今泉新町」と、
外観デザインとエクステリアデザインにこだわり、街並みとして、ワンランク上の高級感を演出した、群馬県前橋市の「グランプレミアム前橋みなみ」を、ご紹介しております。

		　次の２０ページは　株主還元策で、ございます。

　配当方針につきましては、
第二次中期経営計画から「連結配当性向　２５％　を目標とする」方針としており、
今期の配当につきましては、　前期と同額の　１株当たり　１６円　を予定しております。


　私からのご説明は 以上となりますが、
今期の計画達成 と 第二次中期経営計画の経営目標達成に、全力を挙げて取り組んでまいります
ので、なにとぞ　よろしくお願い申し上げます。


　本日は、ご出席　ならびに　ご清聴いただき、まことに　ありがとうございました。
		　ご説明の最後になりますが、１９ページは　「株主還元策」で、ございます。

　当社は、配当につきましては、連結配当性向の目標を定め、業績に応じた配当を実施することを基本としております。
　この目標につきましては、前期の配当まで、連結配当性向　２５％ としておりましたが、
５月７日にリリースさせていただきました通り、今期の配当から　この目標を引き上げ、
連結配当性向　３０％　とすることを決定しております。

　前期配当については、既にご案内の通り、当初予想の　１株当たり　１６円を、
増益に伴って　２円 増額して　１８円　と決定しております。
　また、令和２年３月期の配当は、ただ今ご説明いたしました目標水準の引き上げに伴い、
１株当たり　２３円　を予定しております。

　最後に、本日ご説明申し上げました 今期計画 を確実に達成して増収の基盤を固めるとともに、中期経営計画の達成　と　持続的な企業価値の向上　に、全力を挙げて取り組んでまいりますので、なにとぞよろしくお願い申し上げます。

　本日は、ご出席ならびにご清聴いただき、まことにありがとうございました。


				次の２１ページは、つくば市の「よつばの杜」の商品面からのご紹介、でございます。

ページ左上の図は、分譲地全体のイメージで、南北と東西に軸線を作り、その交点には新しい街のコミュニティ形成の核となる集会施設を設けてあります。
２１１区画のひとつの街を、２つの軸線によって４つの街区を作り、それぞれ個性的な街並み
づくりを行う４つのエリアにちなんで、幸福の象徴である「四葉のクローバー」をイメージして
プロジェクト名を「よつばの杜」といたしました。

　ページ下部には、「アクティブ・リーフ」エリアと「モダン・リーフ」エリアにおいて前期末に完成した　１次分譲を、ご紹介しております。

ページ右上は、４つの街区においてのデザインコードと、個性的なプランニングを取り入れた、モデルハウスの「多目的土間スペース」や「インナーガレージ」の内観を、ご紹介しております。
また、全棟標準装備とした「制震装置」にも多くの反響が寄せられております。
引き続き、建物と外構のトータルデザインを行い、分譲地としての価値を高め、計画期間内の
完売を目指してまいります。
以上、宅地開発を含め生産関係の取組みについてご説明申し上げましたが、今後とも、多様化するニーズに対してマーケティングを強化し、「街なみづくり」の付加価値を含めた魅力ある商品を展開し、販売促進と顧客満足度の向上に努めてまいります。

【私からのご説明は以上とさせていただき、２２ページからは再度、村田からご説明申し上げます。ご清聴ありがとうございました。】 



				　それでは改めまして、次の２２ページは、中古住宅販売の取り組みについて、であります。
　前期においては、販売の安定化と増加に向けた商品在庫の充実に取組むとともに、前々期の期末に開設した支店において、首都圏エリアにおける事業拡大に取り組んだことで、
販売棟数は、前期と比べ　１９棟増の　１３６棟となりましたが、
一方で、利益面では、計画通りの利益の確保とはならず、減益となりました。
　これは、一部エリアで、ローコスト系新築住宅との競合が想定以上に増加したことや、１年目の首都圏で情報不足や相場感ずれの調整に時間を要したことであります。

　これらのことを踏まえて、今期は、引き続き首都圏での事業拡大に取り組んでまいりますが、
一方で、ローコストの新築住宅が供給過多となるなど市況の軟化が見込まれる地区では、一時的に競合を避けた撤退を行うなど、慎重に個別市場を見極めつつ機動的に対処することによって、
収益力の向上に努めてまいります。

　今期計画の販売棟数は　１７０棟とし、このうち首都圏では　４５棟の販売を計画しております。
これによって、売上高　２８億円、経常利益　１億 ８千万円を目指してまいります。




				　次の２３ページは、建築材料販売の取り組み、でございます。

　木造住宅の着工は前年同月比で、３月まで １５ヶ月連続の増加と、
引き続き需要は堅調に推移しております。
　プレカットの材料価格は、床や下地などに使用する合板材が、高値で推移しておりましたが、
一服感がでてきております。
　一方、梁や柱の材料である横架材、集成材に先高感が出てきており、懸念材料となっております。

　プレカット材の生産能力は、ほぼフル生産の中で、グループ会社への供給も増加する予定
ですので、相手先の選別など、優良顧客へのシフトを進め、収益性を高めてまいります。
　増収の取り組みとしては、営業社員を増員し販売力を高め、引き続きプレカット材以外の
資材販売を強化してまいります。

　これらの取り組みで、セグメントの売上高は　３１億円、セグメント利益　１億 ５千万円を
目指してまいります。


				　　次に、２４ページの「不動産賃貸」の取り組みで、ございます。

賃貸事業では、ページ右側に示しますとおり、オフィス・事務所等の賃貸は、主に宇都宮市を
中心に １３カ所、１,９００坪の運用となっておりますが、入居率は概ね９０％以上を維持して
おります。

また、コインパーキング事業は、宇都宮市等で １０カ所、車室数 ３２８台の運用となって
おりますが、近年、市街地におきまして、老朽化した建物が、コインパーキングに変わる事例が
多く、競合が厳しくなってきております。

このような中で、前期は、運用資産が減少したことで、減収・減益となりましたが、
今期においても、新たな運用資産の取得を予定していないことから、若干の増収・増益に止まる
見通しであり、既存資産の収益力の向上を図ることで、
セグメントの売上高は　２億 ６千万円、セグメント利益　１億 ６千万円 を達成してまいります。
 



				
ご説明の最後になりますが、２５ページは　株主還元策で、ございます。

配当方針につきましては、
「業績に応じた配当を実施することを基本として、連結配当性向　２０％　を目標とする」
方針としております。
　前期につきましては、当初前提といたしました利益を達成するに至りませんでしたが、
公表予想を維持し、　１株当たり　１４円　とさせていただきました。
また、今期の配当につきましては、５月８日に公表させていただいたとおり、連結配当性向　
２１.９％　となる、１株当たり　１６円　を予定しております。

　最後に、本日ご説明申し上げました 今期計画 を達成することはもちろん、持続的な企業価値の
向上に、全力を挙げて取り組んでまいりますので、なにとぞ　よろしくお願い申し上げます。
　本日は、ご出席　ならびに　ご清聴いただき、まことに　ありがとうございました。






②決算概要

				2		13.75		11		11		10		0.54		10.75		0.54		10.75

																				(百万円) ヒャクマンエン

								H31.3期 キ		R2.3期 キ		前期比 ゼンキヒ				期初計画 キショ ケイカク				修正計画 シュウセイ ケイカク



				売上高 ウリアゲ ダカ				44,452		45,541		+2.4%				48,500				45,150

						 不動産販売 フドウサン ハンバイ		41,212		42,505		+3.1%				45,340				41,990

						 建築材料販売 ケンチク ザイリョウ ハンバイ		2,992		2,775		-7.3%				2,910				2,910

						 不動産賃貸 フドウサン チンタイ		248		261		+5.2%				250				250

				営業利益 エイギョウ リエキ				3,131		2,142		-31.6%				3,200				2,000

				経常利益 ケイジョウ リエキ				3,288		2,310		-29.7%				3,400				2,150

						 不動産販売 フドウサン ハンバイ		2,976		2,013		-32.4%				3,105				1,855

						 建築材料販売 ケンチク ザイリョウ ハンバイ		151		142		-6.0%				140				140

						 不動産賃貸 フドウサン チンタイ		151		172		+13.9%				155				155

				当期純利益※ トウキ ジュンリエキ				2,065		1,413		-31.6%				2,200				1,400



				ＥＰＳ				71.62円		48.84円		-22.78円				76.24円				48.41円

				ＲＯＥ				10.3%		6.6%		-3.71pt				10.4%				6.5%

				1株配当 カブ ハイトウ				18円		23円		+5円				23円				23円

				配当性向 ハイトウ セイコウ				25.1%		47.1%		+22.0pt				30.2%				47.5%



												％と％の比較はptで表示 ヒカク ヒョウジ





























②概要



																		（百万円） ヒャクマンエン

								H31.3期 キ		R2.3期 キ		前期比 ゼンキヒ				業績予想
2/10公表 ギョウセキ ヨソウ コウヒョウ		業績予想比 ギョウセキ ヨソウ ヒ

				売上高 ウリアゲ ダカ				44,452		45,541		+2.4%				45,150		+0.9%

						不動産販売 フドウサン ハンバイ		41,212		42,505		+3.1%

						建築材料販売 ケンチク ザイリョウ ハンバイ		2,992		2,775		-7.3%

						不動産賃貸 フドウサン チンタイ		248		261		+5.2%

				営業利益 エイギョウ リエキ				3,131		2,142		-31.6%				2,000		+7.1%

				経常利益 ケイジョウ リエキ				3,288		2,310		-29.7%				2,150		+7.4%

				親会社株主に帰属する
当期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキ ジュンリエキ				2,065		1,413		-31.6%				1,400		+0.9%



				1株当たり
当期純利益 カブ ア トウキ ジュンリエキ				71.62円		48.84円		-22.78円				48.41円		+0.43円

				ＲＯＥ
(自己資本利益率)				10.3%		6.6%		-3.71pt

				1株当たり
配当額 カブ ア ハイトウ ガク				18円		23円		+5円

				配当性向 ハイトウ セイコウ				25.1%		47.1%		+22.0pt





				％と％の比較はptで表示 ヒカク ヒョウジ

				１株当たり当期純利益 カブ ア トウキ ジュンリエキ				71.62円		48.84円		-22.78円				48.41円		+0.43円

				1株当たり
当期純利益 カブ ア トウキ ジュンリエキ				71.62円		48.84円		-22.78円				48.41円		+0.43円





























②2決算概要



																		単位：百万円 タンイ ヒャクマンエン																		（百万円） ヒャクマンエン

								H31.3期 キ		R2.3期 キ		前期比 ゼンキヒ				業績予想
2/10公表 ギョウセキ ヨソウ コウヒョウ		業績予想比 ギョウセキ ヨソウ ヒ								H31.3期 キ		R2.3期 キ		前期比 ゼンキヒ				業績予想
2/10公表 ギョウセキ ヨソウ コウヒョウ		業績予想比 ギョウセキ ヨソウ ヒ



				売上高 ウリアゲ ダカ				44,452		45,541		+2.4%				45,150		+0.9%				売上高 ウリアゲ ダカ				44,452		45,541		+2.4%				45,150		+0.9%

						 不動産販売 フドウサン ハンバイ		41,212		42,505		+3.1%												不動産販売 フドウサン ハンバイ		41,212		42,505		+3.1%

						 建築材料販売 ケンチク ザイリョウ ハンバイ		2,992		2,775		-7.3%												建築材料販売 ケンチク ザイリョウ ハンバイ		2,992		2,775		-7.3%

						 不動産賃貸 フドウサン チンタイ		248		261		+5.2%												不動産賃貸 フドウサン チンタイ		248		261		+5.2%

				営業利益 エイギョウ リエキ				3,131		2,142		-31.6%				2,000		+7.1%				営業利益 エイギョウ リエキ				3,131		2,142		-31.6%				2,000		+7.1%

				経常利益 ケイジョウ リエキ				3,288		2,310		-29.7%				2,150		+7.4%				経常利益 ケイジョウ リエキ				3,288		2,310		-29.7%				2,150		+7.4%

				親会社株主に帰属する
当期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキ ジュンリエキ				2,065		1,413		-31.6%				1,400		+0.9%				親会社株主に帰属する
当期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキ ジュンリエキ				2,065		1,413		-31.6%				1,400		+0.9%



				1株当たり
当期純利益 カブ ア トウキ ジュンリエキ				71.62円		48.84円		-22.78円				48.41円		48.41円				1株当たり
当期純利益 カブ ア トウキ ジュンリエキ				71.62円		48.84円		-22.78円				48.41円		+0.43円

				ＲＯＥ				10.3%		6.6%		-3.71pt				6.5%		6.5%				ＲＯＥ
(自己資本利益率)				10.3%		6.6%		-3.71pt

				1株当たり
配当額 カブ ア ハイトウ ガク				18円		23円		+5円				23円		23円				1株当たり
配当額 カブ ア ハイトウ ガク				18円		23円		+5円

				配当性向 ハイトウ セイコウ				25.1%		47.1%		+22.0pt				47.5%		47.5%				配当性向 ハイトウ セイコウ				25.1%		47.1%		+22.0pt



												％と％の比較はptで表示 ヒカク ヒョウジ

																						％と％の比較はptで表示 ヒカク ヒョウジ







				1株当たり
当期純利益 カブ ア トウキ ジュンリエキ				71.62円		48.84円		-22.78円				48.41円		48.41円				１株当たり当期純利益 カブ ア トウキ ジュンリエキ				71.62円		48.84円		-22.78円				48.41円		+0.43円

				1株当たり
当期純利益 カブ ア トウキ ジュンリエキ				71.62円		48.84円		-22.78円				48.41円		48.41円				1株当たり
当期純利益 カブ ア トウキ ジュンリエキ				71.62円		48.84円		-22.78円				48.41円		+0.43円





























経常分析

				H31.3期
売上高 キ ウリアゲダカ		不動産
販売 フドウサン ハンバイ		建材
販売 ケン ハンバイ		不動産
賃貸 フドウサン チンタイ		調整額 チョウセイ ガク		R2.3期
売上高 キ ウリアゲダカ						H31.3期
経常利益 キ ケイジョウ リエキ		売上高 ウリア ダカ		粗利益 アラリ エキ		販管費 ハンカンヒ		営業外
損益 エイギョウガイ ソンエキ		R2.3期
経常利益 キ ケイジョウ リエキ

						444.52		455.24		455.24		455.38										32.88		30.36		22.99		22.99

				444.52		12.93

作成者: 差額がプラスになるように調整
		2.21		0.14		0.03		455.41						32.88		1.97		4.49		7.37		0.11		23.10

						457.45		457.45		455.38		455.41										34.85		34.85		30.36		23.10

				前期実績 ゼンキ ジッセキ		412.12		61.15		3.32		-32.07								前期実績 ゼンキ ジッセキ		444.52833		80.3738		49.06276		1.57092

				当期実績 トウキ ジッセキ		425.05		58.94		3.46		-32.04												18.08%

				増減 ゾウゲン		12.93		-2.21		0.14		0.03								当期実績 トウキ ジッセキ		455.41961757		77.85154		56.43006		1.68651

																								17.09%

																				H31.3期
経常利益		売上高 ウリアゲ ダカ		粗利率 アラリリツ		販管費 ハンカンヒ		営業外
損益		R2.3期
経常利益

																				+3,288		+197		△449		△737		+11		+2,310



H31.3期	
経常利益	売上高	粗利益	販管費	営業外	
損益	R2.3期	
経常利益	32.880000000000003	30.36	22.99	22.99	







H31.3期	
経常利益	売上高	粗利益	販管費	営業外	
損益	R2.3期	
経常利益	32.880000000000003	1.969220204466313	4.4914802044663196	7.3673000000000002	0.10558999999999986	23.1	





H31.3期	
売上高	不動産	
販売	建材	
販売	不動産	
賃貸	調整額	R2.3期	
売上高	444.52	455.24	455.24	455.38	









H31.3期	
売上高	不動産	
販売	建材	
販売	不動産	
賃貸	調整額	R2.3期	
売上高	444.52	12.930000000000007	2.2100000000000009	0.14000000000000012	3.0000000000001137E-2	455.41	





売上高	H28.3	H29.3	H30.3	H31.3	R2.3	417.06272000000001	439.62732999999997	447.26118000000002	444.52832999999998	455.41960999999998	売上総利益	H28.3	H29.3	H30.3	H31.3	R2.3	72.360259999999997	75.419390000000007	76.439099999999996	80.373829999999998	77.85154	総利益率	H28.3	H29.3	H30.3	H31.3	R2.3	0.17349970766986797	0.17155300604264073	0.17090483909200435	0.18080699153639995	0.17094463718854794	









Sheet5

		累計データ（転記用） ルイケイ テンキ ヨウ

				H28.3								H29.3								H30.3								H31.3								R2.3

				1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q

		売上高 ウリアゲ ダカ								41,706,272		11,101,904		22,614,869		33,645,506		43,962,733		10,195,571		22,289,476		32,389,105		44,726,118		10,341,270		21,268,322		32,758,766		44,452,833		10,550,042		22,769,973		32,817,966		45,541,961

		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ								7,236,026		2,002,364		3,944,828		5,851,564		7,541,939		1,794,746		3,849,151		5,596,040		7,643,910		1,943,250		3,917,111		5,938,957		8,037,383		1,871,435		3,940,965		5,613,288		7,785,154

		累計期間データ（加工後） ルイケイ キカン カコウ ゴ

				H28.3								H29.3								H30.3								H31.3								R2.3

				1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q

				H28.3		H28.3		H28.3		H28.3		H29.3		H29.3		H29.3		H29.3		H30.3		H30.3		H30.3		H30.3		H31.3		H31.3		H31.3		H31.3		R2.3		R2.3		R2.3		R2.3

		売上高 ウリアゲ ダカ								417.1						336.5		439.6						323.9		447.3		103.4		212.7		327.6		444.5		105.5		227.7		328.2		455.4

		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ								72.4						58.5		75.4						56.0		76.4		19.4		39.2		59.4		80.4		18.7		39.4		56.1		77.9

		総利益率 ソウ リエキ リツ								17.3%						17.4%		17.2%						17.3%		17.1%		18.8%		18.4%		18.1%		18.1%		17.7%		17.3%		17.1%		17.1%

		会計期間データ（加工後） カイケイ キカン カコウ ゴ

				H28.3								H29.3								H30.3								H31.3								R2.3

				1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		H31.3
1Q		2Q		3Q		4Q		R2.3
1Q		2Q		3Q		4Q

		売上高 ウリアゲ ダカ		0.0		0.0		0.0		417.1		111.0		115.1		110.3		103.2		102.0		120.9		101.0		123.4		103.4		109.3		114.9		116.9		105.5		122.2		100.5		127.2

		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		0.0		0.0		0.0		72.4		20.0		19.4		19.1		16.9		17.9		20.5		17.5		20.5		19.4		19.7		20.2		21.0		18.7		20.7		16.7		21.7

		総利益率 ソウ リエキ リツ		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		17.3%		18.0%		16.9%		17.3%		16.4%		17.6%		17.0%		17.3%		16.6%		18.8%		18.1%		17.6%		17.9%		17.7%		16.9%		16.6%		17.1%

		単位 タンイ

		100,000

						15.0%

				6		1.0%

						21.0%



売上高	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	H31.3	
1Q	2Q	3Q	4Q	R2.3	
1Q	2Q	3Q	4Q	111.01904	115.12965	110.30637	103.17227	101.95571	120.93904999999999	100.99629	123.37013	103.4127	109.27052	114.90443999999999	116.94067	105.50042000000001	122.19931	100.47993	127.23994999999999	売上総利益	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	H31.3	
1Q	2Q	3Q	4Q	R2.3	
1Q	2Q	3Q	4Q	20.02364	19.42464	19.067360000000001	16.903749999999999	17.94746	20.544049999999999	17.468889999999998	20.4787	19.432500000000001	19.738610000000001	20.21846	20.984259999999999	18.71435	20.6953	16.723230000000001	21.71866	総利益率	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	H31.3	
1Q	2Q	3Q	4Q	R2.3	
1Q	2Q	3Q	4Q	0.1803622153461244	0.16871969992091526	0.17285819486218248	0.16384005120755799	0.17603192601964127	0.16987110449437134	0.1729656604217838	0.16599398898258436	0.18791212297909252	0.18063984686812143	0.17595890985587678	0.17944364437111571	0.17738649760825595	0.16935693008413877	0.1664335355329169	0.17069057320440634	







売上高	H28.3	H29.3	H30.3	H31.3	R2.3	417.06272000000001	439.62732999999997	447.26118000000002	444.52832999999998	455.41960999999998	売上総利益	H28.3	H29.3	H30.3	H31.3	R2.3	72.360259999999997	75.419390000000007	76.439099999999996	80.373829999999998	77.85154	総利益率	H28.3	H29.3	H30.3	H31.3	R2.3	0.17349970766986797	0.17155300604264073	0.17090483909200435	0.18080699153639995	0.17094463718854794	

（億円）











販管費



												(百万円) ヒャクマンエン

								H31.3期 キ		R2.3期 キ		増減 ゾウゲン

				販管費 ハンカンヒ				4,906		5,643		+737																				販管費の主な増加要因 ハンカンヒ ゾウカ ヨウイン

						人件費 ジンケンヒ		3,208		3,412		+204																								前期比 ゼンキヒ

						広告宣伝費 コウコク センデンヒ		536		636		+100																						事業拡大に伴う人員増強 ジギョウ カクダイ トモナ ジンイン ゾウキョウ		+163

						子会社取得関連費用 コガイシャ シュトク カンレン ヒヨウ		-		94		+94																						WEB広告の強化 コウコク キョウカ		+93

						のれん償却費 ショウキャク ヒ		-		68		+68

						その他 タ		937		1,186		+249																						取得した子会社の販管費 シュトク コガイシャ ハンカンヒ		+121

																																		子会社取得関連費用★		+94

																																		のれん償却費		+68







																																		製造経費（労務費、経費）の増加 セイゾウ ケイヒ ロウムヒ ケイヒ ゾウカ		108

















































要約BS2

												（百万円） ヒャクマンエン

								H31.3期 キ		R2.3期 キ		前期比 ゼンキヒ																						単位：百万円 タンイ ヒャクマンエン

				流動資産 リュウドウ シサン				36,127		43,050		+6,923 												H31.3期 キ		R2.3期 キ		前期比 ゼンキヒ				業績予想
2/10公表 ギョウセキ ヨソウ コウヒョウ		業績予想比 ギョウセキ ヨソウ ヒ

						現金及び預金 ゲンキン オヨ ヨキン		10,001		10,351		+350 

						販売用不動産 ハンバイヨウ フドウサン		24,392		30,705		+6,313 								売上高 ウリアゲ ダカ				44,452		45,541		+2.4%				45,150		+0.9%

						その他 タ		1,733		1,993		+260 										 不動産販売 フドウサン ハンバイ		41,212		42,505		+3.1%

				固定資産･繰延資産 コテイ シサン クリノベ シサン				10,737		12,935		+2,198 										 建築材料販売 ケンチク ザイリョウ ハンバイ		2,992		2,775		-7.3%

						有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン		8,932		9,635		+703 										 不動産賃貸 フドウサン チンタイ		248		261		+5.2%

						のれん		-		1,302		+1,302 								営業利益 エイギョウ リエキ				3,131		2,142		-31.6%				2,000		+7.1%

						その他 タ		1,804		1,997		+193 								経常利益 ケイジョウ リエキ				3,288		2,310		-29.7%				2,150		+7.4%

				総資産 ソウシサン				46,864		55,986		+9,121 								親会社株主に帰属する
当期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキ ジュンリエキ				2,065		1,413		-31.6%				1,400		+0.9%

				負債 フサイ				25,740		33,843		+8,102 

						仕入債務 シイ サイム		3,170		3,262		+92 								1株当たり
当期純利益 カブ ア トウキ ジュンリエキ				71.62円		48.84円		-22.78円				48.41円		+0.43円

						有利子負債 ユウリシ フサイ		20,362		28,472		+8,109 								ＲＯＥ
(自己資本利益率)				10.3%		6.6%		-3.71pt

						その他 タ		2,207		2,108		-99 								1株当たり
配当額 カブ ア ハイトウ ガク				18円		23円		+5円

				純資産 ジュンシサン				21,124		22,143		+1,018 								配当性向 ハイトウ セイコウ				25.1%		47.1%		+22.0pt

				負債・純資産 フサイ ジュンシサン				46,864		55,986		+9,121 



																				％と％の比較はptで表示 ヒカク ヒョウジ







																				１株当たり当期純利益 カブ ア トウキ ジュンリエキ				71.62円		48.84円		-22.78円				48.41円		+0.43円

																				1株当たり
当期純利益 カブ ア トウキ ジュンリエキ				71.62円		48.84円		-22.78円				48.41円		+0.43円







































要約CF

												（百万円） ヒャクマンエン

								H31.3期 キ		R2.3期 キ		前期比 ゼンキヒ

				営業活動による
キャッシュ・フロー エイギョウ カツドウ				3,042		△2,546		-5,588		


						税引前利益 ゼイビキマエ リエキ		2,969		2,159		-810

						たな卸資産の増減 オロシ シサン ゾウゲン		1,140		△3,955		-5,095

						法人税等の支払 ホウジンゼイ トウ シハラ		△868		△960		-92

						その他 タ		△199		210		+409

				営業活動による
キャッシュ・フロー エイギョウ カツドウ				△503		△2,520		-2,016		


						有形固定資産の取得 ユウケイ コテイ シサン シュトク		△491		△570		-79

						子会社株式の取得 コガイシャ カブシキ シュトク		-		△1,881		-1,881

						その他 タ		△12		69		+81

				投資活動による
キャッシュ・フロー トウシ カツドウ				△2,351		5,402		+7,753		


						借入金・社債の増減 カリイレ キン シャサイ ゾウゲン		△1,868		5,877		+7,745

						配当金の支払 ハイトウ キン シハラ		△460		△519		-59

						その他 タ		△23		44		+67

				現金及び現金同等物の
期末残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キマツ ザンダカ				10,001		10,336		+335		








セグメント



						不動産販売 フドウサン ハンバイ								（百万円） ヒャクマンエン

										H31.3期 キ		R2.3期 キ		前期比 ゼンキヒ

						売上高 ウリアゲ ダカ				41,212		42,505		+3.1%

								新築住宅販売 シンチク ジュウタク ハンバイ		37,191		38,517		+3.6%

								中古住宅販売 チュウコ ジュウタク ハンバイ		2,397		2,535		+5.8%

								リフォーム		1,624		1,453		-10.5%

						経常利益 ケイジョウ リエキ				2,976		2,013		-32.4%



						建築材料販売 ケンチク ザイリョウ ハンバイ								（百万円） ヒャクマンエン

										H31.3期 キ		R2.3期 キ		前期比 ゼンキヒ

						売上高 ウリアゲ ダカ				6,115		5,894		-3.6%

								外部顧客 ガイブ コキャク		2,992		2,775		-7.3%

								グループ内部 ナイブ		3,123		3,118		-0.2%

						経常利益 ケイジョウ リエキ				151		142		-6.0%





						不動産賃貸 フドウサン チンタイ								（百万円） ヒャクマンエン

										H31.3期 キ		R2.3期 キ		前期比 ゼンキヒ

						売上高 ウリアゲ ダカ				332		346		+4.2%

								外部顧客 ガイブ コキャク		248		261		+5.2%

								グループ内部 ナイブ		83		85		+2.4%

						経常利益 ケイジョウ リエキ				151		172		+13.9%



						運用数量の推移 ウンヨウ スウリョウ スイイ

						賃貸オフィス等 （坪数） チンタイ トウ ツボスウ				2,627		3,003										新築住宅 シンチク ジュウタク				38,814,565,040		87.3%		39,969,916,888		87.8%

						駐車場 （車室数） チュウシャジョウ シャシツ スウ				435		435

																						中古住宅 チュウコ ジュウタク				2,397,794,467		5.4%		2,535,201,551		5.6%

																						建築材料 ケンチク ザイリョウ				2,992,211,921		6.7%		2,775,626,641		6.1%

																						賃貸 チンタイ				248,262,510		0.6%		261,216,677		0.6%

																										44,452,833,938		100.0%		45,541,961,757		100.0%



																						管理収入 カンリ シュウニュウ				1,970,420				1,099,850

																						　"				1,622,109,692				1,452,351,116

																						リフォーム				1,624,080,112				1,453,450,966

																						新築住宅 シンチク ジュウタク				37,190,484,928				38,516,465,922

																						小計 ショウケイ				41,212,359,507				42,505,118,439





セグメント２

						H27.3								H28.3								H29.3								H30.3								H31.3								R2.3

						1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q

				累計期間 ルイケイ キカン

				不動産販売 フドウサン ハンバイ								34,587,410								38,549,066								40,673,836								41,492,209		9,522,175		19,545,336		30,178,831		41,212,359		9,800,186		21,252,775		30,527,748		42,505,118

				不動産販売 フドウサン ハンバイ								2,256,735								2,533,951								2,497,353								2,485,266		664,374		1,362,289		2,136,865		2,976,984		573,653		1,193,408		1,450,210		2,013,639

				利益率 リエキ リツ								6.5%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		6.6%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		6.1%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		6.0%		7.0%		7.0%		7.1%		7.2%		5.9%		5.6%		4.8%		4.7%

				売上前期比 ウリアゲ ゼンキヒ										ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		11.5%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		5.5%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		2.0%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-0.7%		2.9%		8.7%		1.2%		3.1%

				利益前期比 リエキ ゼンキヒ										ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		12.3%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-1.4%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-0.5%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		19.8%		-13.7%		-12.4%		-32.1%		-32.4%



				建築材料 ケンチク ザイリョウ								5,560,094								6,083,457								6,294,456								6,176,413		1,545,649		3,161,027		4,735,688		6,115,684		1,505,577		2,969,818		4,454,509		5,894,204

				建築材料 ケンチク ザイリョウ								153,262								188,552								148,167								147,685		46,664		100,250		135,485		151,461		22,044		62,223		102,621		142,588

				利益率 リエキ リツ								2.8%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		3.1%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		2.4%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		2.4%		3.0%		3.2%		2.9%		2.5%		1.5%		2.1%		2.3%		2.4%

				売上前期比 ウリアゲ ゼンキヒ										ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		9.4%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		3.5%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-1.9%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-1.0%		-2.6%		-6.0%		-5.9%		-3.6%

				利益前期比 リエキ ゼンキヒ										ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		23.0%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-21.4%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-0.3%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		2.6%		-52.8%		-37.9%		-24.3%		-5.9%

				不動産賃貸 フドウサン チンタイ								353,074								345,025								341,007								342,468		84,062		168,724		250,883		332,139		84,905		172,139		257,560		346,602

				不動産賃貸 フドウサン チンタイ								172,670								165,743								155,461								172,519		42,991		84,511		117,091		151,315		41,244		89,440		127,710		172,187

				利益率 リエキ リツ								48.9%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		48.0%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		45.6%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		50.4%		51.1%		50.1%		46.7%		45.6%		48.6%		52.0%		49.6%		49.7%

				売上前期比 ウリアゲ ゼンキヒ										ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-2.3%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-1.2%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		0.4%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-3.0%		1.0%		2.0%		2.7%		4.4%

				利益前期比 リエキ ゼンキヒ										ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-4.0%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-6.2%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		11.0%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-12.3%		-4.1%		5.8%		9.1%		13.8%

				会計期間 カイケイ キカン

				不動産販売 フドウサン ハンバイ																								40,673,836								41,492,209		9,522,175		10,023,161		10,633,495		11,033,528		9,800,186		11,452,589		9,274,973		11,977,370

				不動産販売 フドウサン ハンバイ																								2,497,353								2,485,266		664,374		697,915		774,576		840,119		573,653		619,755		256,802		563,429

				利益率 リエキ リツ								ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		6.1%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		6.0%		7.0%		7.0%		7.3%		7.6%		5.9%		5.4%		2.8%		4.7%

				売上前期比 ウリアゲ ゼンキヒ										ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		2.0%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-73.4%		2.9%		14.3%		-12.8%		8.6%

				利益前期比 リエキ ゼンキヒ										ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-0.5%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-66.2%		-13.7%		-11.2%		-66.8%		-32.9%



				建築材料 ケンチク ザイリョウ																								6,294,456								6,176,413		1,545,649		1,615,378		1,574,661		1,379,996		1,505,577		1,464,241		1,484,691		1,439,695

				建築材料 ケンチク ザイリョウ																								148,167								147,685		46,664		53,586		35,235		15,976		22,044		40,179		40,398		39,967

				利益率 リエキ リツ								ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		2.4%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		2.4%		3.0%		3.3%		2.2%		1.2%		1.5%		2.7%		2.7%		2.8%

				売上前期比 ウリアゲ ゼンキヒ										ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-1.9%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-77.7%		-2.6%		-9.4%		-5.7%		4.3%

				利益前期比 リエキ ゼンキヒ										ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-0.3%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-89.2%		-52.8%		-25.0%		14.7%		150.2%

				不動産賃貸 フドウサン チンタイ																								341,007								342,468		84,062		84,662		82,159		81,256		84,905		87,234		85,421		89,042

				不動産賃貸 フドウサン チンタイ																								155,461								172,519		42,991		41,520		32,580		34,224		41,244		48,196		38,270		44,477

				利益率 リエキ リツ								ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		45.6%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		50.4%		51.1%		49.0%		39.7%		42.1%		48.6%		55.2%		44.8%		50.0%

				売上前期比 ウリアゲ ゼンキヒ										ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		0.4%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-76.3%		1.0%		3.0%		4.0%		9.6%

				利益前期比 リエキ ゼンキヒ										ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		11.0%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-80.2%		-4.1%		16.1%		17.5%		30.0%





株主還元

																														数値確認要。 スウチ カクニン ヨウ

																														見栄えは考慮していないので調整要。 ミバ コウリョ チョウセイ ヨウ

																														（ＰＰも同様） ドウヨウ

						H23.3		H24.3		H25.3		H26.3		H27.3		H28.3		H29.3		H30.3		H31.3		R2.3		R3.3

				当期純利益 トウキ ジュンリエキ		798		941		1,361		1,762		1,567		1,732		1,744		1827		2065		2200				百万円 ヒャクマンエン

				配当総額 ハイトウ ソウガク		191		287		230		230		230		345		402		461		519		?				百万円 ヒャクマンエン

				1株当利益 カブ ア リエキ		27.75		32.72		47.31		61.25		54.47		60.20		60.61		63.48		71.62		76.24

				 １株当たり配当金額（円） カブ ア ハイトウ キンガク エン		6.67		6.67		8.00		8.00		8.00		12.00		14.00		16.00		18.00		23.00				円/株 エン カブ

				記念配当 キネン ハイトウ				3.33																				円/株 エン カブ

				ＥＰＳ		21.08		22.72		39.31		53.25		46.47		48.20		46.61		47.48		53.62		25.84

				 １株当たり当期純利益（円） カブ ア トウキ ジュン リエキ エン		27.75		32.72		47.31		61.25		54.47		60.20		60.61		63.48		71.62		48.84				円/株 エン カブ

				 連結配当性向（％） レンケツ ハイトウ セイコウ		24.0		20.4		16.9		13.1		14.7		19.9		23.1		25.2		25.1		47.1				％

				純利益 ジュンリエキ										1567		1732		1744		1827		2065		2200

				期末自己資本 キマツ ジコ シホン								13,655		15,009		16,448		17,921		19,362		20,294		21,975

				自己資本当期純利益率 ジコ シホン トウキ ジュンリエキ リツ										10.9335752163		11.0118574562		10.148680497		9.8007134619		10.4145652612		10.4095199792

														14,992		16,511		17,847		19,346		20,966		21,975



１株当たり利益・配当金と配当性向の推移

 １株当たり配当金額（円）	H27.3	H28.3	H29.3	H30.3	H31.3	R2.3	8	12	14	16	18	23	記念配当	H27.3	H28.3	H29.3	H30.3	H31.3	R2.3	ＥＰＳ	54.47

60.20

60.61

63.48

71.62

76.24

58.26

H27.3	H28.3	H29.3	H30.3	H31.3	R2.3	46.47	48.2	46.61	47.48	53.620000000000005	25.840000000000003	 １株当たり当期純利益（円）	H27.3	H28.3	H29.3	H30.3	H31.3	R2.3	27.75	32.72	47.31	61.25	54.47	60.2	 連結配当性向（％）	

H27.3	H28.3	H29.3	H30.3	H31.3	R2.3	14.686983660730677	19.933554817275748	23.098498597591156	25.204788909892883	25.132644512705948	47.092547092547086	ＥＰＳ・ＤＰＳ（円）

配当性向　（％）

 １株当たり当期純利益（円）	

H28.3	H29.3	H30.3	H31.3	R2.3	60.2	60.61	63.48	71.62	48.84	 １株当たり配当金額（円）	



H28.3	H29.3	H30.3	H31.3	R2.3	12	14	16	18	23	記念配当	H28.3	H29.3	H30.3	H31.3	R2.3	ＥＰＳ	60.20

60.61

63.48

71.62

76.24

58.26

H28.3	H29.3	H30.3	H31.3	R2.3	48.2	46.61	47.48	53.620000000000005	25.840000000000003	 連結配当性向（％）	



H28.3	H29.3	H30.3	H31.3	R2.3	19.933554817275748	23.098498597591156	25.204788909892883	25.132644512705948	47.092547092547086	

（円）

（％）



 １株当たり当期純利益（円）	

H28.3	H29.3	H30.3	H31.3	R2.3	R3.3	60.2	60.61	63.48	71.62	48.84	 １株当たり配当金額（円）	



H28.3	H29.3	H30.3	H31.3	R2.3	R3.3	12	14	16	18	23	記念配	当	H28.3	H29.3	H30.3	H31.3	R2.3	R3.3	ＥＰＳ	60.20

60.61

63.48

71.62

76.24

58.26

H28.3	H29.3	H30.3	H31.3	R2.3	R3.3	48.2	46.61	47.48	53.620000000000005	25.840000000000003	 連結配当性向（％）	



H28.3	H29.3	H30.3	H31.3	R2.3	19.933554817275748	23.098498597591156	25.204788909892883	25.132644512705948	47.092547092547086	

（円）

（％）





◎売上利益チャート(四半期)  (2)

				３期連続グラフ キ レンゾク

						H25.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H26.3
1Q		
2Q		H26.3
3Q		
4Q		H27.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H28.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H29.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H30.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H31.3
1Q		
2Q		H31.3
1Q		
2Q

				売上高 ウリアゲダカ		81.4		80.8		80.4		82.7		91.0		93.3		92.6		95.7		80.4		98.9		91.2		104.1		99.3		107.2		101.3		109.2		111.0		115.1		110.3		103.1		101.9		120.9		105.4		118.8		103.4		109.2		103.4		109.2

				経常利益 ケイジョウ リエキ		6.6		5.3		6.0		6.0		7.9		7.2		8.0		7.3		4.6		6.0		6.3		8.3		6.9		7.2		7.4		7.0		8.5		7.1		7.4		4.9		5.5		8.2		5.5		8.6		7.4		7.8		7.4		7.8

																																														H29.3
1・2Q		
3・4Q		H30.3
1・2Q		
3・4Q		H31.3
1・2Q				H31.3
1・2Q

																																														226.1		213.4		222.8		224.3		212.6				212.6

																																														15.7		12.3		13.7		14.1		15.3				15.3

																																														H29.3期 キ				H30.3期 キ				H31.3期 キ				R2.3期 キ

																																														上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ

																																												売上高 ウリアゲ ダカ		226.1		213.4		222.8		224.3		212.6		231.8		227.6		227.7

																																												経常利益 ケイジョウ リエキ		15.7		12.3		13.7		14.1		15.3		17.5		13.4		9.6



売上高	

H29.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	H30.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	H31.3	
1Q	
2Q	111	115.1	110.3	103.1	101.9	120.9	105.4	118.8	103.4	109.2	経常利益	

H29.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	H30.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	H31.3	
1Q	
2Q	8.5	7.1	7.4	4.9000000000000004	5.5	8.1999999999999993	5.5	8.6	7.4	7.8	

売上高



経常利益







売上高	

H29.3	
1・2Q	
3・4Q	H30.3	
1・2Q	
3・4Q	H31.3	
1・2Q	226.1	213.4	222.8	224.3	212.6	経常利益	

H29.3	
1・2Q	
3・4Q	H30.3	
1・2Q	
3・4Q	H31.3	
1・2Q	15.7	12.3	13.7	14.1	15.3	

売上高



経常利益







売上高	

上	下	上	下	上	下	上	下	H29.3期	H30.3期	H31.3期	R2.3期	226.1	213.4	222.8	224.3	212.6	231.8	227.6	227.7	経常利益	

上	下	上	下	上	下	上	下	H29.3期	H30.3期	H31.3期	R2.3期	15.7	12.3	13.7	14.1	15.3	17.5	13.4	9.6	

売上高



経常利益









◎売上利益チャート(四半期) 

				３期連続グラフ キ レンゾク

						H25.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H26.3
1Q		
2Q		H26.3
3Q		
4Q		H27.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H28.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H29.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H30.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H31.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q

				売上高 ウリアゲダカ		81.4		80.8		80.4		82.7		91.0		93.3		92.6		95.7		80.4		98.9		91.2		104.1		99.3		107.2		101.3		109.2		111.0		115.1		110.3		103.1		101.9		120.9		105.4		118.8		103.4		109.2		114.9		116.9

				経常利益 ケイジョウ リエキ		6.6		5.3		6.0		6.0		7.9		7.2		8.0		7.3		4.6		6.0		6.3		8.3		6.9		7.2		7.4		7.0		8.5		7.1		7.4		4.9		5.5		8.2		5.5		8.6		7.4		7.8		8.5		9.0

				２期連続グラフ キ レンゾク

						H26.1Q		2Q		3Q		4Q		H27.1Q		2Q

				売上高 ウリアゲダカ		91.0		93.3		92.6		95.7		80.4		98.9

				経常利益 ケイジョウ リエキ		7.9		7.2		8.0		7.3		4.6		6.0



売上高	

H26.1Q	2Q	3Q	4Q	H27.1Q	2Q	90.97354	93.265069999999994	92.649650000000008	95.707049999999995	80.412379999999999	98.906659999999988	経常利益	

H26.1Q	2Q	3Q	4Q	H27.1Q	2Q	7.8905399999999997	7.21434	7.9719000000000007	7.2697900000000004	4.5904199999999999	5.9541300000000001	









売上高	

H30.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	H31.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	101.9	120.9	105.4	118.8	103.4	109.2	114.9	116.9	経常利益	

H30.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	H31.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	5.5	8.1999999999999993	5.5	8.6	7.4	7.8	8.5	9	

売上高



経常利益









◎売上利益チャート(中計) 



		H28.3期 キ		H29.3期 キ		H30.3期 キ		中期計画
(修正) チュウキ ケイカク シュウセイ

		417		439		447		480

		173.0		174.0		182.0		210.0		調整 チョウセイ

		17.3		17.4		18.2		21



売上高	

H28.3期	H29.3期	H30.3期	中期計画	
(修正)	417	439	447	480	当期純利益	17.3

17.4

18.2

21.0



H28.3期	H29.3期	H30.3期	中期計画	
(修正)	173	174	182	210	









◎売上利益の変動要因 

				H31.3期
売上高 キ ウリアゲダカ		不動産
販売 フドウサン ハンバイ		建材
販売 ケン ハンバイ		不動産
賃貸 フドウサン チンタイ		調整額 チョウセイ ガク		R2.3期
売上高 キ ウリアゲダカ						H31.3期
経常利益 キ ケイジョウ リエキ		売上高 ウリア ダカ		粗利益 アラリ エキ		販管費 ハンカンヒ		営業外損益 エイギョウガイ ソンエキ		R2.3期
経常利益 キ ケイジョウ リエキ

						444.52		455.24		455.24		455.38										32.88		30.36		22.99		22.99

				444.52		12.93

作成者: 差額がプラスになるように調整
		2.21		0.14		0.03		455.41						32.88		1.97		4.49		7.37		0.11		23.10

						457.45		457.45		455.38		455.41										34.85		34.85		30.36		23.10

				前期実績 ゼンキ ジッセキ		412.12		61.15		3.32		-32.07								前期実績 ゼンキ ジッセキ		444.52833		80.3738		49.06276		1.57092

				当期実績 トウキ ジッセキ		425.05		58.94		3.46		-32.04												18.08%

				増減 ゾウゲン		12.93		-2.21		0.14		0.03								当期実績 トウキ ジッセキ		455.41961757		77.85154		56.43006		1.68651

																								17.09%



H31.3期	
経常利益	売上高	粗利益	販管費	営業外損益	R2.3期	
経常利益	32.880000000000003	30.36	22.99	22.99	







H31.3期	
経常利益	売上高	粗利益	販管費	営業外損益	R2.3期	
経常利益	32.880000000000003	1.969220204466313	4.4914802044663196	7.3673000000000002	0.10558999999999986	23.1	





H31.3期	
売上高	不動産	
販売	建材	
販売	不動産	
賃貸	調整額	R2.3期	
売上高	444.52	455.24	455.24	455.38	









H31.3期	
売上高	不動産	
販売	建材	
販売	不動産	
賃貸	調整額	R2.3期	
売上高	444.52	12.930000000000007	2.2100	000000000009	0.14000000000000012	3.0000000000001137E-2	455.41	







◎業績チャート(四半期)

						H29.10.18（現在）																																																				ERROR:#REF!

				（四半期）　業績 シハンキ ギョウセキ																																												(億円) オク エン				(億円) オク エン				(億円) オク エン

						H25.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H26.3
1Q		
2Q		H26.3
3Q		
4Q		H27.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H28.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H29.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H30.3
1Q		
2Q		H30.3
1Q		
2Q		H30.3
1Q		
2Q

				売上高 ウリアゲダカ		81.4		80.8		80.4		82.7		91.0		93.3		92.6		95.7		80.4		98.9		91.2		104.1		99.3		107.2		101.3		109.2		111.0		115.1		110.3		103.1		102.0		ERROR:#REF!		102.0		ERROR:#REF!		102.0		ERROR:#REF!

				経常利益 ケイジョウ リエキ		6.6		5.3		6.0		6.0		7.9		7.2		8.0		7.3		4.6		6.0		6.3		8.3		6.9		7.2		7.4		7.0		8.5		7.1		7.4		4.9		5.5		ERROR:#REF!		5.5		ERROR:#REF!		5.5		ERROR:#REF!

								22289.476		1330.199		1378.887		928.242

								22289.476		1330.199		1378.887		928.242

						0

												1378.887		928.242

						0		0		0		1378.887		928.242

								ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

								0		0		1378.887		928.242

								ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

				（四半期） 販売棟数 シハンキ ハンバイ トウスウ

						H25.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H26.3
1Q		
2Q		H26.3
3Q		
4Q		H27.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H28.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H29.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H30.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H31.3
1Q		
2Q

				新築住宅 シンチク ジュウタク																										293		330		317		350		333		352		349		312		306		360		323		352		308		329

				中古住宅 チュウコ ジュウタク																										29		30		28		30		39		36		25		36		30		44		24		40		31		41

								0		0		1378.887		928.242

								0		0		0		0

								0		0		1378.887		928.242

								0.0		0.0		1378.9		928.2

						ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

								0		0		1378.887		928.242

								ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!																																販売棟数 ハンバイ ムネ スウ

																																														H29.3
1・2Q		
3・4Q		H30.3
1・2Q		
3・4Q		H31.3
1・2Q

																																														685		661		666		675		637

																																														75		61		74		64		72

																																														受注棟数 ジュチュウ ムネ スウ

																																																H29.3
1・2Q		
3・4Q		H30.3
1・2Q		
3・4Q		H31.3
1・2Q

																																														新築住宅 シンチク ジュウタク		663		633		673		667		685

																																														中古住宅 チュウコ ジュウタク		70		65		71		66		73

																																																H29.3
1・2Q		
3・4Q		H30.3
1・2Q		
3・4Q		H31.3
1・2Q

																																														販売 ハンバイ		685		661		666		675		637

																																														受注 ジュチュウ		663		633		673		667		685

																																																H29.3期 キ				H30.3期 キ				H31.3期 キ				R2.3期 キ

																																																上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ

																																														販売棟数 ハンバイ トウスウ		685		661		666		675		637		718		683

																																														受注棟数 ジュチュウ トウスウ		663		633		673		667		685		704		674

																																																H30.3期 キ				H31.3期 キ				R2.3期 キ

																																																上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ

																																														販売棟数 ハンバイ トウスウ		666		675		637		718		683

																																														受注棟数 ジュチュウ トウスウ		673		667		685		704		674

																																																H29.3期 キ				H30.3期 キ				H31.3期 キ				R2.3期 キ

																																																上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ

																																														販売棟数 ハンバイ トウスウ		685		661		666		675		637		718		683		658

																																														受注棟数 ジュチュウ トウスウ		663		633		673		667		685		704		674

				（四半期） 販売棟数 シハンキ ハンバイ トウスウ

						H25.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H26.3
1Q		
2Q		H26.3
3Q		
4Q		H27.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H30.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H31.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		R2.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q

				新築住宅 シンチク ジュウタク																										306		360		323		352		308		329		349		369		316		367		279		379



								0		0		0		0

								0		0		0		0

								0		0		0		0

								0.0		0.0		0.0		0.0

						ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

								0		0		0		0





H28.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	H29.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	H30.3	
1Q	
2Q	99.3	107.2	101.3	109.2	111	115.1	110.3	103.1	101.95	0	

H28.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	H29.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	H30.3	
1Q	
2Q	6.9	7.2	7.4	7	8.5	7.1	7.4	4.9000000000000004	5.54	0	

売上高



経常利益







新築住宅	

H29.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	H30.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	H31.3	
1Q	
2Q	333	352	349	312	306	360	323	352	308	329	中古住宅	

H29.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	H30.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	H31.3	
1Q	
2Q	39	36	25	36	30	44	24	40	31	41	









新築住宅	

H29.3	
1・2Q	
3・4Q	H30.3	
1・2Q	
3・4Q	H31.3	
1・2Q	685	661	666	675	637	中古住宅	

H29.3	
1・2Q	
3・4Q	H30.3	
1・2Q	
3・4Q	H31.3	
1・2Q	75	61	74	64	72	









新築住宅	

H29.3	
1・2Q	
3・4Q	H30.3	
1・2Q	
3・4Q	H31.3	
1・2Q	663	633	673	667	685	中古住宅	

H29.3	
1・2Q	
3・4Q	H30.3	
1・2Q	
3・4Q	H31.3	
1・2Q	70	65	71	66	73	









販売棟数	

H29.3	
1・2Q	
3・4Q	H30.3	
1・2Q	
3・4Q	H31.3	
1・2Q	685	661	666	675	637	受注棟数	

H29.3	
1・2Q	
3・4Q	H30.3	
1・2Q	
3・4Q	H31.3	
1・2Q	663	633	673	667	685	







販売棟数	

上	下	上	下	上	下	H29.3期	H30.3期	H31.3期	685	661	666	675	637	718	受注棟数	

上	下	上	下	上	下	H29.3期	H30.3期	H31.3期	663	633	673	667	685	704	







販売棟数	

上	下	上	下	上	H30.3期	H31.3期	R2.3期	666	675	637	718	683	受注棟数	

上	下	上	下	上	H30.3期	H31.3期	R2.3期	673	667	685	704	674	







販売棟数	

上	下	上	下	上	下	上	下	H29.3期	H30.3期	H31.3期	R2.3期	685	661	666	675	637	718	683	658	







H31.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	R2.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	308	329	349	369	316	367	279	379	







増減内訳









								H29.3期 キ		H30.3期 キ		増減 ゾウゲン

						新築住宅他 シンチク ジュウタク ホカ		38,477		38,733		+256

								(1,346)		(1,341)		(   -5)

						中古住宅 チュウコ ジュウタク		2,196		2,295		+99

								(136)		(138)		(   +2)

						宅地分譲 タクチ ブンジョウ		-		463		+463

												+0

						売上計 ウリアゲ ケイ		40,673		41,492		+819

						(　)内は棟数 ナイ ムネ スウ







































★③販管費～特別損益



														(百万円) ヒャクマンエン

				科目 カモク						H31.3期 キ		R2.3期 キ		増減 ゾウゲン

				販売・管理費 ハンバイ カンリヒ				人件費 ジンケンヒ		3,208		3,412		+204

								広告宣伝費 コウコク センデンヒ		536		636		+100

								支払手数料 シハライ テスウリョウ		109		211		+102

								減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		116		130		+14

								のれん償却費 ショウキャク ヒ		-		68		+68

								その他 タ		937		1,186		+249

						計 ケイ				4,906		5,643		+737

				営業外損益 エイギョウガイ ソンエキ		収益 シュウエキエイシュウ		受取手数料 ウケトリ テスウリョウ		161		157		-4

								業務受託手数料 ギョウム ジュタク テスウリョウ		224		226		+2

								その他 タ		38		85		+47

								計 ケイ		423		468		+45

						費用 ヒヨウ		支払利息 シハライ リソク		248		256		+8

								その他 タ		18		43		+25

								計 ケイ		266		299		+33

				特別損益 トクベツ ソンエキ		利益 リエキ		－		-		-		-

								計 ケイ		-		-		-

						損失 ソンシツ		固定資産除却損 コテイ シサン ジョキャク ソン		16		13		-3

								役員退職慰労金		300		-		-300

								投資有価証券評価損 トウシ ユウカ ショウケン ヒョウカ ソン		-		100		+100

								災害損失 サイガイ ソンシツ		-		27		+27

								その他 タ		2		11		+9

								計 ケイ		318		151		-167













利益率









										H31.3期 キ				R2.3期 キ				増減 ゾウゲン

								営業利益（百万円） エイギョウ リエキ ヒャクマンエン		3,131				2,142				-989

								営業利益率(％) エイギョウ リエキ リツ		7.0				4.7				-2.3pt

								経常利益（百万円） ケイジョウ リエキ エイリ		3,288				2,310				-978

								経常利益率(％) ケイジョウ リエキ エイリ リツ		7.4				5.1				-2.3pt

								税引前利益（百万円） ゼイ ヒ マエ リエキ		2,969				2,159				-810

								当期純利益（百万円）※ トウキ ジュンリエキ		2,065				1,413				-652

								当期純利益率(％) トウキ ジュンリエキ リツ		4.6				3.1				-1.5pt









































◎業績チャート(四半期) (A)

						H29.10.18（現在）																																																								ERROR:#REF!

				（四半期）　業績 シハンキ ギョウセキ																																												(億円) オク エン				(億円) オク エン				(億円) オク エン				(億円) オク エン

						H25.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H26.3
1Q		
2Q		H26.3
3Q		
4Q		H27.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H28.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H29.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H30.3
1Q		
2Q		H30.3
1Q		
2Q		H30.3
1Q		
2Q		H30.3
1Q		
2Q

				売上高 ウリアゲダカ		81.4		80.8		80.4		82.7		91.0		93.3		92.6		95.7		80.4		98.9		91.2		104.1		99.3		107.2		101.3		109.2		111.0		115.1		110.3		103.1		102.0		ERROR:#REF!		102.0		ERROR:#REF!		102.0		ERROR:#REF!		102.0		ERROR:#REF!

				経常利益 ケイジョウ リエキ		6.6		5.3		6.0		6.0		7.9		7.2		8.0		7.3		4.6		6.0		6.3		8.3		6.9		7.2		7.4		7.0		8.5		7.1		7.4		4.9		5.5		ERROR:#REF!		5.5		ERROR:#REF!		5.5		ERROR:#REF!		5.5		ERROR:#REF!

								22289.476		1330.199		1378.887		928.242

								22289.476		1330.199		1378.887		928.242

						0

												1378.887		928.242

						0		0		0		1378.887		928.242

								ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

								0		0		1378.887		928.242

								ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

				（四半期） 販売棟数 シハンキ ハンバイ トウスウ

						H25.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H26.3
1Q		
2Q		H26.3
3Q		
4Q		H27.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H28.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H29.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H30.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H31.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q

				新築住宅 シンチク ジュウタク																										293		330		317		350		333		352		349		312		306		360		323		352		308		329		349		369

				中古住宅 チュウコ ジュウタク																										29		30		28		30		39		36		25		36		30		44		24		40		31		41		39		40

								0		0		1378.887		928.242

								0		0		0		0

								0		0		1378.887		928.242

								0.0		0.0		1378.9		928.2

						ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

								0		0		1378.887		928.242

								ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!





H28.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	H29.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	H30.3	
1Q	
2Q	99.3	107.2	101.3	109.2	111	115.1	110.3	103.1	101.95	0	

H28.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	H29.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	H30.3	
1Q	
2Q	6.9	7.2	7.4	7	8.5	7.1	7.4	4.9000000000000004	5.54	0	

売上高



経常利益







新築住宅	

H30.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	H31.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	306	360	323	352	308	329	349	369	中古住宅	

H30.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	H31.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	30	44	24	40	31	41	39	40	











要約BS1

																								(百万円) ヒャクマンエン

				資産の部 シサン ブ				H31.3期 キ		R2.3期 キ		増減 ゾウゲン				負債・純資産の部 フサイ ジュンシサン ブ				H31.3期 キ		R2.3期 キ		増減 ゾウゲン

				流動資産計 リュウドウ シサン ケイ				36,127		43,050		+6,923				流動負債計 リュウドウ フサイ ケイ				22,398		27,352		+4,954

				　現金及び預金 ゲンキン オヨ ヨキン				10,001		10,351		+350				　仕入債務 シイ サイム				3,170		3,262		+92

				　売上債権 ウリアゲ サイケン				547		607		+60				　短期有利子負債 タンキ ユウリシ フサイ				17,877		22,972		+5,095

				　販売用不動産（新築） ハンバイヨウ フドウサン シンチク				22,681		28,650		+5,969				　その他流動負債 タ リュウドウ フサイ				1,351		1,118		-233

				　販売用不動産（中古） ハンバイヨウ フドウサン チュウコ				1,710		2,055		+345				固定負債計 コテイ フサイ ケイ				3,341		6,490		+3,149

				　その他流動資産 タ リュウドウ シサン				1,188		1,387		+199				　長期有利子負債 チョウキ ユウリシ フサイ				2,485		5,499		+3,014

				固定資産計 コテイ シサン ケイ				10,699		12,899		+2,200				　その他固定負債 タ コテイ フサイ				856		991		+135

				　有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン				8,932		9,635		+703				負債合計 フサイ ゴウケイ				25,740		33,842		+8,102

				　その他固定資産 タ コテイ シサン				1,767		3,264		+1,497						株主資本計 カブヌシ シホン ケイ		20,979		21,972		+993

				繰延資産計 ク ノ シサン ケイ				37		35		-2				純資産合計 ジュンシサン ゴウケイ				21,124		22,143		+1,019

				資産合計 シサン ゴウケイ				46,864		55,986		+9,122				負債・純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ				46,864		55,986		+9,122







































































⑦ＣＦ (Ｒ2.3階段グラフ)

										(百万円) ヒャクマンエン																												(百万円) ヒャクマンエン

						H28.9期 キ		H29.9期 キ		増減 ゾウゲン																								18.9月 ガツ		19.9月 ガツ		増減 ゾウゲン						営業活動C・F　主な項目 エイギョウ カツドウ オモ コウモク										H20.3		H21.9期 キ		下端 カタン		上端 ジョウタン		変動値 ヘンドウ チ

		Ⅰ.営業活動によるＣ/Ｆ エイギョウ カツドウ				-1,293		1,378		+2,671																				営業活動によるＣ/Ｆ エイギョウ カツドウ				1,378		-1,293		2,671						税金等調整前当期純利益 ゼイキン トウ チョウセイ マエ トウキ ジュンリエキ		1,562						現預金(期首) ゲンヨキン キシュ		-2,534		1,298		0		10,001				10,001		10,001

				税金等調整前四半期純利益 ゼイキン トウ チョウセイ マエ シ ハンキ ジュンリエキ		1,562		1,370																						投資活動によるＣ/Ｆ トウシ カツドウ				-65		-225		160						たな卸資産の減少額 オロシ シサン ゲンショウ ガク		-2,596						純利益 ジュンリエキ		-2,534		1,298		10,001		2,159		2,159		12,160		12,160

				減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		131		142																						財務活動によるＣ/Ｆ ザイム カツドウ				-142		2,146		-2,288						仕入債務の減少額 シイレ サイム ゲンショウ ガク		-32						減価償却 ゲンカ ショウキャク		-1,243		108		12,160		267		267		12,427		12,427

				売上債権の増加額 ウリアゲ サイケン ゾウカ ガク		-72		-67																						現金等の期首残高 ゲンキン トウ キシュ ザンダカ				9,646		8,410		1,236														運転資金(※) ウンテン シキン		-1,243		108		8,352		4,075		-4,075		12,427		8,352

				たな卸資産の増加額 オロシ シサン ゾウカ ガク		-2,596		291																						現金等の期末残高				0		0		0						投資活動C・F　主な項目 トウシ カツドウ オモ コウモク								その他 タ		-1,243		108		7,455		897		-897		8,352		7,455

				仕入債務の増加額 シイレ サイム ゾウカ ガク		-32		100																																				有形固定資産の購入 ユウケイ コテイ シサン コウニュウ		-186						固定資産 コテイシサン		-1,243		108		6,861		594		-594		7,455		6,861

				法人税等の支払額 ホウジンゼイ トウ シハライ ガク		-694		-494																																												子会社株式他 コガイシャ カブシキ ホカ		-1,243		108		4,935		1,926		-1,926		6,861		4,935

				その他 タ		408		36																																				財務活動C・F　主な項目 ザイム カツドウ オモ コウモク								配当金 ハイトウキン		-1,243		108		4,416		519		-519		4,935		4,416

		Ⅱ.投資活動によるＣ/Ｆ トウシ カツドウ				-225		-65		+160																																										借入金他 カリイレキン タ		-1,243		108		4,416		5,920		5,920		10,336		10,336

				有形固定資産の取得 ユウケイ コテイ シサン シュトク		-186		-43																																												現預金(期末) ゲンヨキン キマツ		-2,534		1,298		0		10,336				10,336

				無形固定資産の取得 ムケイ コテイ シサン シュトク		-14		-3

				有形固定資産の売却による収入 ユウケイ コテイ シサン バイキャク シュウニュウ		-		-

				投資有価証券の取得による支出 トウシ ユウカ ショウケン シュトク シシュツ		-		-

				差入保証金の差入による支出 サ イ ホショウキン サ イ シシュツ		-32		-19

				その他 タ		7		0

		Ⅲ.財務活動によるＣ/Ｆ ザイム カツドウ				2,146		-142		-2,288

				短期借入金の純増減額 タンキ カリイレ キン ジュン ゾウゲンガク		2,111		232

				長期借入による収入 チョウキ カリイレ シュウニュウ		630		418

				長期借入金返済による支出 チョウキ カリイレ キン ヘンサイ シシュツ		-217		-356

				配当金の支払額 ハイトウキン シハライ ガク		-344		-401

				その他 タ		-34		-35

		Ⅳ.現金等の増減額 ゲンキントウ ゾウゲンガク				627		1,171		+544

		Ⅴ.現金等の期首残高 ゲンキン トウ キシュ ザンダカ				7,782		8,475		+693

		Ⅵ.現金等の期末残高				8,410		9,646		+1,236

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































グラフ タイトル



現預金(期首)	純利益	減価償却	運転資金(※)	その他	固定資産	子会社株式他	配当金	借入金他	現預金(期末)	-2534	-2534	-1243	-1243	-1243	-1243	-1243	-1243	-1243	-2534	現預金(期首)	純利益	減価償却	運転資金(※)	その他	固定資産	子会社株式他	配当金	借入金他	現預金(期末)	1298	1298	108	108	108	108	108	108	108	1298	現預金(期首)	純利益	減価償却	運転資金(※)	その他	固定資産	子会社株式他	配当金	借入金他	現預金(期末)	0	10001	12160	8352	7455	6861	4935	4416	4416	0	











現預金(期首)	純利益	減価償却	運転資金(※)	その他	固定資産	子会社株式他	配当金	借入金他	現預金(期末)	10001	2159	267	4075	897	594	1926	519	5920	10336	







実績(棚卸資産)

						H25.3
4Q		H26.3
4Q		H27.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q										H25.3
4Q		H26.3
4Q		H27.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q

				分譲土地 ブンジョウ トチ		427		702		798		754		729		780								新築(完成) シンチク カンセイ		137		105		170		187		210		198

				未成分譲土地 ミセイ ブンジョウ トチ		1055		956		956		869		958		953								中古 チュウコ		64		58		67		64		72		73

						1482		1658		1754		1623		1687		1733



分譲土地	H25.3	
4Q	H26.3	
4Q	H27.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	427	702	798	754	729	780	未成分譲土地	H25.3	
4Q	H26.3	
4Q	H27.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	1055	956	956	869	958	953	新築(完成)	

H25.3	
4Q	H26.3	
4Q	H27.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	137	105	170	187	210	198	中古	

H25.3	
4Q	H26.3	
4Q	H27.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	64	58	67	64	72	73	









⑦ＣＦ

										(百万円) ヒャクマンエン																												(百万円) ヒャクマンエン

						H28.3期 キ		H29.3期 キ		増減 ゾウゲン																								18.9月 ガツ		19.9月 ガツ		増減 ゾウゲン						営業活動C・F　主な項目 エイギョウ カツドウ オモ コウモク

		Ⅰ.営業活動によるＣ/Ｆ エイギョウ カツドウ				101		-2,885		-2,986																				営業活動によるＣ/Ｆ エイギョウ カツドウ				-2,885		101		-2,986						税金等調整前当期純利益 ゼイキン トウ チョウセイ マエ トウキ ジュンリエキ		2,688

				税金等調整前当期純利益 ゼイキン トウ チョウセイ マエ トウ キ ジュンリエキ		2,688		2,548																						投資活動によるＣ/Ｆ トウシ カツドウ				-562		-507		-55						たな卸資産の減少額 オロシ シサン ゲンショウ ガク		-2,095

				減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		244		272																						財務活動によるＣ/Ｆ ザイム カツドウ				4,140		1,575		2,565						仕入債務の減少額 シイレ サイム ゲンショウ ガク		281

				売上債権の増加額 ウリアゲ サイケン ゾウカ ガク		196		-65																						現金等の期首残高 ゲンキン トウ キシュ ザンダカ				7,782		6,614		1,168

				たな卸資産の増加額 オロシ シサン ゾウカ ガク		-2,095		-5,662																						現金等の期末残高				8,475		7,782		693						投資活動C・F　主な項目 トウシ カツドウ オモ コウモク

				仕入債務の増加額 シイレ サイム ゾウカ ガク		281		177																																				有形固定資産の購入 ユウケイ コテイ シサン コウニュウ		-321

				法人税等の支払額 ホウジンゼイ トウ シハライ ガク		-1,006		-1,100

				その他 タ		-207		945																																				財務活動C・F　主な項目 ザイム カツドウ オモ コウモク

		Ⅱ.投資活動によるＣ/Ｆ トウシ カツドウ				-507		-562		-55																																		短期借入金の純増減額 タンキ カリイレ キン ジュン ゾウゲンガク		1,939

				有形固定資産の取得 ユウケイ コテイ シサン シュトク		-321		-487																																				長期借入金の純増減額 チョウキ カリイレ キン ジュン ゾウゲンガク		345

				無形固定資産の取得 ムケイ コテイ シサン シュトク		-16		-20

				投資有価証券の取得 トウシ ユウカ ショウケン シュトク		-214		-

				有形固定資産の売却 ユウケイ コテイ シサン バイキャク		98		6

				差入保証金の差入による支出 サ イ ホショウキン サ イ シシュツ		-49		-52

				その他 タ		-5		-9

		Ⅲ.財務活動によるＣ/Ｆ ザイム カツドウ				1,575		4,140		+2,565

				短期借入金の純増減額 タンキ カリイレ キン ジュン ゾウゲンガク		1,939		4,211

				長期借入による収入 チョウキ カリイレ シュウニュウ		345		805

				長期借入金返済による支出 チョウキ カリイレ キン ヘンサイ シシュツ		-414		-462

				配当金の支払額 ハイトウキン シハライ ガク		-229		-344

				その他 タ		-66		-70

		Ⅳ.現金等の増減額 ゲンキントウ ゾウゲンガク				1,168		692		-476

		Ⅴ.現金等の期首残高 ゲンキン トウ キシュ ザンダカ				6,614		7,782		+1,168

		Ⅵ.現金等の期末残高				7,782		8,475		+693





																																																														(百万円) ヒャクマンエン

																																																						H20.3		H21.9期 キ		H27.3期 キ		H28.3期 キ		H29.3期 キ

																																																				営業ＣＦ エイギョウ		-2,534		1,298		700		101		-2,885

																																																				投資ＣＦ トウシ		-1,243		108		-172		-507		-562

																																																				財務ＣＦ ザイム		3,514		-1,831		531		1,575		4,140

																																																				現金等残 ゲンキントウ ザン		1,066		981		6,614		7,781		7,781







																																																														(百万円) ヒャクマンエン

																																																						H20.3		H21.9期 キ		H27.3期 キ		H28.3期 キ		H29.3期 キ

																																																				営業ＣＦ エイギョウ		-2,534		1,298		700		101		101

																																																				投資ＣＦ トウシ		-1,243		108		-172		-507		-507

																																																				財務ＣＦ ザイム		3,514		-1,831		531		1,575		1,575

																																																				現金等の期末残高 ゲンキントウ キマツ ザンダカ		1,066		981		6,614		7,782		8,475

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ｃ／Ｆの推移

営業ＣＦ	H27.3期	H28.3期	H29.3期	700	101	-2885	投資ＣＦ	H27.3期	H28.3期	H29.3期	-172	-507	-562	財務ＣＦ	H27.3期	H28.3期	H29.3期	531	1575	4140	(百万円)



営業ＣＦ	H27.3期	H28.3期	H29.3期	投資ＣＦ	H27.3期	H28.3期	H29.3期	財務ＣＦ	H27.3期	H28.3期	H29.3期	現金等の期末残高	H27.3期	H28.3期	H29.3期	6614	7782	8475	(百万円)





◎実績(棚卸資産)

																																				受注済含む ジュチュウ ズ フク																						契約済落とす ケイヤク ズ オ

						H27.3
4Q		H28.3
1Q		
2Q		
4Q								H27.3
4Q		H28.3
1Q		
2Q		
2Q		
4Q										H25.3
4Q		H26.3
4Q		H27.3
1Q		
2Q		
3Q		H27.3
4Q		H28.3
1Q		
2Q								H25.3
4Q		H26.3
4Q		H27.3
1Q		
2Q		
3Q		H27.3
4Q		H28.3
1Q		
2Q		
10月 ガツ		
4Q

				分譲土地 ブンジョウ トチ		780		786		726		724						分譲土地 ブンジョウ トチ		780		786		726		726		724								新築(完成) シンチク カンセイ		137		105		170		187		210		198		241		269						新築(完成) シンチク カンセイ		137		94		170		187		210		183		157		228		245		320

				未成分譲土地 ミセイ ブンジョウ トチ		953		1063		1178		1411						未成分譲土地 ミセイ ブンジョウ トチ		953		1063		1178		1178		1411								中古 チュウコ		64		58		67		64		72		73		81		92						中古 チュウコ		64		58		67		64		72		73		81		92

						1,733		1,849		1,904		2,135								1,733		1,849		1,904		1,904		2,135

				在庫月数 ザイコ ツキスウ		1.39		1.37		1.41		1.40						在庫月数 ザイコ ツキスウ		1.39		1.37		1.41		1.41		1.40

				基準販売数(年) キジュン ハンバイ スウ ネン		1,250		1,350		1,350		1,520						基準販売数(年) キジュン ハンバイ スウ ネン		1,250		1,350		1,350		1,350		1,520

						H26.3期 キ		H27.3期 キ		H28.3期 キ		H28.3期末 キ マツ								H26.3期 キ		H27.3期 キ		H28.3期 キ		H29.3期 キ		H29.3期末 キ マツ																																H25.3
4Q		H26.3
4Q		H27.3
4Q		H28.3
4Q

				総区画数 ソウ クカク カズ		1,658		1,733		2,135		2,135						期末在庫 キマツ ザイコ		1,658		1,733		2,135		2,348		2,348																														完成棟数 カンセイ トウスウ		137		94		183		215

				在庫年数 ザイコ ネンスウ		1.42		1.39		1.40		1.40						翌年販売数 ヨクネン ハンバイ スウ		1170		1290		1346		1450		1.62		19.43		ヶ月 ゲツ																										在庫月数 ザイコ ツキスウ		1.47		0.94		1.83		1.70

																																																										販売数(月) ハンバイ スウ ツキ		93		100		100		127

																																																										販売数(月) ハンバイ スウ ツキ		560		600		600		1,520

				分譲土地 ブンジョウ トチ		702		780		724		724						分譲土地 ブンジョウ トチ		702		780		724		874		874

				未成分譲土地 ミセイ ブンジョウ トチ		956		953		1411		1411						未成分譲土地 ミセイ ブンジョウ トチ		956		953		1411		1474		1474

				基準販売数(年) キジュン ハンバイ スウ ネン		1,170		1,250		1,520		1,520						基準販売数(年) キジュン ハンバイ スウ ネン		1,170		1,250		1,380		1,450		1,450



分譲土地	H27.3	
4Q	H28.3	
1Q	
2Q	780	786	726	未成分譲土地	H27.3	
4Q	H28.3	
1Q	
2Q	953	1063	1178	新築(完成)	

H26.3	
4Q	H27.3	
4Q	H28.3	
1Q	
2Q	105	198	241	269	中古	

H26.3	
4Q	H27.3	
4Q	H28.3	
1Q	
2Q	58	73	81	92	







新築(完成)	

H26.3	
4Q	H27.3	
1Q	
2Q	
3Q	H27.3	
4Q	H28.3	
1Q	
2Q	
10月	
4Q	94	170	187	210	183	157	228	245	中古	

H26.3	
4Q	H27.3	
1Q	
2Q	
3Q	H27.3	
4Q	H28.3	
1Q	
2Q	
10月	
4Q	58	67	64	72	73	81	92	







期末在庫数

総区画数	

H26.3期	H27.3期	H28.3期	1658	1733	2135	在庫年数	

H26.3期	H27.3期	H28.3期	1.4170940170940172	1.3864000000000001	1.4046052631578947	









在庫推移

完成棟数	

H26.3	
4Q	H27.3	
4Q	H28.3	
4Q	94	183	215	在庫月数	

H26.3	
4Q	H27.3	
4Q	H28.3	
4Q	0.94	1.83	1.6973684210526314	









分譲土地	H27.3	
4Q	H28.3	
1Q	
2Q	780	786	726	未成分譲土地	H27.3	
4Q	H28.3	
1Q	
2Q	953	1063	1178	期末在庫	

H27.3期	H28.3期	H29.3期	1733	2135	2348	翌年販売数	

H27.3期	H28.3期	H29.3期	1290	1346	1450	









期末在庫	

H27.3期	H28.3期	H29.3期	1733	2135	2348	翌年販売数	

H27.3期	H2	8.3期	H29.3期	1290	1346	1450	









採用
在庫の増加を強調しない




販売棟数

						H25.3
4Q		H27.3期 キ		H28.3期 キ		
2Q		
3Q		H27.3期 キ		H29.3期 キ

				新築 シンチク		137		1170		1290		187		210		1170		1346

				中古 チュウコ		64		112		117		64		72		112		136



新築	

H27.3期	H28.3期	H29.3期	1170	1290	1346	中古	

H27.3期	H28.3期	H29.3期	112	117	136	









Sheet2

								新築住宅 シンチク ジュウタク												中古住宅 チュウコ ジュウタク

						期 キ		1Ｑ		2Ｑ		3Ｑ		4Ｑ		計 ケイ				1Ｑ		2Ｑ		3Ｑ		4Ｑ		計

						H28.3期 キ		293		330		317		350		1,290				29		30		28		30		117

						H29.3期 キ		333		352		349		312		1,346				39		36		25		36		136

																																						H27.3期 キ		H28.3期 キ		H29.3期 キ

																																				　ＲＯＡ(%)		4.5 		4.6 		4.1 

																																				　ＲＯＥ(%)		11.0 		11.0 		10.1 

																																				　借入金比率(%) カリイレ キン ヒリツ		44.3 		44.9 		48.8 

																																				　自己資本比率(%) ジコ シホン ヒリツ		41.9 		41.6 		39.2 

																																				　1株当り純資産(円) カブ ア ジュンシサン エン		521.57 		571.58 		622.78 







決算概要

各セグメントの状況（不動産販売 ②）

5

（２） 中古住宅販売

販売棟数は151棟（前期と同数）

販売価格の高い首都圏エリアでの販売棟

数が増加したことにより増収

仕入を強化し、在庫数を常時80棟とする目

標水準を確保できたことで、受注棟数は増

加

（３） リフォーム

上期は前期比+5.2%で推移するも、下期は

受注に優先して台風19号の被害を受けた

ＯＢ顧客の復旧支援活動を行ったこともあ

り、通期では減収

 「グランディスマイルクラブ」WEBサイトを

令和元年12月に開設、ＯＢ顧客会員様へ

のアフターサービスを強化 （次項をご参照）

（百万円）

H31.3期 R2.3期 前期比

41,212 42,505 +3.1% 

新 築 住 宅 販 売 37,191 38,517 +3.6% 

中 古 住 宅 販 売 2,397 2,535 +5.8% 

リ フ ォ ー ム 1,624 1,453 -10.5% 

2,976 2,013 -32.4% 

不 動 産 販 売

売 上 高

経 常 利 益

台風19号（平成元年東日本台風）の被害状況等について

令和元年10月12日に上陸した台風19号により、当社グループの営業エリアにおい
ても栃木県を中心に甚大な浸水被害が発生

栃木県の住戸被害 全壊：83棟 半壊：5,233棟 一部損壊：8,666棟 他浸水：135棟
（10月時点速報 床上浸水：約１万棟 床下浸水：約9千5百棟）
県南部を中心に広範な浸水被害発生

当社の被害 本社等一部社屋・駐車場と、商品在庫の一部が浸水した
ものの被害額は軽微（令和元年10月16日ニュースリリース）

当社の対応 ・被害を受けたＯＢ顧客の復旧を支援
（社屋等の浸水は、事業活動に特段の影響なし）

今後の対策 ・土地仕入時における浸水等の災害リスクの精査を強化
・分譲地の地盤対策や建物基礎高増等の浸水防止対策
・今回の災害をふまえたＢＣＰ（事業継続計画）の見直し、等


シナリオ

				H29.3		H30.3		H31.3

		社長あいさつ シャチョウ		　グランディハウスの村田でございます。
　本日はご多忙の中、当社決算説明会にお集まりいただき、厚く御礼申しあげます。

　説明に入ります前に、平成２９年３月期は、売上面では９期連続の増収となった一方、
利益面では、当期純利益で２期連続の増益を　かろうじて確保できたものの、
営業減益をまねくこととなり、皆様のご期待に沿えぬ結果となりましたことに対しまして、
この場をおかりしてお詫び申し上げます。

　それでは、平成２９年３月期の決算概要と今後の取り組みについて、ご報告させていただきます。
		　グランディハウスの林でございます。
　本日はご多忙の中、当社決算説明会にお集まりいただき、厚く御礼申しあげます。

　さて私は、前社長の村田のあとを受け、本年４月１日付で代表取締役社長に就任いたしました。

　会長職に就任した村田とともに、新たな飛躍に向けた事業基盤の確立、拡大に、
全力を挙げて取り組んでまいる所存でございますので、
皆さまの一層のご指導・ご鞭撻を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。

　資料の説明に入ります前に、平成３０年３月期は、厳しい環境変化の中で、増収・増益は、かろうじて確保したものの、期初計画の下方修正をまねくこととなり、皆様のご期待に沿えぬ結果となったことを、この場をお借りしてお詫び申し上げます。

　それでは、当期の決算概要と今後の取り組みについて、ご報告させていただきます。
		　グランディハウスの林でございます。

　本日はご多忙の中、当社決算説明会にお集まりいただき、厚く御礼申しあげます。

　それでは、当期の決算概要と今後の取り組みについて、ご報告させていただきます。 



		決算概要
当期業績の概要
・売上高の増減概要
・営業利益、経常利益の増減概要
・当期純利益の増減概要
 ケッサン ガイヨウ トウキ ギョウセキ ガイヨウ ウリアゲ ダカ ゾウゲン ガイヨウ エイギョウ リエキ ケイジョウ リエキ ゾウゲン ガイヨウ トウキ ジュンリエキ ゾウゲン ガイヨウ		　最初に、２ページの「決算の概要」で、ございます。

　当期における戸建住宅の需要は、平成２９年１０月に予定されていた、消費税１０％への増税が再延期されたことで、駆け込み需要による大幅な変動は避けられることとなりましたが、低金利の長期化に伴うインパクトの減少や、消費税増税の延期で、検討期間が長くなるなど慎重さが見られようになりました。
　また、駆け込み需要を見越して、増やした在庫を消化する動きがでるなど、第３四半期末から第４四半期にかけて、受注環境が厳しさを増すこととなりました。
　当社におきましては、一部エリアで、商品在庫の偏在が生じたことで、一時的な受注の停滞を招いたことなどで、業績予想の数値は、未達となりました。
　
以上の結果、当期の売上高は、４３９億 ６千万円、当期純利益は、１７億 ４千万円
となりました。
		　最初に、２ページの「決算の概要」で、ございます。

　平成３０年３月期は、「コア事業の強化」と「ストックビジネス強化」の方針の下で、
計画の達成に向けて取り組んでまいりましたが、
　売上高は、　　４４７億 ２千万円、
　当期純利益は、　１８億 ２千万円　と過去最高となったものの、
営業利益、経常利益は減益となり、また、期初計画の達成には至りませんでした。

　セグメント別では、主力の新築住宅販売において、群馬県 や 重点エリアと位置づけた千葉県柏エリア で伸び悩む結果となり、中古住宅は前年並みとなりました。

　以上の結果、当期は、中期経営計画　最終年度でもありましたが、未達となりました。
新中期経営計画のもとで、早期に　挽回を図ってまいる所存で、ございます。
 		最初に、２ページの「決算の概要」で、ございます。

　当社グループの当期の売上高は、４４４億 ５千万円で　前期比 ０.６％ の減収となりました。
　若干の減収になったものの、主力の新築住宅の販売棟数は、栃木県および群馬県で前期を上回り、グループとしては　１，３５５棟　と過去最高となっております。
　一方、期初計画比では、栃木県で計画を達成したものの、事業拡大を見込んだ茨城、群馬、千葉の各県の販売が伸びず、期初計画を達成するには至りませんでした。

　また、利益面では、前々期・前期と「営業利益」「経常利益」の減益が続いたことに対して
原価低減をはじめとした利益回復に向けた取組みを強化してまいりましたが、この結果、当期は「経常利益」で　３２億 ８千万円 と　前期比 １７.６％　の増益となりました。

　これにより、特損計上で減益予想としていた「当期純利益」についても　２０億 ６千万円
と増益　を確保し、経常利益とともに過去最高益を更新することができました。 



		決算概要
・売上高の増減分析
・経常利益の増減分析
 ケッサン ガイヨウ ウリアゲ ダカ ゾウゲン ブンセキ ケイジョウ リエキ ゾウゲン ブンセキ		次の３ページでは、この結果を、売上高と経常利益の変動要因で、概観いたします。

　左側の図は、売上高の変動要因をセグメント別にみたものでございます。
　
売上高は、不動産販売および建築材料販売が伸びたことで、２２億 ５千万円の増収と
なりましたが、公表値は未達となりました。
　この要因としては、一つには茨城県水戸エリアでの販売不振ですが、これについては、
後ほどご説明いたしますが、営業エリアの再編などの強化策を実施しております。
　二つ目は、群馬県の高崎・前橋エリアにおいて、一時的に在庫が薄くなったことで、販売機会を逸したことでありますが、これについても対策を打っております。

　右側の図は経常利益の変動要因でございますが、経常利益は、５千万円の減益となりました。
　減益となった要因は、事業拡大に向けての人員増等により販売費・管理費が増加する中で、売上は伸びたものの計画に届かず　獲得利益が伸びなかったことと、厳しい事業環境の中で、粗利益（あらりえき）が低下したこと、でございます。 
		　次の３ページでは、売上高　と　経常利益　の変動要因を分析しております。

　まず、左上の図は、売上高の変動をセグメント別に示したものです。

　売上高は、前期比で　７億 ６千万円　増加しておりますが、内訳は、不動産販売事業で　８億 １千万円　増加したことが主な要因です。
　新築住宅の販売棟数は、若干の減少となりましたが、宅地分譲があったことで、増収となっております。

　続いて、左下の図は、経常利益の変動を要因別に示したものです。

　経常利益は、前期比で　９百万円　の減少となりましたが、内訳は、売上高が増収となったことで、１億 ３千万円　の増益要因がありましたが、粗利益の低下と販管費の増加があったことで、全体として、若干の減益となりました。
 		　次の３ページは、売上高　と　経常利益　の変動要因について、でございます。

　左上のグラフは、売上高の変動を　セグメント別にみたものでございます。
　売上高は、「不動産販売」の減収が影響し　２億 ７千万円　のマイナスとなりました。
　これは、新築住宅・中古住宅とも販売棟数はいずれも前期を上回りましたが、前期においては、非定型の取引である　事業者向けの土地販売 ４億６千万円　の計上があり、このことが当期減収の要因となりました。

　なお、右下のグラフに示しますように、当期は新築住宅の「受注棟数」も、前期比　４９棟増の　１，３８９棟　と増加し、過去最高となりました。

　次に、左下のグラフは、「経常利益」の変動要因でございますが、経常利益は、前期比で ４億 ９千万円の増益　となりました。
　これは、売上高の減少がマイナスに作用した一方で、前期から推進してまいりました
原価低減の効果等によって粗利益が改善したこと、広告宣伝費などの販管費が減少したことが、主な要因でございます。 



		決算概要（販管費～特損益）
・主な費目の増減説明
・
⇒利益率には触れていない
 ケッサン ガイヨウ ハンカンヒ トク ソンエキ オモ ヒモク ゾウゲン セツメイ リエキ リツ フ		　次に、４ページの、「販売・管理費」、「営業外損益」、「特別損益」で、ございます。
　販売・管理費は、前期と比較して人件費や、広告宣伝費が増えたことで、３億 ５千万円の
増加となりました。

　営業外収益は、業容の拡大に伴って、手数料収入が増えております。
　営業外費用は、有利子負債が増えたことで支払利息等が増加いたしました。

　特別損益では、収益環境が悪化したコイン・パーキング１カ所と、
栃木県小山市の事業拠点である県南支社の新社屋への移転に伴って遊休化した、旧社屋と土地の減損処理を行っております。

　この結果、当期純利益は、前期と比べ １千万円の微増に止まりました。


		　次の４ページは、「販売・管理費」、「営業外損益」、「特別損益」で、ございます。

　販売・管理費は、前期と比較して　１億 ２千万円　増加しておりますが、
そのうち、広告宣伝費は、
首都圏の顧客層に対してブランドの浸透を図るため、関東全域でのテレビＣＭを行ったことなどで、増加しております。
　同様に、租税公課が増加しておりますが、これは前期において事業拡大に向けた
土地在庫の積み増しを行った結果、固定資産税の負担が増えたことが要因で、ございます。

　営業外損益については、大きな変動はありませんでした。

　特別損益では、事業用不動産の２物件を、減損処理いたしましたが、前期と比較して大幅な減少となりました。

　この結果、当期純利益は増益となりました。
 		　次の４ページは、「販売・管理費」、「営業外損益」、「特別損益」で、ございます。

　「販売・管理費」は、前期比で ４千万円　の減少となりました。

　内訳では、「人件費」が、採用難で増員が進まない状況下で役職員の構成の変化等もあって、減少しました。
また、「広告宣伝費」が、前期に計上した関東全域でのテレビＣＭの放映が無かったことで、
大きく減少しました。
一方、「求人採用費」は、幹部人材の採用や新卒の採用活動の強化により、増加しました。

　営業外収益は、前期の中古物件の火災保険金収入がなくなったことなどで減少し、
営業外費用は、支払利息が、販売用不動産が前期比で減少したことに伴う借入金の減少や借入金利率の低減に取り組んだことで、減少しております。

　特別損益は、創業者の役員退任に伴う「特別功労金」を損失に計上しております。 



				次に、５ページの　連結貸借対照表の「資産の部」について、でございます。
　
　左側の資産の部ですが、資産合計は、主に「販売用不動産」が増加したことで、
前期末と比較して、６１億 ３千万円増加して、４５６億 ８千万円となりました。
　販売用不動産のうち、新築住宅関連の在庫が大きく増加しておりますが、
一昨年あたりから、販売期間が１年以上となる大型物件の取得が増加してきていることが要因で
ございます。

　右側、負債の部では、販売用不動産の在庫が増加したことで、短期有利子負債が増加し、
また栃木県小山市において、県南支社を新築したことで、長期有利子負債が増加することと
なりました。

　純資産の部は、前期末と比較して、
１４億 ９千万円増加して、１８１億 ２千万円となり、
ＲＯＥは、１０.１％、　自己資本比率は、３９.２％となりました。

		　次に、５ページの　貸借対照表　及びキャッシュ・フローについて、でございます。

　資産は、前期と比べ　１５億 ９千万円　増加して　４７２億 ８千万円　となりました。
　流動資産は、主に現金預金と販売用不動産が増加したことで、
前期と比べ１３億３千万円増加しました。

　負債は、前期と比べ　１億 ６千万円増加して　２７７億 ２千万円　となりました。
　短期有利子負債が減少し、長期有利子負債が増加しておりますが、これは、運転資金の一部を、短期借入金から社債に切り替えたことによるものです。

　これらの結果、純資産は前期と比べ　１４億 ３千万円　増加して　１９５億 ５千万円　と
なりました。

　キャッシュ・フローの変動要因については、下の図に示すとおりとなっております。

　決算概要のご説明は、以上とさせていただきまして、
続いて、平成３１年３月期の業績見通しと取り組みについて、ご説明させていただきます。
 		次に、５ページの　貸借対照表　及び　キャッシュ・フローについて、でございます。

　まず、貸借対照表は、資産の部においては、大型分譲地の販売が進んだことで販売用不動産が
減少したことなどにより、資産合計は、４億 １千万円　減少して、４６８億 ６千万円　
となりました。

　負債の部では、販売用不動産の減少に伴って有利子負債が減少したことなどにより、
負債合計で、１９億 ８千万円　減少して、２５７億 ４千万円　となりました。

　純資産の部は、前期末と比較して、１５億 ６千万円増加して、２１１億 ２千万円となりました。

　キャッシュ・フローについては、
営業キャッシュ・フローが 　３０億 ４千万円　のプラス、
投資キャッシュ・フローは 　　５億 　　　円　のマイナス、
財務キャッシュ・フローは 　２３億 ５千万円　のマイナス
となりました。
　この結果、現金等の期末残高は、前期末と比較して、１億 ８千万円　増加して、１００億円
となりました。

　決算概要のご説明は以上とさせていただき、ここからは業績見通しと取り組みについてご説明
させていただきます。 


				　続きまして、６ページの「キャッシュ・フロー計算書」で、ございます。

　営業活動によるキャッシュ・フローは、主にたな卸資産が増加したことで、
２８億 ８千万円のマイナス、

　投資活動によるキャッシュ・フローは、県南支社の新社屋建設などで有形固定資産が増え、
５億 ６千万円のマイナス、

　財務活動によるキャッシュ・フローは、主にたな卸資産が増えたことで、短期借入金が増加し、４１億 ４千万円のプラスとなり、

この結果、現金等の期末残高は、前期末と比較して、６億 ９千万円増加して、
８４億 ７千万円となりました。

　以上で、平成２９年３月期の決算概要のご報告を終わり、
次ページからは「業績見通しと取り組み」について、ご説明させていただきます。



		６ページ　裏
 

　今期の取組のご説明の前に、５月７日に公表いたしました第二次中期経営計画について
その概要をご説明させていただきます。

　前中期経営計画については、さきほど 最終年度である前期の業績 についてご説明いたしました
通り、経営目標を達成できずに終わる結果となりました。
　最大の要因は、シェア開拓の余地が大きく成長が期待された 群馬・千葉 の各県で、
人材の確保や体制の強化が十分と言えなかったことなどにより、計画通り販売を拡大することが
できなかったことです。
　改めてこれらの各県での販売を回復させ、再び成長軌道に回復させることが、
当計画期間における第一の課題であると考えております。

　また、事業環境といたしましては、団塊ジュニア世代も既に４０代半ばを超え、
その下の世代を住宅の第一次取得者層とみた場合、その人口は当社営業エリアで
年２％の割合で減少していく見込みであり、
既に展開しているエリアにおいてシェアを向上していく とともに、
営業エリアの拡大を加速していくことが、生き残りに必須の条件となってまいります。
 		（６ページ　業績見通しと取り組み　表紙）
 
　７ページは、今期の業績見通しで　ございます。
　
　今期におきましては、連結ベースで
　　　売上高　　　４８５億円
　　　営業利益　　　３２億円
　　　経常利益　　　３４億円
　　　当期純利益　　２２億円
を計画しております。
　
　売上高については、前期において期初計画を下回り　減収に終わったことをふまえ、
前期の期初計画　４８０億円に　５億円　を上積みした水準を目指してまいります。

　一方、利益面については、売上高の増加額に比して低い伸びとしておりますが、
これは、現有在庫の状況や　消費税増税を控えた市場環境に加え、
売上目標の達成と　埼玉エリアを含めた今後の事業拡大　に向けて、
先行投資を含めた　相当の人材投資　や　広告宣伝の強化　が
必要となることによるものです。

　今期の 販売目標棟数 といたしましては、
　　　新築住宅は、前期比 １２５棟増の　１,４８０棟
　　　中古住宅は、前期比 　１９棟増の　　 １７０棟
を計画しております。 



				７ページ　裏

　８ページは、今期の業績見通しで　ございます。
　今期におきましては、連結ベースで
　　　売上高　　　４８０億円
　　　営業利益　　　３２億円
　　　経常利益　　　３３億円
　　　当期純利益　　２１億円
を計画しております。
前期の営業減益という結果をふまえまして、利益の回復を最優先課題として取り組み、
改めて、増収増益の継続を目指してまいります。
また、販売棟数の計画といたしましては、
　　　新築住宅は、前期比 １０４棟増の　１,４５０棟
　　　中古住宅は、前期比 ３４棟増の　　　 １７０棟
の計画としております。
　セグメント別の計画、および「不動産販売」セグメントの売上内訳につきましては、
左下の表に示しますとおりでございます。 
　次のページでは、ただ今 ご説明いたしました業績見通しに基づき、今期を最終年度とする
「中期経営計画」の経営目標値を修正させていただくことになりましたので、ご報告いたします。

		　次の８ページは、第二次 中期経営計画 の概要です。

　最終年度である 平成３３年３月期 の経営目標値は、
　　　売上高　　　　　５５０億円
　　　営業利益　　　　　３３億５千万円
　　　経常利益　　　　　３５億円
　　　当期純利益　　　　２２億９千万円
と　しております。

　大きなビジネスモデルの転換は行なっておらず、基本方針、事業戦略とも、前計画から
大きな変更はございませんが、　エリア戦略については、
　　栃木県 のほか 茨城県・群馬県 については、概ね主要商圏に拠点を展開したこと、
　　また、千葉県 については、柏エリアを成長軌道に回復させることが優先課題であることから、
当計画においては「シェア向上エリア」と位置づけて、早期の挽回に取り組みます。
　また、営業エリアの拡大については、
新たに 埼玉県 をターゲットとして、拡大を図ってまいります。

　以上の中期経営計画をふまえ、以下、今期の取組についてご説明させていただきます。 
		　８ページは、「中期経営計画の概要と進捗」でございます。

　ページ左側には、以上ご説明いたしました　前期実績と今期計画に、第二次中期経営計画の
最終年度となる来期の経営目標を加えたグラフを示してございます。

　売上高につきましては、前期において年度計画を達成できず若干の減収に終わったことで、
中計の経営目標の達成に向けては相当の努力を要すると認識しておりますが、
今期の計画を確実に達成して増収の基盤を固めた上で、茨城県南部から千葉県柏エリアを継続的に成長させ、新規エリアとなる埼玉県での販売を拡大させることにより、達成を果たしてまいる所存です。

　一方、経常利益につきましては、前期に期初計画を上まわる増益を達成したことで目標に一歩　近づいておりますが、将来的な成長に備えた人材投資などを考慮しますと　楽観できるものでは　なく、気を引き締めて利益改善に取り組んでまいります。

　第二次中期経営計画の基本方針・戦略の要点につきまして、ページ右側に記載してございますので、ご参照下さい。 



				　平成２７年１１月に公表いたしました「中期経営計画」におきまして、
最終年度である平成３０年３月期の経営目標値は、
　　　売上高　　　　４８０億円
　　　当期純利益　　　２３億円
としておりましたが、
市場環境や今期の販売体制等を総合的に勘案した結果である今期の業績見通しに従い、
　　　売上高は　　　当初目標通りの　　　　　４８０億円
　　　当期純利益は　当初目標より２億円減の　　２１億円
と、利益面において下方修正させていただきました。

　中期経営計画の基本方針と戦略等につきましては基本的な変更はございませんが、
利益の確保に向けた取組を一層強化し、修正後計画の必達に向けて総力を挙げて取り組んでまいる所存でございます。

　次のページからは、各事業の今期の取り組みについてご説明いたします。
　
		　９ページは、今期の業績見通しで　ございます。
　今期におきましては、連結ベースで
　　　売上高　　　４８０億円
　　　営業利益　　　２９億円
　　　経常利益　　　３０億円
　　　当期純利益　　１６億 ８千万円
を計画しております。
　売上高については、前中期経営計画で未達成に終わった当初の目標を、今期で挽回することを
目指しております。一方、利益目標については、市場環境や現有在庫の状況を勘案して、
同計画をやや下回る水準に設定させていただいております。
　また、特別損失の発生が見込まれるため 当期純利益 は、前期を下回る見込となっております。
　今期の 販売棟数 といたしましては、
　　　新築住宅は、前期比 ９９棟増の　１,４４０棟
　　　中古住宅は、前期比 ２２棟増の　　 １６０棟
を計画しております。
　セグメント別の計画、および「不動産販売」セグメントの売上内訳につきましては、左下の表に示しますとおりでございます。
　以下、各事業の今期の取り組みのご説明となりますが、新築住宅の販売 部分に関しましては、
常務取締役　営業本部長　の　石川　より　ご説明申し上げます。 
　常務取締役　営業本部長　の　石川　でございます。
　以下、不動産販売セグメントの取り組みのご説明となりますが、新築住宅の販売面の取り組みについて、私の方からご説明させていただきます。
		　９ページは、新築住宅の「事業の環境」でございます。

　昨年度の　住宅着工数は、前年度比で　０.７％増の　９５万３千戸　となりました。
　内訳としては、貸家が減少している一方、その他の持家、分譲戸建、分譲マンションが増加し、
分譲戸建では消費税増税を見越した動きも出ているとの分析もございます。
　今年度の見通しにつきましては、大手住宅会社による予想の平均では　９２万５千戸　と、
前年度比で減少する予測となっております。

　また、右側のグラフは、住宅ローン金利の指標となる、住宅金融支援機構の「フラット３５」の金利の推移　を示しております。
　「フラット３５」の金利は、昨年末にかけて見られた上昇の動きも反転下落し、
過去最低と言える水準内で推移しております。家賃なみの返済で住宅の取得が可能となっており、
取得環境としては良好な状態が続いております。 



				まず、はじめに不動産販売セグメントについてご説明いたします。
　１０ページは、新築住宅の「事業環境」でございます。

　昨年度の住宅着工数は、前年度に比べ　５.８％増の　９７万 ４千戸となりました。
　これは主に貸家が増加したことによるものですが、戸建分譲住宅についても堅調に推移しました。
今期の住宅着工の見通しにつきましては、持家と分譲住宅は前年度並みと見込まれる一方、
貸家は大幅に減少すると予想されており、大手シンクタンクによる予想の平均では、住宅着工数は　９２万戸となっております。
　当社におきましても、足元の状況等から同様な判断をしております。

　右側には、住宅税制などの住宅取得支援策の状況を記載しております。
　今期は　「住宅ローン減税」　｢すまい給付金制度｣　｢贈与税の非課税枠｣　とも
大きな変更なく継続しており、住宅取得環境としては、良好な状態が続いております。 
　
次の　１１ページは、住宅ローン金利の状況です。

		　１０ページは、新築住宅の「事業環境」でございます。

　昨年度の住宅着工数は、前年度に比べ　２.８％減　の　９４万６千戸　となりました。
　これは主に持家・貸家が減少したことによるものですが、戸建分譲住宅については底堅く
推移しております。
　今期の住宅着工の見通しにつきましては、昨年度並みと予想されており、
大手シンクタンクによる予想の平均では、住宅着工数は　９４万９千戸　となっております。
　当社におきましても、足元の状況等から同様な判断をしておりますが、
来年１０月 に予定される 消費税増税 の駆込み需要 の発生時期や規模によっては、
実需と市中在庫との間に乖離が生じるおそれもございます。

　右側には、住宅税制などの住宅取得支援策の状況を記載しております。
　今期は　「住宅ローン減税」　｢すまい給付金制度｣　｢贈与税の非課税枠｣　とも大きな変更なく継続しており、住宅取得環境としては、良好な状態が続いております。
 		　次の　１０ページは、住宅税制その他の住宅取得支援策　について　でございます。

　住宅取得に関しましては　「住宅ローン減税」「贈与税の非課税枠」「すまい給付金制度」
といった支援策が用意されていますが、これらについては消費税増税後、それぞれ右側に
示します通り、拡充が予定されております。
　また、これらに加えて、一定の基準を満たした住宅については、
新たに「次世代住宅ポイント制度」が設けられる予定です。

　このように、増税に合わせて充実した住宅取得支援策が予定されており、年収や借入額等
によりますが、増税後に購入した方が有利との試算も少なからず出されていることから、
現段階では住宅取得環境への増税による影響は中立的と判断しております。

　一方で、増税を控えて事業者間の競争は厳しさを増すものと思われ、
また、駆け込み需要期待で過剰在庫を抱えた事業者のダンピングなどが懸念されるところであり、
市況を注視してまいります。 



				次の　１１ページは、住宅ローン金利の状況です。

　左側のグラフは、住宅ローン金利の指標となる、住宅金融支援機構の「フラット３５」の金利の推移を示しております。
　平成２８年２月のマイナス金利導入以降、「フラット３５」の金利は、足下で上昇の動きも
見られるものの、過去最低圏内で推移しております。
　アパート賃料ほどで月々のローン返済が可能な水準にあるということで、金利の面からも、
住宅取得には好環境が継続しているところでございます。

　住宅販売に関する指標等については以上のとおりでありますが、これらを市場の環境として
見ますと、顧客サイドにおいて、良好な住宅取得環境が長期間継続してきた結果、
これら各種制度等が住宅購入の動機に与えるインパクトが減少している一方で、
事業者サイドにおいては、良好な取得環境への期待に加え、駆け込み需要を見込んだ土地在庫処分の動きもあって、堅調な着工が続いているという側面があります。

このような両者の動きのミスマッチから、市中在庫が増加する傾向がみられ、事業者の競合は
激しさを増している状況にあります。

　右側には、北関東の経済に関連する数値を参考までに掲載しておりますのでご参照ください。
 

		　次の　１１ページは、住宅ローン金利の状況です。

　左側のグラフは、住宅ローン金利の指標となる、住宅金融支援機構の「フラット３５」の
金利の推移を示しております。

　平成２８年２月のマイナス金利導入以降、「フラット３５」の金利は、
昨年 秋 に上昇の動きも見られたものの、過去最低と言える水準内で推移しております。

　アパート賃料ほどで月々のローン返済が可能な水準にあるということで、
金利の面からも、住宅取得には好環境が継続しているところでございます。

　このように、取得環境としては良好な状態でありますが、戸建分譲住宅に関しては、
実需に先行する指標となる着工数も堅調に推移しており、
事業者間の競合は厳しさを増している状況にあります。

　右側には、北関東の経済に関連する数値を 参考までに掲載しておりますので、ご参照ください。
 		　１１ページからは、新築住宅の取り組みについてでございます。
　先ほどご説明いたしましたとおり、今期の新築住宅の
　　　販売棟数は、　１２５棟増　　の　１，４８０棟　を見込んでおり、
　　　売上高は、　　　３５億円増　の　　　４０７億円
を計画しております。

　当社の営業エリアは、栃木県を中心に、茨城、群馬　の北関東３県　及び　千葉県柏エリア、
今期から販売活動を開始した埼玉県、でございますが、今期のエリア別の販売計画は、
左側　中ほどの表に示すとおりです。
　エリア別では、前期に　前々期比で棟数を伸ばした　栃木県・群馬県　については
伸びを保守的にみる一方、前期計画との乖離が大きかった　茨城県・千葉県　については、
改めて前期計画数ないしその基礎固めを行なう水準まで回復させることを目標としております。

　受注棟数は、前期の第２四半期以降、年換算で概ね　１,４００棟　の水準で推移しており、
前期計画未達となった茨城・群馬・千葉の各県の建て直しと埼玉県での販売が寄与してくることで
十分に達成可能な水準であると考えており、
引き続き、「営業エリアの拡大」と「シェアの向上」を重点方針として取り組んでまいります。 


				１２ページからは、「新築住宅の取り組み」についてでございます。

先ほどご説明しましたとおり、
今期の新築住宅の販売棟数は、　１０４棟増の　１,４５０棟
売上高は、　３１億円増の　   ４０１億円　を計画しております。

今期におきましては、引き続き、営業エリアの拡大とシェアの向上を重点方針として取組むほか、苦戦を強いられた前期における課題への対応に、全社一丸となって取組んでまいります。
販売計画のエリア別の内訳は、右の図に記載のとおりでございます。
　当社の営業エリアは、栃木県を中心に、茨城、群馬の北関東３県　と　千葉県の柏エリア
でございます。
販売計画の棟数におきましては、当社が管掌する栃木県が全体の約半数を占めておりますが、
事業拡大の重点エリアとして注力している茨城県南部から千葉県柏エリアを中心に、販売の拡大を図る計画としております。
		　１２ページからは、新築住宅の「取り組み」についてでございます。

　先ほどもご説明いたしましたとおり、今期の新築住宅の
　　　販売棟数は、　９９ 棟 増の　１,４４０ 棟
　　　売上高は、　　２５ 億円 増の　 ４０３ 億円
を計画しております。

　当社の営業エリアは、栃木県を中心に、茨城、群馬 の北関東３県 と 千葉県の柏エリアと
なっており、販売計画のエリア別の内訳は、右の図に記載のとおりでございます。

　今期は、「シェアの向上」として、特に、前期に計画との乖離が大きく生じた　
群馬県 及び 千葉県柏エリア における販売の回復に、改めて 体制を整えて取り組みます。

　また、「営業エリアの拡大」においては、今期の業績には織り込んでおりませんが、
埼玉県への早期進出に向けて取り組んでまいります。
 		　次の１２ページは、「営業エリアの拡大」についてでございます。

　今期最大のテーマが、埼玉県への進出となります。

　当社は、さいたま市を起点として事業を展開してまいりますが、その市場については、
さいたま市だけで北関東の各県と同等以上の市場規模となっております。
競合が激しい市場でございますがビルダーのシェアが高く、
当社が食い込んでいくことが十分に可能な市場であると考えております。

　これまで、平成３０年４月に開設準備室を設置し、同年１１月には用地仕入拠点として
「さいたま支店」を開設して、さいたま市を中心に用地仕入れを進めてまいりましたが、
当面の目標数の仕入が進んだことで、本年４月に正式に営業部門を組織し、
「埼玉支社」として営業を開始いたしました。

　販売物件は、６月末以降　順次完成してまいりますが、業績への寄与が本格化してくるのは
下期からとなる見通しです。
　今期は、販売棟数で　５０棟　を見込んでおりますが、
販売の早期立ち上げと当社ブランドの同県市場への浸透に、全力を挙げて取り組んでまいります。 


				次の１３ページでは、「営業エリアの拡大」に対する取り組みについてご説明いたします。

当社が重点エリアと位置づけております、「茨城県南部から千葉県柏エリア」は、常磐線沿線　からつくばエクスプレス沿線にかけての、東京通勤圏として発展中の人気エリアでございます。
右下のグラフのとおり、営業エリア拡大の重点エリアと位置付けて以来、当エリアを面的に
カバーする販売体制の強化に取り組み、販売棟数を順調に伸ばしてまいりました。

茨城県南部エリアにおいては、前期から、当社過去最大の ２１１区画の戦略プロジェクトである「よつばの杜」の販売を開始いたしました。前期の完成数は３月完成の １０棟にとどまりましたが、今期からは販売を本格化し、業績にもフルに寄与してまいります。
　販売棟数は、昨年１１月に新設したつくば支店を中心に、月 ５棟、年間 ６０棟　を計画して
おります。来年４月には、徒歩４分の場所に公立の小中一貫校が開校予定であり、教育環境の訴求を強化し、販売促進を図るとともに、関東全域のテレビＣＭで当社ブランドの浸透を図る予定です。

また、千葉県柏エリアでは、数十区画規模の中・大型物件を順次投入する予定であり、これまで不足気味であった商品の在庫数についても、販売に最適と考えております約２ヶ月分の水準を
常時確保できる見通しとなりましたので、販売を加速してまいりたいと考えております。 
		　次の１３ページは、「シェアの向上」に向けた取り組みでございます。

　当社は、ハウスメーカーを除いたビルダー部門の着工棟数ランキングで、北関東 の １位、
栃木県 の １位をはじめ、各営業エリアでトップ１０内にランクインしております。
　右上のグラフに、営業エリアの各県における当社拠点のカバー率とシェアの状況を着工ベースで示しております。　茨城県南部の拠点展開をここ数年で進めた結果、各県とも、拠点のカバー率は概ね ８割に達しており、シェア拡大の余地の大きいエリアを中心に、販売棟数の拡大に向けた　エリア深耕に取り組んでまいります。
　また、前期の目標未達の要因は、群馬県・千葉県などの事業の急拡大を目指したエリアにおいて、人材・組織体制面の強化 が不足していたこと と考えております。

　このため、取組といたしましては、中・長期的な不変の課題ともなりますが、
「人材の確保と育成」と「組織・体制の強化」を、改めて 強力に進めてまいります。
　また、戦略プロジェクトの推進といたしまして、
販売２年目となる 茨城県つくば市の「よつばの杜」に加えて、
栃木県上三川町の「グランビートパーク上三川」の販売促進に取り組みます。
　各プロジェクトの概要は、右下の表に示しますが、「グランビートパーク上三川」の出足の
受注は好調に推移しております。
 		　次の１３ページは、「シェアの向上」に向けた取り組みでございます。

　取組の第一は「子会社の組織・体制の強化」です。
　前期は、栃木県で期初の計画を達成した一方、子会社が管轄する茨城・群馬・千葉の各県に
おいては計画未達に終わりました。計画未達に終わった各県は、当社がシェアを拡大していく余地が大きいエリアでもあり、その建て直しが急務となります。
　このため、この４月で、組織の活性化を目的に、子会社の社長交代を含む役員体制の見直しを
実施しました。事業拡大に向けた人材の確保と育成についても、対応を進めているところでございます。
　次に、戦略的大型分譲地の早期完売です。
　茨城県つくば市の「よつばの杜」は、販売が後半に入り、街並みと立地の良さが再認識され販売が好調に進んでおり、このペースを維持して今期中の完売を目指します。また栃木県上三川町の「グランビートパーク上三川」についても概ね計画通り進捗しておりますが、さらに販売促進に
取り組み、早期完売を目指してまいります。

　また、ますます重要性を増しているネット戦略についても、前期にリニューアルした
ホームページの新機能を活用したアクセス解析と対策を強化するなど、反響数の向上に
取り組んでまいります。

　続きまして次の１４ページからは、新築住宅の生産・商品面の取り組みでございますが、
この部分につきましては、当社　専務取締役　開発本部長の　佐山　より、
ご説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。 
　専務取締役　開発本部長を務めております　佐山　でございます。


				続きまして、次の１４ページは「シェアの向上」に向けた取り組みでございます。
ハウスメーカーを除いたビルダー部門において当社の着工棟数ランキングは、北関東の１位、
栃木県の１位をはじめ、各営業エリアでベスト１０に入っております。
今期の取り組みのひとつは「営業体制の再編」でございます。
前期、茨城県水戸エリア、栃木県県北エリアにおいて、計画通りの受注を確保できなかったことを踏まえ、県域を越えた営業体制の再編を、４月１日付で実施いたしました。
まず、茨城グランディハウス古河支店を、当社県南支社へ移管いたしました。この移管によって、茨城グランディハウスは、重点エリアである茨城県南部と本社のある水戸エリアに集中してエリア深耕に取り組める体制とし、当社県南支社は、栃木県小山エリアとこれに隣接する茨城県西部全体を広域商圏とした事業戦略を　より円滑に展開できる体制といたしました。
当社県南支社につきましては、３月に小山市内の２つの拠点のほか建築部門分室を統合し、　　同市内の商業集積エリアに建設した新社屋での営業をスタートさせております。古河支店の移管とあわせ、さらなる体制強化と効率化を進めてまいります。
　再編の２点目として、当社さくら支店の管掌を、県北支社から本社へ移管いたしました。
この移管は、先ほどの移管と同様、県北支社においては、矢板市以北に集中しエリア深耕を図り、本社においては、宇都宮通勤圏でもあるさくら支店を管掌することにより、宇都宮広域商圏としての相乗効果を狙うものであります。
		　次の１４ページは、「営業エリアの拡大」について　でございます。

　営業エリアの拡大につきましては、中期経営計画に関しご説明いたしました通り、
新たに埼玉県への進出を計画しております。
　なお、埼玉県については、当社 上場以前の建築条件付の土地分譲をメインとしていた時代に、
数年間大宮に出店していた時期がございますが、建売住宅販売に事業転換してからは初めての進出
となります。
　業績への寄与は来期以降を予定しておりますが、早ければ今期中の出店に向けて、既に
開設準備室を設置して、具体的検討を進めております。

　埼玉県の市場規模を 分譲戸建住宅 の着工戸数でみますと、右上の表に示します通り、
約１万５千戸となっており、栃木県の６倍の大規模な市場となっております。
　また、市場の特徴としては、鉄道沿線型の商圏を形成し、住宅の仕様も、北関東の仕様に近い
北部エリアから、狭小面積の物件がメインとなる南部エリアまで幅広いこと、が挙げられます。

　さらに、ビルダーのシェアが高く、競合の厳しいエリアとなっておりますので、
埼玉県の特性にマッチし、かつ、これまで培ってきた当社の強みも活かせる ビジネスモデルを
進出から展開のパターンを含めて決定し、早期進出を目指してまいります。

　以上で、私からのご説明は終了させていただき、次の新築住宅の生産・商品面の取り組みから、
改めて、林 の方からご説明申し上げます。ご清聴、まことにありがとうございました。 


				次の１５ページに移りまして、
「シェアの向上」に関しましては、引き続き、営業力の強化と情報発信の強化に取り組み、
自己開拓営業および反響営業の両面から顧客獲得促進につなげてまいります。

続いて（３）は、前期の課題への対応でございます。
前期下半期に、受注の停滞を招く結果となった拠点間の在庫偏在については、現時点で解消済みでございます。一部に下半期の在庫が薄いエリアがありますが、現在、全力を挙げて対策中でございます。また、拠点間バランスや受注状況に即応できるよう生産体制強化を図ってまいります。

次に、前期、期末にかけての相当の追い込みが必要となったことによる「利益率の低下」に対しましては、期中を通じて利益の早期上積みが必要となってまいりますので、今期期初から、記載の
粗利確保・増加施策に取り組んでおります。

また、茨城　水戸エリア・栃木　県北エリアの販売計画未達に対しましては、先ほどご説明
しました営業体制の再編により、他の拠点へ移管した後の営業エリアに集中してエリア深耕を行うことで受注の回復を目指すとともに、水戸エリアにおいては　ひたちなか市への新規出店を検討中でございます。

		　改めまして、次の１５ページからは、新築住宅の 宅地開発・建築の取り組みについて 
で ございます。

　宅地開発に関しては、土地確保の状況は、前期末の土地在庫で年間販売棟数の約 １.５年分となっており、今期分の土地は ほぼ確保済みで、若干の追加調整を残す程度となっております。
　宅地開発の課題と取組といたしましては、持続的な土地の供給を確保するため、各エリアを熟知した専任者の配置を進めております。また、埼玉県へのエリア拡大に向けた体制の構築においては、開設準備室を設置して、リサーチを進めております。

　また、建築体制については、年間１,５００棟の生産体制を構築しており、今期は１,４５０棟を建築する計画です。
　課題と取組ですが、エリア拡大に向けての体制構築については、既存エリアの業者を中心に技能職の確保を進めております。
　商品開発においては、当社の強みである「街並みづくり」を基本に、「デザイン性」「機能性」「省エネ性」「安全性」の４点を重点テーマとして、マーケティングを強化して商品力の一層の
向上を図ってまいります。また、技能職の高齢化対策としては、木工事の分業化による生産性の
向上に取り組んでおりますが、さらに適用を拡大してまいります。

　これらの取組を継続的に進め、平成３３年３月期までに、年間 ２,０００区画の開発体制と
年間１,８００棟の建築体制　を構築してまいります。
		　１４ページは、「宅地開発」と「建築」の取り組みについて で ございます。
　
宅地開発に関しては、土地確保の状況は、前期末の土地在庫は年間販売棟数の　１.７年分となっており、
前々期と比較して、　０．２年分増加しております。これは、埼玉県及び茨城県で大型物件の確保ができたことに
よるものです。
　今期販売分の仕入は、下期後半のエリアバランスの調整を残す程度で各エリアともほぼ完了しております。新規エリアとなる埼玉県での仕入についても、今期販売分の仕入は、大型分譲地の確保もでき、概ね順調に推移しておりますが、
若干のエリアの偏りがあるため、引き続き、エリア専任者のもとでバランスの取れた仕入に取り組んでまいります。
　宅地開発の課題といたしましては、事業エリアが拡大していく中、各エリア間で、また各エリア内でもバランスの
取れた分譲用地を安定供給することが一層重要となってまいりますので、各エリアの専任担当者の配置に必要な人員の
強化を図ってまいります。また、他社競合が厳しい首都圏での仕入では、スピーディーな対応が重要となりますので、
対応力の強化も図ってまいります。
　
次に、ページ右側の建築体制についてでございますが、
今期は、　年間１，５５０棟　の生産体制の構築を行い、　１，５００棟　を建築する計画です。
　課題と取組ですが、埼玉県及びエリア拡大による生産体制の構築については、既存エリアの業者を中心に
技能職の確保をしてまいります。
　また、商品開発においては、当社の強みである「街並みづくり」を基本に、「デザイン性」「機能性」「省エネ性」「安全性」の４点を重点テーマとして、マーケティングを強化して商品力の一層の向上を図ってまいりましたが、さらに、「オンリーワンの外観デザインとプランニング」にも注力してまいります。
　また、技能職の高齢化対策としては、木工時の分業化による生産性の向上に取り組んでおり、
適用を拡大してまいります。

　これらの取組を進め、第２次中期経営計画の最終年度である令和３年３月期には、
年間２，０００区画　の開発体制と、　年間１，８００棟　の建築体制　を構築してまいります。 


				続きまして次の１６ページからは、宅地開発と生産に関する取り組みでございますが、
この部分につきましては、当社　専務取締役　開発本部長　佐山　より、
ご説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

専務取締役　開発本部長を務めております　佐山　でございます。
はじめに、「宅地開発の取組み」について、ご説明させていただきます。
　まず、宅地の仕入環境ですが、市場にでてくる物件情報量が非常に少なくなっている状況にあります。
市場に出るものは入札になる物件が多く、他社においても仕入れが厳しい状況にあることから、ローコストビルダーからハウスメーカーまで入札に参加してくる状況となっており、分譲素地の価格は上昇傾向にあります。
このような仕入環境の中、市街地中心部での仕入が不十分であったことを含め、エリアバランスを
十分には確保できず拠点間の物件の偏りを生じさせたことが、前期後半に受注の停滞を招き、結果として利益を落とした要因の一つと考えております。
この様な中、今期の取組み方針といたしましては、引き続き、当社の特徴である「開発力」、ページ右上に示します「地域密着型収益フロー」を一層強化して、収益力のアップとエリアバランスの取れた安定的な土地の確保に取り組んでまいります。ページ右下に、前期の直接仕入れ状況を示しますが、直接仕入れ率は、グループ全体で３６％、栃木県内では５２％となっています。栃木県内での直接仕入れ率は上がっておりますが、栃木県外での直接仕入れ率が若干低下し、全体での直接仕入れ率が下がる結果となりました。改めて、栃木県外を中心に　直接仕入率の向上に向けた体制を強化することにより、市場の情報量に左右されずにエリアバランスの取れた　収益力の高い用地を安定的に確保してまいります。
次に、物件の偏りや市街地中心部での仕入不足への具体的対策としては、農地や遊休地の買収提案だけではなく、新たに、老朽化したアパートや集合住宅が建つ土地の買収強化に取り組んでおり、すでに今期の販売物件としても確保しつつあります。
　次に、収益力のアップの一環として、販売期間短縮に向けた工夫と企画力の向上を図ります。様々なお客様のニーズに合わせた区画の大きさと価格のバランスを取り入れ、安価なものからオーダー志向にも対応できる商品バリエーションを整えることで、対策を講じてまいります。
また、開発要員の確保と育成にも、引き続き、取り組んでまいります。
現在の担当者全社合計６４名（内女性開発担当者６名）を早期に１００名体制まで増員する計画です。
この中で、増員と育成に取り組んでいる女性の開発担当者が成長しており、直接仕入部門で活躍しております。女性ならではのソフトできめこまかなアプローチが地権者との関係構築につながるケースも多く、その比率を
２５％に高めていく計画です。


		　次の１６ページでは、商品面の取組 例 を ご紹介しております。

　ページ左側は、栃木県上三川町の「グランビートパーク上三川」、１４１区画の大型分譲地でございます。街区は、３ヵ所の進入路で通り抜けが出来ない、住む方だけの分譲地内道路となり、
子育て世代の家族にとって、安全・安心な分譲地となっております。
　建物については、多様なプランと、１２の外観スタイルを取り入れ、"いろどり"ある街づくりを行なっております。
　また、幅広い顧客ニーズに対応するため、今後の住まいと暮らしの未来を提案する
「ＺＥＨ（ネット ゼロエネルギー ハウス）にＩoＴを融合させた住宅」の新たな取り組みや、
家族で多彩な趣味が楽しめる「土間を愉しむ家」のモデルハウス建設により、
計画期間内での完売を目指してまいります。

　ページ右側には、地域性も考慮して特徴を持たせた外観デザインによる個性的な街づくりと、「プラスアルファの付加価値」としての室内空間の例をご紹介しております。

　今後とも、多様化するニーズに対してマーケティングを強化し、「街並みの付加価値」を含めた魅力ある商品を展開し、販売の促進と顧客満足度の向上に努めてまいります。
 
		　次の１５ページでは、商品面の取組の例をご紹介しています。

　ページ左側上段は、埼玉県進出のオープン分譲地　「モリノネ西大宮」でございます。埼玉県において基本
となる、リビングの天井高　２．７ｍ、床暖房、設備のグレードアップなどを取り入れた上質な商品として
おります。また、当分譲地は、エリア別に共通コンセプトを持たせたエリアプロジェクト分譲地の第一弾として、内外装に木の風合いを取り入れることで、自然の中にいるような心地よさを感じられる住まいとしております。埼玉県においても、エリアのニーズを取り入れた差別化商品の展開によって当社ブランドの浸透を
図ってまいります。
　下段は、「グランソムリエール中久喜７期」　３２区画の分譲地でございます。
第一次分譲街区は、女性設計士　１１名が、女性スタッフ・ママ座談会での意見をもとに、
「家族を感じるスキップリビング」などのプランニングを行い、「暮らしやすさ」「使いやすさ」「デザイン性」を、女性ならではの感性を活かしてプラスオンしたプロジェクトとなっております。

　ページ右上は、「グランドステージ駒生町７期」　２２区画の分譲地でございます。インターロッキング舗装のクルドサックを設け、伝統的な石畳のような街並を演出した安全･安心な分譲地となっております。
　その他　「プラスアルファの付加価値」として、太陽光発電システムを搭載した「スマートタウン」や、
地域性を考慮して特徴を持たせた外観デザインによる個性的な街づくりの例を、ページ右下では、室内付加価値として、家族とのコミュニケーションがコンセプトの「吹抜リビング」、ＬＤＫと庭をつなぐ
「インドアガーデン」などの室内空間例をご紹介しております。

　今後とも、多様化するニーズに対してマーケティングを強化し、「街並みの付加価値」を含めた魅力ある
商品を展開し、販売の促進と顧客満足度の向上に努めてまいります。

　以上、生産関係の取組についての私からのご説明は以上とさせていただき、１６ページからは再度、
林よりご説明申し上げます。ご清聴ありがとうございました。 


				次の１７ページは、「土地の確保状況」でございます。
　前期末の土地在庫数は、２,３４８区画となっており、今期目標達成に十分な量を確保しております。前々期末
との比較では２１３区画増加していますが、これは、戦略的に仕入を行った大型分譲地の増加によるものです。
　左下の在庫推移グラフでは、１.６１年分と例年より多くなっていますが、大型分譲地の来期に繰り越す区画数と、エリアバランスを考慮して繰り越す区画数合わせて５３８区画あり、その区画数をやむを得ない付帯分として除外しますと１,８１０区画、販売予定数の１.２４年分になり、適正範囲内と判断しております。
 
　右上の表は、前期・前々期から仕入れた３０区画以上の物件ですが、宇都宮市のベッドタウンで
日産自動車栃木工場　もある　栃木県上三川町　において、１４１区画の大型分譲地を仕入れております。
過去にも６０区画の大型分譲の実績もあり２期目の大型分譲用地として需要の見込める地域となっております。
　
また、茨城、千葉の拡大重点エリアにおきましても大型分譲地の仕入が進んでおります。
　茨城におきましては、さきほどご説明いたしました「よつばの杜」をはじめ、つくば市並木に２期目となります５６区画を仕入いたしました。
千葉におきましても、３０区画以上の大型分譲用地が５現場となり、過去最高となる仕入を行っております。
エリア的には柏市に集中しておりますが、柏市北部に根戸、中央部には南柏２次・東中新宿・中原、南部には
常盤平、とエリアバランスの取れた仕入になっており、過去にも実績がある地域となっております。
一部販売開始になっている所もあり販売も順調に進んでおります。

　以上、宅地開発の取組みについて説明いたしましたが、今期販売分の仕入は、全体数量としてはほぼ確保して
おりますが、一部、下半期に在庫の薄いエリアが残っており、総力を挙げて対応しているところでございます。
　引き続き、先ほどご説明いたしました取組み方針に基づき、来期以降の販売棟数拡大に向けて、厳選した
優良物件の取得に取り組んでまいります。







		　続きまして、１７ページは不動産販売の「ストック・ビジネス」で、ございます。
　ストック・ビジネス市場は、政府の後押しなど、今後、大きく成長が見込まれる市場でございますが、一方で、新規参入が増えるなど、競合も激化しております。

　当社グループのストック・ビジネスは、
リフォーム事業と中古住宅の流通事業で、ございます。

　まず、リフォーム事業ですが、主なターゲットは、
当社から 新築住宅をご購入いただいた １万 ５千棟の 旧顧客 がベースでございます。
　定期点検や有償・無償でのメンテナンスを通じて、ニーズを把握、受注に繋げており、
売上の８割が 旧顧客 からとなっておりますが、
今期は、営業力を強化し 旧顧客 以外の 外部受注を ３割まで引き上げる計画でございます。
　取り扱う商材は、現在は 太陽光発電装置 が中心ですが、パッケージ商品の開発など、
太陽光以外の比率を高めてまいります。

　また、中古住宅流通事業ですが、市場は、ローコストの新築住宅と中古住宅の価格差が縮小する
傾向が続くなど、厳しい状況にあります。
　エリア選別や商品の企画力を高めることで、引き続き、首都圏エリアを中心に拡大を進め、
今期 １６０棟の販売をめざしてまいります。 

		　それでは改めまして、１６ページは不動産販売の「ストック・ビジネス」で、ございます。

　当社グループのストック・ビジネスは、リフォーム事業と中古住宅の販売事業でございます。
住宅のストック・ビジネスは、政府の重点政策にも挙げられ、今後、成長が見込まれる市場で
ございますが、一方で、新規参入が増えるなど、競合も激化しております。

　まず、リフォーム事業の取り組みですが、現状、当社の新築住宅をご購入いただいたＯＢ客からの受注が ７割を占めており当社の強みとなっておりますが、ＯＢ客以外からの受注を拡大する
取組を進めており、「非ＯＢ客」からの受注割合を ４割まで引き上げる計画でございます。
　また、太陽光発電の　１０年固定買取制度　が今年度で終了しますが、その対策として
「自家消費　需要」の開拓を進めるとともに、価格の安心感を訴求したパッケージ商品の開発など、
太陽光以外の比率を高めてまいります。

　また、中古住宅事業については、販売棟数は、前期比１９棟増の　１７０棟　を計画しており、販売の拡大に向け、完成在庫を　常時８０棟　の水準に増やすとともに、首都圏エリアを中心に
拡大を図ってまいります。
　仕入目標は　２００棟　とし、新規エリアの開拓も行なってまいります。
　また、反響数の増加に向けて引き続きネット対策の強化に取り組みます。 


				次の１８ページでは、今後の主な大型分譲地をご紹介しておりますので、ご参照下さい。










		　次の１８ページは、「建築材料販売」の取り組み でございます。

　木造住宅の着工戸数は、昨年の７月から３月まで、前年同月比で９ヶ月連続のマイナスと、
厳しい受注環境が続いております。
　また、材料価格は木造住宅の着工減により、一時的に安定しておりますが、下期に向けては不透明な状況にあります。

　このような中で、今期は、
売上高　６３億 ５千万円、　セグメント売上高　３１億円　セグメント利益　１億 ５千万円　と、
微増ではありますが、増収・増益を図ってまいります。
　取り組みとしては、
前期において、取引先を選別することでプレカット材加工の操業率が落ちる結果となりましたが、今期は優良顧客の開拓とともに、関連する住設や資材の販売増に取り組んでまいります。

　利益面では、材料価格が高止まっており、販売価格の見直しを進めてまいります。
　また、操業率の向上とコストダウンで、収益性の改善に取り組んでまいります。
 
		　次の１７ページは、建築材料販売の取り組みでございます。

　木造住宅の着工戸数は、貸家の減少が顕著となったものの全体としては下げ止まり、
前期並みの水準となりました。
　また、材料価格は、北米産丸太が　昨年５月以降　値下がりとなり、
製材品価格においても、弱含み　保合い（もちあい）での推移となりました。

　このような中で、今期は、生産余力が限られる中で　当社グループ内への供給増により外部販売が減少することから、セグメント売上高は、　２９億１千万円　と若干の減収を見込んでおります。
　また、販売部門と設計部門の強化による人件費の増加などにより
セグメント利益についても　１億４千万円　と、減益となる見込みでございます。

　今期の取り組みといたしましては、引き続き、　優良顧客の開拓、　住設建材や資材の販売拡大、
　設計の内製率向上による操業率の改善、　輸入材と国産材のバランス運用による原価の低減、
などに取り組んでまいります。 


				次の１９ページからは、建築部門の生産体制と商品戦略について、でございます。

建築部門は、今期、完成棟数　１,４８０棟　と、年間　１,５５０棟　の生産体制の構築を
予定しています。

　期初時点での生産体制は、１,４５０棟であり、計画の達成　および、前期より継続している
茨城県南部から千葉県柏エリアの販売増加に向けて、生産体制の強化に取り組んでまいります。

また、中期的な技能工の高齢化についての対策として、前期に引き続き、若手技能工の確保と
上棟作業の専門班の構築に取り組んでまいります。この取り組みにより「上棟」と「造作」の
工程を分離することで、生産性の効率化、工期短縮、安全性の高い作業環境の構築が可能となってまいります。
　前期の上棟専門班の施工比率は、グループ全体で７０％となり、今期は、この比率を８５％まで引き上げることを目標としてまいります。
　
また、生産性の効率化、工期短縮に加え、各工程ごとの作業の省力化を推進するなど、建築コストの低減も図ってまいります。


		　次に、１９ページの「不動産賃貸」の取り組みで、ございます。

　賃貸事業は、栃木県宇都宮市を中心に、オフィス等の賃貸と、コインパーキング事業を
展開しております。
　エリアにおける事業環境は、オフィス系は、大型物件に品薄感が出ている状況にありますが、
時間貸し駐車場は、増加傾向にあり厳しい状況が続いております。

　このような中で、オフィス等の賃貸可能面積は、前期において、宅地用の土地仕入に関連して
賃貸アパート３棟を取得したことで、運用面積は増加しておりますが、
前期下期にテナントが退店したことで稼働率が下がっておりますので、改善を図ってまいります。

　また、時間貸駐車場については、駐車可能な総台数、車室数の増減は有りませんが、
厳しい競合状況の中で、小まめな料金体系の見直しや、提携先の拡大を継続的に行うことで、
収益の確保の取り組みを進めてまいります。

　しかしながら、今期の計画は、前期後半からオフィス等の空室率が悪化したことが影響し、
セグメント売上高が　２億 ５千万円、セグメント利益が　１億 ６千万円 と、
減収・減益の見通しでございます。 

		　次に、１８ページの「不動産賃貸」の取り組みで、ございます。

　賃貸事業は、栃木県宇都宮市を中心に、オフィス等の賃貸と、コインパーキング事業を展開
しております。エリアにおける事業環境は、オフィス系は　中規模物件等で品薄感が出ている状況にありますが、時間貸し駐車場は　増加傾向にあり、厳しい状況が続いております。

　このような中で、オフィス等の賃貸可能面積は、前期において、宅地の仕入に関連して取得し、一時的に賃貸していた物件を撤去したことなどで、運用面積は減少しておりますが、積極的な
テナント募集と退店防止策の継続など、空室率の改善を図り、収益の改善を図ってまいります。

　また、時間貸駐車場については、前期において、賃貸駐車場１箇所を売却したことで、
駐車可能な車室数が減少しておりますが、厳しい競合状況の中で、小まめな料金体系の見直しや、
提携先の拡大　を継続的に行うことで、収益の確保の取り組みを進めてまいります。

　今期の計画は、若干の運用資産の減少があるものの、
　　　セグメント売上高　　２億 ５千万円
　　　セグメント利益　　　１億 ５千万円
と、前期並みを見通しております。 


				続いて、２０ページからは、商品戦略について、でございます。

商品の取り組みテーマとして、「街並みづくり」を基本に「デザイン性」「機能性」
「省エネ性」「安全性」を４つの重点テーマとして、営業部と連携してマーケティングの一層の
強化を図り、お客様の購入動機やエリアごとの顧客ニーズをとらえ、分譲地ごとにコンセプトを
持たせた商品企画の展開を図ってまいります。
　
ページ左側には、プラスアルファの付加価値として、全棟に太陽光発電システムを搭載し、
光熱費ゼロをテーマにした「スマートタウン」、千葉県柏市の「ソラリスヴィータ柏市中原３期」と、「ソラリスヴィータ柏の葉キャンパス３期」を、ご紹介しております。
　　

ページ右側には、街灯や門灯、エクステリアライトを設置し、夜間の防犯性に配慮した「安全・安心な住まいと街並みづくり」として、プライバシーへの配慮と開放感を両立させた、
栃木県宇都宮市の「ファミリーキャッスル今泉新町」と、
外観デザインとエクステリアデザインにこだわり、街並みとして、ワンランク上の高級感を演出した、群馬県前橋市の「グランプレミアム前橋みなみ」を、ご紹介しております。

		　次の２０ページは　株主還元策で、ございます。

　配当方針につきましては、
第二次中期経営計画から「連結配当性向　２５％　を目標とする」方針としており、
今期の配当につきましては、　前期と同額の　１株当たり　１６円　を予定しております。


　私からのご説明は 以上となりますが、
今期の計画達成 と 第二次中期経営計画の経営目標達成に、全力を挙げて取り組んでまいります
ので、なにとぞ　よろしくお願い申し上げます。


　本日は、ご出席　ならびに　ご清聴いただき、まことに　ありがとうございました。
		　ご説明の最後になりますが、１９ページは　「株主還元策」で、ございます。

　当社は、配当につきましては、連結配当性向の目標を定め、業績に応じた配当を実施することを基本としております。
　この目標につきましては、前期の配当まで、連結配当性向　２５％ としておりましたが、
５月７日にリリースさせていただきました通り、今期の配当から　この目標を引き上げ、
連結配当性向　３０％　とすることを決定しております。

　前期配当については、既にご案内の通り、当初予想の　１株当たり　１６円を、
増益に伴って　２円 増額して　１８円　と決定しております。
　また、令和２年３月期の配当は、ただ今ご説明いたしました目標水準の引き上げに伴い、
１株当たり　２３円　を予定しております。

　最後に、本日ご説明申し上げました 今期計画 を確実に達成して増収の基盤を固めるとともに、中期経営計画の達成　と　持続的な企業価値の向上　に、全力を挙げて取り組んでまいりますので、なにとぞよろしくお願い申し上げます。

　本日は、ご出席ならびにご清聴いただき、まことにありがとうございました。


				次の２１ページは、つくば市の「よつばの杜」の商品面からのご紹介、でございます。

ページ左上の図は、分譲地全体のイメージで、南北と東西に軸線を作り、その交点には新しい街のコミュニティ形成の核となる集会施設を設けてあります。
２１１区画のひとつの街を、２つの軸線によって４つの街区を作り、それぞれ個性的な街並み
づくりを行う４つのエリアにちなんで、幸福の象徴である「四葉のクローバー」をイメージして
プロジェクト名を「よつばの杜」といたしました。

　ページ下部には、「アクティブ・リーフ」エリアと「モダン・リーフ」エリアにおいて前期末に完成した　１次分譲を、ご紹介しております。

ページ右上は、４つの街区においてのデザインコードと、個性的なプランニングを取り入れた、モデルハウスの「多目的土間スペース」や「インナーガレージ」の内観を、ご紹介しております。
また、全棟標準装備とした「制震装置」にも多くの反響が寄せられております。
引き続き、建物と外構のトータルデザインを行い、分譲地としての価値を高め、計画期間内の
完売を目指してまいります。
以上、宅地開発を含め生産関係の取組みについてご説明申し上げましたが、今後とも、多様化するニーズに対してマーケティングを強化し、「街なみづくり」の付加価値を含めた魅力ある商品を展開し、販売促進と顧客満足度の向上に努めてまいります。

【私からのご説明は以上とさせていただき、２２ページからは再度、村田からご説明申し上げます。ご清聴ありがとうございました。】 



				　それでは改めまして、次の２２ページは、中古住宅販売の取り組みについて、であります。
　前期においては、販売の安定化と増加に向けた商品在庫の充実に取組むとともに、前々期の期末に開設した支店において、首都圏エリアにおける事業拡大に取り組んだことで、
販売棟数は、前期と比べ　１９棟増の　１３６棟となりましたが、
一方で、利益面では、計画通りの利益の確保とはならず、減益となりました。
　これは、一部エリアで、ローコスト系新築住宅との競合が想定以上に増加したことや、１年目の首都圏で情報不足や相場感ずれの調整に時間を要したことであります。

　これらのことを踏まえて、今期は、引き続き首都圏での事業拡大に取り組んでまいりますが、
一方で、ローコストの新築住宅が供給過多となるなど市況の軟化が見込まれる地区では、一時的に競合を避けた撤退を行うなど、慎重に個別市場を見極めつつ機動的に対処することによって、
収益力の向上に努めてまいります。

　今期計画の販売棟数は　１７０棟とし、このうち首都圏では　４５棟の販売を計画しております。
これによって、売上高　２８億円、経常利益　１億 ８千万円を目指してまいります。




				　次の２３ページは、建築材料販売の取り組み、でございます。

　木造住宅の着工は前年同月比で、３月まで １５ヶ月連続の増加と、
引き続き需要は堅調に推移しております。
　プレカットの材料価格は、床や下地などに使用する合板材が、高値で推移しておりましたが、
一服感がでてきております。
　一方、梁や柱の材料である横架材、集成材に先高感が出てきており、懸念材料となっております。

　プレカット材の生産能力は、ほぼフル生産の中で、グループ会社への供給も増加する予定
ですので、相手先の選別など、優良顧客へのシフトを進め、収益性を高めてまいります。
　増収の取り組みとしては、営業社員を増員し販売力を高め、引き続きプレカット材以外の
資材販売を強化してまいります。

　これらの取り組みで、セグメントの売上高は　３１億円、セグメント利益　１億 ５千万円を
目指してまいります。


				　　次に、２４ページの「不動産賃貸」の取り組みで、ございます。

賃貸事業では、ページ右側に示しますとおり、オフィス・事務所等の賃貸は、主に宇都宮市を
中心に １３カ所、１,９００坪の運用となっておりますが、入居率は概ね９０％以上を維持して
おります。

また、コインパーキング事業は、宇都宮市等で １０カ所、車室数 ３２８台の運用となって
おりますが、近年、市街地におきまして、老朽化した建物が、コインパーキングに変わる事例が
多く、競合が厳しくなってきております。

このような中で、前期は、運用資産が減少したことで、減収・減益となりましたが、
今期においても、新たな運用資産の取得を予定していないことから、若干の増収・増益に止まる
見通しであり、既存資産の収益力の向上を図ることで、
セグメントの売上高は　２億 ６千万円、セグメント利益　１億 ６千万円 を達成してまいります。
 



				
ご説明の最後になりますが、２５ページは　株主還元策で、ございます。

配当方針につきましては、
「業績に応じた配当を実施することを基本として、連結配当性向　２０％　を目標とする」
方針としております。
　前期につきましては、当初前提といたしました利益を達成するに至りませんでしたが、
公表予想を維持し、　１株当たり　１４円　とさせていただきました。
また、今期の配当につきましては、５月８日に公表させていただいたとおり、連結配当性向　
２１.９％　となる、１株当たり　１６円　を予定しております。

　最後に、本日ご説明申し上げました 今期計画 を達成することはもちろん、持続的な企業価値の
向上に、全力を挙げて取り組んでまいりますので、なにとぞ　よろしくお願い申し上げます。
　本日は、ご出席　ならびに　ご清聴いただき、まことに　ありがとうございました。






②決算概要

				2		13.75		11		11		10		0.54		10.75		0.54		10.75

																				(百万円) ヒャクマンエン

								H31.3期 キ		R2.3期 キ		前期比 ゼンキヒ				期初計画 キショ ケイカク				修正計画 シュウセイ ケイカク



				売上高 ウリアゲ ダカ				44,452		45,541		+2.4%				48,500				45,150

						 不動産販売 フドウサン ハンバイ		41,212		42,505		+3.1%				45,340				41,990

						 建築材料販売 ケンチク ザイリョウ ハンバイ		2,992		2,775		-7.3%				2,910				2,910

						 不動産賃貸 フドウサン チンタイ		248		261		+5.2%				250				250

				営業利益 エイギョウ リエキ				3,131		2,142		-31.6%				3,200				2,000

				経常利益 ケイジョウ リエキ				3,288		2,310		-29.7%				3,400				2,150

						 不動産販売 フドウサン ハンバイ		2,976		2,013		-32.4%				3,105				1,855

						 建築材料販売 ケンチク ザイリョウ ハンバイ		151		142		-6.0%				140				140

						 不動産賃貸 フドウサン チンタイ		151		172		+13.9%				155				155

				当期純利益※ トウキ ジュンリエキ				2,065		1,413		-31.6%				2,200				1,400



				ＥＰＳ				71.62円		48.84円		-22.78円				76.24円				48.41円

				ＲＯＥ				10.3%		6.6%		-3.71pt				10.4%				6.5%

				1株配当 カブ ハイトウ				18円		23円		+5円				23円				23円

				配当性向 ハイトウ セイコウ				25.1%		47.1%		+22.0pt				30.2%				47.5%



												％と％の比較はptで表示 ヒカク ヒョウジ





























②概要



																		（百万円） ヒャクマンエン

								H31.3期 キ		R2.3期 キ		前期比 ゼンキヒ				業績予想
2/10公表 ギョウセキ ヨソウ コウヒョウ		業績予想比 ギョウセキ ヨソウ ヒ

				売上高 ウリアゲ ダカ				44,452		45,541		+2.4%				45,150		+0.9%

						不動産販売 フドウサン ハンバイ		41,212		42,505		+3.1%

						建築材料販売 ケンチク ザイリョウ ハンバイ		2,992		2,775		-7.3%

						不動産賃貸 フドウサン チンタイ		248		261		+5.2%

				営業利益 エイギョウ リエキ				3,131		2,142		-31.6%				2,000		+7.1%

				経常利益 ケイジョウ リエキ				3,288		2,310		-29.7%				2,150		+7.4%

				親会社株主に帰属する
当期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキ ジュンリエキ				2,065		1,413		-31.6%				1,400		+0.9%



				1株当たり
当期純利益 カブ ア トウキ ジュンリエキ				71.62円		48.84円		-22.78円				48.41円		+0.43円

				ＲＯＥ
(自己資本利益率)				10.3%		6.6%		-3.71pt

				1株当たり
配当額 カブ ア ハイトウ ガク				18円		23円		+5円

				配当性向 ハイトウ セイコウ				25.1%		47.1%		+22.0pt





				％と％の比較はptで表示 ヒカク ヒョウジ

				１株当たり当期純利益 カブ ア トウキ ジュンリエキ				71.62円		48.84円		-22.78円				48.41円		+0.43円

				1株当たり
当期純利益 カブ ア トウキ ジュンリエキ				71.62円		48.84円		-22.78円				48.41円		+0.43円





























②2決算概要



																		単位：百万円 タンイ ヒャクマンエン																		（百万円） ヒャクマンエン

								H31.3期 キ		R2.3期 キ		前期比 ゼンキヒ				業績予想
2/10公表 ギョウセキ ヨソウ コウヒョウ		業績予想比 ギョウセキ ヨソウ ヒ								H31.3期 キ		R2.3期 キ		前期比 ゼンキヒ				業績予想
2/10公表 ギョウセキ ヨソウ コウヒョウ		業績予想比 ギョウセキ ヨソウ ヒ



				売上高 ウリアゲ ダカ				44,452		45,541		+2.4%				45,150		+0.9%				売上高 ウリアゲ ダカ				44,452		45,541		+2.4%				45,150		+0.9%

						 不動産販売 フドウサン ハンバイ		41,212		42,505		+3.1%												不動産販売 フドウサン ハンバイ		41,212		42,505		+3.1%

						 建築材料販売 ケンチク ザイリョウ ハンバイ		2,992		2,775		-7.3%												建築材料販売 ケンチク ザイリョウ ハンバイ		2,992		2,775		-7.3%

						 不動産賃貸 フドウサン チンタイ		248		261		+5.2%												不動産賃貸 フドウサン チンタイ		248		261		+5.2%

				営業利益 エイギョウ リエキ				3,131		2,142		-31.6%				2,000		+7.1%				営業利益 エイギョウ リエキ				3,131		2,142		-31.6%				2,000		+7.1%

				経常利益 ケイジョウ リエキ				3,288		2,310		-29.7%				2,150		+7.4%				経常利益 ケイジョウ リエキ				3,288		2,310		-29.7%				2,150		+7.4%

				親会社株主に帰属する
当期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキ ジュンリエキ				2,065		1,413		-31.6%				1,400		+0.9%				親会社株主に帰属する
当期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキ ジュンリエキ				2,065		1,413		-31.6%				1,400		+0.9%



				1株当たり
当期純利益 カブ ア トウキ ジュンリエキ				71.62円		48.84円		-22.78円				48.41円		48.41円				1株当たり
当期純利益 カブ ア トウキ ジュンリエキ				71.62円		48.84円		-22.78円				48.41円		+0.43円

				ＲＯＥ				10.3%		6.6%		-3.71pt				6.5%		6.5%				ＲＯＥ
(自己資本利益率)				10.3%		6.6%		-3.71pt

				1株当たり
配当額 カブ ア ハイトウ ガク				18円		23円		+5円				23円		23円				1株当たり
配当額 カブ ア ハイトウ ガク				18円		23円		+5円

				配当性向 ハイトウ セイコウ				25.1%		47.1%		+22.0pt				47.5%		47.5%				配当性向 ハイトウ セイコウ				25.1%		47.1%		+22.0pt



												％と％の比較はptで表示 ヒカク ヒョウジ

																						％と％の比較はptで表示 ヒカク ヒョウジ







				1株当たり
当期純利益 カブ ア トウキ ジュンリエキ				71.62円		48.84円		-22.78円				48.41円		48.41円				１株当たり当期純利益 カブ ア トウキ ジュンリエキ				71.62円		48.84円		-22.78円				48.41円		+0.43円

				1株当たり
当期純利益 カブ ア トウキ ジュンリエキ				71.62円		48.84円		-22.78円				48.41円		48.41円				1株当たり
当期純利益 カブ ア トウキ ジュンリエキ				71.62円		48.84円		-22.78円				48.41円		+0.43円





























経常分析

				H31.3期
売上高 キ ウリアゲダカ		不動産
販売 フドウサン ハンバイ		建材
販売 ケン ハンバイ		不動産
賃貸 フドウサン チンタイ		調整額 チョウセイ ガク		R2.3期
売上高 キ ウリアゲダカ						H31.3期
経常利益 キ ケイジョウ リエキ		売上高 ウリア ダカ		粗利益 アラリ エキ		販管費 ハンカンヒ		営業外
損益 エイギョウガイ ソンエキ		R2.3期
経常利益 キ ケイジョウ リエキ

						444.52		455.24		455.24		455.38										32.88		30.36		22.99		22.99

				444.52		12.93

作成者: 差額がプラスになるように調整
		2.21		0.14		0.03		455.41						32.88		1.97		4.49		7.37		0.11		23.10

						457.45		457.45		455.38		455.41										34.85		34.85		30.36		23.10

				前期実績 ゼンキ ジッセキ		412.12		61.15		3.32		-32.07								前期実績 ゼンキ ジッセキ		444.52833		80.3738		49.06276		1.57092

				当期実績 トウキ ジッセキ		425.05		58.94		3.46		-32.04												18.08%

				増減 ゾウゲン		12.93		-2.21		0.14		0.03								当期実績 トウキ ジッセキ		455.41961757		77.85154		56.43006		1.68651

																								17.09%

																				H31.3期
経常利益		売上高 ウリアゲ ダカ		粗利率 アラリリツ		販管費 ハンカンヒ		営業外
損益		R2.3期
経常利益

																				+3,288		+197		△449		△737		+11		+2,310



H31.3期	
経常利益	売上高	粗利益	販管費	営業外	
損益	R2.3期	
経常利益	32.880000000000003	30.36	22.99	22.99	







H31.3期	
経常利益	売上高	粗利益	販管費	営業外	
損益	R2.3期	
経常利益	32.880000000000003	1.969220204466313	4.4914802044663196	7.3673000000000002	0.10558999999999986	23.1	





H31.3期	
売上高	不動産	
販売	建材	
販売	不動産	
賃貸	調整額	R2.3期	
売上高	444.52	455.24	455.24	455.38	









H31.3期	
売上高	不動産	
販売	建材	
販売	不動産	
賃貸	調整額	R2.3期	
売上高	444.52	12.930000000000007	2.2100000000000009	0.14000000000000012	3.0000000000001137E-2	455.41	





売上高	H28.3	H29.3	H30.3	H31.3	R2.3	417.06272000000001	439.62732999999997	447.26118000000002	444.52832999999998	455.41960999999998	売上総利益	H28.3	H29.3	H30.3	H31.3	R2.3	72.360259999999997	75.419390000000007	76.439099999999996	80.373829999999998	77.85154	総利益率	H28.3	H29.3	H30.3	H31.3	R2.3	0.17349970766986797	0.17155300604264073	0.17090483909200435	0.18080699153639995	0.17094463718854794	









Sheet5

		累計データ（転記用） ルイケイ テンキ ヨウ

				H28.3								H29.3								H30.3								H31.3								R2.3

				1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q

		売上高 ウリアゲ ダカ								41,706,272		11,101,904		22,614,869		33,645,506		43,962,733		10,195,571		22,289,476		32,389,105		44,726,118		10,341,270		21,268,322		32,758,766		44,452,833		10,550,042		22,769,973		32,817,966		45,541,961

		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ								7,236,026		2,002,364		3,944,828		5,851,564		7,541,939		1,794,746		3,849,151		5,596,040		7,643,910		1,943,250		3,917,111		5,938,957		8,037,383		1,871,435		3,940,965		5,613,288		7,785,154

		累計期間データ（加工後） ルイケイ キカン カコウ ゴ

				H28.3								H29.3								H30.3								H31.3								R2.3

				1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q

				H28.3		H28.3		H28.3		H28.3		H29.3		H29.3		H29.3		H29.3		H30.3		H30.3		H30.3		H30.3		H31.3		H31.3		H31.3		H31.3		R2.3		R2.3		R2.3		R2.3

		売上高 ウリアゲ ダカ								417.1						336.5		439.6						323.9		447.3		103.4		212.7		327.6		444.5		105.5		227.7		328.2		455.4

		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ								72.4						58.5		75.4						56.0		76.4		19.4		39.2		59.4		80.4		18.7		39.4		56.1		77.9

		総利益率 ソウ リエキ リツ								17.3%						17.4%		17.2%						17.3%		17.1%		18.8%		18.4%		18.1%		18.1%		17.7%		17.3%		17.1%		17.1%

		会計期間データ（加工後） カイケイ キカン カコウ ゴ

				H28.3								H29.3								H30.3								H31.3								R2.3

				1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		H31.3
1Q		2Q		3Q		4Q		R2.3
1Q		2Q		3Q		4Q

		売上高 ウリアゲ ダカ		0.0		0.0		0.0		417.1		111.0		115.1		110.3		103.2		102.0		120.9		101.0		123.4		103.4		109.3		114.9		116.9		105.5		122.2		100.5		127.2

		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		0.0		0.0		0.0		72.4		20.0		19.4		19.1		16.9		17.9		20.5		17.5		20.5		19.4		19.7		20.2		21.0		18.7		20.7		16.7		21.7

		総利益率 ソウ リエキ リツ		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		17.3%		18.0%		16.9%		17.3%		16.4%		17.6%		17.0%		17.3%		16.6%		18.8%		18.1%		17.6%		17.9%		17.7%		16.9%		16.6%		17.1%

		単位 タンイ

		100,000

						15.0%

				6		1.0%

						21.0%



売上高	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	H31.3	
1Q	2Q	3Q	4Q	R2.3	
1Q	2Q	3Q	4Q	111.01904	115.12965	110.30637	103.17227	101.95571	120.93904999999999	100.99629	123.37013	103.4127	109.27052	114.90443999999999	116.94067	105.50042000000001	122.19931	100.47993	127.23994999999999	売上総利益	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	H31.3	
1Q	2Q	3Q	4Q	R2.3	
1Q	2Q	3Q	4Q	20.02364	19.42464	19.067360000000001	16.903749999999999	17.94746	20.544049999999999	17.468889999999998	20.4787	19.432500000000001	19.738610000000001	20.21846	20.984259999999999	18.71435	20.6953	16.723230000000001	21.71866	総利益率	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	H31.3	
1Q	2Q	3Q	4Q	R2.3	
1Q	2Q	3Q	4Q	0.1803622153461244	0.16871969992091526	0.17285819486218248	0.16384005120755799	0.17603192601964127	0.16987110449437134	0.1729656604217838	0.16599398898258436	0.18791212297909252	0.18063984686812143	0.17595890985587678	0.17944364437111571	0.17738649760825595	0.16935693008413877	0.1664335355329169	0.17069057320440634	







売上高	H28.3	H29.3	H30.3	H31.3	R2.3	417.06272000000001	439.62732999999997	447.26118000000002	444.52832999999998	455.41960999999998	売上総利益	H28.3	H29.3	H30.3	H31.3	R2.3	72.360259999999997	75.419390000000007	76.439099999999996	80.373829999999998	77.85154	総利益率	H28.3	H29.3	H30.3	H31.3	R2.3	0.17349970766986797	0.17155300604264073	0.17090483909200435	0.18080699153639995	0.17094463718854794	

（億円）











販管費



												(百万円) ヒャクマンエン

								H31.3期 キ		R2.3期 キ		増減 ゾウゲン

				販管費 ハンカンヒ				4,906		5,643		+737																				販管費の主な増加要因 ハンカンヒ ゾウカ ヨウイン

						人件費 ジンケンヒ		3,208		3,412		+204																								前期比 ゼンキヒ

						広告宣伝費 コウコク センデンヒ		536		636		+100																						事業拡大に伴う人員増強 ジギョウ カクダイ トモナ ジンイン ゾウキョウ		+163

						子会社取得関連費用 コガイシャ シュトク カンレン ヒヨウ		-		94		+94																						WEB広告の強化 コウコク キョウカ		+93

						のれん償却費 ショウキャク ヒ		-		68		+68

						その他 タ		937		1,186		+249																						取得した子会社の販管費 シュトク コガイシャ ハンカンヒ		+121

																																		子会社取得関連費用★		+94

																																		のれん償却費		+68







																																		製造経費（労務費、経費）の増加 セイゾウ ケイヒ ロウムヒ ケイヒ ゾウカ		108

















































要約BS2

												（百万円） ヒャクマンエン

								H31.3期 キ		R2.3期 キ		前期比 ゼンキヒ																						単位：百万円 タンイ ヒャクマンエン

				流動資産 リュウドウ シサン				36,127		43,050		+6,923 												H31.3期 キ		R2.3期 キ		前期比 ゼンキヒ				業績予想
2/10公表 ギョウセキ ヨソウ コウヒョウ		業績予想比 ギョウセキ ヨソウ ヒ

						現金及び預金 ゲンキン オヨ ヨキン		10,001		10,351		+350 

						販売用不動産 ハンバイヨウ フドウサン		24,392		30,705		+6,313 								売上高 ウリアゲ ダカ				44,452		45,541		+2.4%				45,150		+0.9%

						その他 タ		1,733		1,993		+260 										 不動産販売 フドウサン ハンバイ		41,212		42,505		+3.1%

				固定資産･繰延資産 コテイ シサン クリノベ シサン				10,737		12,935		+2,198 										 建築材料販売 ケンチク ザイリョウ ハンバイ		2,992		2,775		-7.3%

						有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン		8,932		9,635		+703 										 不動産賃貸 フドウサン チンタイ		248		261		+5.2%

						のれん		-		1,302		+1,302 								営業利益 エイギョウ リエキ				3,131		2,142		-31.6%				2,000		+7.1%

						その他 タ		1,804		1,997		+193 								経常利益 ケイジョウ リエキ				3,288		2,310		-29.7%				2,150		+7.4%

				総資産 ソウシサン				46,864		55,986		+9,121 								親会社株主に帰属する
当期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキ ジュンリエキ				2,065		1,413		-31.6%				1,400		+0.9%

				負債 フサイ				25,740		33,843		+8,102 

						仕入債務 シイ サイム		3,170		3,262		+92 								1株当たり
当期純利益 カブ ア トウキ ジュンリエキ				71.62円		48.84円		-22.78円				48.41円		+0.43円

						有利子負債 ユウリシ フサイ		20,362		28,472		+8,109 								ＲＯＥ
(自己資本利益率)				10.3%		6.6%		-3.71pt

						その他 タ		2,207		2,108		-99 								1株当たり
配当額 カブ ア ハイトウ ガク				18円		23円		+5円

				純資産 ジュンシサン				21,124		22,143		+1,018 								配当性向 ハイトウ セイコウ				25.1%		47.1%		+22.0pt

				負債・純資産 フサイ ジュンシサン				46,864		55,986		+9,121 



																				％と％の比較はptで表示 ヒカク ヒョウジ







																				１株当たり当期純利益 カブ ア トウキ ジュンリエキ				71.62円		48.84円		-22.78円				48.41円		+0.43円

																				1株当たり
当期純利益 カブ ア トウキ ジュンリエキ				71.62円		48.84円		-22.78円				48.41円		+0.43円







































要約CF

												（百万円） ヒャクマンエン

								H31.3期 キ		R2.3期 キ		前期比 ゼンキヒ

				営業活動による
キャッシュ・フロー エイギョウ カツドウ				3,042		△2,546		-5,588		


						税引前利益 ゼイビキマエ リエキ		2,969		2,159		-810

						たな卸資産の増減 オロシ シサン ゾウゲン		1,140		△3,955		-5,095

						法人税等の支払 ホウジンゼイ トウ シハラ		△868		△960		-92

						その他 タ		△199		210		+409

				営業活動による
キャッシュ・フロー エイギョウ カツドウ				△503		△2,520		-2,016		


						有形固定資産の取得 ユウケイ コテイ シサン シュトク		△491		△570		-79

						子会社株式の取得 コガイシャ カブシキ シュトク		-		△1,881		-1,881

						その他 タ		△12		69		+81

				投資活動による
キャッシュ・フロー トウシ カツドウ				△2,351		5,402		+7,753		


						借入金・社債の増減 カリイレ キン シャサイ ゾウゲン		△1,868		5,877		+7,745

						配当金の支払 ハイトウ キン シハラ		△460		△519		-59

						その他 タ		△23		44		+67

				現金及び現金同等物の
期末残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キマツ ザンダカ				10,001		10,336		+335		








セグメント



						不動産販売 フドウサン ハンバイ								（百万円） ヒャクマンエン

										H31.3期 キ		R2.3期 キ		前期比 ゼンキヒ

						売上高 ウリアゲ ダカ				41,212		42,505		+3.1%

								新築住宅販売 シンチク ジュウタク ハンバイ		37,191		38,517		+3.6%

								中古住宅販売 チュウコ ジュウタク ハンバイ		2,397		2,535		+5.8%

								リフォーム		1,624		1,453		-10.5%

						経常利益 ケイジョウ リエキ				2,976		2,013		-32.4%



						建築材料販売 ケンチク ザイリョウ ハンバイ								（百万円） ヒャクマンエン

										H31.3期 キ		R2.3期 キ		前期比 ゼンキヒ

						売上高 ウリアゲ ダカ				6,115		5,894		-3.6%

								外部顧客 ガイブ コキャク		2,992		2,775		-7.3%

								グループ内部 ナイブ		3,123		3,118		-0.2%

						経常利益 ケイジョウ リエキ				151		142		-6.0%





						不動産賃貸 フドウサン チンタイ								（百万円） ヒャクマンエン

										H31.3期 キ		R2.3期 キ		前期比 ゼンキヒ

						売上高 ウリアゲ ダカ				332		346		+4.2%

								外部顧客 ガイブ コキャク		248		261		+5.2%

								グループ内部 ナイブ		83		85		+2.4%

						経常利益 ケイジョウ リエキ				151		172		+13.9%



						運用数量の推移 ウンヨウ スウリョウ スイイ

						賃貸オフィス等 （坪数） チンタイ トウ ツボスウ				2,627		3,003										新築住宅 シンチク ジュウタク				38,814,565,040		87.3%		39,969,916,888		87.8%

						駐車場 （車室数） チュウシャジョウ シャシツ スウ				435		435

																						中古住宅 チュウコ ジュウタク				2,397,794,467		5.4%		2,535,201,551		5.6%

																						建築材料 ケンチク ザイリョウ				2,992,211,921		6.7%		2,775,626,641		6.1%

																						賃貸 チンタイ				248,262,510		0.6%		261,216,677		0.6%

																										44,452,833,938		100.0%		45,541,961,757		100.0%



																						管理収入 カンリ シュウニュウ				1,970,420				1,099,850

																						　"				1,622,109,692				1,452,351,116

																						リフォーム				1,624,080,112				1,453,450,966

																						新築住宅 シンチク ジュウタク				37,190,484,928				38,516,465,922

																						小計 ショウケイ				41,212,359,507				42,505,118,439





セグメント２

						H27.3								H28.3								H29.3								H30.3								H31.3								R2.3

						1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q

				累計期間 ルイケイ キカン

				不動産販売 フドウサン ハンバイ								34,587,410								38,549,066								40,673,836								41,492,209		9,522,175		19,545,336		30,178,831		41,212,359		9,800,186		21,252,775		30,527,748		42,505,118

				不動産販売 フドウサン ハンバイ								2,256,735								2,533,951								2,497,353								2,485,266		664,374		1,362,289		2,136,865		2,976,984		573,653		1,193,408		1,450,210		2,013,639

				利益率 リエキ リツ								6.5%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		6.6%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		6.1%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		6.0%		7.0%		7.0%		7.1%		7.2%		5.9%		5.6%		4.8%		4.7%

				売上前期比 ウリアゲ ゼンキヒ										ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		11.5%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		5.5%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		2.0%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-0.7%		2.9%		8.7%		1.2%		3.1%

				利益前期比 リエキ ゼンキヒ										ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		12.3%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-1.4%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-0.5%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		19.8%		-13.7%		-12.4%		-32.1%		-32.4%



				建築材料 ケンチク ザイリョウ								5,560,094								6,083,457								6,294,456								6,176,413		1,545,649		3,161,027		4,735,688		6,115,684		1,505,577		2,969,818		4,454,509		5,894,204

				建築材料 ケンチク ザイリョウ								153,262								188,552								148,167								147,685		46,664		100,250		135,485		151,461		22,044		62,223		102,621		142,588

				利益率 リエキ リツ								2.8%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		3.1%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		2.4%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		2.4%		3.0%		3.2%		2.9%		2.5%		1.5%		2.1%		2.3%		2.4%

				売上前期比 ウリアゲ ゼンキヒ										ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		9.4%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		3.5%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-1.9%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-1.0%		-2.6%		-6.0%		-5.9%		-3.6%

				利益前期比 リエキ ゼンキヒ										ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		23.0%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-21.4%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-0.3%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		2.6%		-52.8%		-37.9%		-24.3%		-5.9%

				不動産賃貸 フドウサン チンタイ								353,074								345,025								341,007								342,468		84,062		168,724		250,883		332,139		84,905		172,139		257,560		346,602

				不動産賃貸 フドウサン チンタイ								172,670								165,743								155,461								172,519		42,991		84,511		117,091		151,315		41,244		89,440		127,710		172,187

				利益率 リエキ リツ								48.9%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		48.0%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		45.6%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		50.4%		51.1%		50.1%		46.7%		45.6%		48.6%		52.0%		49.6%		49.7%

				売上前期比 ウリアゲ ゼンキヒ										ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-2.3%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-1.2%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		0.4%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-3.0%		1.0%		2.0%		2.7%		4.4%

				利益前期比 リエキ ゼンキヒ										ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-4.0%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-6.2%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		11.0%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-12.3%		-4.1%		5.8%		9.1%		13.8%

				会計期間 カイケイ キカン

				不動産販売 フドウサン ハンバイ																								40,673,836								41,492,209		9,522,175		10,023,161		10,633,495		11,033,528		9,800,186		11,452,589		9,274,973		11,977,370

				不動産販売 フドウサン ハンバイ																								2,497,353								2,485,266		664,374		697,915		774,576		840,119		573,653		619,755		256,802		563,429

				利益率 リエキ リツ								ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		6.1%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		6.0%		7.0%		7.0%		7.3%		7.6%		5.9%		5.4%		2.8%		4.7%

				売上前期比 ウリアゲ ゼンキヒ										ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		2.0%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-73.4%		2.9%		14.3%		-12.8%		8.6%

				利益前期比 リエキ ゼンキヒ										ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-0.5%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-66.2%		-13.7%		-11.2%		-66.8%		-32.9%



				建築材料 ケンチク ザイリョウ																								6,294,456								6,176,413		1,545,649		1,615,378		1,574,661		1,379,996		1,505,577		1,464,241		1,484,691		1,439,695

				建築材料 ケンチク ザイリョウ																								148,167								147,685		46,664		53,586		35,235		15,976		22,044		40,179		40,398		39,967

				利益率 リエキ リツ								ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		2.4%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		2.4%		3.0%		3.3%		2.2%		1.2%		1.5%		2.7%		2.7%		2.8%

				売上前期比 ウリアゲ ゼンキヒ										ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-1.9%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-77.7%		-2.6%		-9.4%		-5.7%		4.3%

				利益前期比 リエキ ゼンキヒ										ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-0.3%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-89.2%		-52.8%		-25.0%		14.7%		150.2%

				不動産賃貸 フドウサン チンタイ																								341,007								342,468		84,062		84,662		82,159		81,256		84,905		87,234		85,421		89,042

				不動産賃貸 フドウサン チンタイ																								155,461								172,519		42,991		41,520		32,580		34,224		41,244		48,196		38,270		44,477

				利益率 リエキ リツ								ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		45.6%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		50.4%		51.1%		49.0%		39.7%		42.1%		48.6%		55.2%		44.8%		50.0%

				売上前期比 ウリアゲ ゼンキヒ										ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		0.4%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-76.3%		1.0%		3.0%		4.0%		9.6%

				利益前期比 リエキ ゼンキヒ										ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		11.0%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-80.2%		-4.1%		16.1%		17.5%		30.0%





株主還元

																														数値確認要。 スウチ カクニン ヨウ

																														見栄えは考慮していないので調整要。 ミバ コウリョ チョウセイ ヨウ

																														（ＰＰも同様） ドウヨウ

						H23.3		H24.3		H25.3		H26.3		H27.3		H28.3		H29.3		H30.3		H31.3		R2.3		R3.3

				当期純利益 トウキ ジュンリエキ		798		941		1,361		1,762		1,567		1,732		1,744		1827		2065		2200				百万円 ヒャクマンエン

				配当総額 ハイトウ ソウガク		191		287		230		230		230		345		402		461		519		?				百万円 ヒャクマンエン

				1株当利益 カブ ア リエキ		27.75		32.72		47.31		61.25		54.47		60.20		60.61		63.48		71.62		76.24

				 １株当たり配当金額（円） カブ ア ハイトウ キンガク エン		6.67		6.67		8.00		8.00		8.00		12.00		14.00		16.00		18.00		23.00				円/株 エン カブ

				記念配当 キネン ハイトウ				3.33																				円/株 エン カブ

				ＥＰＳ		21.08		22.72		39.31		53.25		46.47		48.20		46.61		47.48		53.62		25.84

				 １株当たり当期純利益（円） カブ ア トウキ ジュン リエキ エン		27.75		32.72		47.31		61.25		54.47		60.20		60.61		63.48		71.62		48.84				円/株 エン カブ

				 連結配当性向（％） レンケツ ハイトウ セイコウ		24.0		20.4		16.9		13.1		14.7		19.9		23.1		25.2		25.1		47.1				％

				純利益 ジュンリエキ										1567		1732		1744		1827		2065		2200

				期末自己資本 キマツ ジコ シホン								13,655		15,009		16,448		17,921		19,362		20,294		21,975

				自己資本当期純利益率 ジコ シホン トウキ ジュンリエキ リツ										10.9335752163		11.0118574562		10.148680497		9.8007134619		10.4145652612		10.4095199792

														14,992		16,511		17,847		19,346		20,966		21,975



１株当たり利益・配当金と配当性向の推移

 １株当たり配当金額（円）	H27.3	H28.3	H29.3	H30.3	H31.3	R2.3	8	12	14	16	18	23	記念配当	H27.3	H28.3	H29.3	H30.3	H31.3	R2.3	ＥＰＳ	54.47

60.20

60.61

63.48

71.62

76.24

58.26

H27.3	H28.3	H29.3	H30.3	H31.3	R2.3	46.47	48.2	46.61	47.48	53.620000000000005	25.840000000000003	 １株当たり当期純利益（円）	H27.3	H28.3	H29.3	H30.3	H31.3	R2.3	27.75	32.72	47.31	61.25	54.47	60.2	 連結配当性向（％）	

H27.3	H28.3	H29.3	H30.3	H31.3	R2.3	14.686983660730677	19.933554817275748	23.098498597591156	25.204788909892883	25.132644512705948	47.092547092547086	ＥＰＳ・ＤＰＳ（円）

配当性向　（％）

 １株当たり当期純利益（円）	

H28.3	H29.3	H30.3	H31.3	R2.3	60.2	60.61	63.48	71.62	48.84	 １株当たり配当金額（円）	



H28.3	H29.3	H30.3	H31.3	R2.3	12	14	16	18	23	記念配当	H28.3	H29.3	H30.3	H31.3	R2.3	ＥＰＳ	60.20

60.61

63.48

71.62

76.24

58.26

H28.3	H29.3	H30.3	H31.3	R2.3	48.2	46.61	47.48	53.620000000000005	25.840000000000003	 連結配当性向（％）	



H28.3	H29.3	H30.3	H31.3	R2.3	19.933554817275748	23.098498597591156	25.204788909892883	25.132644512705948	47.092547092547086	

（円）

（％）



 １株当たり当期純利益（円）	

H28.3	H29.3	H30.3	H31.3	R2.3	R3.3	60.2	60.61	63.48	71.62	48.84	 １株当たり配当金額（円）	



H28.3	H29.3	H30.3	H31.3	R2.3	R3.3	12	14	16	18	23	記念配	当	H28.3	H29.3	H30.3	H31.3	R2.3	R3.3	ＥＰＳ	60.20

60.61

63.48

71.62

76.24

58.26

H28.3	H29.3	H30.3	H31.3	R2.3	R3.3	48.2	46.61	47.48	53.620000000000005	25.840000000000003	 連結配当性向（％）	



H28.3	H29.3	H30.3	H31.3	R2.3	19.933554817275748	23.098498597591156	25.204788909892883	25.132644512705948	47.092547092547086	

（円）

（％）





◎売上利益チャート(四半期)  (2)

				３期連続グラフ キ レンゾク

						H25.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H26.3
1Q		
2Q		H26.3
3Q		
4Q		H27.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H28.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H29.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H30.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H31.3
1Q		
2Q		H31.3
1Q		
2Q

				売上高 ウリアゲダカ		81.4		80.8		80.4		82.7		91.0		93.3		92.6		95.7		80.4		98.9		91.2		104.1		99.3		107.2		101.3		109.2		111.0		115.1		110.3		103.1		101.9		120.9		105.4		118.8		103.4		109.2		103.4		109.2

				経常利益 ケイジョウ リエキ		6.6		5.3		6.0		6.0		7.9		7.2		8.0		7.3		4.6		6.0		6.3		8.3		6.9		7.2		7.4		7.0		8.5		7.1		7.4		4.9		5.5		8.2		5.5		8.6		7.4		7.8		7.4		7.8

																																														H29.3
1・2Q		
3・4Q		H30.3
1・2Q		
3・4Q		H31.3
1・2Q				H31.3
1・2Q

																																														226.1		213.4		222.8		224.3		212.6				212.6

																																														15.7		12.3		13.7		14.1		15.3				15.3

																																														H29.3期 キ				H30.3期 キ				H31.3期 キ				R2.3期 キ

																																														上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ

																																												売上高 ウリアゲ ダカ		226.1		213.4		222.8		224.3		212.6		231.8		227.6		227.7

																																												経常利益 ケイジョウ リエキ		15.7		12.3		13.7		14.1		15.3		17.5		13.4		9.6



売上高	

H29.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	H30.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	H31.3	
1Q	
2Q	111	115.1	110.3	103.1	101.9	120.9	105.4	118.8	103.4	109.2	経常利益	

H29.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	H30.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	H31.3	
1Q	
2Q	8.5	7.1	7.4	4.9000000000000004	5.5	8.1999999999999993	5.5	8.6	7.4	7.8	

売上高



経常利益







売上高	

H29.3	
1・2Q	
3・4Q	H30.3	
1・2Q	
3・4Q	H31.3	
1・2Q	226.1	213.4	222.8	224.3	212.6	経常利益	

H29.3	
1・2Q	
3・4Q	H30.3	
1・2Q	
3・4Q	H31.3	
1・2Q	15.7	12.3	13.7	14.1	15.3	

売上高



経常利益







売上高	

上	下	上	下	上	下	上	下	H29.3期	H30.3期	H31.3期	R2.3期	226.1	213.4	222.8	224.3	212.6	231.8	227.6	227.7	経常利益	

上	下	上	下	上	下	上	下	H29.3期	H30.3期	H31.3期	R2.3期	15.7	12.3	13.7	14.1	15.3	17.5	13.4	9.6	

売上高



経常利益









◎売上利益チャート(四半期) 

				３期連続グラフ キ レンゾク

						H25.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H26.3
1Q		
2Q		H26.3
3Q		
4Q		H27.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H28.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H29.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H30.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H31.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q

				売上高 ウリアゲダカ		81.4		80.8		80.4		82.7		91.0		93.3		92.6		95.7		80.4		98.9		91.2		104.1		99.3		107.2		101.3		109.2		111.0		115.1		110.3		103.1		101.9		120.9		105.4		118.8		103.4		109.2		114.9		116.9

				経常利益 ケイジョウ リエキ		6.6		5.3		6.0		6.0		7.9		7.2		8.0		7.3		4.6		6.0		6.3		8.3		6.9		7.2		7.4		7.0		8.5		7.1		7.4		4.9		5.5		8.2		5.5		8.6		7.4		7.8		8.5		9.0

				２期連続グラフ キ レンゾク

						H26.1Q		2Q		3Q		4Q		H27.1Q		2Q

				売上高 ウリアゲダカ		91.0		93.3		92.6		95.7		80.4		98.9

				経常利益 ケイジョウ リエキ		7.9		7.2		8.0		7.3		4.6		6.0



売上高	

H26.1Q	2Q	3Q	4Q	H27.1Q	2Q	90.97354	93.265069999999994	92.649650000000008	95.707049999999995	80.412379999999999	98.906659999999988	経常利益	

H26.1Q	2Q	3Q	4Q	H27.1Q	2Q	7.8905399999999997	7.21434	7.9719000000000007	7.2697900000000004	4.5904199999999999	5.9541300000000001	









売上高	

H30.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	H31.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	101.9	120.9	105.4	118.8	103.4	109.2	114.9	116.9	経常利益	

H30.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	H31.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	5.5	8.1999999999999993	5.5	8.6	7.4	7.8	8.5	9	

売上高



経常利益









◎売上利益チャート(中計) 



		H28.3期 キ		H29.3期 キ		H30.3期 キ		中期計画
(修正) チュウキ ケイカク シュウセイ

		417		439		447		480

		173.0		174.0		182.0		210.0		調整 チョウセイ

		17.3		17.4		18.2		21



売上高	

H28.3期	H29.3期	H30.3期	中期計画	
(修正)	417	439	447	480	当期純利益	17.3

17.4

18.2

21.0



H28.3期	H29.3期	H30.3期	中期計画	
(修正)	173	174	182	210	









◎売上利益の変動要因 

				H31.3期
売上高 キ ウリアゲダカ		不動産
販売 フドウサン ハンバイ		建材
販売 ケン ハンバイ		不動産
賃貸 フドウサン チンタイ		調整額 チョウセイ ガク		R2.3期
売上高 キ ウリアゲダカ						H31.3期
経常利益 キ ケイジョウ リエキ		売上高 ウリア ダカ		粗利益 アラリ エキ		販管費 ハンカンヒ		営業外損益 エイギョウガイ ソンエキ		R2.3期
経常利益 キ ケイジョウ リエキ

						444.52		455.24		455.24		455.38										32.88		30.36		22.99		22.99

				444.52		12.93

作成者: 差額がプラスになるように調整
		2.21		0.14		0.03		455.41						32.88		1.97		4.49		7.37		0.11		23.10

						457.45		457.45		455.38		455.41										34.85		34.85		30.36		23.10

				前期実績 ゼンキ ジッセキ		412.12		61.15		3.32		-32.07								前期実績 ゼンキ ジッセキ		444.52833		80.3738		49.06276		1.57092

				当期実績 トウキ ジッセキ		425.05		58.94		3.46		-32.04												18.08%

				増減 ゾウゲン		12.93		-2.21		0.14		0.03								当期実績 トウキ ジッセキ		455.41961757		77.85154		56.43006		1.68651

																								17.09%



H31.3期	
経常利益	売上高	粗利益	販管費	営業外損益	R2.3期	
経常利益	32.880000000000003	30.36	22.99	22.99	







H31.3期	
経常利益	売上高	粗利益	販管費	営業外損益	R2.3期	
経常利益	32.880000000000003	1.969220204466313	4.4914802044663196	7.3673000000000002	0.10558999999999986	23.1	





H31.3期	
売上高	不動産	
販売	建材	
販売	不動産	
賃貸	調整額	R2.3期	
売上高	444.52	455.24	455.24	455.38	









H31.3期	
売上高	不動産	
販売	建材	
販売	不動産	
賃貸	調整額	R2.3期	
売上高	444.52	12.930000000000007	2.2100	000000000009	0.14000000000000012	3.0000000000001137E-2	455.41	







◎業績チャート(四半期)

						H29.10.18（現在）																																																				ERROR:#REF!

				（四半期）　業績 シハンキ ギョウセキ																																												(億円) オク エン				(億円) オク エン				(億円) オク エン

						H25.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H26.3
1Q		
2Q		H26.3
3Q		
4Q		H27.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H28.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H29.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H30.3
1Q		
2Q		H30.3
1Q		
2Q		H30.3
1Q		
2Q

				売上高 ウリアゲダカ		81.4		80.8		80.4		82.7		91.0		93.3		92.6		95.7		80.4		98.9		91.2		104.1		99.3		107.2		101.3		109.2		111.0		115.1		110.3		103.1		102.0		ERROR:#REF!		102.0		ERROR:#REF!		102.0		ERROR:#REF!

				経常利益 ケイジョウ リエキ		6.6		5.3		6.0		6.0		7.9		7.2		8.0		7.3		4.6		6.0		6.3		8.3		6.9		7.2		7.4		7.0		8.5		7.1		7.4		4.9		5.5		ERROR:#REF!		5.5		ERROR:#REF!		5.5		ERROR:#REF!

								22289.476		1330.199		1378.887		928.242

								22289.476		1330.199		1378.887		928.242

						0

												1378.887		928.242

						0		0		0		1378.887		928.242

								ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

								0		0		1378.887		928.242

								ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

				（四半期） 販売棟数 シハンキ ハンバイ トウスウ

						H25.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H26.3
1Q		
2Q		H26.3
3Q		
4Q		H27.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H28.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H29.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H30.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H31.3
1Q		
2Q

				新築住宅 シンチク ジュウタク																										293		330		317		350		333		352		349		312		306		360		323		352		308		329

				中古住宅 チュウコ ジュウタク																										29		30		28		30		39		36		25		36		30		44		24		40		31		41

								0		0		1378.887		928.242

								0		0		0		0

								0		0		1378.887		928.242

								0.0		0.0		1378.9		928.2

						ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

								0		0		1378.887		928.242

								ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!																																販売棟数 ハンバイ ムネ スウ

																																														H29.3
1・2Q		
3・4Q		H30.3
1・2Q		
3・4Q		H31.3
1・2Q

																																														685		661		666		675		637

																																														75		61		74		64		72

																																														受注棟数 ジュチュウ ムネ スウ

																																																H29.3
1・2Q		
3・4Q		H30.3
1・2Q		
3・4Q		H31.3
1・2Q

																																														新築住宅 シンチク ジュウタク		663		633		673		667		685

																																														中古住宅 チュウコ ジュウタク		70		65		71		66		73

																																																H29.3
1・2Q		
3・4Q		H30.3
1・2Q		
3・4Q		H31.3
1・2Q

																																														販売 ハンバイ		685		661		666		675		637

																																														受注 ジュチュウ		663		633		673		667		685

																																																H29.3期 キ				H30.3期 キ				H31.3期 キ				R2.3期 キ

																																																上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ

																																														販売棟数 ハンバイ トウスウ		685		661		666		675		637		718		683

																																														受注棟数 ジュチュウ トウスウ		663		633		673		667		685		704		674

																																																H30.3期 キ				H31.3期 キ				R2.3期 キ

																																																上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ

																																														販売棟数 ハンバイ トウスウ		666		675		637		718		683

																																														受注棟数 ジュチュウ トウスウ		673		667		685		704		674

																																																H29.3期 キ				H30.3期 キ				H31.3期 キ				R2.3期 キ

																																																上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ

																																														販売棟数 ハンバイ トウスウ		685		661		666		675		637		718		683		658

																																														受注棟数 ジュチュウ トウスウ		663		633		673		667		685		704		674

				（四半期） 販売棟数 シハンキ ハンバイ トウスウ

						H25.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H26.3
1Q		
2Q		H26.3
3Q		
4Q		H27.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H30.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H31.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		R2.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q

				新築住宅 シンチク ジュウタク																										306		360		323		352		308		329		349		369		316		367		279		379



								0		0		0		0

								0		0		0		0

								0		0		0		0

								0.0		0.0		0.0		0.0

						ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

								0		0		0		0





H28.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	H29.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	H30.3	
1Q	
2Q	99.3	107.2	101.3	109.2	111	115.1	110.3	103.1	101.95	0	

H28.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	H29.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	H30.3	
1Q	
2Q	6.9	7.2	7.4	7	8.5	7.1	7.4	4.9000000000000004	5.54	0	

売上高



経常利益







新築住宅	

H29.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	H30.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	H31.3	
1Q	
2Q	333	352	349	312	306	360	323	352	308	329	中古住宅	

H29.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	H30.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	H31.3	
1Q	
2Q	39	36	25	36	30	44	24	40	31	41	









新築住宅	

H29.3	
1・2Q	
3・4Q	H30.3	
1・2Q	
3・4Q	H31.3	
1・2Q	685	661	666	675	637	中古住宅	

H29.3	
1・2Q	
3・4Q	H30.3	
1・2Q	
3・4Q	H31.3	
1・2Q	75	61	74	64	72	









新築住宅	

H29.3	
1・2Q	
3・4Q	H30.3	
1・2Q	
3・4Q	H31.3	
1・2Q	663	633	673	667	685	中古住宅	

H29.3	
1・2Q	
3・4Q	H30.3	
1・2Q	
3・4Q	H31.3	
1・2Q	70	65	71	66	73	









販売棟数	

H29.3	
1・2Q	
3・4Q	H30.3	
1・2Q	
3・4Q	H31.3	
1・2Q	685	661	666	675	637	受注棟数	

H29.3	
1・2Q	
3・4Q	H30.3	
1・2Q	
3・4Q	H31.3	
1・2Q	663	633	673	667	685	







販売棟数	

上	下	上	下	上	下	H29.3期	H30.3期	H31.3期	685	661	666	675	637	718	受注棟数	

上	下	上	下	上	下	H29.3期	H30.3期	H31.3期	663	633	673	667	685	704	







販売棟数	

上	下	上	下	上	H30.3期	H31.3期	R2.3期	666	675	637	718	683	受注棟数	

上	下	上	下	上	H30.3期	H31.3期	R2.3期	673	667	685	704	674	







販売棟数	

上	下	上	下	上	下	上	下	H29.3期	H30.3期	H31.3期	R2.3期	685	661	666	675	637	718	683	658	







H31.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	R2.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	308	329	349	369	316	367	279	379	







増減内訳









								H29.3期 キ		H30.3期 キ		増減 ゾウゲン

						新築住宅他 シンチク ジュウタク ホカ		38,477		38,733		+256

								(1,346)		(1,341)		(   -5)

						中古住宅 チュウコ ジュウタク		2,196		2,295		+99

								(136)		(138)		(   +2)

						宅地分譲 タクチ ブンジョウ		-		463		+463

												+0

						売上計 ウリアゲ ケイ		40,673		41,492		+819

						(　)内は棟数 ナイ ムネ スウ







































★③販管費～特別損益



														(百万円) ヒャクマンエン

				科目 カモク						H31.3期 キ		R2.3期 キ		増減 ゾウゲン

				販売・管理費 ハンバイ カンリヒ				人件費 ジンケンヒ		3,208		3,412		+204

								広告宣伝費 コウコク センデンヒ		536		636		+100

								支払手数料 シハライ テスウリョウ		109		211		+102

								減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		116		130		+14

								のれん償却費 ショウキャク ヒ		-		68		+68

								その他 タ		937		1,186		+249

						計 ケイ				4,906		5,643		+737

				営業外損益 エイギョウガイ ソンエキ		収益 シュウエキエイシュウ		受取手数料 ウケトリ テスウリョウ		161		157		-4

								業務受託手数料 ギョウム ジュタク テスウリョウ		224		226		+2

								その他 タ		38		85		+47

								計 ケイ		423		468		+45

						費用 ヒヨウ		支払利息 シハライ リソク		248		256		+8

								その他 タ		18		43		+25

								計 ケイ		266		299		+33

				特別損益 トクベツ ソンエキ		利益 リエキ		－		-		-		-

								計 ケイ		-		-		-

						損失 ソンシツ		固定資産除却損 コテイ シサン ジョキャク ソン		16		13		-3

								役員退職慰労金		300		-		-300

								投資有価証券評価損 トウシ ユウカ ショウケン ヒョウカ ソン		-		100		+100

								災害損失 サイガイ ソンシツ		-		27		+27

								その他 タ		2		11		+9

								計 ケイ		318		151		-167













利益率









										H31.3期 キ				R2.3期 キ				増減 ゾウゲン

								営業利益（百万円） エイギョウ リエキ ヒャクマンエン		3,131				2,142				-989

								営業利益率(％) エイギョウ リエキ リツ		7.0				4.7				-2.3pt

								経常利益（百万円） ケイジョウ リエキ エイリ		3,288				2,310				-978

								経常利益率(％) ケイジョウ リエキ エイリ リツ		7.4				5.1				-2.3pt

								税引前利益（百万円） ゼイ ヒ マエ リエキ		2,969				2,159				-810

								当期純利益（百万円）※ トウキ ジュンリエキ		2,065				1,413				-652

								当期純利益率(％) トウキ ジュンリエキ リツ		4.6				3.1				-1.5pt









































◎業績チャート(四半期) (A)

						H29.10.18（現在）																																																								ERROR:#REF!

				（四半期）　業績 シハンキ ギョウセキ																																												(億円) オク エン				(億円) オク エン				(億円) オク エン				(億円) オク エン

						H25.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H26.3
1Q		
2Q		H26.3
3Q		
4Q		H27.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H28.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H29.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H30.3
1Q		
2Q		H30.3
1Q		
2Q		H30.3
1Q		
2Q		H30.3
1Q		
2Q

				売上高 ウリアゲダカ		81.4		80.8		80.4		82.7		91.0		93.3		92.6		95.7		80.4		98.9		91.2		104.1		99.3		107.2		101.3		109.2		111.0		115.1		110.3		103.1		102.0		ERROR:#REF!		102.0		ERROR:#REF!		102.0		ERROR:#REF!		102.0		ERROR:#REF!

				経常利益 ケイジョウ リエキ		6.6		5.3		6.0		6.0		7.9		7.2		8.0		7.3		4.6		6.0		6.3		8.3		6.9		7.2		7.4		7.0		8.5		7.1		7.4		4.9		5.5		ERROR:#REF!		5.5		ERROR:#REF!		5.5		ERROR:#REF!		5.5		ERROR:#REF!

								22289.476		1330.199		1378.887		928.242

								22289.476		1330.199		1378.887		928.242

						0

												1378.887		928.242

						0		0		0		1378.887		928.242

								ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

								0		0		1378.887		928.242

								ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

				（四半期） 販売棟数 シハンキ ハンバイ トウスウ

						H25.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H26.3
1Q		
2Q		H26.3
3Q		
4Q		H27.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H28.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H29.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H30.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H31.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q

				新築住宅 シンチク ジュウタク																										293		330		317		350		333		352		349		312		306		360		323		352		308		329		349		369

				中古住宅 チュウコ ジュウタク																										29		30		28		30		39		36		25		36		30		44		24		40		31		41		39		40

								0		0		1378.887		928.242

								0		0		0		0

								0		0		1378.887		928.242

								0.0		0.0		1378.9		928.2

						ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

								0		0		1378.887		928.242

								ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!





H28.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	H29.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	H30.3	
1Q	
2Q	99.3	107.2	101.3	109.2	111	115.1	110.3	103.1	101.95	0	

H28.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	H29.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	H30.3	
1Q	
2Q	6.9	7.2	7.4	7	8.5	7.1	7.4	4.9000000000000004	5.54	0	

売上高



経常利益







新築住宅	

H30.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	H31.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	306	360	323	352	308	329	349	369	中古住宅	

H30.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	H31.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	30	44	24	40	31	41	39	40	











要約BS1

																								(百万円) ヒャクマンエン

				資産の部 シサン ブ				H31.3期 キ		R2.3期 キ		増減 ゾウゲン				負債・純資産の部 フサイ ジュンシサン ブ				H31.3期 キ		R2.3期 キ		増減 ゾウゲン

				流動資産計 リュウドウ シサン ケイ				36,127		43,050		+6,923				流動負債計 リュウドウ フサイ ケイ				22,398		27,352		+4,954

				　現金及び預金 ゲンキン オヨ ヨキン				10,001		10,351		+350				　仕入債務 シイ サイム				3,170		3,262		+92

				　売上債権 ウリアゲ サイケン				547		607		+60				　短期有利子負債 タンキ ユウリシ フサイ				17,877		22,972		+5,095

				　販売用不動産（新築） ハンバイヨウ フドウサン シンチク				22,681		28,650		+5,969				　その他流動負債 タ リュウドウ フサイ				1,351		1,118		-233

				　販売用不動産（中古） ハンバイヨウ フドウサン チュウコ				1,710		2,055		+345				固定負債計 コテイ フサイ ケイ				3,341		6,490		+3,149

				　その他流動資産 タ リュウドウ シサン				1,188		1,387		+199				　長期有利子負債 チョウキ ユウリシ フサイ				2,485		5,499		+3,014

				固定資産計 コテイ シサン ケイ				10,699		12,899		+2,200				　その他固定負債 タ コテイ フサイ				856		991		+135

				　有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン				8,932		9,635		+703				負債合計 フサイ ゴウケイ				25,740		33,842		+8,102

				　その他固定資産 タ コテイ シサン				1,767		3,264		+1,497						株主資本計 カブヌシ シホン ケイ		20,979		21,972		+993

				繰延資産計 ク ノ シサン ケイ				37		35		-2				純資産合計 ジュンシサン ゴウケイ				21,124		22,143		+1,019

				資産合計 シサン ゴウケイ				46,864		55,986		+9,122				負債・純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ				46,864		55,986		+9,122







































































⑦ＣＦ (Ｒ2.3階段グラフ)

										(百万円) ヒャクマンエン																												(百万円) ヒャクマンエン

						H28.9期 キ		H29.9期 キ		増減 ゾウゲン																								18.9月 ガツ		19.9月 ガツ		増減 ゾウゲン						営業活動C・F　主な項目 エイギョウ カツドウ オモ コウモク										H20.3		H21.9期 キ		下端 カタン		上端 ジョウタン		変動値 ヘンドウ チ

		Ⅰ.営業活動によるＣ/Ｆ エイギョウ カツドウ				-1,293		1,378		+2,671																				営業活動によるＣ/Ｆ エイギョウ カツドウ				1,378		-1,293		2,671						税金等調整前当期純利益 ゼイキン トウ チョウセイ マエ トウキ ジュンリエキ		1,562						現預金(期首) ゲンヨキン キシュ		-2,534		1,298		0		10,001				10,001		10,001

				税金等調整前四半期純利益 ゼイキン トウ チョウセイ マエ シ ハンキ ジュンリエキ		1,562		1,370																						投資活動によるＣ/Ｆ トウシ カツドウ				-65		-225		160						たな卸資産の減少額 オロシ シサン ゲンショウ ガク		-2,596						純利益 ジュンリエキ		-2,534		1,298		10,001		2,159		2,159		12,160		12,160

				減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		131		142																						財務活動によるＣ/Ｆ ザイム カツドウ				-142		2,146		-2,288						仕入債務の減少額 シイレ サイム ゲンショウ ガク		-32						減価償却 ゲンカ ショウキャク		-1,243		108		12,160		267		267		12,427		12,427

				売上債権の増加額 ウリアゲ サイケン ゾウカ ガク		-72		-67																						現金等の期首残高 ゲンキン トウ キシュ ザンダカ				9,646		8,410		1,236														運転資金(※) ウンテン シキン		-1,243		108		8,352		4,075		-4,075		12,427		8,352

				たな卸資産の増加額 オロシ シサン ゾウカ ガク		-2,596		291																						現金等の期末残高				0		0		0						投資活動C・F　主な項目 トウシ カツドウ オモ コウモク								その他 タ		-1,243		108		7,455		897		-897		8,352		7,455

				仕入債務の増加額 シイレ サイム ゾウカ ガク		-32		100																																				有形固定資産の購入 ユウケイ コテイ シサン コウニュウ		-186						固定資産 コテイシサン		-1,243		108		6,861		594		-594		7,455		6,861

				法人税等の支払額 ホウジンゼイ トウ シハライ ガク		-694		-494																																												子会社株式他 コガイシャ カブシキ ホカ		-1,243		108		4,935		1,926		-1,926		6,861		4,935

				その他 タ		408		36																																				財務活動C・F　主な項目 ザイム カツドウ オモ コウモク								配当金 ハイトウキン		-1,243		108		4,416		519		-519		4,935		4,416

		Ⅱ.投資活動によるＣ/Ｆ トウシ カツドウ				-225		-65		+160																																										借入金他 カリイレキン タ		-1,243		108		4,416		5,920		5,920		10,336		10,336

				有形固定資産の取得 ユウケイ コテイ シサン シュトク		-186		-43																																												現預金(期末) ゲンヨキン キマツ		-2,534		1,298		0		10,336				10,336

				無形固定資産の取得 ムケイ コテイ シサン シュトク		-14		-3

				有形固定資産の売却による収入 ユウケイ コテイ シサン バイキャク シュウニュウ		-		-

				投資有価証券の取得による支出 トウシ ユウカ ショウケン シュトク シシュツ		-		-

				差入保証金の差入による支出 サ イ ホショウキン サ イ シシュツ		-32		-19

				その他 タ		7		0

		Ⅲ.財務活動によるＣ/Ｆ ザイム カツドウ				2,146		-142		-2,288

				短期借入金の純増減額 タンキ カリイレ キン ジュン ゾウゲンガク		2,111		232

				長期借入による収入 チョウキ カリイレ シュウニュウ		630		418

				長期借入金返済による支出 チョウキ カリイレ キン ヘンサイ シシュツ		-217		-356

				配当金の支払額 ハイトウキン シハライ ガク		-344		-401

				その他 タ		-34		-35

		Ⅳ.現金等の増減額 ゲンキントウ ゾウゲンガク				627		1,171		+544

		Ⅴ.現金等の期首残高 ゲンキン トウ キシュ ザンダカ				7,782		8,475		+693

		Ⅵ.現金等の期末残高				8,410		9,646		+1,236

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































グラフ タイトル



現預金(期首)	純利益	減価償却	運転資金(※)	その他	固定資産	子会社株式他	配当金	借入金他	現預金(期末)	-2534	-2534	-1243	-1243	-1243	-1243	-1243	-1243	-1243	-2534	現預金(期首)	純利益	減価償却	運転資金(※)	その他	固定資産	子会社株式他	配当金	借入金他	現預金(期末)	1298	1298	108	108	108	108	108	108	108	1298	現預金(期首)	純利益	減価償却	運転資金(※)	その他	固定資産	子会社株式他	配当金	借入金他	現預金(期末)	0	10001	12160	8352	7455	6861	4935	4416	4416	0	











現預金(期首)	純利益	減価償却	運転資金(※)	その他	固定資産	子会社株式他	配当金	借入金他	現預金(期末)	10001	2159	267	4075	897	594	1926	519	5920	10336	







実績(棚卸資産)

						H25.3
4Q		H26.3
4Q		H27.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q										H25.3
4Q		H26.3
4Q		H27.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q

				分譲土地 ブンジョウ トチ		427		702		798		754		729		780								新築(完成) シンチク カンセイ		137		105		170		187		210		198

				未成分譲土地 ミセイ ブンジョウ トチ		1055		956		956		869		958		953								中古 チュウコ		64		58		67		64		72		73

						1482		1658		1754		1623		1687		1733



分譲土地	H25.3	
4Q	H26.3	
4Q	H27.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	427	702	798	754	729	780	未成分譲土地	H25.3	
4Q	H26.3	
4Q	H27.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	1055	956	956	869	958	953	新築(完成)	

H25.3	
4Q	H26.3	
4Q	H27.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	137	105	170	187	210	198	中古	

H25.3	
4Q	H26.3	
4Q	H27.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	64	58	67	64	72	73	









⑦ＣＦ

										(百万円) ヒャクマンエン																												(百万円) ヒャクマンエン

						H28.3期 キ		H29.3期 キ		増減 ゾウゲン																								18.9月 ガツ		19.9月 ガツ		増減 ゾウゲン						営業活動C・F　主な項目 エイギョウ カツドウ オモ コウモク

		Ⅰ.営業活動によるＣ/Ｆ エイギョウ カツドウ				101		-2,885		-2,986																				営業活動によるＣ/Ｆ エイギョウ カツドウ				-2,885		101		-2,986						税金等調整前当期純利益 ゼイキン トウ チョウセイ マエ トウキ ジュンリエキ		2,688

				税金等調整前当期純利益 ゼイキン トウ チョウセイ マエ トウ キ ジュンリエキ		2,688		2,548																						投資活動によるＣ/Ｆ トウシ カツドウ				-562		-507		-55						たな卸資産の減少額 オロシ シサン ゲンショウ ガク		-2,095

				減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		244		272																						財務活動によるＣ/Ｆ ザイム カツドウ				4,140		1,575		2,565						仕入債務の減少額 シイレ サイム ゲンショウ ガク		281

				売上債権の増加額 ウリアゲ サイケン ゾウカ ガク		196		-65																						現金等の期首残高 ゲンキン トウ キシュ ザンダカ				7,782		6,614		1,168

				たな卸資産の増加額 オロシ シサン ゾウカ ガク		-2,095		-5,662																						現金等の期末残高				8,475		7,782		693						投資活動C・F　主な項目 トウシ カツドウ オモ コウモク

				仕入債務の増加額 シイレ サイム ゾウカ ガク		281		177																																				有形固定資産の購入 ユウケイ コテイ シサン コウニュウ		-321

				法人税等の支払額 ホウジンゼイ トウ シハライ ガク		-1,006		-1,100

				その他 タ		-207		945																																				財務活動C・F　主な項目 ザイム カツドウ オモ コウモク

		Ⅱ.投資活動によるＣ/Ｆ トウシ カツドウ				-507		-562		-55																																		短期借入金の純増減額 タンキ カリイレ キン ジュン ゾウゲンガク		1,939

				有形固定資産の取得 ユウケイ コテイ シサン シュトク		-321		-487																																				長期借入金の純増減額 チョウキ カリイレ キン ジュン ゾウゲンガク		345

				無形固定資産の取得 ムケイ コテイ シサン シュトク		-16		-20

				投資有価証券の取得 トウシ ユウカ ショウケン シュトク		-214		-

				有形固定資産の売却 ユウケイ コテイ シサン バイキャク		98		6

				差入保証金の差入による支出 サ イ ホショウキン サ イ シシュツ		-49		-52

				その他 タ		-5		-9

		Ⅲ.財務活動によるＣ/Ｆ ザイム カツドウ				1,575		4,140		+2,565

				短期借入金の純増減額 タンキ カリイレ キン ジュン ゾウゲンガク		1,939		4,211

				長期借入による収入 チョウキ カリイレ シュウニュウ		345		805

				長期借入金返済による支出 チョウキ カリイレ キン ヘンサイ シシュツ		-414		-462

				配当金の支払額 ハイトウキン シハライ ガク		-229		-344

				その他 タ		-66		-70

		Ⅳ.現金等の増減額 ゲンキントウ ゾウゲンガク				1,168		692		-476

		Ⅴ.現金等の期首残高 ゲンキン トウ キシュ ザンダカ				6,614		7,782		+1,168

		Ⅵ.現金等の期末残高				7,782		8,475		+693





																																																														(百万円) ヒャクマンエン

																																																						H20.3		H21.9期 キ		H27.3期 キ		H28.3期 キ		H29.3期 キ

																																																				営業ＣＦ エイギョウ		-2,534		1,298		700		101		-2,885

																																																				投資ＣＦ トウシ		-1,243		108		-172		-507		-562

																																																				財務ＣＦ ザイム		3,514		-1,831		531		1,575		4,140

																																																				現金等残 ゲンキントウ ザン		1,066		981		6,614		7,781		7,781







																																																														(百万円) ヒャクマンエン

																																																						H20.3		H21.9期 キ		H27.3期 キ		H28.3期 キ		H29.3期 キ

																																																				営業ＣＦ エイギョウ		-2,534		1,298		700		101		101

																																																				投資ＣＦ トウシ		-1,243		108		-172		-507		-507

																																																				財務ＣＦ ザイム		3,514		-1,831		531		1,575		1,575

																																																				現金等の期末残高 ゲンキントウ キマツ ザンダカ		1,066		981		6,614		7,782		8,475

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ｃ／Ｆの推移

営業ＣＦ	H27.3期	H28.3期	H29.3期	700	101	-2885	投資ＣＦ	H27.3期	H28.3期	H29.3期	-172	-507	-562	財務ＣＦ	H27.3期	H28.3期	H29.3期	531	1575	4140	(百万円)



営業ＣＦ	H27.3期	H28.3期	H29.3期	投資ＣＦ	H27.3期	H28.3期	H29.3期	財務ＣＦ	H27.3期	H28.3期	H29.3期	現金等の期末残高	H27.3期	H28.3期	H29.3期	6614	7782	8475	(百万円)





◎実績(棚卸資産)

																																				受注済含む ジュチュウ ズ フク																						契約済落とす ケイヤク ズ オ

						H27.3
4Q		H28.3
1Q		
2Q		
4Q								H27.3
4Q		H28.3
1Q		
2Q		
2Q		
4Q										H25.3
4Q		H26.3
4Q		H27.3
1Q		
2Q		
3Q		H27.3
4Q		H28.3
1Q		
2Q								H25.3
4Q		H26.3
4Q		H27.3
1Q		
2Q		
3Q		H27.3
4Q		H28.3
1Q		
2Q		
10月 ガツ		
4Q

				分譲土地 ブンジョウ トチ		780		786		726		724						分譲土地 ブンジョウ トチ		780		786		726		726		724								新築(完成) シンチク カンセイ		137		105		170		187		210		198		241		269						新築(完成) シンチク カンセイ		137		94		170		187		210		183		157		228		245		320

				未成分譲土地 ミセイ ブンジョウ トチ		953		1063		1178		1411						未成分譲土地 ミセイ ブンジョウ トチ		953		1063		1178		1178		1411								中古 チュウコ		64		58		67		64		72		73		81		92						中古 チュウコ		64		58		67		64		72		73		81		92

						1,733		1,849		1,904		2,135								1,733		1,849		1,904		1,904		2,135

				在庫月数 ザイコ ツキスウ		1.39		1.37		1.41		1.40						在庫月数 ザイコ ツキスウ		1.39		1.37		1.41		1.41		1.40

				基準販売数(年) キジュン ハンバイ スウ ネン		1,250		1,350		1,350		1,520						基準販売数(年) キジュン ハンバイ スウ ネン		1,250		1,350		1,350		1,350		1,520

						H26.3期 キ		H27.3期 キ		H28.3期 キ		H28.3期末 キ マツ								H26.3期 キ		H27.3期 キ		H28.3期 キ		H29.3期 キ		H29.3期末 キ マツ																																H25.3
4Q		H26.3
4Q		H27.3
4Q		H28.3
4Q

				総区画数 ソウ クカク カズ		1,658		1,733		2,135		2,135						期末在庫 キマツ ザイコ		1,658		1,733		2,135		2,348		2,348																														完成棟数 カンセイ トウスウ		137		94		183		215

				在庫年数 ザイコ ネンスウ		1.42		1.39		1.40		1.40						翌年販売数 ヨクネン ハンバイ スウ		1170		1290		1346		1450		1.62		19.43		ヶ月 ゲツ																										在庫月数 ザイコ ツキスウ		1.47		0.94		1.83		1.70

																																																										販売数(月) ハンバイ スウ ツキ		93		100		100		127

																																																										販売数(月) ハンバイ スウ ツキ		560		600		600		1,520

				分譲土地 ブンジョウ トチ		702		780		724		724						分譲土地 ブンジョウ トチ		702		780		724		874		874

				未成分譲土地 ミセイ ブンジョウ トチ		956		953		1411		1411						未成分譲土地 ミセイ ブンジョウ トチ		956		953		1411		1474		1474

				基準販売数(年) キジュン ハンバイ スウ ネン		1,170		1,250		1,520		1,520						基準販売数(年) キジュン ハンバイ スウ ネン		1,170		1,250		1,380		1,450		1,450



分譲土地	H27.3	
4Q	H28.3	
1Q	
2Q	780	786	726	未成分譲土地	H27.3	
4Q	H28.3	
1Q	
2Q	953	1063	1178	新築(完成)	

H26.3	
4Q	H27.3	
4Q	H28.3	
1Q	
2Q	105	198	241	269	中古	

H26.3	
4Q	H27.3	
4Q	H28.3	
1Q	
2Q	58	73	81	92	







新築(完成)	

H26.3	
4Q	H27.3	
1Q	
2Q	
3Q	H27.3	
4Q	H28.3	
1Q	
2Q	
10月	
4Q	94	170	187	210	183	157	228	245	中古	

H26.3	
4Q	H27.3	
1Q	
2Q	
3Q	H27.3	
4Q	H28.3	
1Q	
2Q	
10月	
4Q	58	67	64	72	73	81	92	







期末在庫数

総区画数	

H26.3期	H27.3期	H28.3期	1658	1733	2135	在庫年数	

H26.3期	H27.3期	H28.3期	1.4170940170940172	1.3864000000000001	1.4046052631578947	









在庫推移

完成棟数	

H26.3	
4Q	H27.3	
4Q	H28.3	
4Q	94	183	215	在庫月数	

H26.3	
4Q	H27.3	
4Q	H28.3	
4Q	0.94	1.83	1.6973684210526314	









分譲土地	H27.3	
4Q	H28.3	
1Q	
2Q	780	786	726	未成分譲土地	H27.3	
4Q	H28.3	
1Q	
2Q	953	1063	1178	期末在庫	

H27.3期	H28.3期	H29.3期	1733	2135	2348	翌年販売数	

H27.3期	H28.3期	H29.3期	1290	1346	1450	









期末在庫	

H27.3期	H28.3期	H29.3期	1733	2135	2348	翌年販売数	

H27.3期	H2	8.3期	H29.3期	1290	1346	1450	









採用
在庫の増加を強調しない




販売棟数

						H25.3
4Q		H27.3期 キ		H28.3期 キ		
2Q		
3Q		H27.3期 キ		H29.3期 キ

				新築 シンチク		137		1170		1290		187		210		1170		1346

				中古 チュウコ		64		112		117		64		72		112		136



新築	

H27.3期	H28.3期	H29.3期	1170	1290	1346	中古	

H27.3期	H28.3期	H29.3期	112	117	136	









Sheet2

								新築住宅 シンチク ジュウタク												中古住宅 チュウコ ジュウタク

						期 キ		1Ｑ		2Ｑ		3Ｑ		4Ｑ		計 ケイ				1Ｑ		2Ｑ		3Ｑ		4Ｑ		計

						H28.3期 キ		293		330		317		350		1,290				29		30		28		30		117

						H29.3期 キ		333		352		349		312		1,346				39		36		25		36		136

																																						H27.3期 キ		H28.3期 キ		H29.3期 キ

																																				　ＲＯＡ(%)		4.5 		4.6 		4.1 

																																				　ＲＯＥ(%)		11.0 		11.0 		10.1 

																																				　借入金比率(%) カリイレ キン ヒリツ		44.3 		44.9 		48.8 

																																				　自己資本比率(%) ジコ シホン ヒリツ		41.9 		41.6 		39.2 

																																				　1株当り純資産(円) カブ ア ジュンシサン エン		521.57 		571.58 		622.78 







決算概要

各セグメントの状況（不動産販売 ③）

6

オリコン顧客満足度 第１位 獲得

当社グループは、株式会社 oricon Meが令和2年2月3日に発表した

「2020年 オリコン 顧客満足度(R)調査 建売住宅 ビルダー 北関東」

において、全ての評価項目で顧客満足度第１位に選出されました。

（評価項目）

① 立地 ⑥ 情報提供

② 周辺環境 ⑦ 引越し時の住宅確認

③ デザイン ⑧ 住宅構造・設計

④ 住宅設備 ⑨ 金額の納得感

⑤ 長期保証 ⑩ アフターフォロー

「グランディスマイルクラブ」を開設

当社グループのオーナー様向けサービスの向上を目的として、

オーナーズクラブである 「グランディスマイルクラブ」 を

開設し、令和元年12月にオーナーズＷＥＢサイトの運営を始め

ました。

会員様限定のプレゼント企画や、暮らしに役立つお得な情報の

配信のほか、定期メンテナンスや家族構成の変化に合わせた

リフォームのご案内等、“住宅購入後”のオーナー様へのアフ

ターサービス強化を図っております。

今後もより多くのお客様にご満足いただけるよう、

付加価値の高い商品づくりとサービスの向上に努めてまいります。
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＜新築住宅販売 ～ 商品例＞

L a n d s c a p e  D e s i g n よつばの杜つくば松代プロジェクト（茨城県つくば市 103区画）

I n t e r i o r  D e s i g n

グランドステージ泉が丘5丁目（栃木県宇都宮市） グランシエールつくば市東光台（茨城県つくば市）

モノルクス大宮（埼玉県さいたま市）

イオリ流山おおたかの森9期（千葉県流山市）

フォレストヒル上尾（埼玉県上尾市）

イオリ南流山8期（千葉県流山市）

「光と風のリビング」 「コワーキングスペース」 「中庭テラス」

決算概要

各セグメントの状況（不動産販売 ④）



建築材料販売

利益率の確保を重視し、取引先の選別を

進めたことにより減収

構造材は値下がり傾向で推移したが、

人員増強に伴う人件費増加により減益

不動産賃貸

稼働率向上の取り組み、賃貸資産の増加

により増収

管理コストの低減に取り組み増益

決算概要

各セグメントの状況（建築材料販売・不動産賃貸）
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1,200

1,300

1,400

1,500

1,600

60,000

62,000

64,000

66,000

68,000

H30
6 9 12

H31
3

R1
6 9 12

R2
3

材料価格の推移

米松ひら角

針葉樹合板

米松ひら角
（円／㎡）

針葉樹合板
（円／枚）

（百万円）

H31.3期 R2.3期 前期比

6,115 5,894 -3.6% 

外 部 顧 客 2,992 2,775 -7.2% 

グ ル ー プ 内 部 3,123 3,118 -0.2% 

151 142 -5.9% 

（百万円）

H31.3期 R2.3期 前期比

332 346 +4.4% 

外 部 顧 客 248 261 +5.2% 

グ ル ー プ 内 部 83 85 +1.8% 

151 172 +13.8% 

（運用数量の推移）

賃貸オフィス等 （坪数） 2,627 3,003

駐車場 （車室数） 435 435

売 上 高

経 常 利 益

経 常 利 益

建 築 材 料 販 売

不 動 産 賃 貸

売 上 高


②概要



																		（百万円） ヒャクマンエン

								H31.3期 キ		R2.3期 キ		前期比 ゼンキヒ				業績予想
2/10修正 ギョウセキ ヨソウ シュウセイ		業績
予想比 ギョウセキ ヨソウ ヒ

				売上高 ウリアゲ ダカ				44,452		45,541		+2.5%				45,150		+0.9%

						不動産販売 フドウサン ハンバイ		41,212		42,505		+3.1%

						建築材料販売 ケンチク ザイリョウ ハンバイ		2,992		2,775		-7.2%

						不動産賃貸 フドウサン チンタイ		248		261		+5.2%

				営業利益 エイギョウ リエキ				3,131		2,142		-31.6%				2,000		+7.1%

				経常利益 ケイジョウ リエキ				3,288		2,310		-29.7%				2,150		+7.5%

				親会社株主に帰属する
当期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキ ジュンリエキ				2,065		1,413		-31.6%				1,400		+0.9%



				1株当たり
当期純利益 カブ ア トウキ ジュンリエキ				71.62円		48.84円		-22.78円				48.41円		+0.43円

				ＲＯＥ
(自己資本利益率)				10.3%		6.6%		-3.71pt

				1株当たり
配当額 カブ ア ハイトウ ガク				18円		23円		+5円

				連結配当性向 レンケツ ハイトウ セイコウ				25.1%		47.1%		+22.0pt





				％と％の比較はptで表示 ヒカク ヒョウジ

				１株当たり当期純利益 カブ ア トウキ ジュンリエキ				71.62円		48.84円		-22.78円				48.41円		+0.43円

				1株当たり
当期純利益 カブ ア トウキ ジュンリエキ				71.62円		48.84円		-22.78円				48.41円		+0.43円





























経常分析

				H31.3期
売上高 キ ウリアゲダカ		不動産
販売 フドウサン ハンバイ		建材
販売 ケン ハンバイ		不動産
賃貸 フドウサン チンタイ		調整額 チョウセイ ガク		R2.3期
売上高 キ ウリアゲダカ						H31.3期
経常利益 キ ケイジョウ リエキ		売上高 ウリア ダカ		粗利益 アラリ エキ		販管費 ハンカンヒ		営業外
損益 エイギョウガイ ソンエキ		R2.3期
経常利益 キ ケイジョウ リエキ

						444.52		455.24		455.24		455.38										32.88		30.36		22.99		22.99

				444.52		12.93

作成者: 差額がプラスになるように調整
		2.21		0.14		0.03		455.41						32.88		1.97		4.49		7.37		0.11		23.10

						457.45		457.45		455.38		455.41										34.85		34.85		30.36		23.10

				前期実績 ゼンキ ジッセキ		412.12		61.15		3.32		-32.07								前期実績 ゼンキ ジッセキ		444.52833		80.3738		49.06276		1.57092

				当期実績 トウキ ジッセキ		425.05		58.94		3.46		-32.04												18.08%

				増減 ゾウゲン		12.93		-2.21		0.14		0.03								当期実績 トウキ ジッセキ		455.41961757		77.85154		56.43006		1.68651

																								17.09%

																				H31.3期
経常利益		売上高 ウリアゲ ダカ		粗利率 アラリリツ		販管費 ハンカンヒ		営業外
損益		R2.3期
経常利益

																				+3,288		+197		△449		△737		+11		+2,310



H31.3期	
経常利益	売上高	粗利益	販管費	営業外	
損益	R2.3期	
経常利益	32.880000000000003	30.36	22.99	22.99	







H31.3期	
経常利益	売上高	粗利益	販管費	営業外	
損益	R2.3期	
経常利益	32.880000000000003	1.969220204466313	4.4914802044663196	7.3673000000000002	0.10558999999999986	23.1	





H31.3期	
売上高	不動産	
販売	建材	
販売	不動産	
賃貸	調整額	R2.3期	
売上高	444.52	455.24	455.24	455.38	









H31.3期	
売上高	不動産	
販売	建材	
販売	不動産	
賃貸	調整額	R2.3期	
売上高	444.52	12.930000000000007	2.2100000000000009	0.14000000000000012	3.0000000000001137E-2	455.41	





 売上高	H28.3	H29.3	H30.3	H31.3	R2.3	417.06272000000001	439.62732999999997	447.26118000000002	444.52832999999998	455.41960999999998	売上総利益	H28.3	H29.3	H30.3	H31.3	R2.3	72.360259999999997	75.419390000000007	76.439099999999996	80.373829999999998	77.85154	 粗利率	H28.3	H29.3	H30.3	H31.3	R2.3	0.17349970766986797	0.17155300604264073	0.17090483909200435	0.18080699153639995	0.17094463718854794	









セグメント



						不動産販売 フドウサン ハンバイ								（百万円） ヒャクマンエン

										H31.3期 キ		R2.3期 キ		前期比 ゼンキヒ

						売上高 ウリアゲ ダカ				41,212		42,505		+3.1%

								新築住宅販売 シンチク ジュウタク ハンバイ		37,191		38,517		+3.6%

								中古住宅販売 チュウコ ジュウタク ハンバイ		2,397		2,535		+5.8%

								リフォーム		1,624		1,453		-10.5%

						経常利益 ケイジョウ リエキ				2,976		2,013		-32.4%



						建築材料販売 ケンチク ザイリョウ ハンバイ								（百万円） ヒャクマンエン

										H31.3期 キ		R2.3期 キ		前期比 ゼンキヒ

						売上高 ウリアゲ ダカ				6,115		5,894		-3.6%

								外部顧客 ガイブ コキャク		2,992		2,775		-7.2%

								グループ内部 ナイブ		3,123		3,118		-0.2%

						経常利益 ケイジョウ リエキ				151		142		-5.9%





						不動産賃貸 フドウサン チンタイ								（百万円） ヒャクマンエン

										H31.3期 キ		R2.3期 キ		前期比 ゼンキヒ

						売上高 ウリアゲ ダカ				332		346		+4.4%

								外部顧客 ガイブ コキャク		248		261		+5.2%

								グループ内部 ナイブ		83		85		+1.8%

						経常利益 ケイジョウ リエキ				151		172		+13.8%



						（運用数量の推移） ウンヨウ スウリョウ スイイ

						賃貸オフィス等 （坪数） チンタイ トウ ツボスウ				2,627		3,003										新築住宅 シンチク ジュウタク				38,814,565,040		87.3%		39,969,916,888		87.8%

						駐車場 （車室数） チュウシャジョウ シャシツ スウ				435		435

																						中古住宅 チュウコ ジュウタク				2,397,794,467		5.4%		2,535,201,551		5.6%

																						建築材料 ケンチク ザイリョウ				2,992,211,921		6.7%		2,775,626,641		6.1%

																						賃貸 チンタイ				248,262,510		0.6%		261,216,677		0.6%

																										44,452,833,938		100.0%		45,541,961,757		100.0%



																						管理収入 カンリ シュウニュウ				1,970,420				1,099,850

																						　"				1,622,109,692				1,452,351,116

																						リフォーム				1,624,080,112				1,453,450,966

																						新築住宅 シンチク ジュウタク				37,190,484,928				38,516,465,922

																						小計 ショウケイ				41,212,359,507				42,505,118,439





Sheet5

		累計データ（転記用） ルイケイ テンキ ヨウ

				H28.3								H29.3								H30.3								H31.3								R2.3

				1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q

		売上高 ウリアゲ ダカ								41,706,272		11,101,904		22,614,869		33,645,506		43,962,733		10,195,571		22,289,476		32,389,105		44,726,118		10,341,270		21,268,322		32,758,766		44,452,833		10,550,042		22,769,973		32,817,966		45,541,961

		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ								7,236,026		2,002,364		3,944,828		5,851,564		7,541,939		1,794,746		3,849,151		5,596,040		7,643,910		1,943,250		3,917,111		5,938,957		8,037,383		1,871,435		3,940,965		5,613,288		7,785,154

		累計期間データ（加工後） ルイケイ キカン カコウ ゴ

				H28.3								H29.3								H30.3								H31.3								R2.3

				1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q

				H28.3		H28.3		H28.3		H28.3		H29.3		H29.3		H29.3		H29.3		H30.3		H30.3		H30.3		H30.3		H31.3		H31.3		H31.3		H31.3		R2.3		R2.3		R2.3		R2.3

		 売上高 ウリアゲ ダカ								417.1						336.5		439.6						323.9		447.3		103.4		212.7		327.6		444.5		105.5		227.7		328.2		455.4

		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ								72.4						58.5		75.4						56.0		76.4		19.4		39.2		59.4		80.4		18.7		39.4		56.1		77.9

		 粗利率 アラリリツ								17.3%						17.4%		17.2%						17.3%		17.1%		18.8%		18.4%		18.1%		18.1%		17.7%		17.3%		17.1%		17.1%

		会計期間データ（加工後） カイケイ キカン カコウ ゴ

				H28.3								H29.3								H30.3								H31.3								R2.3

				1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		H31.3
1Q		2Q		3Q		4Q		R2.3
1Q		2Q		3Q		4Q

		売上高 ウリアゲ ダカ		0.0		0.0		0.0		417.1		111.0		115.1		110.3		103.2		102.0		120.9		101.0		123.4		103.4		109.3		114.9		116.9		105.5		122.2		100.5		127.2

		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		0.0		0.0		0.0		72.4		20.0		19.4		19.1		16.9		17.9		20.5		17.5		20.5		19.4		19.7		20.2		21.0		18.7		20.7		16.7		21.7

		総利益率 ソウ リエキ リツ		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		17.3%		18.0%		16.9%		17.3%		16.4%		17.6%		17.0%		17.3%		16.6%		18.8%		18.1%		17.6%		17.9%		17.7%		16.9%		16.6%		17.1%

		単位 タンイ

		100,000

						15.0%

				6		1.0%

						21.0%



売上高	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	H31.3	
1Q	2Q	3Q	4Q	R2.3	
1Q	2Q	3Q	4Q	111.01904	115.12965	110.30637	103.17227	101.95571	120.93904999999999	100.99629	123.37013	103.4127	109.27052	114.90443999999999	116.94067	105.50042000000001	122.19931	100.47993	127.23994999999999	売上総利益	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	H31.3	
1Q	2Q	3Q	4Q	R2.3	
1Q	2Q	3Q	4Q	20.02364	19.42464	19.067360000000001	16.903749999999999	17.94746	20.544049999999999	17.468889999999998	20.4787	19.432500000000001	19.738610000000001	20.21846	20.984259999999999	18.71435	20.6953	16.723230000000001	21.71866	総利益率	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	H31.3	
1Q	2Q	3Q	4Q	R2.3	
1Q	2Q	3Q	4Q	0.1803622153461244	0.16871969992091526	0.17285819486218248	0.16384005120755799	0.17603192601964127	0.16987110449437134	0.1729656604217838	0.16599398898258436	0.18791212297909252	0.18063984686812143	0.17595890985587678	0.17944364437111571	0.17738649760825595	0.16935693008413877	0.1664335355329169	0.17069057320440634	







 売上高	H28.3	H29.3	H30.3	H31.3	R2.3	417.06272000000001	439.62732999999997	447.26118000000002	444.52832999999998	455.41960999999998	売上総利益	H28.3	H29.3	H30.3	H31.3	R2.3	72.360259999999997	75.419390000000007	76.439099999999996	80.373829999999998	77.85154	 粗利率	H28.3	H29.3	H30.3	H31.3	R2.3	0.17349970766986797	0.17155300604264073	0.17090483909200435	0.18080699153639995	0.17094463718854794	

（億円）













Sheet1 (2)

		コード		科目名		第28期（2018年度)				第29期（2019年度)				増減		第28期（2018年度)																

						年次				年次						年次																

						金額		構成比		金額		構成比				金額		予備2		予備3		予備4		予備5								

				貸借対照表																								

				（資産の部）																								

				Ⅰ流動資産																								

		10000		現金及び預金		10,001,725,218		21.34%		10,336,889,198		18.46%		335,163,980		10,001,725,218		10,336,889,198		10,336,889,198		10,336,889,198		10,336,889,198		1000				10061		1

		10010		定期預金(３ヶ月超)				0.00%		14,508,056		0.03%		14,508,056				14,508,056		14,508,056		14,508,056		14,508,056		1000				10062		1						10,001,725,218				10,351,397,254				349,672,036

		11310		受取手形		47,590,468		0.10%		45,764,256		0.08%		(1,826,212)		47,590,468		45,764,256		45,764,256		45,764,256		45,764,256		1000				10066		1

		13100		売掛金		499,691,684		1.07%		561,733,957		1.00%		62,042,273		499,691,684		561,733,957		561,733,957		561,733,957		561,733,957		1000				10068		1

		14000		分譲土地		12,191,718,039		26.01%		11,489,199,279		20.52%		(702,518,760)		12,191,718,039		11,489,199,279		11,489,199,279		11,489,199,279		11,489,199,279		1000				10069		1						17,322,784,609				16,799,116,983				(523,667,626)

		14100		土地建物		1,710,919,141		3.65%		2,055,053,948		3.67%		344,134,807		1,710,919,141		2,055,053,948		2,055,053,948		2,055,053,948		2,055,053,948		1000				10070		1

		14200		未成分譲土地		5,164,504,141		11.02%		11,381,785,188		20.33%		6,217,281,047		5,164,504,141		11,381,785,188		11,381,785,188		11,381,785,188		11,381,785,188		1000				10071		1

		14300		未成分譲建物		1,898,200,111		4.05%		2,517,399,346		4.50%		619,199,235		1,898,200,111		2,517,399,346		2,517,399,346		2,517,399,346		2,517,399,346		1000				10072		1						7,062,704,252				13,899,184,534				6,836,480,282

		14320		未成工事支出金		7,244,243		0.02%		7,198,516		0.01%		(45,727)		7,244,243		7,198,516		7,198,516		7,198,516		7,198,516		1000				10073		1						7,244,243				7,198,516				(45,727)

		14350		完成工事支出金		3,420,147,429		7.30%		3,254,863,756		5.81%		(165,283,673)		3,420,147,429		3,254,863,756		3,254,863,756		3,254,863,756		3,254,863,756		1000				10074		1

		14400		商品		165,090,723		0.35%		147,669,046		0.26%		(17,421,677)		165,090,723		147,669,046		147,669,046		147,669,046		147,669,046		1000				10075		1

		14410		製品		78,957,703		0.17%		90,540,658		0.16%		11,582,955		78,957,703		90,540,658		90,540,658		90,540,658		90,540,658		1000				10076		1

		14430		原材料		89,678,736		0.19%		68,960,762		0.12%		(20,717,974)		89,678,736		68,960,762		68,960,762		68,960,762		68,960,762		1000				10077		1

		14500		貯蔵品		38,509,658		0.08%		44,872,503		0.08%		6,362,845		38,509,658		44,872,503		44,872,503		44,872,503		44,872,503		1000				10079		1

		15000		前渡金		620,617,340		1.32%		606,031,400		1.08%		(14,585,940)		620,617,340		606,031,400		606,031,400		606,031,400		606,031,400		1000				10083		1

		15100		短期貸付金				0.00%		4,500,000		0.01%		4,500,000				4,500,000		4,500,000		4,500,000		4,500,000		1000				10084		1

		15200		立替金		9,366,587		0.02%		5,584,706		0.01%		(3,781,881)		9,366,587		5,584,706		5,584,706		5,584,706		5,584,706		1000				10085		1

		15300		未収入金		103,873,591		0.22%		102,218,792		0.18%		(1,654,799)		103,873,591		102,218,792		102,218,792		102,218,792		102,218,792		1000				10086		1

		15310		未収入金（利息）		537,832		0.00%		902,104		0.00%		364,272		537,832		902,104		902,104		902,104		902,104		1000				10087		1

		15400		仮払金		2,726,400		0.01%		152,360		0.00%		(2,574,040)		2,726,400		152,360		152,360		152,360		152,360		1000				10088		1

		15500		前払費用		76,301,827		0.16%		111,650,534		0.20%		35,348,707		76,301,827		111,650,534		111,650,534		111,650,534		111,650,534		1000				10089		1

		15510		前払費用（利息）		3,378,685		0.01%		16,897,144		0.03%		13,518,459		3,378,685		16,897,144		16,897,144		16,897,144		16,897,144		1000				10090		1

		15750		未収消費税還付金				0.00%		191,418,003		0.34%		191,418,003				191,418,003		191,418,003		191,418,003		191,418,003		1000				10094		1

		15850		貸倒引当金(短期)		(3,305,405)		-0.01%		(4,934,296)		-0.01%		(1,628,891)		(3,305,405)		(4,934,296)		(4,934,296)		(4,934,296)		(4,934,296)		1000				10097		1						1,733,015,829				1,993,961,929				260,946,100

				流動資産合計		36,127,474,151		77.09%		43,050,859,216		76.90%		6,923,385,065		36,127,474,151		43,050,859,216		43,050,859,216		43,050,859,216		43,050,859,216				5										36,127,474,151				43,050,859,216				6,923,385,065

				Ⅱ固定資産																								

				１  有形固定資産																								

		16000		建物		4,079,814,151		8.71%		4,303,154,896		7.69%		223,340,745		4,079,814,151		4,303,154,896		4,303,154,896		4,303,154,896		4,303,154,896		1100				10101		1

		16100		建物付属設備		844,294,040		1.80%		959,321,796		1.71%		115,027,756		844,294,040		959,321,796		959,321,796		959,321,796		959,321,796		1100				10102		1

		16200		構築物		308,163,419		0.66%		331,102,190		0.59%		22,938,771		308,163,419		331,102,190		331,102,190		331,102,190		331,102,190		1100				10104		1

		16300		機械装置		44,479,102		0.09%		76,054,064		0.14%		31,574,962		44,479,102		76,054,064		76,054,064		76,054,064		76,054,064		1100				10105		1

		16400		車両運搬具		9,017,660		0.02%		50,514,581		0.09%		41,496,921		9,017,660		50,514,581		50,514,581		50,514,581		50,514,581		1100				10107		1

		16500		工具器具備品		351,017,442		0.75%		366,090,354		0.65%		15,072,912		351,017,442		366,090,354		366,090,354		366,090,354		366,090,354		1100				10108		1

		16600		土地		5,576,884,584		11.90%		6,002,977,718		10.72%		426,093,134		5,576,884,584		6,002,977,718		6,002,977,718		6,002,977,718		6,002,977,718		1100				10110		1

		16650		リース資産		143,586,000		0.31%		189,864,000		0.34%		46,278,000		143,586,000		189,864,000		189,864,000		189,864,000		189,864,000		1100				10111		1

		16700		建設仮勘定		1,011,080		0.00%		8,411,300		0.02%		7,400,220		1,011,080		8,411,300		8,411,300		8,411,300		8,411,300		1100				10113		1

		16900		減価償却累計額		(2,425,600,655)		-5.18%		(2,652,232,519)		-4.74%		(226,631,864)		(2,425,600,655)		(2,652,232,519)		(2,652,232,519)		(2,652,232,519)		(2,652,232,519)		1100				10115		1

				有形固定資産合計		8,932,666,823		19.06%		9,635,258,380		17.21%		702,591,557		8,932,666,823		9,635,258,380		9,635,258,380		9,635,258,380		9,635,258,380				9

				２  無形固定資産																								

		17200		商標権		3,004,675		0.01%		2,584,336		0.00%		(420,339)		3,004,675		2,584,336		2,584,336		2,584,336		2,584,336		1200				10119		1

		17300		ソフトウェア		70,664,654		0.15%		93,374,412		0.17%		22,709,758		70,664,654		93,374,412		93,374,412		93,374,412		93,374,412		1200				10120		1

		17900		電話加入権		6,408,000		0.01%		6,408,001		0.01%		1		6,408,000		6,408,001		6,408,001		6,408,001		6,408,001		1200				10122		1

		17959		のれん				0.00%		1,302,697,518		2.33%		1,302,697,518				1,302,697,518		1,302,697,518		1,302,697,518		1,302,697,518		1200				10123		1

				無形固定資産合計		80,077,329		0.17%		1,405,064,267		2.51%		1,324,986,938		80,077,329		1,405,064,267		1,405,064,267		1,405,064,267		1,405,064,267				12

				３  投資その他の資産																								

		18000		長期預金				0.00%		23,001,370		0.04%		23,001,370				23,001,370		23,001,370		23,001,370		23,001,370		1300				10126		1

		18050		投資有価証券		363,031,590		0.77%		329,226,330		0.59%		(33,805,260)		363,031,590		329,226,330		329,226,330		329,226,330		329,226,330		1300				10127		1

		18100		出資金		6,478,000		0.01%		6,488,000		0.01%		10,000		6,478,000		6,488,000		6,488,000		6,488,000		6,488,000		1300				10129		1

		18200		長期貸付金		13,701,831		0.03%		35,914,435		0.06%		22,212,604		13,701,831		35,914,435		35,914,435		35,914,435		35,914,435		1300				10130		1

		18300		長期前払費用		12,862,501		0.03%		39,605,464		0.07%		26,742,963		12,862,501		39,605,464		39,605,464		39,605,464		39,605,464		1300				10133		1

		18330		長期営業債権		4		0.00%		9,055,716		0.02%		9,055,712		4		9,055,716		9,055,716		9,055,716		9,055,716		1300				10134		1

		18350		繰延消費税等		15,698,639		0.03%		37,592,833		0.07%		21,894,194		15,698,639		37,592,833		37,592,833		37,592,833		37,592,833		1300				10135		1

		18360		繰延税金資産(固定)		413,834,583		0.88%		457,977,607		0.82%		44,143,024		413,834,583		457,977,607		457,977,607		457,977,607		457,977,607		1300				10136		1

		18400		保証金		862,469,200		1.84%		929,623,810		1.66%		67,154,610		862,469,200		929,623,810		929,623,810		929,623,810		929,623,810		1300				10137		1

		18550		貸倒引当金(長期)		(1,030,664)		-0.00%		(9,148,477)		-0.02%		(8,117,813)		(1,030,664)		(9,148,477)		(9,148,477)		(9,148,477)		(9,148,477)		1300				10139		1						1,804,635,843				1,997,297,086				192,661,243

				投資その他の資産合計		1,687,045,684		3.60%		1,859,337,088		3.32%		172,291,404		1,687,045,684		1,859,337,088		1,859,337,088		1,859,337,088		1,859,337,088				15

				固定資産合計		10,699,789,836		22.83%		12,899,659,735		23.04%		2,199,869,899		10,699,789,836		12,899,659,735		12,899,659,735		12,899,659,735		12,899,659,735				16										10,737,302,666				12,935,252,984				2,197,950,318

				Ⅲ繰延資産																								

		19110		社債発行費		37,512,830		0.08%		35,593,249		0.06%		(1,919,581)		37,512,830		35,593,249		35,593,249		35,593,249		35,593,249		1400				100030		1

				繰延資産合計		37,512,830		0.08%		35,593,249		0.06%		(1,919,581)		37,512,830		35,593,249		35,593,249		35,593,249		35,593,249				19

				資産合計		46,864,776,817		100.00%		55,986,112,200		100.00%		9,121,335,383		46,864,776,817		55,986,112,200		55,986,112,200		55,986,112,200		55,986,112,200				20

				（負債の部）																								

				Ⅰ流動負債																								

		20200		短期借入金		17,324,800,000		36.97%		22,218,600,000		39.69%		4,893,800,000		17,324,800,000		22,218,600,000		22,218,600,000		22,218,600,000		22,218,600,000		2000				10146		-1

		20250		１年以内長期借入金		503,345,000		1.07%		695,958,000		1.24%		192,613,000		503,345,000		695,958,000		695,958,000		695,958,000		695,958,000		2000				10148		-1

		20260		１年内償還予定社債		21,000,000		0.04%		21,000,000		0.04%		0		21,000,000		21,000,000		21,000,000		21,000,000		21,000,000		2000				10149		-1

		20280		リース債務		28,366,848		0.06%		37,323,000		0.07%		8,956,152		28,366,848		37,323,000		37,323,000		37,323,000		37,323,000		2000				10150		-1

		20300		未成工事受入金		33,585,611		0.07%		44,350,596		0.08%		10,764,985		33,585,611		44,350,596		44,350,596		44,350,596		44,350,596		2000				10152		-1

		20400		工事未払金（開発）		664,525,458		1.42%		733,180,475		1.31%		68,655,017		664,525,458		733,180,475		733,180,475		733,180,475		733,180,475		2000				10154		-1

		20410		工事未払金（建築）		2,468,364,643		5.27%		2,516,186,635		4.49%		47,821,992		2,468,364,643		2,516,186,635		2,516,186,635		2,516,186,635		2,516,186,635		2000				10155		-1						3,132,890,101				3,249,367,110				116,477,009

		20420		未払金		37,834,624		0.08%		13,128,900		0.02%		(24,705,724)		37,834,624		13,128,900		13,128,900		13,128,900		13,128,900		2000				10156		-1

		20500		未払費用		167,952,260		0.36%		158,092,326		0.28%		(9,859,934)		167,952,260		158,092,326		158,092,326		158,092,326		158,092,326		2000				10159		-1

		20510		未払費用（利息）		1,263,520		0.00%		1,119,364		0.00%		(144,156)		1,263,520		1,119,364		1,119,364		1,119,364		1,119,364		2000				10160		-1

		20520		未払費用(広告)		42,833,960		0.09%		54,255,438		0.10%		11,421,478		42,833,960		54,255,438		54,255,438		54,255,438		54,255,438		2000				10161		-1

		20550		未払費用(定期支払)		61,095,863		0.13%		76,146,685		0.14%		15,050,822		61,095,863		76,146,685		76,146,685		76,146,685		76,146,685		2000				10162		-1

		20600		前受金		63,141,332		0.13%		82,314,813		0.15%		19,173,481		63,141,332		82,314,813		82,314,813		82,314,813		82,314,813		2000				10163		-1

		20720		仮受金（予約金）				0.00%		1,000,000		0.00%		1,000,000				1,000,000		1,000,000		1,000,000		1,000,000		2000				10166		-1

		20800		預り金		5,786,094		0.01%		4,945,790		0.01%		(840,304)		5,786,094		4,945,790		4,945,790		4,945,790		4,945,790		2000				10168		-1

		20810		預り金（人件費）		71,535,740		0.15%		32,357,221		0.06%		(39,178,519)		71,535,740		32,357,221		32,357,221		32,357,221		32,357,221		2000				10169		-1

		20820		預り金（諸経費）		142,481,381		0.30%		160,886,566		0.29%		18,405,185		142,481,381		160,886,566		160,886,566		160,886,566		160,886,566		2000				10170		-1

		20900		未払配当金		2,615,549		0.01%		2,168,652		0.00%		(446,897)		2,615,549		2,168,652		2,168,652		2,168,652		2,168,652		2000				10172		-1

		21100		未払法人税等		415,760,900		0.89%		275,212,600		0.49%		(140,548,300)		415,760,900		275,212,600		275,212,600		275,212,600		275,212,600		2000				10174		-1

		21110		未払事業税		128,753,100		0.27%		92,138,200		0.16%		(36,614,900)		128,753,100		92,138,200		92,138,200		92,138,200		92,138,200		2000				10175		-1

		21400		未払消費税等		128,105,000		0.27%		61,161,900		0.11%		(66,943,100)		128,105,000		61,161,900		61,161,900		61,161,900		61,161,900		2000				10178		-1

		21800		完成工事補償引当金		85,853,075		0.18%		70,872,120		0.13%		(14,980,955)		85,853,075		70,872,120		70,872,120		70,872,120		70,872,120		2000				10180		-1

				流動負債合計		22,398,999,958		47.79%		27,352,399,281		48.86%		4,953,399,323		22,398,999,958		27,352,399,281		27,352,399,281		27,352,399,281		27,352,399,281				24

				Ⅱ固定負債																								

		22000		社債		1,545,000,000		3.30%		1,824,000,000		3.26%		279,000,000		1,545,000,000		1,824,000,000		1,824,000,000		1,824,000,000		1,824,000,000		2100				10189		-1

		22100		長期借入金(設備)		806,461,000		1.72%		3,377,965,000		6.03%		2,571,504,000		806,461,000		3,377,965,000		3,377,965,000		3,377,965,000		3,377,965,000		2100				10191		-1						20,362,555,288				28,472,449,028				8,109,893,740

		22110		長期借入金（運用）		75,000,000		0.16%		220,000,000		0.39%		145,000,000		75,000,000		220,000,000		220,000,000		220,000,000		220,000,000		2100				10192		-1

		22150		リース債務		58,582,440		0.13%		77,603,028		0.14%		19,020,588		58,582,440		77,603,028		77,603,028		77,603,028		77,603,028		2100				10193		-1

		22160		資産除去債務		12,227,296		0.03%		12,296,548		0.02%		69,252		12,227,296		12,296,548		12,296,548		12,296,548		12,296,548		2100				10194		-1

		22300		長期預り金		45,730,288		0.10%		53,591,733		0.10%		7,861,445		45,730,288		53,591,733		53,591,733		53,591,733		53,591,733		2100				10197		-1

		23000		退職給付引当金		629,972,810		1.34%		720,938,292		1.29%		90,965,482		629,972,810		720,938,292		720,938,292		720,938,292		720,938,292		2100				10199		-1

		23500		役員退職慰労引当金		168,654,085		0.36%		203,579,077		0.36%		34,924,992		168,654,085		203,579,077		203,579,077		203,579,077		203,579,077		2100				10202		-1

		23709		繰延税金負債(固定)				0.00%		612,209		0.00%		612,209				612,209		612,209		612,209		612,209		2100				10205		-1						2,245,182,488				2,121,169,030				(124,013,458)

				固定負債合計		3,341,627,919		7.13%		6,490,585,887		11.59%		3,148,957,968		3,341,627,919		6,490,585,887		6,490,585,887		6,490,585,887		6,490,585,887				27

				負債合計		25,740,627,877		54.93%		33,842,985,168		60.45%		8,102,357,291		25,740,627,877		33,842,985,168		33,842,985,168		33,842,985,168		33,842,985,168				31

				（純資産の部）																								

				Ⅰ株主資本																								

		30000		資本金		2,077,500,000		4.43%		2,077,500,000		3.71%		0		2,077,500,000		2,077,500,000		2,077,500,000		2,077,500,000		2,077,500,000		3000				10213		-1

		31000		資本準備金		2,184,000,000		4.66%		2,184,000,000		3.90%		0		2,184,000,000		2,184,000,000		2,184,000,000		2,184,000,000		2,184,000,000		3000				10218		-1

		31060		その他資本剰余金		46,865,538		0.10%		109,215,938		0.20%		62,350,400		46,865,538		109,215,938		109,215,938		109,215,938		109,215,938		3000				10219		-1

		31079		資本剰余金		(1,967,538)		-0.00%		(1,967,538)		-0.00%		0		(1,967,538)		(1,967,538)		(1,967,538)		(1,967,538)		(1,967,538)		3000				10220		-1

		32089		利益剰余金		17,011,385,118		36.30%		17,905,056,310		31.98%		893,671,192		17,011,385,118		17,905,056,310		17,905,056,310		17,905,056,310		17,905,056,310		3000				10223		-1

		32200		自己株式		(337,899,278)		-0.72%		(301,297,678)		-0.54%		36,601,600		(337,899,278)		(301,297,678)		(301,297,678)		(301,297,678)		(301,297,678)		3000				10225		-1

				株主資本合計		20,979,883,840		44.77%		21,972,507,032		39.25%		992,623,192		20,979,883,840		21,972,507,032		21,972,507,032		21,972,507,032		21,972,507,032				35

				Ⅱその他の包括利益累計額																								

		25400		その他有価証券評価差額金		(47,634,900)		-0.10%				0.00%		47,634,900		(47,634,900)										3100				10206		-1

				その他の包括利益累計額合計		(47,634,900)		-0.10%		0		0.00%		47,634,900		(47,634,900)		0		0		0		0				38

				Ⅲ新株予約権																								

		28000		新株予約権		191,900,000		0.41%		170,620,000		0.30%		(21,280,000)		191,900,000		170,620,000		170,620,000		170,620,000		170,620,000		3600				10211		-1

				純資産合計		21,124,148,940		45.07%		22,143,127,032		39.55%		1,018,978,092		21,124,148,940		22,143,127,032		22,143,127,032		22,143,127,032		22,143,127,032				43

				負債純資産合計		46,864,776,817		100.00%		55,986,112,200		100.00%		9,121,335,383		46,864,776,817		55,986,112,200		55,986,112,200		55,986,112,200		55,986,112,200				44

				損益計算書																								

				Ⅰ売上高																								

		81000		商品売上高(野物)		1,154,668,971		2.60%		1,061,119,298		2.33%		(93,549,673)		1,154,668,971		1,061,119,298		1,061,119,298		1,061,119,298		1,061,119,298		4002				10376		-1

		81020		製品売上高		1,625,248,461		3.66%		1,510,052,754		3.32%		(115,195,707)		1,625,248,461		1,510,052,754		1,510,052,754		1,510,052,754		1,510,052,754		4002				10378		-1

		81030		製品売上高(金物)		131,133,603		0.29%		136,802,178		0.30%		5,668,575		131,133,603		136,802,178		136,802,178		136,802,178		136,802,178		4002				10379		-1

		81100		土地分譲収入		1,548,878,057		3.48%		2,182,401,488		4.79%		633,523,431		1,548,878,057		2,182,401,488		2,182,401,488		2,182,401,488		2,182,401,488		4000				10380		-1

		81200		建物請負収入		2,284,655,903		5.14%		2,013,946,385		4.42%		(270,709,518)		2,284,655,903		2,013,946,385		2,013,946,385		2,013,946,385		2,013,946,385		4002				10381		-1

		81250		建売収入		35,397,311,886		79.63%		36,585,565,079		80.33%		1,188,253,193		35,397,311,886		36,585,565,079		36,585,565,079		36,585,565,079		36,585,565,079		4002				10382		-1

		81300		雑工事収入		512,762,092		1.15%		410,008,987		0.90%		(102,753,105)		512,762,092		410,008,987		410,008,987		410,008,987		410,008,987		4002				10383		-1

		81350		仲介手数料収入		9,699,889		0.02%		54,164,644		0.12%		44,464,755		9,699,889		54,164,644		54,164,644		54,164,644		54,164,644		4002				10384		-1

		81400		不動産賃貸収入		248,148,091		0.56%		261,090,478		0.57%		12,942,387		248,148,091		261,090,478		261,090,478		261,090,478		261,090,478		4002				10385		-1

		81450		賃貸管理収入		114,419		0.00%		126,199		0.00%		11,780		114,419		126,199		126,199		126,199		126,199		4002				10386		-1

		81500		設計業務収入		11,710,000		0.03%		6,366,000		0.01%		(5,344,000)		11,710,000		6,366,000		6,366,000		6,366,000		6,366,000		4002				10387		-1

		81600		保険手数料収入		52,800,598		0.12%		56,203,383		0.12%		3,402,785		52,800,598		56,203,383		56,203,383		56,203,383		56,203,383		4002				10388		-1

		81700		貸付金利息収入		307,892		0.00%		291,422		0.00%		(16,470)		307,892		291,422		291,422		291,422		291,422		4002				10389		-1

		81799		売上高		1,623,570,112		3.65%		1,453,084,966		3.19%		(170,485,146)		1,623,570,112		1,453,084,966		1,453,084,966		1,453,084,966		1,453,084,966		4000				10390		-1

		81800		売上割戻し		(148,176,036)		-0.33%		(189,261,504)		-0.42%		(41,085,468)		(148,176,036)		(189,261,504)		(189,261,504)		(189,261,504)		(189,261,504)		4002				10391		-1

				売上高合計		44,452,833,938		100.00%		45,541,961,757		100.00%		1,089,127,819		44,452,833,938		45,541,961,757		45,541,961,757		45,541,961,757		45,541,961,757				66

				Ⅱ売上原価																								

		40000		土地分譲原価		267,944,273		0.60%		797,020,388		1.75%		529,076,115		267,944,273		797,020,388		797,020,388		797,020,388		797,020,388		4102				10228		1

		40100		建物請負原価		769,567,675		1.73%		539,248,487		1.18%		(230,319,188)		769,567,675		539,248,487		539,248,487		539,248,487		539,248,487		4102				10229		1

		40150		建売原価		27,840,763,925		62.63%		28,957,023,102		63.58%		1,116,259,177		27,840,763,925		28,957,023,102		28,957,023,102		28,957,023,102		28,957,023,102		4102				10230		1

		40200		雑工事原価		308,357,271		0.69%		244,622,234		0.54%		(63,735,037)		308,357,271		244,622,234		244,622,234		244,622,234		244,622,234		4102				10231		1

		40400		不動産賃貸原価		150,073,595		0.34%		140,189,569		0.31%		(9,884,026)		150,073,595		140,189,569		140,189,569		140,189,569		140,189,569		4102				10234		1

		40999		売上原価		4,942,922,070		11.12%		4,708,104,798		10.34%		(234,817,272)		4,942,922,070		4,708,104,798		4,708,104,798		4,708,104,798		4,708,104,798		4100				10236		1

		70120		製造原価		2,142,621,942		4.82%		2,368,514,294		5.20%		225,892,352		2,142,621,942		2,368,514,294		2,368,514,294		2,368,514,294		2,368,514,294		4100				10340		1

		70200		期首仕掛製造費用		14,470,583		0.03%		21,270,490		0.05%		6,799,907		14,470,583		21,270,490		21,270,490		21,270,490		21,270,490		4102				10341		1

		70300		期末仕掛製造費用		(21,270,490)		-0.05%		(19,185,790)		-0.04%		2,084,700		(21,270,490)		(19,185,790)		(19,185,790)		(19,185,790)		(19,185,790)		4102				10342		1

				売上原価合計		36,415,450,844		81.92%		37,756,807,572		82.91%		1,341,356,728		36,415,450,844		37,756,807,572		37,756,807,572		37,756,807,572		37,756,807,572				69

				売上総利益		8,037,383,094		18.08%		7,785,154,185		17.09%		(252,228,909)		8,037,383,094		7,785,154,185		7,785,154,185		7,785,154,185		7,785,154,185				70

				Ⅲ販売費及び一般管理費																								

		50000		役員報酬		425,250,000		0.96%		490,181,465		1.08%		64,931,465		425,250,000		490,181,465		490,181,465		490,181,465		490,181,465		4350				10239		1

		50100		給与手当		2,312,487,084		5.20%		2,416,897,446		5.31%		104,410,362		2,312,487,084		2,416,897,446		2,416,897,446		2,416,897,446		2,416,897,446		4350				10240		1

		50200		法定福利費		379,432,455		0.85%		401,634,495		0.88%		22,202,040		379,432,455		401,634,495		401,634,495		401,634,495		401,634,495		4350				10242		1

		50300		福利厚生費		23,389,807		0.05%		30,837,055		0.07%		7,447,248		23,389,807		30,837,055		30,837,055		30,837,055		30,837,055		4350				10243		1

		50600		会議費		9,996,833		0.02%		8,874,565		0.02%		(1,122,268)		9,996,833		8,874,565		8,874,565		8,874,565		8,874,565		4350				10244		1

		50700		リース料		48,976,337		0.11%		48,522,024		0.11%		(454,313)		48,976,337		48,522,024		48,522,024		48,522,024		48,522,024		4350				10245		1

		50800		車両費		34,372,697		0.08%		31,554,016		0.07%		(2,818,681)		34,372,697		31,554,016		31,554,016		31,554,016		31,554,016		4352				10246		1

		50900		支払仲介料		14,692,514		0.03%		40,127,983		0.09%		25,435,469		14,692,514		40,127,983		40,127,983		40,127,983		40,127,983		4352				10247		1

		50950		支払情報･管理料等		6,388,001		0.01%		6,801,280		0.01%		413,279		6,388,001		6,801,280		6,801,280		6,801,280		6,801,280		4350				100017		1

		51000		広告宣伝費		536,402,421		1.21%		636,191,076		1.40%		99,788,655		536,402,421		636,191,076		636,191,076		636,191,076		636,191,076		4350				10248		1

		51010		求人採用費		65,556,516		0.15%		71,032,518		0.16%		5,476,002		65,556,516		71,032,518		71,032,518		71,032,518		71,032,518		4350				10249		1

		51100		運賃		6,094,594		0.01%		5,339,098		0.01%		(755,496)		6,094,594		5,339,098		5,339,098		5,339,098		5,339,098		4350				10250		1

		51200		支払手数料		109,197,180		0.25%		211,545,184		0.46%		102,348,004		109,197,180		211,545,184		211,545,184		211,545,184		211,545,184		4350				10251		1

		51500		法律会計費		40,987,600		0.09%		49,186,002		0.11%		8,198,402		40,987,600		49,186,002		49,186,002		49,186,002		49,186,002		4350				10252		1

		52000		諸会費		6,137,183		0.01%		6,367,270		0.01%		230,087		6,137,183		6,367,270		6,367,270		6,367,270		6,367,270		4350				10253		1

		52100		接待交際費		17,169,861		0.04%		17,888,685		0.04%		718,824		17,169,861		17,888,685		17,888,685		17,888,685		17,888,685		4350				10254		1

		52200		旅費交通費		27,541,545		0.06%		29,190,000		0.06%		1,648,455		27,541,545		29,190,000		29,190,000		29,190,000		29,190,000		4350				10255		1

		52300		通信費		26,524,971		0.06%		26,929,951		0.06%		404,980		26,524,971		26,929,951		26,929,951		26,929,951		26,929,951		4350				10256		1

		52400		事務消耗品費		47,734,642		0.11%		50,653,065		0.11%		2,918,423		47,734,642		50,653,065		50,653,065		50,653,065		50,653,065		4352				10257		1

		52500		消耗品費		16,911,813		0.04%		20,174,481		0.04%		3,262,668		16,911,813		20,174,481		20,174,481		20,174,481		20,174,481		4350				10258		1

		52600		租税公課		197,321,264		0.44%		377,206,745		0.83%		179,885,481		197,321,264		377,206,745		377,206,745		377,206,745		377,206,745		4350				10259		1

		52610		租税公課（固定資産税）		121,104,434		0.27%		96,838,321		0.21%		(24,266,113)		121,104,434		96,838,321		96,838,321		96,838,321		96,838,321		4352				10260		1

		52700		減価償却費		116,214,965		0.26%		130,334,224		0.29%		14,119,259		116,214,965		130,334,224		130,334,224		130,334,224		130,334,224		4350				10261		1

		52710		商標権償却		1,011,250		0.00%		916,339		0.00%		(94,911)		1,011,250		916,339		916,339		916,339		916,339		4352				10262		1

		52800		地代家賃		63,813,313		0.14%		81,667,641		0.18%		17,854,328		63,813,313		81,667,641		81,667,641		81,667,641		81,667,641		4352				10263		1

		52900		修繕費		37,594,093		0.08%		50,840,390		0.11%		13,246,297		37,594,093		50,840,390		50,840,390		50,840,390		50,840,390		4352				10264		1

		53000		水道光熱費		34,947,825		0.08%		35,328,919		0.08%		381,094		34,947,825		35,328,919		35,328,919		35,328,919		35,328,919		4350				10265		1

		53100		保険料		6,333,800		0.01%		7,639,161		0.02%		1,305,361		6,333,800		7,639,161		7,639,161		7,639,161		7,639,161		4350				10266		1

		53300		図書研究費		12,292,667		0.03%		16,069,599		0.04%		3,776,932		12,292,667		16,069,599		16,069,599		16,069,599		16,069,599		4352				10267		1

		53500		寄付金		5,960,000		0.01%		458,000		0.00%		(5,502,000)		5,960,000		458,000		458,000		458,000		458,000		4350				10269		1

		53600		役員退職慰労引当金繰入		27,974,982		0.06%		31,524,992		0.07%		3,550,010		27,974,982		31,524,992		31,524,992		31,524,992		31,524,992		4350				10270		1

		53610		退職給付費用		62,997,664		0.14%		72,010,668		0.16%		9,013,004		62,997,664		72,010,668		72,010,668		72,010,668		72,010,668		4350				10271		1

		53620		完成工事補償引当金繰入額		33,145,466		0.07%		33,378,638		0.07%		233,172		33,145,466		33,378,638		33,378,638		33,378,638		33,378,638		4352				10272		1

		53630		貸倒引当金繰入額(販管費)				0.00%		8,116,865		0.02%		8,116,865				8,116,865		8,116,865		8,116,865		8,116,865		4350				10273		1

		53750		貸倒損失				0.00%		278,640		0.00%		278,640				278,640		278,640		278,640		278,640		4352				10276		1

		53800		雑費		30,320,981		0.07%		31,906,441		0.07%		1,585,460		30,320,981		31,906,441		31,906,441		31,906,441		31,906,441		4350				10277		1

		55509		のれん償却額				0.00%		68,563,027		0.15%		68,563,027				68,563,027		68,563,027		68,563,027		68,563,027		4350				10281		1

				販売費及び一般管理費合計		4,906,276,758		11.04%		5,643,006,269		12.39%		736,729,511		4,906,276,758		5,643,006,269		5,643,006,269		5,643,006,269		5,643,006,269				73

				営業利益		3,131,106,336		7.04%		2,142,147,916		4.70%		(988,958,420)		3,131,106,336		2,142,147,916		2,142,147,916		2,142,147,916		2,142,147,916				74

				Ⅳ営業外収益																								

		60000		受取利息		134,550		0.00%		667,462		0.00%		532,912		134,550		667,462		667,462		667,462		667,462		4400				10284		-1

		60030		有価証券利息		734,740		0.00%		741,589		0.00%		6,849		734,740		741,589		741,589		741,589		741,589		4400				10285		-1

		60100		受取配当金		5,703,300		0.01%		5,722,500		0.01%		19,200		5,703,300		5,722,500		5,722,500		5,722,500		5,722,500		4400				10288		-1

		60200		維持管理業務収入		224,634,633		0.51%		226,634,897		0.50%		2,000,264		224,634,633		226,634,897		226,634,897		226,634,897		226,634,897		4400				10290		-1

		60210		受取事務手数料		161,523,280		0.36%		157,004,745		0.34%		(4,518,535)		161,523,280		157,004,745		157,004,745		157,004,745		157,004,745		4400				10291		-1

		60310		貸倒引当金戻入額		783,402		0.00%				0.00%		(783,402)		783,402										4402				10294		-1

		60400		雑収入		30,227,147		0.07%		77,650,879		0.17%		47,423,732		30,227,147		77,650,879		77,650,879		77,650,879		77,650,879		4402				10295		-1

				営業外収益合計		423,741,052		0.95%		468,422,072		1.03%		44,681,020		423,741,052		468,422,072		468,422,072		468,422,072		468,422,072				77

				Ⅴ営業外費用																								

		61000		支払利息		248,648,308		0.56%		256,315,565		0.56%		7,667,257		248,648,308		256,315,565		256,315,565		256,315,565		256,315,565		4450				10302		1

		61020		融資手数料		6,666,677		0.01%		8,469,314		0.02%		1,802,637		6,666,677		8,469,314		8,469,314		8,469,314		8,469,314		4450				10304		1

		61400		雑損失		2,021,952		0.00%		23,740,000		0.05%		21,718,048		2,021,952		23,740,000		23,740,000		23,740,000		23,740,000		4450				10310		1

		61550		社債発行費償却		9,313,006		0.02%		11,246,993		0.02%		1,933,987		9,313,006		11,246,993		11,246,993		11,246,993		11,246,993		4450				100031		1

				営業外費用合計		266,649,943		0.60%		299,771,872		0.66%		33,121,929		266,649,943		299,771,872		299,771,872		299,771,872		299,771,872				80

				経常利益		3,288,197,445		7.40%		2,310,798,116		5.07%		(977,399,329)		3,288,197,445		2,310,798,116		2,310,798,116		2,310,798,116		2,310,798,116				81

				Ⅶ特別損失																								

		71000		固定資産売却損		75,573		0.00%		1,143,124		0.00%		1,067,551		75,573		1,143,124		1,143,124		1,143,124		1,143,124		4550				10345		1

		71010		固定資産除却損		16,373,553		0.04%		13,151,033		0.03%		(3,222,520)		16,373,553		13,151,033		13,151,033		13,151,033		13,151,033		4550				10346		1

		71110		投資有価証券評価損				0.00%		100,000,000		0.22%		100,000,000				100,000,000		100,000,000		100,000,000		100,000,000		4550				100050		1

		71600		リース解約金		2,528,968		0.01%		9,460,198		0.02%		6,931,230		2,528,968		9,460,198		9,460,198		9,460,198		9,460,198		4552				10349		1

		71910		災害損失				0.00%		27,767,317		0.06%		27,767,317				27,767,317		27,767,317		27,767,317		27,767,317		4550				10352		1

		72000		役員退職慰労金		300,000,000		0.67%				0.00%		(300,000,000)		300,000,000										4550				100034		1

				特別損失合計		318,978,094		0.72%		151,521,672		0.33%		(167,456,422)		318,978,094		151,521,672		151,521,672		151,521,672		151,521,672				87

				税金等調整前当期純利益		2,969,219,351		6.68%		2,159,276,444		4.74%		(809,942,907)		2,969,219,351		2,159,276,444		2,159,276,444		2,159,276,444		2,159,276,444				88

		80005		法人税及び住民税		917,064,874		2.06%		770,234,792		1.69%		(146,830,082)		917,064,874		770,234,792		770,234,792		770,234,792		770,234,792		4600				10367		1

		83120		法人税等調整額		(13,440,939)		-0.03%		(24,072,730)		-0.05%		(10,631,791)		(13,440,939)		(24,072,730)		(24,072,730)		(24,072,730)		(24,072,730)		4600				10392		1

				法人税等合計		903,623,935		2.03%		746,162,062		1.64%		(157,461,873)		903,623,935		746,162,062		746,162,062		746,162,062		746,162,062				90

				当期純利益		2,065,595,416		4.65%		1,413,114,382		3.10%		(652,481,034)		2,065,595,416		1,413,114,382		1,413,114,382		1,413,114,382		1,413,114,382				91

				親会社株主に帰属する当期純利益		2,065,595,416		4.65%		1,413,114,382		3.10%		(652,481,034)		2,065,595,416		1,413,114,382		1,413,114,382		1,413,114,382		1,413,114,382				93

				Ⅷその他の包括利益																								

		90002		その他有価証券評価差額金		(43,810,200)				47,634,900				91,445,100		(43,810,200)		47,634,900		47,634,900		47,634,900		47,634,900		4850				2310		-1

				その他の包括利益合計		(43,810,200)				47,634,900				91,445,100		(43,810,200)		47,634,900		47,634,900		47,634,900		47,634,900				97

				当期包括利益		2,021,785,216				1,460,749,282				(561,035,934)		2,021,785,216		1,460,749,282		1,460,749,282		1,460,749,282		1,460,749,282				98

		21001		親会社株主に係る包括利益		2,021,785,216				1,460,749,282				(561,035,934)		2,021,785,216		1,460,749,282		1,460,749,282		1,460,749,282		1,460,749,282		4930				2620		-1

				株主資本等変動計算書																								

				Ⅰ株主資本																								

				１  資本金																								

		85100		資本金-前期末残高		2,077,500,000				2,077,500,000				0		2,077,500,000		2,077,500,000		2,077,500,000		2,077,500,000		2,077,500,000		6000				10395		-1

		86000		資本金-当期末残高		2,077,500,000				2,077,500,000				0		2,077,500,000		2,077,500,000		2,077,500,000		2,077,500,000		2,077,500,000		6000				10403		-1

				３  資本剰余金																								

		87100		資本剰余金-前期末残高		2,223,038,000				2,228,898,000				5,860,000		2,223,038,000		2,228,898,000		2,228,898,000		2,228,898,000		2,228,898,000		6100				10410		-1

		87300		資本剰余金-自己株式処分差益		5,860,000				62,350,400				56,490,400		5,860,000		62,350,400		62,350,400		62,350,400		62,350,400		6100				10412		-1

		89000		資本剰余金-当期末残高		2,228,898,000				2,291,248,400				62,350,400		2,228,898,000		2,291,248,400		2,291,248,400		2,291,248,400		2,291,248,400		6100				10423		-1

				４  利益剰余金																								

		89100		利益剰余金-前期末残高		15,407,196,982				17,011,385,118				1,604,188,136		15,407,196,982		17,011,385,118		17,011,385,118		17,011,385,118		17,011,385,118		6200				10424		-1

				遡及修正処理後当期首残高		15,407,196,982				17,011,385,118				1,604,188,136		15,407,196,982		17,011,385,118		17,011,385,118		17,011,385,118		17,011,385,118				111

		89200		利益剰余金-当期純利益		2,065,595,416				1,413,114,382				(652,481,034)		2,065,595,416		1,413,114,382		1,413,114,382		1,413,114,382		1,413,114,382		6250				10425		-1

		90100		利益剰余金-配当金		(461,407,280)				(519,443,190)				(58,035,910)		(461,407,280)		(519,443,190)		(519,443,190)		(519,443,190)		(519,443,190)		6250				10429		-1

		91000		利益剰余金-当期末残高		17,011,385,118				17,905,056,310				893,671,192		17,011,385,118		17,905,056,310		17,905,056,310		17,905,056,310		17,905,056,310		6250				10436		-1

				５  自己株式																								

		91100		自己株式-前期末残高		(341,339,278)				(337,899,278)				3,440,000		(341,339,278)		(337,899,278)		(337,899,278)		(337,899,278)		(337,899,278)		6300				10437		-1

		91600		自己株式-処分		3,440,000				36,601,600				33,161,600		3,440,000		36,601,600		36,601,600		36,601,600		36,601,600		6300				10442		-1

		92000		自己株式-当期末残高		(337,899,278)				(301,297,678)				36,601,600		(337,899,278)		(301,297,678)		(301,297,678)		(301,297,678)		(301,297,678)		6300				10446		-1

				Ⅱその他の包括利益累計額																								

				１  その他有価証券評価差額金																								

		93100		有価証券評価差額-前期末残高		(3,824,700)				(47,634,900)				(43,810,200)		(3,824,700)		(47,634,900)		(47,634,900)		(47,634,900)		(47,634,900)		6400				10453		-1

		93500		有価証券評価差額-変動額（純額）		(43,810,200)				47,634,900				91,445,100		(43,810,200)		47,634,900		47,634,900		47,634,900		47,634,900		6400				10456		-1

		94000		有価証券評価差額-当期末残高		(47,634,900)								47,634,900		(47,634,900)										6400				10460		-1

				Ⅲ新株予約権																								

		98100		新株予約権-前期末残高		193,900,000				191,900,000				(2,000,000)		193,900,000		191,900,000		191,900,000		191,900,000		191,900,000		6900				10487		-1

		98600		新株予約権-変動額（純額）		(2,000,000)				(21,280,000)				(19,280,000)		(2,000,000)		(21,280,000)		(21,280,000)		(21,280,000)		(21,280,000)		6900				10490		-1

		99000		新株予約権-当期末残高		191,900,000				170,620,000				(21,280,000)		191,900,000		170,620,000		170,620,000		170,620,000		170,620,000		6900				10493		-1
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				I  営業活動によるキャッシュ・フロー																				

		100000		税金等調整前当期純利益		2,969,219,351		2,159,276,444		(809,942,907)		2,969,219,351		2,159,276,444		2,159,276,444		2,159,276,444		2,159,276,444		7000				10504		1				2,969,219,351		2,159,276,444		(809,942,907)

		105000		減価償却費		248,990,826		267,613,157		18,622,331		248,990,826		267,613,157		267,613,157		267,613,157		267,613,157		7000				10506		1

		112000		のれん償却額				68,563,027		68,563,027				68,563,027		68,563,027		68,563,027		68,563,027		7000				10511		1

		120000		貸倒引当金の増減額（△は減少）		(4,913,978)		8,116,865		13,030,843		(4,913,978)		8,116,865		8,116,865		8,116,865		8,116,865		7000				10513		1

		128000		退職給付引当金の増減額（△は減少）		58,388,029		90,965,482		32,577,453		58,388,029		90,965,482		90,965,482		90,965,482		90,965,482		7000				10516		1

		130000		役員退職慰労引当金の増減額		2,374,982		34,924,992		32,550,010		2,374,982		34,924,992		34,924,992		34,924,992		34,924,992		7000				10517		1

		131000		完成工事補償引当金の増減額（△は減少）		27,166,621		(15,382,955)		(42,549,576)		27,166,621		(15,382,955)		(15,382,955)		(15,382,955)		(15,382,955)		7000				10518		1

		140000		受取利息及び受取配当金		(6,572,590)		(7,131,551)		(558,961)		(6,572,590)		(7,131,551)		(7,131,551)		(7,131,551)		(7,131,551)		7000				10520		1

		142000		支払利息		248,648,308		256,315,565		7,667,257		248,648,308		256,315,565		256,315,565		256,315,565		256,315,565		7000				10521		1

		167000		固定資産売却損		75,573		1,143,124		1,067,551		75,573		1,143,124		1,143,124		1,143,124		1,143,124		7000				10530		1

		169000		固定資産除却損		16,373,553		13,151,033		(3,222,520)		16,373,553		13,151,033		13,151,033		13,151,033		13,151,033		7000				10531		1

		200000		売上債権の増減額（△は増加）		125,602,498		(59,800,611)		(185,403,109)		125,602,498		(59,800,611)		(59,800,611)		(59,800,611)		(59,800,611)		7000				10541		1

		202000		たな卸資産の増減額（△は増加）		1,140,337,970		(3,955,431,109)		(5,095,769,079)		1,140,337,970		(3,955,431,109)		(3,955,431,109)		(3,955,431,109)		(3,955,431,109)		7000				10542		1				1,140,337,970		(3,955,431,109)		(5,095,769,079)

		210000		仕入債務の増減額（△は減少）		(276,016,013)		(60,075,429)		215,940,584		(276,016,013)		(60,075,429)		(60,075,429)		(60,075,429)		(60,075,429)		7000				10545		1

		225000		その他(営業活動)		(399,835,332)		(126,760,146)		273,075,186		(399,835,332)		(126,760,146)		(126,760,146)		(126,760,146)		(126,760,146)		7000				10550		1

				小計		4,149,839,798		(1,324,512,112)		(5,474,351,910)		4,149,839,798		(1,324,512,112)		(1,324,512,112)		(1,324,512,112)		(1,324,512,112)				4

		300000		利息及び配当金の受取額(営)		8,878,248		8,532,778		(345,470)		8,878,248		8,532,778		8,532,778		8,532,778		8,532,778		7050				10551		1

		301000		利息の支払額(営)		(247,794,002)		(269,978,180)		(22,184,178)		(247,794,002)		(269,978,180)		(269,978,180)		(269,978,180)		(269,978,180)		7050				10552		1

		380000		法人税等の支払額		(868,012,374)		(960,683,677)		(92,671,303)		(868,012,374)		(960,683,677)		(960,683,677)		(960,683,677)		(960,683,677)		7050				10556		1				(868,012,374)		(960,683,677)		(92,671,303)

				営業活動によるキャッシュ・フロー		3,042,911,670		(2,546,641,191)		(5,589,552,861)		3,042,911,670		(2,546,641,191)		(2,546,641,191)		(2,546,641,191)		(2,546,641,191)				6								(198,633,277)		210,197,151		408,830,428

				Ⅱ  投資活動によるキャッシュ・フロー																				

		400000		定期預金の預入による支出				(619)		(619)				(619)		(619)		(619)		(619)		7100				10565		1

		410000		有形固定資産の取得による支出		(491,188,984)		(570,378,676)		(79,189,692)		(491,188,984)		(570,378,676)		(570,378,676)		(570,378,676)		(570,378,676)		7100				10571		1				(491,188,984)		(570,378,676)		(79,189,692)

		411000		有形固定資産の売却による収入		90,034,204		8,779,107		(81,255,097)		90,034,204		8,779,107		8,779,107		8,779,107		8,779,107		7100				10573		1

		415000		無形固定資産の取得による支出		(37,040,836)		(33,279,483)		3,761,353		(37,040,836)		(33,279,483)		(33,279,483)		(33,279,483)		(33,279,483)		7100				10574		1

		425000		連結範囲変更を伴う子会社株式の取得支出				(1,881,900,534)		(1,881,900,534)				(1,881,900,534)		(1,881,900,534)		(1,881,900,534)		(1,881,900,534)		7100				10578		1				0		(1,881,900,534)		(1,881,900,534)

		450000		貸付けによる支出				(18,000,000)		(18,000,000)				(18,000,000)		(18,000,000)		(18,000,000)		(18,000,000)		7100				10584		1

		451000		貸付金の回収による収入		1,157,295		39,955,926		38,798,631		1,157,295		39,955,926		39,955,926		39,955,926		39,955,926		7100				10585		1

		490000		敷金・保証金の差入		(6,527,000)		(6,752,040)		(225,040)		(6,527,000)		(6,752,040)		(6,752,040)		(6,752,040)		(6,752,040)		7100				10587		1

		491000		敷金・保証金の返還		2,145,431		166,000		(1,979,431)		2,145,431		166,000		166,000		166,000		166,000		7100				10588		1

		492000		差入保証金の差入による支出		(62,300,000)		(59,344,640)		2,955,360		(62,300,000)		(59,344,640)		(59,344,640)		(59,344,640)		(59,344,640)		7100				10589		1

		493000		差入保証金の回収による収入				60,000		60,000				60,000		60,000		60,000		60,000		7100				10590		1				(12,530,906)		(68,415,749)		(55,884,843)

				投資活動によるキャッシュ・フロー		(503,719,890)		(2,520,694,959)		(2,016,975,069)		(503,719,890)		(2,520,694,959)		(2,520,694,959)		(2,520,694,959)		(2,520,694,959)				9

				Ⅲ  財務活動によるキャッシュ・フロー																				

		502000		短期借入金の純増減額（△は減少）		(1,852,900,000)		2,689,150,637		4,542,050,637		(1,852,900,000)		2,689,150,637		2,689,150,637		2,689,150,637		2,689,150,637		7200				10595		1

		504000		ファイナンス・リース債務の返済による支出		(30,119,079)		(33,004,152)		(2,885,073)		(30,119,079)		(33,004,152)		(33,004,152)		(33,004,152)		(33,004,152)		7200				10596		1

		510000		長期借入れによる収入				3,650,000,000		3,650,000,000				3,650,000,000		3,650,000,000		3,650,000,000		3,650,000,000		7200				10597		1

		511000		長期借入金の返済による支出		(494,513,000)		(740,883,000)		(246,370,000)		(494,513,000)		(740,883,000)		(740,883,000)		(740,883,000)		(740,883,000)		7200				10598		1

		512000		社債の発行による収入		500,000,000		300,000,000		(200,000,000)		500,000,000		300,000,000		300,000,000		300,000,000		300,000,000		7200				10599		1

		513000		社債の償還による支出		(21,000,000)		(21,000,000)		0		(21,000,000)		(21,000,000)		(21,000,000)		(21,000,000)		(21,000,000)		7200				10600		1				(1,868,413,000)		5,877,267,637		7,745,680,637

		532000		新株予約権の行使による自己株式の処分による収入		7,300,000		77,672,000		70,372,000		7,300,000		77,672,000		77,672,000		77,672,000		77,672,000		7200				100033		1

		540000		配当金の支払		(460,176,382)		(519,435,355)		(59,258,973)		(460,176,382)		(519,435,355)		(519,435,355)		(519,435,355)		(519,435,355)		7200				10605		1				(460,176,382)		(519,435,355)		(59,258,973)

				財務活動によるキャッシュ・フロー		(2,351,408,461)		5,402,500,130		7,753,908,591		(2,351,408,461)		5,402,500,130		5,402,500,130		5,402,500,130		5,402,500,130				12								(22,819,079)		44,667,848		67,486,927

				Ⅴ現金及び現金同等物の増減額		187,783,319		335,163,980		147,380,661		187,783,319		335,163,980		335,163,980		335,163,980		335,163,980				15

				Ⅵ現金及び現金同等物の期首残高																				

		900000		現金及び現金同等物の期首残高		9,813,941,899		10,001,725,218		187,783,319		9,813,941,899		10,001,725,218		10,001,725,218		10,001,725,218		10,001,725,218		7500				10614		1

				Ⅶ現金及び現金同等物の期末残高																				

		910000		現金及び現金同等物の期末残高		10,001,725,218		10,336,889,198		335,163,980		10,001,725,218		10,336,889,198		10,336,889,198		10,336,889,198		10,336,889,198		7600				10617		1





シナリオ

				H29.3		H30.3		H31.3

		社長あいさつ シャチョウ		　グランディハウスの村田でございます。
　本日はご多忙の中、当社決算説明会にお集まりいただき、厚く御礼申しあげます。

　説明に入ります前に、平成２９年３月期は、売上面では９期連続の増収となった一方、
利益面では、当期純利益で２期連続の増益を　かろうじて確保できたものの、
営業減益をまねくこととなり、皆様のご期待に沿えぬ結果となりましたことに対しまして、
この場をおかりしてお詫び申し上げます。

　それでは、平成２９年３月期の決算概要と今後の取り組みについて、ご報告させていただきます。
		　グランディハウスの林でございます。
　本日はご多忙の中、当社決算説明会にお集まりいただき、厚く御礼申しあげます。

　さて私は、前社長の村田のあとを受け、本年４月１日付で代表取締役社長に就任いたしました。

　会長職に就任した村田とともに、新たな飛躍に向けた事業基盤の確立、拡大に、
全力を挙げて取り組んでまいる所存でございますので、
皆さまの一層のご指導・ご鞭撻を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。

　資料の説明に入ります前に、平成３０年３月期は、厳しい環境変化の中で、増収・増益は、かろうじて確保したものの、期初計画の下方修正をまねくこととなり、皆様のご期待に沿えぬ結果となったことを、この場をお借りしてお詫び申し上げます。

　それでは、当期の決算概要と今後の取り組みについて、ご報告させていただきます。
		　グランディハウスの林でございます。

　本日はご多忙の中、当社決算説明会にお集まりいただき、厚く御礼申しあげます。

　それでは、当期の決算概要と今後の取り組みについて、ご報告させていただきます。 



		決算概要
当期業績の概要
・売上高の増減概要
・営業利益、経常利益の増減概要
・当期純利益の増減概要
 ケッサン ガイヨウ トウキ ギョウセキ ガイヨウ ウリアゲ ダカ ゾウゲン ガイヨウ エイギョウ リエキ ケイジョウ リエキ ゾウゲン ガイヨウ トウキ ジュンリエキ ゾウゲン ガイヨウ		　最初に、２ページの「決算の概要」で、ございます。

　当期における戸建住宅の需要は、平成２９年１０月に予定されていた、消費税１０％への増税が再延期されたことで、駆け込み需要による大幅な変動は避けられることとなりましたが、低金利の長期化に伴うインパクトの減少や、消費税増税の延期で、検討期間が長くなるなど慎重さが見られようになりました。
　また、駆け込み需要を見越して、増やした在庫を消化する動きがでるなど、第３四半期末から第４四半期にかけて、受注環境が厳しさを増すこととなりました。
　当社におきましては、一部エリアで、商品在庫の偏在が生じたことで、一時的な受注の停滞を招いたことなどで、業績予想の数値は、未達となりました。
　
以上の結果、当期の売上高は、４３９億 ６千万円、当期純利益は、１７億 ４千万円
となりました。
		　最初に、２ページの「決算の概要」で、ございます。

　平成３０年３月期は、「コア事業の強化」と「ストックビジネス強化」の方針の下で、
計画の達成に向けて取り組んでまいりましたが、
　売上高は、　　４４７億 ２千万円、
　当期純利益は、　１８億 ２千万円　と過去最高となったものの、
営業利益、経常利益は減益となり、また、期初計画の達成には至りませんでした。

　セグメント別では、主力の新築住宅販売において、群馬県 や 重点エリアと位置づけた千葉県柏エリア で伸び悩む結果となり、中古住宅は前年並みとなりました。

　以上の結果、当期は、中期経営計画　最終年度でもありましたが、未達となりました。
新中期経営計画のもとで、早期に　挽回を図ってまいる所存で、ございます。
 		最初に、２ページの「決算の概要」で、ございます。

　当社グループの当期の売上高は、４４４億 ５千万円で　前期比 ０.６％ の減収となりました。
　若干の減収になったものの、主力の新築住宅の販売棟数は、栃木県および群馬県で前期を上回り、グループとしては　１，３５５棟　と過去最高となっております。
　一方、期初計画比では、栃木県で計画を達成したものの、事業拡大を見込んだ茨城、群馬、千葉の各県の販売が伸びず、期初計画を達成するには至りませんでした。

　また、利益面では、前々期・前期と「営業利益」「経常利益」の減益が続いたことに対して
原価低減をはじめとした利益回復に向けた取組みを強化してまいりましたが、この結果、当期は「経常利益」で　３２億 ８千万円 と　前期比 １７.６％　の増益となりました。

　これにより、特損計上で減益予想としていた「当期純利益」についても　２０億 ６千万円
と増益　を確保し、経常利益とともに過去最高益を更新することができました。 



		決算概要
・売上高の増減分析
・経常利益の増減分析
 ケッサン ガイヨウ ウリアゲ ダカ ゾウゲン ブンセキ ケイジョウ リエキ ゾウゲン ブンセキ		次の３ページでは、この結果を、売上高と経常利益の変動要因で、概観いたします。

　左側の図は、売上高の変動要因をセグメント別にみたものでございます。
　
売上高は、不動産販売および建築材料販売が伸びたことで、２２億 ５千万円の増収と
なりましたが、公表値は未達となりました。
　この要因としては、一つには茨城県水戸エリアでの販売不振ですが、これについては、
後ほどご説明いたしますが、営業エリアの再編などの強化策を実施しております。
　二つ目は、群馬県の高崎・前橋エリアにおいて、一時的に在庫が薄くなったことで、販売機会を逸したことでありますが、これについても対策を打っております。

　右側の図は経常利益の変動要因でございますが、経常利益は、５千万円の減益となりました。
　減益となった要因は、事業拡大に向けての人員増等により販売費・管理費が増加する中で、売上は伸びたものの計画に届かず　獲得利益が伸びなかったことと、厳しい事業環境の中で、粗利益（あらりえき）が低下したこと、でございます。 
		　次の３ページでは、売上高　と　経常利益　の変動要因を分析しております。

　まず、左上の図は、売上高の変動をセグメント別に示したものです。

　売上高は、前期比で　７億 ６千万円　増加しておりますが、内訳は、不動産販売事業で　８億 １千万円　増加したことが主な要因です。
　新築住宅の販売棟数は、若干の減少となりましたが、宅地分譲があったことで、増収となっております。

　続いて、左下の図は、経常利益の変動を要因別に示したものです。

　経常利益は、前期比で　９百万円　の減少となりましたが、内訳は、売上高が増収となったことで、１億 ３千万円　の増益要因がありましたが、粗利益の低下と販管費の増加があったことで、全体として、若干の減益となりました。
 		　次の３ページは、売上高　と　経常利益　の変動要因について、でございます。

　左上のグラフは、売上高の変動を　セグメント別にみたものでございます。
　売上高は、「不動産販売」の減収が影響し　２億 ７千万円　のマイナスとなりました。
　これは、新築住宅・中古住宅とも販売棟数はいずれも前期を上回りましたが、前期においては、非定型の取引である　事業者向けの土地販売 ４億６千万円　の計上があり、このことが当期減収の要因となりました。

　なお、右下のグラフに示しますように、当期は新築住宅の「受注棟数」も、前期比　４９棟増の　１，３８９棟　と増加し、過去最高となりました。

　次に、左下のグラフは、「経常利益」の変動要因でございますが、経常利益は、前期比で ４億 ９千万円の増益　となりました。
　これは、売上高の減少がマイナスに作用した一方で、前期から推進してまいりました
原価低減の効果等によって粗利益が改善したこと、広告宣伝費などの販管費が減少したことが、主な要因でございます。 



		決算概要（販管費～特損益）
・主な費目の増減説明
・
⇒利益率には触れていない
 ケッサン ガイヨウ ハンカンヒ トク ソンエキ オモ ヒモク ゾウゲン セツメイ リエキ リツ フ		　次に、４ページの、「販売・管理費」、「営業外損益」、「特別損益」で、ございます。
　販売・管理費は、前期と比較して人件費や、広告宣伝費が増えたことで、３億 ５千万円の
増加となりました。

　営業外収益は、業容の拡大に伴って、手数料収入が増えております。
　営業外費用は、有利子負債が増えたことで支払利息等が増加いたしました。

　特別損益では、収益環境が悪化したコイン・パーキング１カ所と、
栃木県小山市の事業拠点である県南支社の新社屋への移転に伴って遊休化した、旧社屋と土地の減損処理を行っております。

　この結果、当期純利益は、前期と比べ １千万円の微増に止まりました。


		　次の４ページは、「販売・管理費」、「営業外損益」、「特別損益」で、ございます。

　販売・管理費は、前期と比較して　１億 ２千万円　増加しておりますが、
そのうち、広告宣伝費は、
首都圏の顧客層に対してブランドの浸透を図るため、関東全域でのテレビＣＭを行ったことなどで、増加しております。
　同様に、租税公課が増加しておりますが、これは前期において事業拡大に向けた
土地在庫の積み増しを行った結果、固定資産税の負担が増えたことが要因で、ございます。

　営業外損益については、大きな変動はありませんでした。

　特別損益では、事業用不動産の２物件を、減損処理いたしましたが、前期と比較して大幅な減少となりました。

　この結果、当期純利益は増益となりました。
 		　次の４ページは、「販売・管理費」、「営業外損益」、「特別損益」で、ございます。

　「販売・管理費」は、前期比で ４千万円　の減少となりました。

　内訳では、「人件費」が、採用難で増員が進まない状況下で役職員の構成の変化等もあって、減少しました。
また、「広告宣伝費」が、前期に計上した関東全域でのテレビＣＭの放映が無かったことで、
大きく減少しました。
一方、「求人採用費」は、幹部人材の採用や新卒の採用活動の強化により、増加しました。

　営業外収益は、前期の中古物件の火災保険金収入がなくなったことなどで減少し、
営業外費用は、支払利息が、販売用不動産が前期比で減少したことに伴う借入金の減少や借入金利率の低減に取り組んだことで、減少しております。

　特別損益は、創業者の役員退任に伴う「特別功労金」を損失に計上しております。 



				次に、５ページの　連結貸借対照表の「資産の部」について、でございます。
　
　左側の資産の部ですが、資産合計は、主に「販売用不動産」が増加したことで、
前期末と比較して、６１億 ３千万円増加して、４５６億 ８千万円となりました。
　販売用不動産のうち、新築住宅関連の在庫が大きく増加しておりますが、
一昨年あたりから、販売期間が１年以上となる大型物件の取得が増加してきていることが要因で
ございます。

　右側、負債の部では、販売用不動産の在庫が増加したことで、短期有利子負債が増加し、
また栃木県小山市において、県南支社を新築したことで、長期有利子負債が増加することと
なりました。

　純資産の部は、前期末と比較して、
１４億 ９千万円増加して、１８１億 ２千万円となり、
ＲＯＥは、１０.１％、　自己資本比率は、３９.２％となりました。

		　次に、５ページの　貸借対照表　及びキャッシュ・フローについて、でございます。

　資産は、前期と比べ　１５億 ９千万円　増加して　４７２億 ８千万円　となりました。
　流動資産は、主に現金預金と販売用不動産が増加したことで、
前期と比べ１３億３千万円増加しました。

　負債は、前期と比べ　１億 ６千万円増加して　２７７億 ２千万円　となりました。
　短期有利子負債が減少し、長期有利子負債が増加しておりますが、これは、運転資金の一部を、短期借入金から社債に切り替えたことによるものです。

　これらの結果、純資産は前期と比べ　１４億 ３千万円　増加して　１９５億 ５千万円　と
なりました。

　キャッシュ・フローの変動要因については、下の図に示すとおりとなっております。

　決算概要のご説明は、以上とさせていただきまして、
続いて、平成３１年３月期の業績見通しと取り組みについて、ご説明させていただきます。
 		次に、５ページの　貸借対照表　及び　キャッシュ・フローについて、でございます。

　まず、貸借対照表は、資産の部においては、大型分譲地の販売が進んだことで販売用不動産が
減少したことなどにより、資産合計は、４億 １千万円　減少して、４６８億 ６千万円　
となりました。

　負債の部では、販売用不動産の減少に伴って有利子負債が減少したことなどにより、
負債合計で、１９億 ８千万円　減少して、２５７億 ４千万円　となりました。

　純資産の部は、前期末と比較して、１５億 ６千万円増加して、２１１億 ２千万円となりました。

　キャッシュ・フローについては、
営業キャッシュ・フローが 　３０億 ４千万円　のプラス、
投資キャッシュ・フローは 　　５億 　　　円　のマイナス、
財務キャッシュ・フローは 　２３億 ５千万円　のマイナス
となりました。
　この結果、現金等の期末残高は、前期末と比較して、１億 ８千万円　増加して、１００億円
となりました。

　決算概要のご説明は以上とさせていただき、ここからは業績見通しと取り組みについてご説明
させていただきます。 


				　続きまして、６ページの「キャッシュ・フロー計算書」で、ございます。

　営業活動によるキャッシュ・フローは、主にたな卸資産が増加したことで、
２８億 ８千万円のマイナス、

　投資活動によるキャッシュ・フローは、県南支社の新社屋建設などで有形固定資産が増え、
５億 ６千万円のマイナス、

　財務活動によるキャッシュ・フローは、主にたな卸資産が増えたことで、短期借入金が増加し、４１億 ４千万円のプラスとなり、

この結果、現金等の期末残高は、前期末と比較して、６億 ９千万円増加して、
８４億 ７千万円となりました。

　以上で、平成２９年３月期の決算概要のご報告を終わり、
次ページからは「業績見通しと取り組み」について、ご説明させていただきます。



		６ページ　裏
 

　今期の取組のご説明の前に、５月７日に公表いたしました第二次中期経営計画について
その概要をご説明させていただきます。

　前中期経営計画については、さきほど 最終年度である前期の業績 についてご説明いたしました
通り、経営目標を達成できずに終わる結果となりました。
　最大の要因は、シェア開拓の余地が大きく成長が期待された 群馬・千葉 の各県で、
人材の確保や体制の強化が十分と言えなかったことなどにより、計画通り販売を拡大することが
できなかったことです。
　改めてこれらの各県での販売を回復させ、再び成長軌道に回復させることが、
当計画期間における第一の課題であると考えております。

　また、事業環境といたしましては、団塊ジュニア世代も既に４０代半ばを超え、
その下の世代を住宅の第一次取得者層とみた場合、その人口は当社営業エリアで
年２％の割合で減少していく見込みであり、
既に展開しているエリアにおいてシェアを向上していく とともに、
営業エリアの拡大を加速していくことが、生き残りに必須の条件となってまいります。
 		（６ページ　業績見通しと取り組み　表紙）
 
　７ページは、今期の業績見通しで　ございます。
　
　今期におきましては、連結ベースで
　　　売上高　　　４８５億円
　　　営業利益　　　３２億円
　　　経常利益　　　３４億円
　　　当期純利益　　２２億円
を計画しております。
　
　売上高については、前期において期初計画を下回り　減収に終わったことをふまえ、
前期の期初計画　４８０億円に　５億円　を上積みした水準を目指してまいります。

　一方、利益面については、売上高の増加額に比して低い伸びとしておりますが、
これは、現有在庫の状況や　消費税増税を控えた市場環境に加え、
売上目標の達成と　埼玉エリアを含めた今後の事業拡大　に向けて、
先行投資を含めた　相当の人材投資　や　広告宣伝の強化　が
必要となることによるものです。

　今期の 販売目標棟数 といたしましては、
　　　新築住宅は、前期比 １２５棟増の　１,４８０棟
　　　中古住宅は、前期比 　１９棟増の　　 １７０棟
を計画しております。 



				７ページ　裏

　８ページは、今期の業績見通しで　ございます。
　今期におきましては、連結ベースで
　　　売上高　　　４８０億円
　　　営業利益　　　３２億円
　　　経常利益　　　３３億円
　　　当期純利益　　２１億円
を計画しております。
前期の営業減益という結果をふまえまして、利益の回復を最優先課題として取り組み、
改めて、増収増益の継続を目指してまいります。
また、販売棟数の計画といたしましては、
　　　新築住宅は、前期比 １０４棟増の　１,４５０棟
　　　中古住宅は、前期比 ３４棟増の　　　 １７０棟
の計画としております。
　セグメント別の計画、および「不動産販売」セグメントの売上内訳につきましては、
左下の表に示しますとおりでございます。 
　次のページでは、ただ今 ご説明いたしました業績見通しに基づき、今期を最終年度とする
「中期経営計画」の経営目標値を修正させていただくことになりましたので、ご報告いたします。

		　次の８ページは、第二次 中期経営計画 の概要です。

　最終年度である 平成３３年３月期 の経営目標値は、
　　　売上高　　　　　５５０億円
　　　営業利益　　　　　３３億５千万円
　　　経常利益　　　　　３５億円
　　　当期純利益　　　　２２億９千万円
と　しております。

　大きなビジネスモデルの転換は行なっておらず、基本方針、事業戦略とも、前計画から
大きな変更はございませんが、　エリア戦略については、
　　栃木県 のほか 茨城県・群馬県 については、概ね主要商圏に拠点を展開したこと、
　　また、千葉県 については、柏エリアを成長軌道に回復させることが優先課題であることから、
当計画においては「シェア向上エリア」と位置づけて、早期の挽回に取り組みます。
　また、営業エリアの拡大については、
新たに 埼玉県 をターゲットとして、拡大を図ってまいります。

　以上の中期経営計画をふまえ、以下、今期の取組についてご説明させていただきます。 
		　８ページは、「中期経営計画の概要と進捗」でございます。

　ページ左側には、以上ご説明いたしました　前期実績と今期計画に、第二次中期経営計画の
最終年度となる来期の経営目標を加えたグラフを示してございます。

　売上高につきましては、前期において年度計画を達成できず若干の減収に終わったことで、
中計の経営目標の達成に向けては相当の努力を要すると認識しておりますが、
今期の計画を確実に達成して増収の基盤を固めた上で、茨城県南部から千葉県柏エリアを継続的に成長させ、新規エリアとなる埼玉県での販売を拡大させることにより、達成を果たしてまいる所存です。

　一方、経常利益につきましては、前期に期初計画を上まわる増益を達成したことで目標に一歩　近づいておりますが、将来的な成長に備えた人材投資などを考慮しますと　楽観できるものでは　なく、気を引き締めて利益改善に取り組んでまいります。

　第二次中期経営計画の基本方針・戦略の要点につきまして、ページ右側に記載してございますので、ご参照下さい。 



				　平成２７年１１月に公表いたしました「中期経営計画」におきまして、
最終年度である平成３０年３月期の経営目標値は、
　　　売上高　　　　４８０億円
　　　当期純利益　　　２３億円
としておりましたが、
市場環境や今期の販売体制等を総合的に勘案した結果である今期の業績見通しに従い、
　　　売上高は　　　当初目標通りの　　　　　４８０億円
　　　当期純利益は　当初目標より２億円減の　　２１億円
と、利益面において下方修正させていただきました。

　中期経営計画の基本方針と戦略等につきましては基本的な変更はございませんが、
利益の確保に向けた取組を一層強化し、修正後計画の必達に向けて総力を挙げて取り組んでまいる所存でございます。

　次のページからは、各事業の今期の取り組みについてご説明いたします。
　
		　９ページは、今期の業績見通しで　ございます。
　今期におきましては、連結ベースで
　　　売上高　　　４８０億円
　　　営業利益　　　２９億円
　　　経常利益　　　３０億円
　　　当期純利益　　１６億 ８千万円
を計画しております。
　売上高については、前中期経営計画で未達成に終わった当初の目標を、今期で挽回することを
目指しております。一方、利益目標については、市場環境や現有在庫の状況を勘案して、
同計画をやや下回る水準に設定させていただいております。
　また、特別損失の発生が見込まれるため 当期純利益 は、前期を下回る見込となっております。
　今期の 販売棟数 といたしましては、
　　　新築住宅は、前期比 ９９棟増の　１,４４０棟
　　　中古住宅は、前期比 ２２棟増の　　 １６０棟
を計画しております。
　セグメント別の計画、および「不動産販売」セグメントの売上内訳につきましては、左下の表に示しますとおりでございます。
　以下、各事業の今期の取り組みのご説明となりますが、新築住宅の販売 部分に関しましては、
常務取締役　営業本部長　の　石川　より　ご説明申し上げます。 
　常務取締役　営業本部長　の　石川　でございます。
　以下、不動産販売セグメントの取り組みのご説明となりますが、新築住宅の販売面の取り組みについて、私の方からご説明させていただきます。
		　９ページは、新築住宅の「事業の環境」でございます。

　昨年度の　住宅着工数は、前年度比で　０.７％増の　９５万３千戸　となりました。
　内訳としては、貸家が減少している一方、その他の持家、分譲戸建、分譲マンションが増加し、
分譲戸建では消費税増税を見越した動きも出ているとの分析もございます。
　今年度の見通しにつきましては、大手住宅会社による予想の平均では　９２万５千戸　と、
前年度比で減少する予測となっております。

　また、右側のグラフは、住宅ローン金利の指標となる、住宅金融支援機構の「フラット３５」の金利の推移　を示しております。
　「フラット３５」の金利は、昨年末にかけて見られた上昇の動きも反転下落し、
過去最低と言える水準内で推移しております。家賃なみの返済で住宅の取得が可能となっており、
取得環境としては良好な状態が続いております。 



				まず、はじめに不動産販売セグメントについてご説明いたします。
　１０ページは、新築住宅の「事業環境」でございます。

　昨年度の住宅着工数は、前年度に比べ　５.８％増の　９７万 ４千戸となりました。
　これは主に貸家が増加したことによるものですが、戸建分譲住宅についても堅調に推移しました。
今期の住宅着工の見通しにつきましては、持家と分譲住宅は前年度並みと見込まれる一方、
貸家は大幅に減少すると予想されており、大手シンクタンクによる予想の平均では、住宅着工数は　９２万戸となっております。
　当社におきましても、足元の状況等から同様な判断をしております。

　右側には、住宅税制などの住宅取得支援策の状況を記載しております。
　今期は　「住宅ローン減税」　｢すまい給付金制度｣　｢贈与税の非課税枠｣　とも
大きな変更なく継続しており、住宅取得環境としては、良好な状態が続いております。 
　
次の　１１ページは、住宅ローン金利の状況です。

		　１０ページは、新築住宅の「事業環境」でございます。

　昨年度の住宅着工数は、前年度に比べ　２.８％減　の　９４万６千戸　となりました。
　これは主に持家・貸家が減少したことによるものですが、戸建分譲住宅については底堅く
推移しております。
　今期の住宅着工の見通しにつきましては、昨年度並みと予想されており、
大手シンクタンクによる予想の平均では、住宅着工数は　９４万９千戸　となっております。
　当社におきましても、足元の状況等から同様な判断をしておりますが、
来年１０月 に予定される 消費税増税 の駆込み需要 の発生時期や規模によっては、
実需と市中在庫との間に乖離が生じるおそれもございます。

　右側には、住宅税制などの住宅取得支援策の状況を記載しております。
　今期は　「住宅ローン減税」　｢すまい給付金制度｣　｢贈与税の非課税枠｣　とも大きな変更なく継続しており、住宅取得環境としては、良好な状態が続いております。
 		　次の　１０ページは、住宅税制その他の住宅取得支援策　について　でございます。

　住宅取得に関しましては　「住宅ローン減税」「贈与税の非課税枠」「すまい給付金制度」
といった支援策が用意されていますが、これらについては消費税増税後、それぞれ右側に
示します通り、拡充が予定されております。
　また、これらに加えて、一定の基準を満たした住宅については、
新たに「次世代住宅ポイント制度」が設けられる予定です。

　このように、増税に合わせて充実した住宅取得支援策が予定されており、年収や借入額等
によりますが、増税後に購入した方が有利との試算も少なからず出されていることから、
現段階では住宅取得環境への増税による影響は中立的と判断しております。

　一方で、増税を控えて事業者間の競争は厳しさを増すものと思われ、
また、駆け込み需要期待で過剰在庫を抱えた事業者のダンピングなどが懸念されるところであり、
市況を注視してまいります。 



				次の　１１ページは、住宅ローン金利の状況です。

　左側のグラフは、住宅ローン金利の指標となる、住宅金融支援機構の「フラット３５」の金利の推移を示しております。
　平成２８年２月のマイナス金利導入以降、「フラット３５」の金利は、足下で上昇の動きも
見られるものの、過去最低圏内で推移しております。
　アパート賃料ほどで月々のローン返済が可能な水準にあるということで、金利の面からも、
住宅取得には好環境が継続しているところでございます。

　住宅販売に関する指標等については以上のとおりでありますが、これらを市場の環境として
見ますと、顧客サイドにおいて、良好な住宅取得環境が長期間継続してきた結果、
これら各種制度等が住宅購入の動機に与えるインパクトが減少している一方で、
事業者サイドにおいては、良好な取得環境への期待に加え、駆け込み需要を見込んだ土地在庫処分の動きもあって、堅調な着工が続いているという側面があります。

このような両者の動きのミスマッチから、市中在庫が増加する傾向がみられ、事業者の競合は
激しさを増している状況にあります。

　右側には、北関東の経済に関連する数値を参考までに掲載しておりますのでご参照ください。
 

		　次の　１１ページは、住宅ローン金利の状況です。

　左側のグラフは、住宅ローン金利の指標となる、住宅金融支援機構の「フラット３５」の
金利の推移を示しております。

　平成２８年２月のマイナス金利導入以降、「フラット３５」の金利は、
昨年 秋 に上昇の動きも見られたものの、過去最低と言える水準内で推移しております。

　アパート賃料ほどで月々のローン返済が可能な水準にあるということで、
金利の面からも、住宅取得には好環境が継続しているところでございます。

　このように、取得環境としては良好な状態でありますが、戸建分譲住宅に関しては、
実需に先行する指標となる着工数も堅調に推移しており、
事業者間の競合は厳しさを増している状況にあります。

　右側には、北関東の経済に関連する数値を 参考までに掲載しておりますので、ご参照ください。
 		　１１ページからは、新築住宅の取り組みについてでございます。
　先ほどご説明いたしましたとおり、今期の新築住宅の
　　　販売棟数は、　１２５棟増　　の　１，４８０棟　を見込んでおり、
　　　売上高は、　　　３５億円増　の　　　４０７億円
を計画しております。

　当社の営業エリアは、栃木県を中心に、茨城、群馬　の北関東３県　及び　千葉県柏エリア、
今期から販売活動を開始した埼玉県、でございますが、今期のエリア別の販売計画は、
左側　中ほどの表に示すとおりです。
　エリア別では、前期に　前々期比で棟数を伸ばした　栃木県・群馬県　については
伸びを保守的にみる一方、前期計画との乖離が大きかった　茨城県・千葉県　については、
改めて前期計画数ないしその基礎固めを行なう水準まで回復させることを目標としております。

　受注棟数は、前期の第２四半期以降、年換算で概ね　１,４００棟　の水準で推移しており、
前期計画未達となった茨城・群馬・千葉の各県の建て直しと埼玉県での販売が寄与してくることで
十分に達成可能な水準であると考えており、
引き続き、「営業エリアの拡大」と「シェアの向上」を重点方針として取り組んでまいります。 


				１２ページからは、「新築住宅の取り組み」についてでございます。

先ほどご説明しましたとおり、
今期の新築住宅の販売棟数は、　１０４棟増の　１,４５０棟
売上高は、　３１億円増の　   ４０１億円　を計画しております。

今期におきましては、引き続き、営業エリアの拡大とシェアの向上を重点方針として取組むほか、苦戦を強いられた前期における課題への対応に、全社一丸となって取組んでまいります。
販売計画のエリア別の内訳は、右の図に記載のとおりでございます。
　当社の営業エリアは、栃木県を中心に、茨城、群馬の北関東３県　と　千葉県の柏エリア
でございます。
販売計画の棟数におきましては、当社が管掌する栃木県が全体の約半数を占めておりますが、
事業拡大の重点エリアとして注力している茨城県南部から千葉県柏エリアを中心に、販売の拡大を図る計画としております。
		　１２ページからは、新築住宅の「取り組み」についてでございます。

　先ほどもご説明いたしましたとおり、今期の新築住宅の
　　　販売棟数は、　９９ 棟 増の　１,４４０ 棟
　　　売上高は、　　２５ 億円 増の　 ４０３ 億円
を計画しております。

　当社の営業エリアは、栃木県を中心に、茨城、群馬 の北関東３県 と 千葉県の柏エリアと
なっており、販売計画のエリア別の内訳は、右の図に記載のとおりでございます。

　今期は、「シェアの向上」として、特に、前期に計画との乖離が大きく生じた　
群馬県 及び 千葉県柏エリア における販売の回復に、改めて 体制を整えて取り組みます。

　また、「営業エリアの拡大」においては、今期の業績には織り込んでおりませんが、
埼玉県への早期進出に向けて取り組んでまいります。
 		　次の１２ページは、「営業エリアの拡大」についてでございます。

　今期最大のテーマが、埼玉県への進出となります。

　当社は、さいたま市を起点として事業を展開してまいりますが、その市場については、
さいたま市だけで北関東の各県と同等以上の市場規模となっております。
競合が激しい市場でございますがビルダーのシェアが高く、
当社が食い込んでいくことが十分に可能な市場であると考えております。

　これまで、平成３０年４月に開設準備室を設置し、同年１１月には用地仕入拠点として
「さいたま支店」を開設して、さいたま市を中心に用地仕入れを進めてまいりましたが、
当面の目標数の仕入が進んだことで、本年４月に正式に営業部門を組織し、
「埼玉支社」として営業を開始いたしました。

　販売物件は、６月末以降　順次完成してまいりますが、業績への寄与が本格化してくるのは
下期からとなる見通しです。
　今期は、販売棟数で　５０棟　を見込んでおりますが、
販売の早期立ち上げと当社ブランドの同県市場への浸透に、全力を挙げて取り組んでまいります。 


				次の１３ページでは、「営業エリアの拡大」に対する取り組みについてご説明いたします。

当社が重点エリアと位置づけております、「茨城県南部から千葉県柏エリア」は、常磐線沿線　からつくばエクスプレス沿線にかけての、東京通勤圏として発展中の人気エリアでございます。
右下のグラフのとおり、営業エリア拡大の重点エリアと位置付けて以来、当エリアを面的に
カバーする販売体制の強化に取り組み、販売棟数を順調に伸ばしてまいりました。

茨城県南部エリアにおいては、前期から、当社過去最大の ２１１区画の戦略プロジェクトである「よつばの杜」の販売を開始いたしました。前期の完成数は３月完成の １０棟にとどまりましたが、今期からは販売を本格化し、業績にもフルに寄与してまいります。
　販売棟数は、昨年１１月に新設したつくば支店を中心に、月 ５棟、年間 ６０棟　を計画して
おります。来年４月には、徒歩４分の場所に公立の小中一貫校が開校予定であり、教育環境の訴求を強化し、販売促進を図るとともに、関東全域のテレビＣＭで当社ブランドの浸透を図る予定です。

また、千葉県柏エリアでは、数十区画規模の中・大型物件を順次投入する予定であり、これまで不足気味であった商品の在庫数についても、販売に最適と考えております約２ヶ月分の水準を
常時確保できる見通しとなりましたので、販売を加速してまいりたいと考えております。 
		　次の１３ページは、「シェアの向上」に向けた取り組みでございます。

　当社は、ハウスメーカーを除いたビルダー部門の着工棟数ランキングで、北関東 の １位、
栃木県 の １位をはじめ、各営業エリアでトップ１０内にランクインしております。
　右上のグラフに、営業エリアの各県における当社拠点のカバー率とシェアの状況を着工ベースで示しております。　茨城県南部の拠点展開をここ数年で進めた結果、各県とも、拠点のカバー率は概ね ８割に達しており、シェア拡大の余地の大きいエリアを中心に、販売棟数の拡大に向けた　エリア深耕に取り組んでまいります。
　また、前期の目標未達の要因は、群馬県・千葉県などの事業の急拡大を目指したエリアにおいて、人材・組織体制面の強化 が不足していたこと と考えております。

　このため、取組といたしましては、中・長期的な不変の課題ともなりますが、
「人材の確保と育成」と「組織・体制の強化」を、改めて 強力に進めてまいります。
　また、戦略プロジェクトの推進といたしまして、
販売２年目となる 茨城県つくば市の「よつばの杜」に加えて、
栃木県上三川町の「グランビートパーク上三川」の販売促進に取り組みます。
　各プロジェクトの概要は、右下の表に示しますが、「グランビートパーク上三川」の出足の
受注は好調に推移しております。
 		　次の１３ページは、「シェアの向上」に向けた取り組みでございます。

　取組の第一は「子会社の組織・体制の強化」です。
　前期は、栃木県で期初の計画を達成した一方、子会社が管轄する茨城・群馬・千葉の各県に
おいては計画未達に終わりました。計画未達に終わった各県は、当社がシェアを拡大していく余地が大きいエリアでもあり、その建て直しが急務となります。
　このため、この４月で、組織の活性化を目的に、子会社の社長交代を含む役員体制の見直しを
実施しました。事業拡大に向けた人材の確保と育成についても、対応を進めているところでございます。
　次に、戦略的大型分譲地の早期完売です。
　茨城県つくば市の「よつばの杜」は、販売が後半に入り、街並みと立地の良さが再認識され販売が好調に進んでおり、このペースを維持して今期中の完売を目指します。また栃木県上三川町の「グランビートパーク上三川」についても概ね計画通り進捗しておりますが、さらに販売促進に
取り組み、早期完売を目指してまいります。

　また、ますます重要性を増しているネット戦略についても、前期にリニューアルした
ホームページの新機能を活用したアクセス解析と対策を強化するなど、反響数の向上に
取り組んでまいります。

　続きまして次の１４ページからは、新築住宅の生産・商品面の取り組みでございますが、
この部分につきましては、当社　専務取締役　開発本部長の　佐山　より、
ご説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。 
　専務取締役　開発本部長を務めております　佐山　でございます。


				続きまして、次の１４ページは「シェアの向上」に向けた取り組みでございます。
ハウスメーカーを除いたビルダー部門において当社の着工棟数ランキングは、北関東の１位、
栃木県の１位をはじめ、各営業エリアでベスト１０に入っております。
今期の取り組みのひとつは「営業体制の再編」でございます。
前期、茨城県水戸エリア、栃木県県北エリアにおいて、計画通りの受注を確保できなかったことを踏まえ、県域を越えた営業体制の再編を、４月１日付で実施いたしました。
まず、茨城グランディハウス古河支店を、当社県南支社へ移管いたしました。この移管によって、茨城グランディハウスは、重点エリアである茨城県南部と本社のある水戸エリアに集中してエリア深耕に取り組める体制とし、当社県南支社は、栃木県小山エリアとこれに隣接する茨城県西部全体を広域商圏とした事業戦略を　より円滑に展開できる体制といたしました。
当社県南支社につきましては、３月に小山市内の２つの拠点のほか建築部門分室を統合し、　　同市内の商業集積エリアに建設した新社屋での営業をスタートさせております。古河支店の移管とあわせ、さらなる体制強化と効率化を進めてまいります。
　再編の２点目として、当社さくら支店の管掌を、県北支社から本社へ移管いたしました。
この移管は、先ほどの移管と同様、県北支社においては、矢板市以北に集中しエリア深耕を図り、本社においては、宇都宮通勤圏でもあるさくら支店を管掌することにより、宇都宮広域商圏としての相乗効果を狙うものであります。
		　次の１４ページは、「営業エリアの拡大」について　でございます。

　営業エリアの拡大につきましては、中期経営計画に関しご説明いたしました通り、
新たに埼玉県への進出を計画しております。
　なお、埼玉県については、当社 上場以前の建築条件付の土地分譲をメインとしていた時代に、
数年間大宮に出店していた時期がございますが、建売住宅販売に事業転換してからは初めての進出
となります。
　業績への寄与は来期以降を予定しておりますが、早ければ今期中の出店に向けて、既に
開設準備室を設置して、具体的検討を進めております。

　埼玉県の市場規模を 分譲戸建住宅 の着工戸数でみますと、右上の表に示します通り、
約１万５千戸となっており、栃木県の６倍の大規模な市場となっております。
　また、市場の特徴としては、鉄道沿線型の商圏を形成し、住宅の仕様も、北関東の仕様に近い
北部エリアから、狭小面積の物件がメインとなる南部エリアまで幅広いこと、が挙げられます。

　さらに、ビルダーのシェアが高く、競合の厳しいエリアとなっておりますので、
埼玉県の特性にマッチし、かつ、これまで培ってきた当社の強みも活かせる ビジネスモデルを
進出から展開のパターンを含めて決定し、早期進出を目指してまいります。

　以上で、私からのご説明は終了させていただき、次の新築住宅の生産・商品面の取り組みから、
改めて、林 の方からご説明申し上げます。ご清聴、まことにありがとうございました。 


				次の１５ページに移りまして、
「シェアの向上」に関しましては、引き続き、営業力の強化と情報発信の強化に取り組み、
自己開拓営業および反響営業の両面から顧客獲得促進につなげてまいります。

続いて（３）は、前期の課題への対応でございます。
前期下半期に、受注の停滞を招く結果となった拠点間の在庫偏在については、現時点で解消済みでございます。一部に下半期の在庫が薄いエリアがありますが、現在、全力を挙げて対策中でございます。また、拠点間バランスや受注状況に即応できるよう生産体制強化を図ってまいります。

次に、前期、期末にかけての相当の追い込みが必要となったことによる「利益率の低下」に対しましては、期中を通じて利益の早期上積みが必要となってまいりますので、今期期初から、記載の
粗利確保・増加施策に取り組んでおります。

また、茨城　水戸エリア・栃木　県北エリアの販売計画未達に対しましては、先ほどご説明
しました営業体制の再編により、他の拠点へ移管した後の営業エリアに集中してエリア深耕を行うことで受注の回復を目指すとともに、水戸エリアにおいては　ひたちなか市への新規出店を検討中でございます。

		　改めまして、次の１５ページからは、新築住宅の 宅地開発・建築の取り組みについて 
で ございます。

　宅地開発に関しては、土地確保の状況は、前期末の土地在庫で年間販売棟数の約 １.５年分となっており、今期分の土地は ほぼ確保済みで、若干の追加調整を残す程度となっております。
　宅地開発の課題と取組といたしましては、持続的な土地の供給を確保するため、各エリアを熟知した専任者の配置を進めております。また、埼玉県へのエリア拡大に向けた体制の構築においては、開設準備室を設置して、リサーチを進めております。

　また、建築体制については、年間１,５００棟の生産体制を構築しており、今期は１,４５０棟を建築する計画です。
　課題と取組ですが、エリア拡大に向けての体制構築については、既存エリアの業者を中心に技能職の確保を進めております。
　商品開発においては、当社の強みである「街並みづくり」を基本に、「デザイン性」「機能性」「省エネ性」「安全性」の４点を重点テーマとして、マーケティングを強化して商品力の一層の
向上を図ってまいります。また、技能職の高齢化対策としては、木工事の分業化による生産性の
向上に取り組んでおりますが、さらに適用を拡大してまいります。

　これらの取組を継続的に進め、平成３３年３月期までに、年間 ２,０００区画の開発体制と
年間１,８００棟の建築体制　を構築してまいります。
		　１４ページは、「宅地開発」と「建築」の取り組みについて で ございます。
　
宅地開発に関しては、土地確保の状況は、前期末の土地在庫は年間販売棟数の　１.７年分となっており、
前々期と比較して、　０．２年分増加しております。これは、埼玉県及び茨城県で大型物件の確保ができたことに
よるものです。
　今期販売分の仕入は、下期後半のエリアバランスの調整を残す程度で各エリアともほぼ完了しております。新規エリアとなる埼玉県での仕入についても、今期販売分の仕入は、大型分譲地の確保もでき、概ね順調に推移しておりますが、
若干のエリアの偏りがあるため、引き続き、エリア専任者のもとでバランスの取れた仕入に取り組んでまいります。
　宅地開発の課題といたしましては、事業エリアが拡大していく中、各エリア間で、また各エリア内でもバランスの
取れた分譲用地を安定供給することが一層重要となってまいりますので、各エリアの専任担当者の配置に必要な人員の
強化を図ってまいります。また、他社競合が厳しい首都圏での仕入では、スピーディーな対応が重要となりますので、
対応力の強化も図ってまいります。
　
次に、ページ右側の建築体制についてでございますが、
今期は、　年間１，５５０棟　の生産体制の構築を行い、　１，５００棟　を建築する計画です。
　課題と取組ですが、埼玉県及びエリア拡大による生産体制の構築については、既存エリアの業者を中心に
技能職の確保をしてまいります。
　また、商品開発においては、当社の強みである「街並みづくり」を基本に、「デザイン性」「機能性」「省エネ性」「安全性」の４点を重点テーマとして、マーケティングを強化して商品力の一層の向上を図ってまいりましたが、さらに、「オンリーワンの外観デザインとプランニング」にも注力してまいります。
　また、技能職の高齢化対策としては、木工時の分業化による生産性の向上に取り組んでおり、
適用を拡大してまいります。

　これらの取組を進め、第２次中期経営計画の最終年度である令和３年３月期には、
年間２，０００区画　の開発体制と、　年間１，８００棟　の建築体制　を構築してまいります。 


				続きまして次の１６ページからは、宅地開発と生産に関する取り組みでございますが、
この部分につきましては、当社　専務取締役　開発本部長　佐山　より、
ご説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

専務取締役　開発本部長を務めております　佐山　でございます。
はじめに、「宅地開発の取組み」について、ご説明させていただきます。
　まず、宅地の仕入環境ですが、市場にでてくる物件情報量が非常に少なくなっている状況にあります。
市場に出るものは入札になる物件が多く、他社においても仕入れが厳しい状況にあることから、ローコストビルダーからハウスメーカーまで入札に参加してくる状況となっており、分譲素地の価格は上昇傾向にあります。
このような仕入環境の中、市街地中心部での仕入が不十分であったことを含め、エリアバランスを
十分には確保できず拠点間の物件の偏りを生じさせたことが、前期後半に受注の停滞を招き、結果として利益を落とした要因の一つと考えております。
この様な中、今期の取組み方針といたしましては、引き続き、当社の特徴である「開発力」、ページ右上に示します「地域密着型収益フロー」を一層強化して、収益力のアップとエリアバランスの取れた安定的な土地の確保に取り組んでまいります。ページ右下に、前期の直接仕入れ状況を示しますが、直接仕入れ率は、グループ全体で３６％、栃木県内では５２％となっています。栃木県内での直接仕入れ率は上がっておりますが、栃木県外での直接仕入れ率が若干低下し、全体での直接仕入れ率が下がる結果となりました。改めて、栃木県外を中心に　直接仕入率の向上に向けた体制を強化することにより、市場の情報量に左右されずにエリアバランスの取れた　収益力の高い用地を安定的に確保してまいります。
次に、物件の偏りや市街地中心部での仕入不足への具体的対策としては、農地や遊休地の買収提案だけではなく、新たに、老朽化したアパートや集合住宅が建つ土地の買収強化に取り組んでおり、すでに今期の販売物件としても確保しつつあります。
　次に、収益力のアップの一環として、販売期間短縮に向けた工夫と企画力の向上を図ります。様々なお客様のニーズに合わせた区画の大きさと価格のバランスを取り入れ、安価なものからオーダー志向にも対応できる商品バリエーションを整えることで、対策を講じてまいります。
また、開発要員の確保と育成にも、引き続き、取り組んでまいります。
現在の担当者全社合計６４名（内女性開発担当者６名）を早期に１００名体制まで増員する計画です。
この中で、増員と育成に取り組んでいる女性の開発担当者が成長しており、直接仕入部門で活躍しております。女性ならではのソフトできめこまかなアプローチが地権者との関係構築につながるケースも多く、その比率を
２５％に高めていく計画です。


		　次の１６ページでは、商品面の取組 例 を ご紹介しております。

　ページ左側は、栃木県上三川町の「グランビートパーク上三川」、１４１区画の大型分譲地でございます。街区は、３ヵ所の進入路で通り抜けが出来ない、住む方だけの分譲地内道路となり、
子育て世代の家族にとって、安全・安心な分譲地となっております。
　建物については、多様なプランと、１２の外観スタイルを取り入れ、"いろどり"ある街づくりを行なっております。
　また、幅広い顧客ニーズに対応するため、今後の住まいと暮らしの未来を提案する
「ＺＥＨ（ネット ゼロエネルギー ハウス）にＩoＴを融合させた住宅」の新たな取り組みや、
家族で多彩な趣味が楽しめる「土間を愉しむ家」のモデルハウス建設により、
計画期間内での完売を目指してまいります。

　ページ右側には、地域性も考慮して特徴を持たせた外観デザインによる個性的な街づくりと、「プラスアルファの付加価値」としての室内空間の例をご紹介しております。

　今後とも、多様化するニーズに対してマーケティングを強化し、「街並みの付加価値」を含めた魅力ある商品を展開し、販売の促進と顧客満足度の向上に努めてまいります。
 
		　次の１５ページでは、商品面の取組の例をご紹介しています。

　ページ左側上段は、埼玉県進出のオープン分譲地　「モリノネ西大宮」でございます。埼玉県において基本
となる、リビングの天井高　２．７ｍ、床暖房、設備のグレードアップなどを取り入れた上質な商品として
おります。また、当分譲地は、エリア別に共通コンセプトを持たせたエリアプロジェクト分譲地の第一弾として、内外装に木の風合いを取り入れることで、自然の中にいるような心地よさを感じられる住まいとしております。埼玉県においても、エリアのニーズを取り入れた差別化商品の展開によって当社ブランドの浸透を
図ってまいります。
　下段は、「グランソムリエール中久喜７期」　３２区画の分譲地でございます。
第一次分譲街区は、女性設計士　１１名が、女性スタッフ・ママ座談会での意見をもとに、
「家族を感じるスキップリビング」などのプランニングを行い、「暮らしやすさ」「使いやすさ」「デザイン性」を、女性ならではの感性を活かしてプラスオンしたプロジェクトとなっております。

　ページ右上は、「グランドステージ駒生町７期」　２２区画の分譲地でございます。インターロッキング舗装のクルドサックを設け、伝統的な石畳のような街並を演出した安全･安心な分譲地となっております。
　その他　「プラスアルファの付加価値」として、太陽光発電システムを搭載した「スマートタウン」や、
地域性を考慮して特徴を持たせた外観デザインによる個性的な街づくりの例を、ページ右下では、室内付加価値として、家族とのコミュニケーションがコンセプトの「吹抜リビング」、ＬＤＫと庭をつなぐ
「インドアガーデン」などの室内空間例をご紹介しております。

　今後とも、多様化するニーズに対してマーケティングを強化し、「街並みの付加価値」を含めた魅力ある
商品を展開し、販売の促進と顧客満足度の向上に努めてまいります。

　以上、生産関係の取組についての私からのご説明は以上とさせていただき、１６ページからは再度、
林よりご説明申し上げます。ご清聴ありがとうございました。 


				次の１７ページは、「土地の確保状況」でございます。
　前期末の土地在庫数は、２,３４８区画となっており、今期目標達成に十分な量を確保しております。前々期末
との比較では２１３区画増加していますが、これは、戦略的に仕入を行った大型分譲地の増加によるものです。
　左下の在庫推移グラフでは、１.６１年分と例年より多くなっていますが、大型分譲地の来期に繰り越す区画数と、エリアバランスを考慮して繰り越す区画数合わせて５３８区画あり、その区画数をやむを得ない付帯分として除外しますと１,８１０区画、販売予定数の１.２４年分になり、適正範囲内と判断しております。
 
　右上の表は、前期・前々期から仕入れた３０区画以上の物件ですが、宇都宮市のベッドタウンで
日産自動車栃木工場　もある　栃木県上三川町　において、１４１区画の大型分譲地を仕入れております。
過去にも６０区画の大型分譲の実績もあり２期目の大型分譲用地として需要の見込める地域となっております。
　
また、茨城、千葉の拡大重点エリアにおきましても大型分譲地の仕入が進んでおります。
　茨城におきましては、さきほどご説明いたしました「よつばの杜」をはじめ、つくば市並木に２期目となります５６区画を仕入いたしました。
千葉におきましても、３０区画以上の大型分譲用地が５現場となり、過去最高となる仕入を行っております。
エリア的には柏市に集中しておりますが、柏市北部に根戸、中央部には南柏２次・東中新宿・中原、南部には
常盤平、とエリアバランスの取れた仕入になっており、過去にも実績がある地域となっております。
一部販売開始になっている所もあり販売も順調に進んでおります。

　以上、宅地開発の取組みについて説明いたしましたが、今期販売分の仕入は、全体数量としてはほぼ確保して
おりますが、一部、下半期に在庫の薄いエリアが残っており、総力を挙げて対応しているところでございます。
　引き続き、先ほどご説明いたしました取組み方針に基づき、来期以降の販売棟数拡大に向けて、厳選した
優良物件の取得に取り組んでまいります。







		　続きまして、１７ページは不動産販売の「ストック・ビジネス」で、ございます。
　ストック・ビジネス市場は、政府の後押しなど、今後、大きく成長が見込まれる市場でございますが、一方で、新規参入が増えるなど、競合も激化しております。

　当社グループのストック・ビジネスは、
リフォーム事業と中古住宅の流通事業で、ございます。

　まず、リフォーム事業ですが、主なターゲットは、
当社から 新築住宅をご購入いただいた １万 ５千棟の 旧顧客 がベースでございます。
　定期点検や有償・無償でのメンテナンスを通じて、ニーズを把握、受注に繋げており、
売上の８割が 旧顧客 からとなっておりますが、
今期は、営業力を強化し 旧顧客 以外の 外部受注を ３割まで引き上げる計画でございます。
　取り扱う商材は、現在は 太陽光発電装置 が中心ですが、パッケージ商品の開発など、
太陽光以外の比率を高めてまいります。

　また、中古住宅流通事業ですが、市場は、ローコストの新築住宅と中古住宅の価格差が縮小する
傾向が続くなど、厳しい状況にあります。
　エリア選別や商品の企画力を高めることで、引き続き、首都圏エリアを中心に拡大を進め、
今期 １６０棟の販売をめざしてまいります。 

		　それでは改めまして、１６ページは不動産販売の「ストック・ビジネス」で、ございます。

　当社グループのストック・ビジネスは、リフォーム事業と中古住宅の販売事業でございます。
住宅のストック・ビジネスは、政府の重点政策にも挙げられ、今後、成長が見込まれる市場で
ございますが、一方で、新規参入が増えるなど、競合も激化しております。

　まず、リフォーム事業の取り組みですが、現状、当社の新築住宅をご購入いただいたＯＢ客からの受注が ７割を占めており当社の強みとなっておりますが、ＯＢ客以外からの受注を拡大する
取組を進めており、「非ＯＢ客」からの受注割合を ４割まで引き上げる計画でございます。
　また、太陽光発電の　１０年固定買取制度　が今年度で終了しますが、その対策として
「自家消費　需要」の開拓を進めるとともに、価格の安心感を訴求したパッケージ商品の開発など、
太陽光以外の比率を高めてまいります。

　また、中古住宅事業については、販売棟数は、前期比１９棟増の　１７０棟　を計画しており、販売の拡大に向け、完成在庫を　常時８０棟　の水準に増やすとともに、首都圏エリアを中心に
拡大を図ってまいります。
　仕入目標は　２００棟　とし、新規エリアの開拓も行なってまいります。
　また、反響数の増加に向けて引き続きネット対策の強化に取り組みます。 


				次の１８ページでは、今後の主な大型分譲地をご紹介しておりますので、ご参照下さい。










		　次の１８ページは、「建築材料販売」の取り組み でございます。

　木造住宅の着工戸数は、昨年の７月から３月まで、前年同月比で９ヶ月連続のマイナスと、
厳しい受注環境が続いております。
　また、材料価格は木造住宅の着工減により、一時的に安定しておりますが、下期に向けては不透明な状況にあります。

　このような中で、今期は、
売上高　６３億 ５千万円、　セグメント売上高　３１億円　セグメント利益　１億 ５千万円　と、
微増ではありますが、増収・増益を図ってまいります。
　取り組みとしては、
前期において、取引先を選別することでプレカット材加工の操業率が落ちる結果となりましたが、今期は優良顧客の開拓とともに、関連する住設や資材の販売増に取り組んでまいります。

　利益面では、材料価格が高止まっており、販売価格の見直しを進めてまいります。
　また、操業率の向上とコストダウンで、収益性の改善に取り組んでまいります。
 
		　次の１７ページは、建築材料販売の取り組みでございます。

　木造住宅の着工戸数は、貸家の減少が顕著となったものの全体としては下げ止まり、
前期並みの水準となりました。
　また、材料価格は、北米産丸太が　昨年５月以降　値下がりとなり、
製材品価格においても、弱含み　保合い（もちあい）での推移となりました。

　このような中で、今期は、生産余力が限られる中で　当社グループ内への供給増により外部販売が減少することから、セグメント売上高は、　２９億１千万円　と若干の減収を見込んでおります。
　また、販売部門と設計部門の強化による人件費の増加などにより
セグメント利益についても　１億４千万円　と、減益となる見込みでございます。

　今期の取り組みといたしましては、引き続き、　優良顧客の開拓、　住設建材や資材の販売拡大、
　設計の内製率向上による操業率の改善、　輸入材と国産材のバランス運用による原価の低減、
などに取り組んでまいります。 


				次の１９ページからは、建築部門の生産体制と商品戦略について、でございます。

建築部門は、今期、完成棟数　１,４８０棟　と、年間　１,５５０棟　の生産体制の構築を
予定しています。

　期初時点での生産体制は、１,４５０棟であり、計画の達成　および、前期より継続している
茨城県南部から千葉県柏エリアの販売増加に向けて、生産体制の強化に取り組んでまいります。

また、中期的な技能工の高齢化についての対策として、前期に引き続き、若手技能工の確保と
上棟作業の専門班の構築に取り組んでまいります。この取り組みにより「上棟」と「造作」の
工程を分離することで、生産性の効率化、工期短縮、安全性の高い作業環境の構築が可能となってまいります。
　前期の上棟専門班の施工比率は、グループ全体で７０％となり、今期は、この比率を８５％まで引き上げることを目標としてまいります。
　
また、生産性の効率化、工期短縮に加え、各工程ごとの作業の省力化を推進するなど、建築コストの低減も図ってまいります。


		　次に、１９ページの「不動産賃貸」の取り組みで、ございます。

　賃貸事業は、栃木県宇都宮市を中心に、オフィス等の賃貸と、コインパーキング事業を
展開しております。
　エリアにおける事業環境は、オフィス系は、大型物件に品薄感が出ている状況にありますが、
時間貸し駐車場は、増加傾向にあり厳しい状況が続いております。

　このような中で、オフィス等の賃貸可能面積は、前期において、宅地用の土地仕入に関連して
賃貸アパート３棟を取得したことで、運用面積は増加しておりますが、
前期下期にテナントが退店したことで稼働率が下がっておりますので、改善を図ってまいります。

　また、時間貸駐車場については、駐車可能な総台数、車室数の増減は有りませんが、
厳しい競合状況の中で、小まめな料金体系の見直しや、提携先の拡大を継続的に行うことで、
収益の確保の取り組みを進めてまいります。

　しかしながら、今期の計画は、前期後半からオフィス等の空室率が悪化したことが影響し、
セグメント売上高が　２億 ５千万円、セグメント利益が　１億 ６千万円 と、
減収・減益の見通しでございます。 

		　次に、１８ページの「不動産賃貸」の取り組みで、ございます。

　賃貸事業は、栃木県宇都宮市を中心に、オフィス等の賃貸と、コインパーキング事業を展開
しております。エリアにおける事業環境は、オフィス系は　中規模物件等で品薄感が出ている状況にありますが、時間貸し駐車場は　増加傾向にあり、厳しい状況が続いております。

　このような中で、オフィス等の賃貸可能面積は、前期において、宅地の仕入に関連して取得し、一時的に賃貸していた物件を撤去したことなどで、運用面積は減少しておりますが、積極的な
テナント募集と退店防止策の継続など、空室率の改善を図り、収益の改善を図ってまいります。

　また、時間貸駐車場については、前期において、賃貸駐車場１箇所を売却したことで、
駐車可能な車室数が減少しておりますが、厳しい競合状況の中で、小まめな料金体系の見直しや、
提携先の拡大　を継続的に行うことで、収益の確保の取り組みを進めてまいります。

　今期の計画は、若干の運用資産の減少があるものの、
　　　セグメント売上高　　２億 ５千万円
　　　セグメント利益　　　１億 ５千万円
と、前期並みを見通しております。 


				続いて、２０ページからは、商品戦略について、でございます。

商品の取り組みテーマとして、「街並みづくり」を基本に「デザイン性」「機能性」
「省エネ性」「安全性」を４つの重点テーマとして、営業部と連携してマーケティングの一層の
強化を図り、お客様の購入動機やエリアごとの顧客ニーズをとらえ、分譲地ごとにコンセプトを
持たせた商品企画の展開を図ってまいります。
　
ページ左側には、プラスアルファの付加価値として、全棟に太陽光発電システムを搭載し、
光熱費ゼロをテーマにした「スマートタウン」、千葉県柏市の「ソラリスヴィータ柏市中原３期」と、「ソラリスヴィータ柏の葉キャンパス３期」を、ご紹介しております。
　　

ページ右側には、街灯や門灯、エクステリアライトを設置し、夜間の防犯性に配慮した「安全・安心な住まいと街並みづくり」として、プライバシーへの配慮と開放感を両立させた、
栃木県宇都宮市の「ファミリーキャッスル今泉新町」と、
外観デザインとエクステリアデザインにこだわり、街並みとして、ワンランク上の高級感を演出した、群馬県前橋市の「グランプレミアム前橋みなみ」を、ご紹介しております。

		　次の２０ページは　株主還元策で、ございます。

　配当方針につきましては、
第二次中期経営計画から「連結配当性向　２５％　を目標とする」方針としており、
今期の配当につきましては、　前期と同額の　１株当たり　１６円　を予定しております。


　私からのご説明は 以上となりますが、
今期の計画達成 と 第二次中期経営計画の経営目標達成に、全力を挙げて取り組んでまいります
ので、なにとぞ　よろしくお願い申し上げます。


　本日は、ご出席　ならびに　ご清聴いただき、まことに　ありがとうございました。
		　ご説明の最後になりますが、１９ページは　「株主還元策」で、ございます。

　当社は、配当につきましては、連結配当性向の目標を定め、業績に応じた配当を実施することを基本としております。
　この目標につきましては、前期の配当まで、連結配当性向　２５％ としておりましたが、
５月７日にリリースさせていただきました通り、今期の配当から　この目標を引き上げ、
連結配当性向　３０％　とすることを決定しております。

　前期配当については、既にご案内の通り、当初予想の　１株当たり　１６円を、
増益に伴って　２円 増額して　１８円　と決定しております。
　また、令和２年３月期の配当は、ただ今ご説明いたしました目標水準の引き上げに伴い、
１株当たり　２３円　を予定しております。

　最後に、本日ご説明申し上げました 今期計画 を確実に達成して増収の基盤を固めるとともに、中期経営計画の達成　と　持続的な企業価値の向上　に、全力を挙げて取り組んでまいりますので、なにとぞよろしくお願い申し上げます。

　本日は、ご出席ならびにご清聴いただき、まことにありがとうございました。


				次の２１ページは、つくば市の「よつばの杜」の商品面からのご紹介、でございます。

ページ左上の図は、分譲地全体のイメージで、南北と東西に軸線を作り、その交点には新しい街のコミュニティ形成の核となる集会施設を設けてあります。
２１１区画のひとつの街を、２つの軸線によって４つの街区を作り、それぞれ個性的な街並み
づくりを行う４つのエリアにちなんで、幸福の象徴である「四葉のクローバー」をイメージして
プロジェクト名を「よつばの杜」といたしました。

　ページ下部には、「アクティブ・リーフ」エリアと「モダン・リーフ」エリアにおいて前期末に完成した　１次分譲を、ご紹介しております。

ページ右上は、４つの街区においてのデザインコードと、個性的なプランニングを取り入れた、モデルハウスの「多目的土間スペース」や「インナーガレージ」の内観を、ご紹介しております。
また、全棟標準装備とした「制震装置」にも多くの反響が寄せられております。
引き続き、建物と外構のトータルデザインを行い、分譲地としての価値を高め、計画期間内の
完売を目指してまいります。
以上、宅地開発を含め生産関係の取組みについてご説明申し上げましたが、今後とも、多様化するニーズに対してマーケティングを強化し、「街なみづくり」の付加価値を含めた魅力ある商品を展開し、販売促進と顧客満足度の向上に努めてまいります。

【私からのご説明は以上とさせていただき、２２ページからは再度、村田からご説明申し上げます。ご清聴ありがとうございました。】 



				　それでは改めまして、次の２２ページは、中古住宅販売の取り組みについて、であります。
　前期においては、販売の安定化と増加に向けた商品在庫の充実に取組むとともに、前々期の期末に開設した支店において、首都圏エリアにおける事業拡大に取り組んだことで、
販売棟数は、前期と比べ　１９棟増の　１３６棟となりましたが、
一方で、利益面では、計画通りの利益の確保とはならず、減益となりました。
　これは、一部エリアで、ローコスト系新築住宅との競合が想定以上に増加したことや、１年目の首都圏で情報不足や相場感ずれの調整に時間を要したことであります。

　これらのことを踏まえて、今期は、引き続き首都圏での事業拡大に取り組んでまいりますが、
一方で、ローコストの新築住宅が供給過多となるなど市況の軟化が見込まれる地区では、一時的に競合を避けた撤退を行うなど、慎重に個別市場を見極めつつ機動的に対処することによって、
収益力の向上に努めてまいります。

　今期計画の販売棟数は　１７０棟とし、このうち首都圏では　４５棟の販売を計画しております。
これによって、売上高　２８億円、経常利益　１億 ８千万円を目指してまいります。




				　次の２３ページは、建築材料販売の取り組み、でございます。

　木造住宅の着工は前年同月比で、３月まで １５ヶ月連続の増加と、
引き続き需要は堅調に推移しております。
　プレカットの材料価格は、床や下地などに使用する合板材が、高値で推移しておりましたが、
一服感がでてきております。
　一方、梁や柱の材料である横架材、集成材に先高感が出てきており、懸念材料となっております。

　プレカット材の生産能力は、ほぼフル生産の中で、グループ会社への供給も増加する予定
ですので、相手先の選別など、優良顧客へのシフトを進め、収益性を高めてまいります。
　増収の取り組みとしては、営業社員を増員し販売力を高め、引き続きプレカット材以外の
資材販売を強化してまいります。

　これらの取り組みで、セグメントの売上高は　３１億円、セグメント利益　１億 ５千万円を
目指してまいります。


				　　次に、２４ページの「不動産賃貸」の取り組みで、ございます。

賃貸事業では、ページ右側に示しますとおり、オフィス・事務所等の賃貸は、主に宇都宮市を
中心に １３カ所、１,９００坪の運用となっておりますが、入居率は概ね９０％以上を維持して
おります。

また、コインパーキング事業は、宇都宮市等で １０カ所、車室数 ３２８台の運用となって
おりますが、近年、市街地におきまして、老朽化した建物が、コインパーキングに変わる事例が
多く、競合が厳しくなってきております。

このような中で、前期は、運用資産が減少したことで、減収・減益となりましたが、
今期においても、新たな運用資産の取得を予定していないことから、若干の増収・増益に止まる
見通しであり、既存資産の収益力の向上を図ることで、
セグメントの売上高は　２億 ６千万円、セグメント利益　１億 ６千万円 を達成してまいります。
 



				
ご説明の最後になりますが、２５ページは　株主還元策で、ございます。

配当方針につきましては、
「業績に応じた配当を実施することを基本として、連結配当性向　２０％　を目標とする」
方針としております。
　前期につきましては、当初前提といたしました利益を達成するに至りませんでしたが、
公表予想を維持し、　１株当たり　１４円　とさせていただきました。
また、今期の配当につきましては、５月８日に公表させていただいたとおり、連結配当性向　
２１.９％　となる、１株当たり　１６円　を予定しております。

　最後に、本日ご説明申し上げました 今期計画 を達成することはもちろん、持続的な企業価値の
向上に、全力を挙げて取り組んでまいりますので、なにとぞ　よろしくお願い申し上げます。
　本日は、ご出席　ならびに　ご清聴いただき、まことに　ありがとうございました。






②決算概要

				2		13.75		11		11		10		0.54		10.75		0.54		10.75

																				(百万円) ヒャクマンエン

								H31.3期 キ		R2.3期 キ		前期比 ゼンキヒ				期初計画 キショ ケイカク				修正計画 シュウセイ ケイカク



				売上高 ウリアゲ ダカ				44,452		45,541		+2.4%				48,500				45,150

						 不動産販売 フドウサン ハンバイ		41,212		42,505		+3.1%				45,340				41,990

						 建築材料販売 ケンチク ザイリョウ ハンバイ		2,992		2,775		-7.3%				2,910				2,910

						 不動産賃貸 フドウサン チンタイ		248		261		+5.2%				250				250

				営業利益 エイギョウ リエキ				3,131		2,142		-31.6%				3,200				2,000

				経常利益 ケイジョウ リエキ				3,288		2,310		-29.7%				3,400				2,150

						 不動産販売 フドウサン ハンバイ		2,976		2,013		-32.4%				3,105				1,855

						 建築材料販売 ケンチク ザイリョウ ハンバイ		151		142		-6.0%				140				140

						 不動産賃貸 フドウサン チンタイ		151		172		+13.9%				155				155

				当期純利益※ トウキ ジュンリエキ				2,065		1,413		-31.6%				2,200				1,400



				ＥＰＳ				71.62円		48.84円		-22.78円				76.24円				48.41円

				ＲＯＥ				10.3%		6.6%		-3.71pt				10.4%				6.5%

				1株配当 カブ ハイトウ				18円		23円		+5円				23円				23円

				配当性向 ハイトウ セイコウ				25.1%		47.1%		+22.0pt				30.2%				47.5%



												％と％の比較はptで表示 ヒカク ヒョウジ





























②2決算概要



																		単位：百万円 タンイ ヒャクマンエン																		（百万円） ヒャクマンエン

								H31.3期 キ		R2.3期 キ		前期比 ゼンキヒ				業績予想
2/10公表 ギョウセキ ヨソウ コウヒョウ		業績予想比 ギョウセキ ヨソウ ヒ								H31.3期 キ		R2.3期 キ		前期比 ゼンキヒ				業績予想
2/10公表 ギョウセキ ヨソウ コウヒョウ		業績予想比 ギョウセキ ヨソウ ヒ



				売上高 ウリアゲ ダカ				44,452		45,541		+2.4%				45,150		+0.9%				売上高 ウリアゲ ダカ				44,452		45,541		+2.4%				45,150		+0.9%

						 不動産販売 フドウサン ハンバイ		41,212		42,505		+3.1%												不動産販売 フドウサン ハンバイ		41,212		42,505		+3.1%

						 建築材料販売 ケンチク ザイリョウ ハンバイ		2,992		2,775		-7.3%												建築材料販売 ケンチク ザイリョウ ハンバイ		2,992		2,775		-7.3%

						 不動産賃貸 フドウサン チンタイ		248		261		+5.2%												不動産賃貸 フドウサン チンタイ		248		261		+5.2%

				営業利益 エイギョウ リエキ				3,131		2,142		-31.6%				2,000		+7.1%				営業利益 エイギョウ リエキ				3,131		2,142		-31.6%				2,000		+7.1%

				経常利益 ケイジョウ リエキ				3,288		2,310		-29.7%				2,150		+7.4%				経常利益 ケイジョウ リエキ				3,288		2,310		-29.7%				2,150		+7.4%

				親会社株主に帰属する
当期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキ ジュンリエキ				2,065		1,413		-31.6%				1,400		+0.9%				親会社株主に帰属する
当期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキ ジュンリエキ				2,065		1,413		-31.6%				1,400		+0.9%



				1株当たり
当期純利益 カブ ア トウキ ジュンリエキ				71.62円		48.84円		-22.78円				48.41円		48.41円				1株当たり
当期純利益 カブ ア トウキ ジュンリエキ				71.62円		48.84円		-22.78円				48.41円		+0.43円

				ＲＯＥ				10.3%		6.6%		-3.71pt				6.5%		6.5%				ＲＯＥ
(自己資本利益率)				10.3%		6.6%		-3.71pt

				1株当たり
配当額 カブ ア ハイトウ ガク				18円		23円		+5円				23円		23円				1株当たり
配当額 カブ ア ハイトウ ガク				18円		23円		+5円

				配当性向 ハイトウ セイコウ				25.1%		47.1%		+22.0pt				47.5%		47.5%				配当性向 ハイトウ セイコウ				25.1%		47.1%		+22.0pt



												％と％の比較はptで表示 ヒカク ヒョウジ

																						％と％の比較はptで表示 ヒカク ヒョウジ







				1株当たり
当期純利益 カブ ア トウキ ジュンリエキ				71.62円		48.84円		-22.78円				48.41円		48.41円				１株当たり当期純利益 カブ ア トウキ ジュンリエキ				71.62円		48.84円		-22.78円				48.41円		+0.43円

				1株当たり
当期純利益 カブ ア トウキ ジュンリエキ				71.62円		48.84円		-22.78円				48.41円		48.41円				1株当たり
当期純利益 カブ ア トウキ ジュンリエキ				71.62円		48.84円		-22.78円				48.41円		+0.43円





























販管費



												(百万円) ヒャクマンエン

								H31.3期 キ		R2.3期 キ		増減 ゾウゲン

				販管費 ハンカンヒ				4,906		5,643		+737																				販管費の主な増加要因 ハンカンヒ ゾウカ ヨウイン

						人件費 ジンケンヒ		3,208		3,412		+204																								前期比 ゼンキヒ

						広告宣伝費 コウコク センデンヒ		536		636		+100																						事業拡大に伴う人員増強 ジギョウ カクダイ トモナ ジンイン ゾウキョウ		+163

						子会社取得関連費用 コガイシャ シュトク カンレン ヒヨウ		-		94		+94																						WEB広告の強化 コウコク キョウカ		+93

						のれん償却費 ショウキャク ヒ		-		68		+68

						その他 タ		937		1,186		+249																						取得した子会社の販管費 シュトク コガイシャ ハンカンヒ		+121

																																		子会社取得関連費用★		+94

																																		のれん償却費		+68







																																		製造経費（労務費、経費）の増加 セイゾウ ケイヒ ロウムヒ ケイヒ ゾウカ		108

















































要約BS2

												（百万円） ヒャクマンエン

								H31.3期 キ		R2.3期 キ		前期比 ゼンキヒ																						単位：百万円 タンイ ヒャクマンエン

				流動資産 リュウドウ シサン				36,127		43,050		+6,923 												H31.3期 キ		R2.3期 キ		前期比 ゼンキヒ				業績予想
2/10公表 ギョウセキ ヨソウ コウヒョウ		業績予想比 ギョウセキ ヨソウ ヒ

						現金及び預金 ゲンキン オヨ ヨキン		10,001		10,351		+350 

						販売用不動産 ハンバイヨウ フドウサン		24,392		30,705		+6,313 								売上高 ウリアゲ ダカ				44,452		45,541		+2.4%				45,150		+0.9%

						その他 タ		1,733		1,993		+260 										 不動産販売 フドウサン ハンバイ		41,212		42,505		+3.1%

				固定資産･繰延資産 コテイ シサン クリノベ シサン				10,737		12,935		+2,198 										 建築材料販売 ケンチク ザイリョウ ハンバイ		2,992		2,775		-7.3%

						有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン		8,932		9,635		+703 										 不動産賃貸 フドウサン チンタイ		248		261		+5.2%

						のれん		-		1,302		+1,302 								営業利益 エイギョウ リエキ				3,131		2,142		-31.6%				2,000		+7.1%

						その他 タ		1,804		1,997		+193 								経常利益 ケイジョウ リエキ				3,288		2,310		-29.7%				2,150		+7.4%

				総資産 ソウシサン				46,864		55,986		+9,121 								親会社株主に帰属する
当期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキ ジュンリエキ				2,065		1,413		-31.6%				1,400		+0.9%

				負債 フサイ				25,740		33,843		+8,102 

						仕入債務 シイ サイム		3,170		3,262		+92 								1株当たり
当期純利益 カブ ア トウキ ジュンリエキ				71.62円		48.84円		-22.78円				48.41円		+0.43円

						有利子負債 ユウリシ フサイ		20,362		28,472		+8,109 								ＲＯＥ
(自己資本利益率)				10.3%		6.6%		-3.71pt

						その他 タ		2,207		2,108		-99 								1株当たり
配当額 カブ ア ハイトウ ガク				18円		23円		+5円

				純資産 ジュンシサン				21,124		22,143		+1,018 								配当性向 ハイトウ セイコウ				25.1%		47.1%		+22.0pt

				負債・純資産 フサイ ジュンシサン				46,864		55,986		+9,121 



																				％と％の比較はptで表示 ヒカク ヒョウジ







																				１株当たり当期純利益 カブ ア トウキ ジュンリエキ				71.62円		48.84円		-22.78円				48.41円		+0.43円

																				1株当たり
当期純利益 カブ ア トウキ ジュンリエキ				71.62円		48.84円		-22.78円				48.41円		+0.43円







































要約CF

												（百万円） ヒャクマンエン

								H31.3期 キ		R2.3期 キ		前期比 ゼンキヒ

				営業活動による
キャッシュ・フロー エイギョウ カツドウ				3,042		△2,546		-5,588		


						税引前利益 ゼイビキマエ リエキ		2,969		2,159		-810

						たな卸資産の増減 オロシ シサン ゾウゲン		1,140		△3,955		-5,095

						法人税等の支払 ホウジンゼイ トウ シハラ		△868		△960		-92

						その他 タ		△199		210		+409

				営業活動による
キャッシュ・フロー エイギョウ カツドウ				△503		△2,520		-2,016		


						有形固定資産の取得 ユウケイ コテイ シサン シュトク		△491		△570		-79

						子会社株式の取得 コガイシャ カブシキ シュトク		-		△1,881		-1,881

						その他 タ		△12		69		+81

				投資活動による
キャッシュ・フロー トウシ カツドウ				△2,351		5,402		+7,753		


						借入金・社債の増減 カリイレ キン シャサイ ゾウゲン		△1,868		5,877		+7,745

						配当金の支払 ハイトウ キン シハラ		△460		△519		-59

						その他 タ		△23		44		+67

				現金及び現金同等物の
期末残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キマツ ザンダカ				10,001		10,336		+335		








セグメント２

						H27.3								H28.3								H29.3								H30.3								H31.3								R2.3

						1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q

				累計期間 ルイケイ キカン

				不動産販売 フドウサン ハンバイ								34,587,410								38,549,066								40,673,836								41,492,209		9,522,175		19,545,336		30,178,831		41,212,359		9,800,186		21,252,775		30,527,748		42,505,118

				不動産販売 フドウサン ハンバイ								2,256,735								2,533,951								2,497,353								2,485,266		664,374		1,362,289		2,136,865		2,976,984		573,653		1,193,408		1,450,210		2,013,639

				利益率 リエキ リツ								6.5%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		6.6%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		6.1%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		6.0%		7.0%		7.0%		7.1%		7.2%		5.9%		5.6%		4.8%		4.7%

				売上前期比 ウリアゲ ゼンキヒ										ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		11.5%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		5.5%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		2.0%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-0.7%		2.9%		8.7%		1.2%		3.1%

				利益前期比 リエキ ゼンキヒ										ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		12.3%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-1.4%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-0.5%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		19.8%		-13.7%		-12.4%		-32.1%		-32.4%



				建築材料 ケンチク ザイリョウ								5,560,094								6,083,457								6,294,456								6,176,413		1,545,649		3,161,027		4,735,688		6,115,684		1,505,577		2,969,818		4,454,509		5,894,204

				建築材料 ケンチク ザイリョウ								153,262								188,552								148,167								147,685		46,664		100,250		135,485		151,461		22,044		62,223		102,621		142,588

				利益率 リエキ リツ								2.8%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		3.1%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		2.4%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		2.4%		3.0%		3.2%		2.9%		2.5%		1.5%		2.1%		2.3%		2.4%

				売上前期比 ウリアゲ ゼンキヒ										ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		9.4%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		3.5%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-1.9%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-1.0%		-2.6%		-6.0%		-5.9%		-3.6%

				利益前期比 リエキ ゼンキヒ										ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		23.0%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-21.4%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-0.3%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		2.6%		-52.8%		-37.9%		-24.3%		-5.9%

				不動産賃貸 フドウサン チンタイ								353,074								345,025								341,007								342,468		84,062		168,724		250,883		332,139		84,905		172,139		257,560		346,602

				不動産賃貸 フドウサン チンタイ								172,670								165,743								155,461								172,519		42,991		84,511		117,091		151,315		41,244		89,440		127,710		172,187

				利益率 リエキ リツ								48.9%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		48.0%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		45.6%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		50.4%		51.1%		50.1%		46.7%		45.6%		48.6%		52.0%		49.6%		49.7%

				売上前期比 ウリアゲ ゼンキヒ										ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-2.3%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-1.2%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		0.4%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-3.0%		1.0%		2.0%		2.7%		4.4%

				利益前期比 リエキ ゼンキヒ										ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-4.0%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-6.2%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		11.0%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-12.3%		-4.1%		5.8%		9.1%		13.8%

				会計期間 カイケイ キカン

				不動産販売 フドウサン ハンバイ																								40,673,836								41,492,209		9,522,175		10,023,161		10,633,495		11,033,528		9,800,186		11,452,589		9,274,973		11,977,370

				不動産販売 フドウサン ハンバイ																								2,497,353								2,485,266		664,374		697,915		774,576		840,119		573,653		619,755		256,802		563,429

				利益率 リエキ リツ								ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		6.1%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		6.0%		7.0%		7.0%		7.3%		7.6%		5.9%		5.4%		2.8%		4.7%

				売上前期比 ウリアゲ ゼンキヒ										ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		2.0%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-73.4%		2.9%		14.3%		-12.8%		8.6%

				利益前期比 リエキ ゼンキヒ										ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-0.5%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-66.2%		-13.7%		-11.2%		-66.8%		-32.9%



				建築材料 ケンチク ザイリョウ																								6,294,456								6,176,413		1,545,649		1,615,378		1,574,661		1,379,996		1,505,577		1,464,241		1,484,691		1,439,695

				建築材料 ケンチク ザイリョウ																								148,167								147,685		46,664		53,586		35,235		15,976		22,044		40,179		40,398		39,967

				利益率 リエキ リツ								ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		2.4%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		2.4%		3.0%		3.3%		2.2%		1.2%		1.5%		2.7%		2.7%		2.8%

				売上前期比 ウリアゲ ゼンキヒ										ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-1.9%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-77.7%		-2.6%		-9.4%		-5.7%		4.3%

				利益前期比 リエキ ゼンキヒ										ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-0.3%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-89.2%		-52.8%		-25.0%		14.7%		150.2%

				不動産賃貸 フドウサン チンタイ																								341,007								342,468		84,062		84,662		82,159		81,256		84,905		87,234		85,421		89,042

				不動産賃貸 フドウサン チンタイ																								155,461								172,519		42,991		41,520		32,580		34,224		41,244		48,196		38,270		44,477

				利益率 リエキ リツ								ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		45.6%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		50.4%		51.1%		49.0%		39.7%		42.1%		48.6%		55.2%		44.8%		50.0%

				売上前期比 ウリアゲ ゼンキヒ										ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		0.4%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-76.3%		1.0%		3.0%		4.0%		9.6%

				利益前期比 リエキ ゼンキヒ										ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		11.0%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-80.2%		-4.1%		16.1%		17.5%		30.0%





株主還元

																														数値確認要。 スウチ カクニン ヨウ

																														見栄えは考慮していないので調整要。 ミバ コウリョ チョウセイ ヨウ

																														（ＰＰも同様） ドウヨウ

						H23.3		H24.3		H25.3		H26.3		H27.3		H28.3		H29.3		H30.3		H31.3		R2.3		R3.3

				当期純利益 トウキ ジュンリエキ		798		941		1,361		1,762		1,567		1,732		1,744		1827		2065		2200				百万円 ヒャクマンエン

				配当総額 ハイトウ ソウガク		191		287		230		230		230		345		402		461		519		?				百万円 ヒャクマンエン

				1株当利益 カブ ア リエキ		27.75		32.72		47.31		61.25		54.47		60.20		60.61		63.48		71.62		76.24

				 １株当たり配当金額（円） カブ ア ハイトウ キンガク エン		6.67		6.67		8.00		8.00		8.00		12.00		14.00		16.00		18.00		23.00				円/株 エン カブ

				記念配当 キネン ハイトウ				3.33																				円/株 エン カブ

				ＥＰＳ		21.08		22.72		39.31		53.25		46.47		48.20		46.61		47.48		53.62		25.84

				 １株当たり当期純利益（円） カブ ア トウキ ジュン リエキ エン		27.75		32.72		47.31		61.25		54.47		60.20		60.61		63.48		71.62		48.84				円/株 エン カブ

				 連結配当性向（％） レンケツ ハイトウ セイコウ		24.0		20.4		16.9		13.1		14.7		19.9		23.1		25.2		25.1		47.1				％

				純利益 ジュンリエキ										1567		1732		1744		1827		2065		2200

				期末自己資本 キマツ ジコ シホン								13,655		15,009		16,448		17,921		19,362		20,294		21,975

				自己資本当期純利益率 ジコ シホン トウキ ジュンリエキ リツ										10.9335752163		11.0118574562		10.148680497		9.8007134619		10.4145652612		10.4095199792

														14,992		16,511		17,847		19,346		20,966		21,975



１株当たり利益・配当金と配当性向の推移

 １株当たり配当金額（円）	H27.3	H28.3	H29.3	H30.3	H31.3	R2.3	8	12	14	16	18	23	記念配当	H27.3	H28.3	H29.3	H30.3	H31.3	R2.3	ＥＰＳ	54.47

60.20

60.61

63.48

71.62

76.24

58.26

H27.3	H28.3	H29.3	H30.3	H31.3	R2.3	46.47	48.2	46.61	47.48	53.620000000000005	25.840000000000003	 １株当たり当期純利益（円）	H27.3	H28.3	H29.3	H30.3	H31.3	R2.3	27.75	32.72	47.31	61.25	54.47	60.2	 連結配当性向（％）	

H27.3	H28.3	H29.3	H30.3	H31.3	R2.3	14.686983660730677	19.933554817275748	23.098498597591156	25.204788909892883	25.132644512705948	47.092547092547086	ＥＰＳ・ＤＰＳ（円）

配当性向　（％）

 １株当たり当期純利益（円）	

H28.3	H29.3	H30.3	H31.3	R2.3	60.2	60.61	63.48	71.62	48.84	 １株当たり配当金額（円）	



H28.3	H29.3	H30.3	H31.3	R2.3	12	14	16	18	23	記念配当	H28.3	H29.3	H30.3	H31.3	R2.3	ＥＰＳ	60.20

60.61

63.48

71.62

76.24

58.26

H28.3	H29.3	H30.3	H31.3	R2.3	48.2	46.61	47.48	53.620000000000005	25.840000000000003	 連結配当性向（％）	



H28.3	H29.3	H30.3	H31.3	R2.3	19.933554817275748	23.098498597591156	25.204788909892883	25.132644512705948	47.092547092547086	

（円）

（％）



 １株当たり当期純利益（円）	

H28.3	H29.3	H30.3	H31.3	R2.3	R3.3	60.2	60.61	63.48	71.62	48.84	 １株当たり配当金額（円）	



H28.3	H29.3	H30.3	H31.3	R2.3	R3.3	12	14	16	18	23	記念配	当	H28.3	H29.3	H30.3	H31.3	R2.3	R3.3	ＥＰＳ	60.20

60.61

63.48

71.62

76.24

58.26

H28.3	H29.3	H30.3	H31.3	R2.3	R3.3	48.2	46.61	47.48	53.620000000000005	25.840000000000003	 連結配当性向（％）	



H28.3	H29.3	H30.3	H31.3	R2.3	19.933554817275748	23.098498597591156	25.204788909892883	25.132644512705948	47.092547092547086	

（円）

（％）





◎売上利益チャート(四半期)  (2)

				３期連続グラフ キ レンゾク

						H25.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H26.3
1Q		
2Q		H26.3
3Q		
4Q		H27.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H28.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H29.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H30.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H31.3
1Q		
2Q		H31.3
1Q		
2Q

				売上高 ウリアゲダカ		81.4		80.8		80.4		82.7		91.0		93.3		92.6		95.7		80.4		98.9		91.2		104.1		99.3		107.2		101.3		109.2		111.0		115.1		110.3		103.1		101.9		120.9		105.4		118.8		103.4		109.2		103.4		109.2

				経常利益 ケイジョウ リエキ		6.6		5.3		6.0		6.0		7.9		7.2		8.0		7.3		4.6		6.0		6.3		8.3		6.9		7.2		7.4		7.0		8.5		7.1		7.4		4.9		5.5		8.2		5.5		8.6		7.4		7.8		7.4		7.8

																																														H29.3
1・2Q		
3・4Q		H30.3
1・2Q		
3・4Q		H31.3
1・2Q				H31.3
1・2Q

																																														226.1		213.4		222.8		224.3		212.6				212.6

																																														15.7		12.3		13.7		14.1		15.3				15.3

																																														H29.3期 キ				H30.3期 キ				H31.3期 キ				R2.3期 キ

																																														上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ

																																												売上高 ウリアゲ ダカ		226.1		213.4		222.8		224.3		212.6		231.8		227.6		227.7

																																												経常利益 ケイジョウ リエキ		15.7		12.3		13.7		14.1		15.3		17.5		13.4		9.6



売上高	

H29.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	H30.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	H31.3	
1Q	
2Q	111	115.1	110.3	103.1	101.9	120.9	105.4	118.8	103.4	109.2	経常利益	

H29.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	H30.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	H31.3	
1Q	
2Q	8.5	7.1	7.4	4.9000000000000004	5.5	8.1999999999999993	5.5	8.6	7.4	7.8	

売上高



経常利益







売上高	

H29.3	
1・2Q	
3・4Q	H30.3	
1・2Q	
3・4Q	H31.3	
1・2Q	226.1	213.4	222.8	224.3	212.6	経常利益	

H29.3	
1・2Q	
3・4Q	H30.3	
1・2Q	
3・4Q	H31.3	
1・2Q	15.7	12.3	13.7	14.1	15.3	

売上高



経常利益







売上高	

上	下	上	下	上	下	上	下	H29.3期	H30.3期	H31.3期	R2.3期	226.1	213.4	222.8	224.3	212.6	231.8	227.6	227.7	経常利益	

上	下	上	下	上	下	上	下	H29.3期	H30.3期	H31.3期	R2.3期	15.7	12.3	13.7	14.1	15.3	17.5	13.4	9.6	

売上高



経常利益









◎売上利益チャート(四半期) 

				３期連続グラフ キ レンゾク

						H25.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H26.3
1Q		
2Q		H26.3
3Q		
4Q		H27.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H28.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H29.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H30.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H31.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q

				売上高 ウリアゲダカ		81.4		80.8		80.4		82.7		91.0		93.3		92.6		95.7		80.4		98.9		91.2		104.1		99.3		107.2		101.3		109.2		111.0		115.1		110.3		103.1		101.9		120.9		105.4		118.8		103.4		109.2		114.9		116.9

				経常利益 ケイジョウ リエキ		6.6		5.3		6.0		6.0		7.9		7.2		8.0		7.3		4.6		6.0		6.3		8.3		6.9		7.2		7.4		7.0		8.5		7.1		7.4		4.9		5.5		8.2		5.5		8.6		7.4		7.8		8.5		9.0

				２期連続グラフ キ レンゾク

						H26.1Q		2Q		3Q		4Q		H27.1Q		2Q

				売上高 ウリアゲダカ		91.0		93.3		92.6		95.7		80.4		98.9

				経常利益 ケイジョウ リエキ		7.9		7.2		8.0		7.3		4.6		6.0



売上高	

H26.1Q	2Q	3Q	4Q	H27.1Q	2Q	90.97354	93.265069999999994	92.649650000000008	95.707049999999995	80.412379999999999	98.906659999999988	経常利益	

H26.1Q	2Q	3Q	4Q	H27.1Q	2Q	7.8905399999999997	7.21434	7.9719000000000007	7.2697900000000004	4.5904199999999999	5.9541300000000001	









売上高	

H30.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	H31.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	101.9	120.9	105.4	118.8	103.4	109.2	114.9	116.9	経常利益	

H30.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	H31.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	5.5	8.1999999999999993	5.5	8.6	7.4	7.8	8.5	9	

売上高



経常利益









◎売上利益チャート(中計) 



		H28.3期 キ		H29.3期 キ		H30.3期 キ		中期計画
(修正) チュウキ ケイカク シュウセイ

		417		439		447		480

		173.0		174.0		182.0		210.0		調整 チョウセイ

		17.3		17.4		18.2		21



売上高	

H28.3期	H29.3期	H30.3期	中期計画	
(修正)	417	439	447	480	当期純利益	17.3

17.4

18.2

21.0



H28.3期	H29.3期	H30.3期	中期計画	
(修正)	173	174	182	210	









◎売上利益の変動要因 

				H31.3期
売上高 キ ウリアゲダカ		不動産
販売 フドウサン ハンバイ		建材
販売 ケン ハンバイ		不動産
賃貸 フドウサン チンタイ		調整額 チョウセイ ガク		R2.3期
売上高 キ ウリアゲダカ						H31.3期
経常利益 キ ケイジョウ リエキ		売上高 ウリア ダカ		粗利益 アラリ エキ		販管費 ハンカンヒ		営業外損益 エイギョウガイ ソンエキ		R2.3期
経常利益 キ ケイジョウ リエキ

						444.52		455.24		455.24		455.38										32.88		30.36		22.99		22.99

				444.52		12.93

作成者: 差額がプラスになるように調整
		2.21		0.14		0.03		455.41						32.88		1.97		4.49		7.37		0.11		23.10

						457.45		457.45		455.38		455.41										34.85		34.85		30.36		23.10

				前期実績 ゼンキ ジッセキ		412.12		61.15		3.32		-32.07								前期実績 ゼンキ ジッセキ		444.52833		80.3738		49.06276		1.57092

				当期実績 トウキ ジッセキ		425.05		58.94		3.46		-32.04												18.08%

				増減 ゾウゲン		12.93		-2.21		0.14		0.03								当期実績 トウキ ジッセキ		455.41961757		77.85154		56.43006		1.68651

																								17.09%



H31.3期	
経常利益	売上高	粗利益	販管費	営業外損益	R2.3期	
経常利益	32.880000000000003	30.36	22.99	22.99	







H31.3期	
経常利益	売上高	粗利益	販管費	営業外損益	R2.3期	
経常利益	32.880000000000003	1.969220204466313	4.4914802044663196	7.3673000000000002	0.10558999999999986	23.1	





H31.3期	
売上高	不動産	
販売	建材	
販売	不動産	
賃貸	調整額	R2.3期	
売上高	444.52	455.24	455.24	455.38	









H31.3期	
売上高	不動産	
販売	建材	
販売	不動産	
賃貸	調整額	R2.3期	
売上高	444.52	12.930000000000007	2.2100	000000000009	0.14000000000000012	3.0000000000001137E-2	455.41	







◎業績チャート(四半期)

						H29.10.18（現在）																																																				ERROR:#REF!

				（四半期）　業績 シハンキ ギョウセキ																																												(億円) オク エン				(億円) オク エン				(億円) オク エン

						H25.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H26.3
1Q		
2Q		H26.3
3Q		
4Q		H27.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H28.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H29.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H30.3
1Q		
2Q		H30.3
1Q		
2Q		H30.3
1Q		
2Q

				売上高 ウリアゲダカ		81.4		80.8		80.4		82.7		91.0		93.3		92.6		95.7		80.4		98.9		91.2		104.1		99.3		107.2		101.3		109.2		111.0		115.1		110.3		103.1		102.0		ERROR:#REF!		102.0		ERROR:#REF!		102.0		ERROR:#REF!

				経常利益 ケイジョウ リエキ		6.6		5.3		6.0		6.0		7.9		7.2		8.0		7.3		4.6		6.0		6.3		8.3		6.9		7.2		7.4		7.0		8.5		7.1		7.4		4.9		5.5		ERROR:#REF!		5.5		ERROR:#REF!		5.5		ERROR:#REF!

								22289.476		1330.199		1378.887		928.242

								22289.476		1330.199		1378.887		928.242

						0

												1378.887		928.242

						0		0		0		1378.887		928.242

								ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

								0		0		1378.887		928.242

								ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

				（四半期） 販売棟数 シハンキ ハンバイ トウスウ

						H25.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H26.3
1Q		
2Q		H26.3
3Q		
4Q		H27.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H28.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H29.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H30.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H31.3
1Q		
2Q

				新築住宅 シンチク ジュウタク																										293		330		317		350		333		352		349		312		306		360		323		352		308		329

				中古住宅 チュウコ ジュウタク																										29		30		28		30		39		36		25		36		30		44		24		40		31		41

								0		0		1378.887		928.242

								0		0		0		0

								0		0		1378.887		928.242

								0.0		0.0		1378.9		928.2

						ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

								0		0		1378.887		928.242

								ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!																																販売棟数 ハンバイ ムネ スウ

																																														H29.3
1・2Q		
3・4Q		H30.3
1・2Q		
3・4Q		H31.3
1・2Q

																																														685		661		666		675		637

																																														75		61		74		64		72

																																														受注棟数 ジュチュウ ムネ スウ

																																																H29.3
1・2Q		
3・4Q		H30.3
1・2Q		
3・4Q		H31.3
1・2Q

																																														新築住宅 シンチク ジュウタク		663		633		673		667		685

																																														中古住宅 チュウコ ジュウタク		70		65		71		66		73

																																																H29.3
1・2Q		
3・4Q		H30.3
1・2Q		
3・4Q		H31.3
1・2Q

																																														販売 ハンバイ		685		661		666		675		637

																																														受注 ジュチュウ		663		633		673		667		685

																																																H29.3期 キ				H30.3期 キ				H31.3期 キ				R2.3期 キ

																																																上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ

																																														販売棟数 ハンバイ トウスウ		685		661		666		675		637		718		683

																																														受注棟数 ジュチュウ トウスウ		663		633		673		667		685		704		674

																																																H30.3期 キ				H31.3期 キ				R2.3期 キ

																																																上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ

																																														販売棟数 ハンバイ トウスウ		666		675		637		718		683

																																														受注棟数 ジュチュウ トウスウ		673		667		685		704		674

																																																H29.3期 キ				H30.3期 キ				H31.3期 キ				R2.3期 キ

																																																上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ

																																														販売棟数 ハンバイ トウスウ		685		661		666		675		637		718		683		658

																																														受注棟数 ジュチュウ トウスウ		663		633		673		667		685		704		674

				（四半期） 販売棟数 シハンキ ハンバイ トウスウ

						H25.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H26.3
1Q		
2Q		H26.3
3Q		
4Q		H27.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H30.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H31.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		R2.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q

				新築住宅 シンチク ジュウタク																										306		360		323		352		308		329		349		369		316		367		279		379



								0		0		0		0

								0		0		0		0

								0		0		0		0

								0.0		0.0		0.0		0.0

						ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

								0		0		0		0





H28.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	H29.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	H30.3	
1Q	
2Q	99.3	107.2	101.3	109.2	111	115.1	110.3	103.1	101.95	0	

H28.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	H29.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	H30.3	
1Q	
2Q	6.9	7.2	7.4	7	8.5	7.1	7.4	4.9000000000000004	5.54	0	

売上高



経常利益







新築住宅	

H29.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	H30.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	H31.3	
1Q	
2Q	333	352	349	312	306	360	323	352	308	329	中古住宅	

H29.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	H30.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	H31.3	
1Q	
2Q	39	36	25	36	30	44	24	40	31	41	









新築住宅	

H29.3	
1・2Q	
3・4Q	H30.3	
1・2Q	
3・4Q	H31.3	
1・2Q	685	661	666	675	637	中古住宅	

H29.3	
1・2Q	
3・4Q	H30.3	
1・2Q	
3・4Q	H31.3	
1・2Q	75	61	74	64	72	









新築住宅	

H29.3	
1・2Q	
3・4Q	H30.3	
1・2Q	
3・4Q	H31.3	
1・2Q	663	633	673	667	685	中古住宅	

H29.3	
1・2Q	
3・4Q	H30.3	
1・2Q	
3・4Q	H31.3	
1・2Q	70	65	71	66	73	









販売棟数	

H29.3	
1・2Q	
3・4Q	H30.3	
1・2Q	
3・4Q	H31.3	
1・2Q	685	661	666	675	637	受注棟数	

H29.3	
1・2Q	
3・4Q	H30.3	
1・2Q	
3・4Q	H31.3	
1・2Q	663	633	673	667	685	







販売棟数	

上	下	上	下	上	下	H29.3期	H30.3期	H31.3期	685	661	666	675	637	718	受注棟数	

上	下	上	下	上	下	H29.3期	H30.3期	H31.3期	663	633	673	667	685	704	







販売棟数	

上	下	上	下	上	H30.3期	H31.3期	R2.3期	666	675	637	718	683	受注棟数	

上	下	上	下	上	H30.3期	H31.3期	R2.3期	673	667	685	704	674	







販売棟数	

上	下	上	下	上	下	上	下	H29.3期	H30.3期	H31.3期	R2.3期	685	661	666	675	637	718	683	658	







H31.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	R2.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	308	329	349	369	316	367	279	379	







増減内訳









								H29.3期 キ		H30.3期 キ		増減 ゾウゲン

						新築住宅他 シンチク ジュウタク ホカ		38,477		38,733		+256

								(1,346)		(1,341)		(   -5)

						中古住宅 チュウコ ジュウタク		2,196		2,295		+99

								(136)		(138)		(   +2)

						宅地分譲 タクチ ブンジョウ		-		463		+463

												+0

						売上計 ウリアゲ ケイ		40,673		41,492		+819

						(　)内は棟数 ナイ ムネ スウ







































★③販管費～特別損益



														(百万円) ヒャクマンエン

				科目 カモク						H31.3期 キ		R2.3期 キ		増減 ゾウゲン

				販売・管理費 ハンバイ カンリヒ				人件費 ジンケンヒ		3,208		3,412		+204

								広告宣伝費 コウコク センデンヒ		536		636		+100

								支払手数料 シハライ テスウリョウ		109		211		+102

								減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		116		130		+14

								のれん償却費 ショウキャク ヒ		-		68		+68

								その他 タ		937		1,186		+249

						計 ケイ				4,906		5,643		+737

				営業外損益 エイギョウガイ ソンエキ		収益 シュウエキエイシュウ		受取手数料 ウケトリ テスウリョウ		161		157		-4

								業務受託手数料 ギョウム ジュタク テスウリョウ		224		226		+2

								その他 タ		38		85		+47

								計 ケイ		423		468		+45

						費用 ヒヨウ		支払利息 シハライ リソク		248		256		+8

								その他 タ		18		43		+25

								計 ケイ		266		299		+33

				特別損益 トクベツ ソンエキ		利益 リエキ		－		-		-		-

								計 ケイ		-		-		-

						損失 ソンシツ		固定資産除却損 コテイ シサン ジョキャク ソン		16		13		-3

								役員退職慰労金		300		-		-300

								投資有価証券評価損 トウシ ユウカ ショウケン ヒョウカ ソン		-		100		+100

								災害損失 サイガイ ソンシツ		-		27		+27

								その他 タ		2		11		+9

								計 ケイ		318		151		-167













利益率









										H31.3期 キ				R2.3期 キ				増減 ゾウゲン

								営業利益（百万円） エイギョウ リエキ ヒャクマンエン		3,131				2,142				-989

								営業利益率(％) エイギョウ リエキ リツ		7.0				4.7				-2.3pt

								経常利益（百万円） ケイジョウ リエキ エイリ		3,288				2,310				-978

								経常利益率(％) ケイジョウ リエキ エイリ リツ		7.4				5.1				-2.3pt

								税引前利益（百万円） ゼイ ヒ マエ リエキ		2,969				2,159				-810

								当期純利益（百万円）※ トウキ ジュンリエキ		2,065				1,413				-652

								当期純利益率(％) トウキ ジュンリエキ リツ		4.6				3.1				-1.5pt









































◎業績チャート(四半期) (A)

						H29.10.18（現在）																																																								ERROR:#REF!

				（四半期）　業績 シハンキ ギョウセキ																																												(億円) オク エン				(億円) オク エン				(億円) オク エン				(億円) オク エン

						H25.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H26.3
1Q		
2Q		H26.3
3Q		
4Q		H27.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H28.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H29.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H30.3
1Q		
2Q		H30.3
1Q		
2Q		H30.3
1Q		
2Q		H30.3
1Q		
2Q

				売上高 ウリアゲダカ		81.4		80.8		80.4		82.7		91.0		93.3		92.6		95.7		80.4		98.9		91.2		104.1		99.3		107.2		101.3		109.2		111.0		115.1		110.3		103.1		102.0		ERROR:#REF!		102.0		ERROR:#REF!		102.0		ERROR:#REF!		102.0		ERROR:#REF!

				経常利益 ケイジョウ リエキ		6.6		5.3		6.0		6.0		7.9		7.2		8.0		7.3		4.6		6.0		6.3		8.3		6.9		7.2		7.4		7.0		8.5		7.1		7.4		4.9		5.5		ERROR:#REF!		5.5		ERROR:#REF!		5.5		ERROR:#REF!		5.5		ERROR:#REF!

								22289.476		1330.199		1378.887		928.242

								22289.476		1330.199		1378.887		928.242

						0

												1378.887		928.242

						0		0		0		1378.887		928.242

								ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

								0		0		1378.887		928.242

								ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

				（四半期） 販売棟数 シハンキ ハンバイ トウスウ

						H25.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H26.3
1Q		
2Q		H26.3
3Q		
4Q		H27.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H28.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H29.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H30.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H31.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q

				新築住宅 シンチク ジュウタク																										293		330		317		350		333		352		349		312		306		360		323		352		308		329		349		369

				中古住宅 チュウコ ジュウタク																										29		30		28		30		39		36		25		36		30		44		24		40		31		41		39		40

								0		0		1378.887		928.242

								0		0		0		0

								0		0		1378.887		928.242

								0.0		0.0		1378.9		928.2

						ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

								0		0		1378.887		928.242

								ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!





H28.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	H29.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	H30.3	
1Q	
2Q	99.3	107.2	101.3	109.2	111	115.1	110.3	103.1	101.95	0	

H28.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	H29.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	H30.3	
1Q	
2Q	6.9	7.2	7.4	7	8.5	7.1	7.4	4.9000000000000004	5.54	0	

売上高



経常利益







新築住宅	

H30.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	H31.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	306	360	323	352	308	329	349	369	中古住宅	

H30.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	H31.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	30	44	24	40	31	41	39	40	











要約BS1

																								(百万円) ヒャクマンエン

				資産の部 シサン ブ				H31.3期 キ		R2.3期 キ		増減 ゾウゲン				負債・純資産の部 フサイ ジュンシサン ブ				H31.3期 キ		R2.3期 キ		増減 ゾウゲン

				流動資産計 リュウドウ シサン ケイ				36,127		43,050		+6,923				流動負債計 リュウドウ フサイ ケイ				22,398		27,352		+4,954

				　現金及び預金 ゲンキン オヨ ヨキン				10,001		10,351		+350				　仕入債務 シイ サイム				3,170		3,262		+92

				　売上債権 ウリアゲ サイケン				547		607		+60				　短期有利子負債 タンキ ユウリシ フサイ				17,877		22,972		+5,095

				　販売用不動産（新築） ハンバイヨウ フドウサン シンチク				22,681		28,650		+5,969				　その他流動負債 タ リュウドウ フサイ				1,351		1,118		-233

				　販売用不動産（中古） ハンバイヨウ フドウサン チュウコ				1,710		2,055		+345				固定負債計 コテイ フサイ ケイ				3,341		6,490		+3,149

				　その他流動資産 タ リュウドウ シサン				1,188		1,387		+199				　長期有利子負債 チョウキ ユウリシ フサイ				2,485		5,499		+3,014

				固定資産計 コテイ シサン ケイ				10,699		12,899		+2,200				　その他固定負債 タ コテイ フサイ				856		991		+135

				　有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン				8,932		9,635		+703				負債合計 フサイ ゴウケイ				25,740		33,842		+8,102

				　その他固定資産 タ コテイ シサン				1,767		3,264		+1,497						株主資本計 カブヌシ シホン ケイ		20,979		21,972		+993

				繰延資産計 ク ノ シサン ケイ				37		35		-2				純資産合計 ジュンシサン ゴウケイ				21,124		22,143		+1,019

				資産合計 シサン ゴウケイ				46,864		55,986		+9,122				負債・純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ				46,864		55,986		+9,122







































































⑦ＣＦ (Ｒ2.3階段グラフ)

										(百万円) ヒャクマンエン																												(百万円) ヒャクマンエン

						H28.9期 キ		H29.9期 キ		増減 ゾウゲン																								18.9月 ガツ		19.9月 ガツ		増減 ゾウゲン						営業活動C・F　主な項目 エイギョウ カツドウ オモ コウモク										H20.3		H21.9期 キ		下端 カタン		上端 ジョウタン		変動値 ヘンドウ チ

		Ⅰ.営業活動によるＣ/Ｆ エイギョウ カツドウ				-1,293		1,378		+2,671																				営業活動によるＣ/Ｆ エイギョウ カツドウ				1,378		-1,293		2,671						税金等調整前当期純利益 ゼイキン トウ チョウセイ マエ トウキ ジュンリエキ		1,562						現預金(期首) ゲンヨキン キシュ		-2,534		1,298		0		10,001				10,001		10,001

				税金等調整前四半期純利益 ゼイキン トウ チョウセイ マエ シ ハンキ ジュンリエキ		1,562		1,370																						投資活動によるＣ/Ｆ トウシ カツドウ				-65		-225		160						たな卸資産の減少額 オロシ シサン ゲンショウ ガク		-2,596						純利益 ジュンリエキ		-2,534		1,298		10,001		2,159		2,159		12,160		12,160

				減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		131		142																						財務活動によるＣ/Ｆ ザイム カツドウ				-142		2,146		-2,288						仕入債務の減少額 シイレ サイム ゲンショウ ガク		-32						減価償却 ゲンカ ショウキャク		-1,243		108		12,160		267		267		12,427		12,427

				売上債権の増加額 ウリアゲ サイケン ゾウカ ガク		-72		-67																						現金等の期首残高 ゲンキン トウ キシュ ザンダカ				9,646		8,410		1,236														運転資金(※) ウンテン シキン		-1,243		108		8,352		4,075		-4,075		12,427		8,352

				たな卸資産の増加額 オロシ シサン ゾウカ ガク		-2,596		291																						現金等の期末残高				0		0		0						投資活動C・F　主な項目 トウシ カツドウ オモ コウモク								その他 タ		-1,243		108		7,455		897		-897		8,352		7,455

				仕入債務の増加額 シイレ サイム ゾウカ ガク		-32		100																																				有形固定資産の購入 ユウケイ コテイ シサン コウニュウ		-186						固定資産 コテイシサン		-1,243		108		6,861		594		-594		7,455		6,861

				法人税等の支払額 ホウジンゼイ トウ シハライ ガク		-694		-494																																												子会社株式他 コガイシャ カブシキ ホカ		-1,243		108		4,935		1,926		-1,926		6,861		4,935

				その他 タ		408		36																																				財務活動C・F　主な項目 ザイム カツドウ オモ コウモク								配当金 ハイトウキン		-1,243		108		4,416		519		-519		4,935		4,416

		Ⅱ.投資活動によるＣ/Ｆ トウシ カツドウ				-225		-65		+160																																										借入金他 カリイレキン タ		-1,243		108		4,416		5,920		5,920		10,336		10,336

				有形固定資産の取得 ユウケイ コテイ シサン シュトク		-186		-43																																												現預金(期末) ゲンヨキン キマツ		-2,534		1,298		0		10,336				10,336

				無形固定資産の取得 ムケイ コテイ シサン シュトク		-14		-3

				有形固定資産の売却による収入 ユウケイ コテイ シサン バイキャク シュウニュウ		-		-

				投資有価証券の取得による支出 トウシ ユウカ ショウケン シュトク シシュツ		-		-

				差入保証金の差入による支出 サ イ ホショウキン サ イ シシュツ		-32		-19

				その他 タ		7		0

		Ⅲ.財務活動によるＣ/Ｆ ザイム カツドウ				2,146		-142		-2,288

				短期借入金の純増減額 タンキ カリイレ キン ジュン ゾウゲンガク		2,111		232

				長期借入による収入 チョウキ カリイレ シュウニュウ		630		418

				長期借入金返済による支出 チョウキ カリイレ キン ヘンサイ シシュツ		-217		-356

				配当金の支払額 ハイトウキン シハライ ガク		-344		-401

				その他 タ		-34		-35

		Ⅳ.現金等の増減額 ゲンキントウ ゾウゲンガク				627		1,171		+544

		Ⅴ.現金等の期首残高 ゲンキン トウ キシュ ザンダカ				7,782		8,475		+693

		Ⅵ.現金等の期末残高				8,410		9,646		+1,236

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































グラフ タイトル



現預金(期首)	純利益	減価償却	運転資金(※)	その他	固定資産	子会社株式他	配当金	借入金他	現預金(期末)	-2534	-2534	-1243	-1243	-1243	-1243	-1243	-1243	-1243	-2534	現預金(期首)	純利益	減価償却	運転資金(※)	その他	固定資産	子会社株式他	配当金	借入金他	現預金(期末)	1298	1298	108	108	108	108	108	108	108	1298	現預金(期首)	純利益	減価償却	運転資金(※)	その他	固定資産	子会社株式他	配当金	借入金他	現預金(期末)	0	10001	12160	8352	7455	6861	4935	4416	4416	0	











現預金(期首)	純利益	減価償却	運転資金(※)	その他	固定資産	子会社株式他	配当金	借入金他	現預金(期末)	10001	2159	267	4075	897	594	1926	519	5920	10336	







実績(棚卸資産)

						H25.3
4Q		H26.3
4Q		H27.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q										H25.3
4Q		H26.3
4Q		H27.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q

				分譲土地 ブンジョウ トチ		427		702		798		754		729		780								新築(完成) シンチク カンセイ		137		105		170		187		210		198

				未成分譲土地 ミセイ ブンジョウ トチ		1055		956		956		869		958		953								中古 チュウコ		64		58		67		64		72		73

						1482		1658		1754		1623		1687		1733



分譲土地	H25.3	
4Q	H26.3	
4Q	H27.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	427	702	798	754	729	780	未成分譲土地	H25.3	
4Q	H26.3	
4Q	H27.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	1055	956	956	869	958	953	新築(完成)	

H25.3	
4Q	H26.3	
4Q	H27.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	137	105	170	187	210	198	中古	

H25.3	
4Q	H26.3	
4Q	H27.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	64	58	67	64	72	73	









⑦ＣＦ

										(百万円) ヒャクマンエン																												(百万円) ヒャクマンエン

						H28.3期 キ		H29.3期 キ		増減 ゾウゲン																								18.9月 ガツ		19.9月 ガツ		増減 ゾウゲン						営業活動C・F　主な項目 エイギョウ カツドウ オモ コウモク

		Ⅰ.営業活動によるＣ/Ｆ エイギョウ カツドウ				101		-2,885		-2,986																				営業活動によるＣ/Ｆ エイギョウ カツドウ				-2,885		101		-2,986						税金等調整前当期純利益 ゼイキン トウ チョウセイ マエ トウキ ジュンリエキ		2,688

				税金等調整前当期純利益 ゼイキン トウ チョウセイ マエ トウ キ ジュンリエキ		2,688		2,548																						投資活動によるＣ/Ｆ トウシ カツドウ				-562		-507		-55						たな卸資産の減少額 オロシ シサン ゲンショウ ガク		-2,095

				減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		244		272																						財務活動によるＣ/Ｆ ザイム カツドウ				4,140		1,575		2,565						仕入債務の減少額 シイレ サイム ゲンショウ ガク		281

				売上債権の増加額 ウリアゲ サイケン ゾウカ ガク		196		-65																						現金等の期首残高 ゲンキン トウ キシュ ザンダカ				7,782		6,614		1,168

				たな卸資産の増加額 オロシ シサン ゾウカ ガク		-2,095		-5,662																						現金等の期末残高				8,475		7,782		693						投資活動C・F　主な項目 トウシ カツドウ オモ コウモク

				仕入債務の増加額 シイレ サイム ゾウカ ガク		281		177																																				有形固定資産の購入 ユウケイ コテイ シサン コウニュウ		-321

				法人税等の支払額 ホウジンゼイ トウ シハライ ガク		-1,006		-1,100

				その他 タ		-207		945																																				財務活動C・F　主な項目 ザイム カツドウ オモ コウモク

		Ⅱ.投資活動によるＣ/Ｆ トウシ カツドウ				-507		-562		-55																																		短期借入金の純増減額 タンキ カリイレ キン ジュン ゾウゲンガク		1,939

				有形固定資産の取得 ユウケイ コテイ シサン シュトク		-321		-487																																				長期借入金の純増減額 チョウキ カリイレ キン ジュン ゾウゲンガク		345

				無形固定資産の取得 ムケイ コテイ シサン シュトク		-16		-20

				投資有価証券の取得 トウシ ユウカ ショウケン シュトク		-214		-

				有形固定資産の売却 ユウケイ コテイ シサン バイキャク		98		6

				差入保証金の差入による支出 サ イ ホショウキン サ イ シシュツ		-49		-52

				その他 タ		-5		-9

		Ⅲ.財務活動によるＣ/Ｆ ザイム カツドウ				1,575		4,140		+2,565

				短期借入金の純増減額 タンキ カリイレ キン ジュン ゾウゲンガク		1,939		4,211

				長期借入による収入 チョウキ カリイレ シュウニュウ		345		805

				長期借入金返済による支出 チョウキ カリイレ キン ヘンサイ シシュツ		-414		-462

				配当金の支払額 ハイトウキン シハライ ガク		-229		-344

				その他 タ		-66		-70

		Ⅳ.現金等の増減額 ゲンキントウ ゾウゲンガク				1,168		692		-476

		Ⅴ.現金等の期首残高 ゲンキン トウ キシュ ザンダカ				6,614		7,782		+1,168

		Ⅵ.現金等の期末残高				7,782		8,475		+693





																																																														(百万円) ヒャクマンエン

																																																						H20.3		H21.9期 キ		H27.3期 キ		H28.3期 キ		H29.3期 キ

																																																				営業ＣＦ エイギョウ		-2,534		1,298		700		101		-2,885

																																																				投資ＣＦ トウシ		-1,243		108		-172		-507		-562

																																																				財務ＣＦ ザイム		3,514		-1,831		531		1,575		4,140

																																																				現金等残 ゲンキントウ ザン		1,066		981		6,614		7,781		7,781







																																																														(百万円) ヒャクマンエン

																																																						H20.3		H21.9期 キ		H27.3期 キ		H28.3期 キ		H29.3期 キ

																																																				営業ＣＦ エイギョウ		-2,534		1,298		700		101		101

																																																				投資ＣＦ トウシ		-1,243		108		-172		-507		-507

																																																				財務ＣＦ ザイム		3,514		-1,831		531		1,575		1,575

																																																				現金等の期末残高 ゲンキントウ キマツ ザンダカ		1,066		981		6,614		7,782		8,475

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ｃ／Ｆの推移

営業ＣＦ	H27.3期	H28.3期	H29.3期	700	101	-2885	投資ＣＦ	H27.3期	H28.3期	H29.3期	-172	-507	-562	財務ＣＦ	H27.3期	H28.3期	H29.3期	531	1575	4140	(百万円)



営業ＣＦ	H27.3期	H28.3期	H29.3期	投資ＣＦ	H27.3期	H28.3期	H29.3期	財務ＣＦ	H27.3期	H28.3期	H29.3期	現金等の期末残高	H27.3期	H28.3期	H29.3期	6614	7782	8475	(百万円)





◎実績(棚卸資産)

																																				受注済含む ジュチュウ ズ フク																						契約済落とす ケイヤク ズ オ

						H27.3
4Q		H28.3
1Q		
2Q		
4Q								H27.3
4Q		H28.3
1Q		
2Q		
2Q		
4Q										H25.3
4Q		H26.3
4Q		H27.3
1Q		
2Q		
3Q		H27.3
4Q		H28.3
1Q		
2Q								H25.3
4Q		H26.3
4Q		H27.3
1Q		
2Q		
3Q		H27.3
4Q		H28.3
1Q		
2Q		
10月 ガツ		
4Q

				分譲土地 ブンジョウ トチ		780		786		726		724						分譲土地 ブンジョウ トチ		780		786		726		726		724								新築(完成) シンチク カンセイ		137		105		170		187		210		198		241		269						新築(完成) シンチク カンセイ		137		94		170		187		210		183		157		228		245		320

				未成分譲土地 ミセイ ブンジョウ トチ		953		1063		1178		1411						未成分譲土地 ミセイ ブンジョウ トチ		953		1063		1178		1178		1411								中古 チュウコ		64		58		67		64		72		73		81		92						中古 チュウコ		64		58		67		64		72		73		81		92

						1,733		1,849		1,904		2,135								1,733		1,849		1,904		1,904		2,135

				在庫月数 ザイコ ツキスウ		1.39		1.37		1.41		1.40						在庫月数 ザイコ ツキスウ		1.39		1.37		1.41		1.41		1.40

				基準販売数(年) キジュン ハンバイ スウ ネン		1,250		1,350		1,350		1,520						基準販売数(年) キジュン ハンバイ スウ ネン		1,250		1,350		1,350		1,350		1,520

						H26.3期 キ		H27.3期 キ		H28.3期 キ		H28.3期末 キ マツ								H26.3期 キ		H27.3期 キ		H28.3期 キ		H29.3期 キ		H29.3期末 キ マツ																																H25.3
4Q		H26.3
4Q		H27.3
4Q		H28.3
4Q

				総区画数 ソウ クカク カズ		1,658		1,733		2,135		2,135						期末在庫 キマツ ザイコ		1,658		1,733		2,135		2,348		2,348																														完成棟数 カンセイ トウスウ		137		94		183		215

				在庫年数 ザイコ ネンスウ		1.42		1.39		1.40		1.40						翌年販売数 ヨクネン ハンバイ スウ		1170		1290		1346		1450		1.62		19.43		ヶ月 ゲツ																										在庫月数 ザイコ ツキスウ		1.47		0.94		1.83		1.70

																																																										販売数(月) ハンバイ スウ ツキ		93		100		100		127

																																																										販売数(月) ハンバイ スウ ツキ		560		600		600		1,520

				分譲土地 ブンジョウ トチ		702		780		724		724						分譲土地 ブンジョウ トチ		702		780		724		874		874

				未成分譲土地 ミセイ ブンジョウ トチ		956		953		1411		1411						未成分譲土地 ミセイ ブンジョウ トチ		956		953		1411		1474		1474

				基準販売数(年) キジュン ハンバイ スウ ネン		1,170		1,250		1,520		1,520						基準販売数(年) キジュン ハンバイ スウ ネン		1,170		1,250		1,380		1,450		1,450



分譲土地	H27.3	
4Q	H28.3	
1Q	
2Q	780	786	726	未成分譲土地	H27.3	
4Q	H28.3	
1Q	
2Q	953	1063	1178	新築(完成)	

H26.3	
4Q	H27.3	
4Q	H28.3	
1Q	
2Q	105	198	241	269	中古	

H26.3	
4Q	H27.3	
4Q	H28.3	
1Q	
2Q	58	73	81	92	







新築(完成)	

H26.3	
4Q	H27.3	
1Q	
2Q	
3Q	H27.3	
4Q	H28.3	
1Q	
2Q	
10月	
4Q	94	170	187	210	183	157	228	245	中古	

H26.3	
4Q	H27.3	
1Q	
2Q	
3Q	H27.3	
4Q	H28.3	
1Q	
2Q	
10月	
4Q	58	67	64	72	73	81	92	







期末在庫数

総区画数	

H26.3期	H27.3期	H28.3期	1658	1733	2135	在庫年数	

H26.3期	H27.3期	H28.3期	1.4170940170940172	1.3864000000000001	1.4046052631578947	









在庫推移

完成棟数	

H26.3	
4Q	H27.3	
4Q	H28.3	
4Q	94	183	215	在庫月数	

H26.3	
4Q	H27.3	
4Q	H28.3	
4Q	0.94	1.83	1.6973684210526314	









分譲土地	H27.3	
4Q	H28.3	
1Q	
2Q	780	786	726	未成分譲土地	H27.3	
4Q	H28.3	
1Q	
2Q	953	1063	1178	期末在庫	

H27.3期	H28.3期	H29.3期	1733	2135	2348	翌年販売数	

H27.3期	H28.3期	H29.3期	1290	1346	1450	









期末在庫	

H27.3期	H28.3期	H29.3期	1733	2135	2348	翌年販売数	

H27.3期	H2	8.3期	H29.3期	1290	1346	1450	









採用
在庫の増加を強調しない




販売棟数

						H25.3
4Q		H27.3期 キ		H28.3期 キ		
2Q		
3Q		H27.3期 キ		H29.3期 キ

				新築 シンチク		137		1170		1290		187		210		1170		1346

				中古 チュウコ		64		112		117		64		72		112		136



新築	

H27.3期	H28.3期	H29.3期	1170	1290	1346	中古	

H27.3期	H28.3期	H29.3期	112	117	136	









Sheet2

								新築住宅 シンチク ジュウタク												中古住宅 チュウコ ジュウタク

						期 キ		1Ｑ		2Ｑ		3Ｑ		4Ｑ		計 ケイ				1Ｑ		2Ｑ		3Ｑ		4Ｑ		計

						H28.3期 キ		293		330		317		350		1,290				29		30		28		30		117

						H29.3期 キ		333		352		349		312		1,346				39		36		25		36		136

																																						H27.3期 キ		H28.3期 キ		H29.3期 キ

																																				　ＲＯＡ(%)		4.5 		4.6 		4.1 

																																				　ＲＯＥ(%)		11.0 		11.0 		10.1 

																																				　借入金比率(%) カリイレ キン ヒリツ		44.3 		44.9 		48.8 

																																				　自己資本比率(%) ジコ シホン ヒリツ		41.9 		41.6 		39.2 

																																				　1株当り純資産(円) カブ ア ジュンシサン エン		521.57 		571.58 		622.78 







決算概要

貸借対照表の概要

営業エリアの拡大に伴い、

資産・負債も増加

＜販売用不動産＞

営業エリアを拡大した埼玉県や神奈川県

の分譲用地が増加

既存エリアにおいても大型分譲用地を取得

中古物件の仕入を強化

＜のれん＞

Ｍ＆Aに伴い、のれんが発生

＜有利子負債＞

分譲用地の取得資金の調達

Ｍ＆Ａ資金の調達

取得した子会社の負債受入

9

（百万円）

H31.3期 R2.3期 前期比

流動資産 36,127 43,050 +6,923 

現金及び預金 10,001 10,351 +349 

販売用不動産 24,392 30,705 +6,312 

その他 1,733 1,993 +260 

固定資産･繰延資産 10,737 12,935 +2,197 

有形固定資産 8,932 9,635 +702 

のれん - 1,302 +1,302 

その他 1,804 1,997 +192 

総資産 46,864 55,986 +9,121 

負債 25,740 33,842 +8,102 

仕入債務 3,132 3,249 +116 

有利子負債 20,362 28,472 +8,109 

その他 2,245 2,121 -124 

純資産 21,124 22,143 +1,018 

負債・純資産 46,864 55,986 +9,121 


②概要



																		（百万円） ヒャクマンエン

								H31.3期 キ		R2.3期 キ		前期比 ゼンキヒ				業績予想
2/10修正 ギョウセキ ヨソウ シュウセイ		業績
予想比 ギョウセキ ヨソウ ヒ

				売上高 ウリアゲ ダカ				44,452		45,541		+2.5%				45,150		+0.9%

						不動産販売 フドウサン ハンバイ		41,212		42,505		+3.1%

						建築材料販売 ケンチク ザイリョウ ハンバイ		2,992		2,775		-7.2%

						不動産賃貸 フドウサン チンタイ		248		261		+5.2%

				営業利益 エイギョウ リエキ				3,131		2,142		-31.6%				2,000		+7.1%

				経常利益 ケイジョウ リエキ				3,288		2,310		-29.7%				2,150		+7.5%

				親会社株主に帰属する
当期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキ ジュンリエキ				2,065		1,413		-31.6%				1,400		+0.9%



				1株当たり
当期純利益 カブ ア トウキ ジュンリエキ				71.62円		48.84円		-22.78円				48.41円		+0.43円

				ＲＯＥ
(自己資本利益率)				10.3%		6.6%		-3.71pt

				1株当たり
配当額 カブ ア ハイトウ ガク				18円		23円		+5円

				連結配当性向 レンケツ ハイトウ セイコウ				25.1%		47.1%		+22.0pt





				％と％の比較はptで表示 ヒカク ヒョウジ

				１株当たり当期純利益 カブ ア トウキ ジュンリエキ				71.62円		48.84円		-22.78円				48.41円		+0.43円

				1株当たり
当期純利益 カブ ア トウキ ジュンリエキ				71.62円		48.84円		-22.78円				48.41円		+0.43円





























経常分析

				H31.3期
売上高 キ ウリアゲダカ		不動産
販売 フドウサン ハンバイ		建材
販売 ケン ハンバイ		不動産
賃貸 フドウサン チンタイ		調整額 チョウセイ ガク		R2.3期
売上高 キ ウリアゲダカ						H31.3期
経常利益 キ ケイジョウ リエキ		売上高 ウリア ダカ		粗利益 アラリ エキ		販管費 ハンカンヒ		営業外
損益 エイギョウガイ ソンエキ		R2.3期
経常利益 キ ケイジョウ リエキ

						444.52		455.24		455.24		455.38										32.88		30.36		22.99		22.99

				444.52		12.93

作成者: 差額がプラスになるように調整
		2.21		0.14		0.03		455.41						32.88		1.97		4.49		7.37		0.11		23.10

						457.45		457.45		455.38		455.41										34.85		34.85		30.36		23.10

				前期実績 ゼンキ ジッセキ		412.12		61.15		3.32		-32.07								前期実績 ゼンキ ジッセキ		444.52833		80.3738		49.06276		1.57092

				当期実績 トウキ ジッセキ		425.05		58.94		3.46		-32.04												18.08%

				増減 ゾウゲン		12.93		-2.21		0.14		0.03								当期実績 トウキ ジッセキ		455.41961757		77.85154		56.43006		1.68651

																								17.09%

																				H31.3期
経常利益		売上高 ウリアゲ ダカ		粗利率 アラリリツ		販管費 ハンカンヒ		営業外
損益		R2.3期
経常利益

																				+3,288		+197		△449		△737		+11		+2,310



H31.3期	
経常利益	売上高	粗利益	販管費	営業外	
損益	R2.3期	
経常利益	32.880000000000003	30.36	22.99	22.99	







H31.3期	
経常利益	売上高	粗利益	販管費	営業外	
損益	R2.3期	
経常利益	32.880000000000003	1.969220204466313	4.4914802044663196	7.3673000000000002	0.10558999999999986	23.1	





H31.3期	
売上高	不動産	
販売	建材	
販売	不動産	
賃貸	調整額	R2.3期	
売上高	444.52	455.24	455.24	455.38	









H31.3期	
売上高	不動産	
販売	建材	
販売	不動産	
賃貸	調整額	R2.3期	
売上高	444.52	12.930000000000007	2.2100000000000009	0.14000000000000012	3.0000000000001137E-2	455.41	





 売上高	H28.3	H29.3	H30.3	H31.3	R2.3	417.06272000000001	439.62732999999997	447.26118000000002	444.52832999999998	455.41960999999998	売上総利益	H28.3	H29.3	H30.3	H31.3	R2.3	72.360259999999997	75.419390000000007	76.439099999999996	80.373829999999998	77.85154	 粗利率	H28.3	H29.3	H30.3	H31.3	R2.3	0.17349970766986797	0.17155300604264073	0.17090483909200435	0.18080699153639995	0.17094463718854794	









セグメント



						不動産販売 フドウサン ハンバイ								（百万円） ヒャクマンエン

										H31.3期 キ		R2.3期 キ		前期比 ゼンキヒ

						売上高 ウリアゲ ダカ				41,212		42,505		+3.1%

								新築住宅販売 シンチク ジュウタク ハンバイ		37,191		38,517		+3.6%

								中古住宅販売 チュウコ ジュウタク ハンバイ		2,397		2,535		+5.8%

								リフォーム		1,624		1,453		-10.5%

						経常利益 ケイジョウ リエキ				2,976		2,013		-32.4%



						建築材料販売 ケンチク ザイリョウ ハンバイ								（百万円） ヒャクマンエン

										H31.3期 キ		R2.3期 キ		前期比 ゼンキヒ

						売上高 ウリアゲ ダカ				6,115		5,894		-3.6%

								外部顧客 ガイブ コキャク		2,992		2,775		-7.2%

								グループ内部 ナイブ		3,123		3,118		-0.2%

						経常利益 ケイジョウ リエキ				151		142		-5.9%





						不動産賃貸 フドウサン チンタイ								（百万円） ヒャクマンエン

										H31.3期 キ		R2.3期 キ		前期比 ゼンキヒ

						売上高 ウリアゲ ダカ				332		346		+4.4%

								外部顧客 ガイブ コキャク		248		261		+5.2%

								グループ内部 ナイブ		83		85		+1.8%

						経常利益 ケイジョウ リエキ				151		172		+13.8%



						（運用数量の推移） ウンヨウ スウリョウ スイイ

						賃貸オフィス等 （坪数） チンタイ トウ ツボスウ				2,627		3,003										新築住宅 シンチク ジュウタク				38,814,565,040		87.3%		39,969,916,888		87.8%

						駐車場 （車室数） チュウシャジョウ シャシツ スウ				435		435

																						中古住宅 チュウコ ジュウタク				2,397,794,467		5.4%		2,535,201,551		5.6%

																						建築材料 ケンチク ザイリョウ				2,992,211,921		6.7%		2,775,626,641		6.1%

																						賃貸 チンタイ				248,262,510		0.6%		261,216,677		0.6%

																										44,452,833,938		100.0%		45,541,961,757		100.0%



																						管理収入 カンリ シュウニュウ				1,970,420				1,099,850

																						　"				1,622,109,692				1,452,351,116

																						リフォーム				1,624,080,112				1,453,450,966

																						新築住宅 シンチク ジュウタク				37,190,484,928				38,516,465,922

																						小計 ショウケイ				41,212,359,507				42,505,118,439





Sheet5

		累計データ（転記用） ルイケイ テンキ ヨウ

				H28.3								H29.3								H30.3								H31.3								R2.3

				1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q

		売上高 ウリアゲ ダカ								41,706,272		11,101,904		22,614,869		33,645,506		43,962,733		10,195,571		22,289,476		32,389,105		44,726,118		10,341,270		21,268,322		32,758,766		44,452,833		10,550,042		22,769,973		32,817,966		45,541,961

		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ								7,236,026		2,002,364		3,944,828		5,851,564		7,541,939		1,794,746		3,849,151		5,596,040		7,643,910		1,943,250		3,917,111		5,938,957		8,037,383		1,871,435		3,940,965		5,613,288		7,785,154

		累計期間データ（加工後） ルイケイ キカン カコウ ゴ

				H28.3								H29.3								H30.3								H31.3								R2.3

				1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q

				H28.3		H28.3		H28.3		H28.3		H29.3		H29.3		H29.3		H29.3		H30.3		H30.3		H30.3		H30.3		H31.3		H31.3		H31.3		H31.3		R2.3		R2.3		R2.3		R2.3

		 売上高 ウリアゲ ダカ								417.1						336.5		439.6						323.9		447.3		103.4		212.7		327.6		444.5		105.5		227.7		328.2		455.4

		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ								72.4						58.5		75.4						56.0		76.4		19.4		39.2		59.4		80.4		18.7		39.4		56.1		77.9

		 粗利率 アラリリツ								17.3%						17.4%		17.2%						17.3%		17.1%		18.8%		18.4%		18.1%		18.1%		17.7%		17.3%		17.1%		17.1%

		会計期間データ（加工後） カイケイ キカン カコウ ゴ

				H28.3								H29.3								H30.3								H31.3								R2.3

				1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		H31.3
1Q		2Q		3Q		4Q		R2.3
1Q		2Q		3Q		4Q

		売上高 ウリアゲ ダカ		0.0		0.0		0.0		417.1		111.0		115.1		110.3		103.2		102.0		120.9		101.0		123.4		103.4		109.3		114.9		116.9		105.5		122.2		100.5		127.2

		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		0.0		0.0		0.0		72.4		20.0		19.4		19.1		16.9		17.9		20.5		17.5		20.5		19.4		19.7		20.2		21.0		18.7		20.7		16.7		21.7

		総利益率 ソウ リエキ リツ		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		17.3%		18.0%		16.9%		17.3%		16.4%		17.6%		17.0%		17.3%		16.6%		18.8%		18.1%		17.6%		17.9%		17.7%		16.9%		16.6%		17.1%

		単位 タンイ

		100,000

						15.0%

				6		1.0%

						21.0%



売上高	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	H31.3	
1Q	2Q	3Q	4Q	R2.3	
1Q	2Q	3Q	4Q	111.01904	115.12965	110.30637	103.17227	101.95571	120.93904999999999	100.99629	123.37013	103.4127	109.27052	114.90443999999999	116.94067	105.50042000000001	122.19931	100.47993	127.23994999999999	売上総利益	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	H31.3	
1Q	2Q	3Q	4Q	R2.3	
1Q	2Q	3Q	4Q	20.02364	19.42464	19.067360000000001	16.903749999999999	17.94746	20.544049999999999	17.468889999999998	20.4787	19.432500000000001	19.738610000000001	20.21846	20.984259999999999	18.71435	20.6953	16.723230000000001	21.71866	総利益率	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	H31.3	
1Q	2Q	3Q	4Q	R2.3	
1Q	2Q	3Q	4Q	0.1803622153461244	0.16871969992091526	0.17285819486218248	0.16384005120755799	0.17603192601964127	0.16987110449437134	0.1729656604217838	0.16599398898258436	0.18791212297909252	0.18063984686812143	0.17595890985587678	0.17944364437111571	0.17738649760825595	0.16935693008413877	0.1664335355329169	0.17069057320440634	







 売上高	H28.3	H29.3	H30.3	H31.3	R2.3	417.06272000000001	439.62732999999997	447.26118000000002	444.52832999999998	455.41960999999998	売上総利益	H28.3	H29.3	H30.3	H31.3	R2.3	72.360259999999997	75.419390000000007	76.439099999999996	80.373829999999998	77.85154	 粗利率	H28.3	H29.3	H30.3	H31.3	R2.3	0.17349970766986797	0.17155300604264073	0.17090483909200435	0.18080699153639995	0.17094463718854794	

（億円）













要約BS2

												（百万円） ヒャクマンエン

								H31.3期 キ		R2.3期 キ		前期比 ゼンキヒ																						単位：百万円 タンイ ヒャクマンエン

				流動資産 リュウドウ シサン				36,127		43,050		+6,923 												H31.3期 キ		R2.3期 キ		前期比 ゼンキヒ				業績予想
2/10公表 ギョウセキ ヨソウ コウヒョウ		業績予想比 ギョウセキ ヨソウ ヒ

						現金及び預金 ゲンキン オヨ ヨキン		10,001		10,351		+349 

						販売用不動産 ハンバイヨウ フドウサン		24,392		30,705		+6,312 								売上高 ウリアゲ ダカ				44,452		45,541		+2.4%				45,150		+0.9%

						その他 タ		1,733		1,993		+260 										 不動産販売 フドウサン ハンバイ		41,212		42,505		+3.1%

				固定資産･繰延資産 コテイ シサン クリノベ シサン				10,737		12,935		+2,197 										 建築材料販売 ケンチク ザイリョウ ハンバイ		2,992		2,775		-7.3%

						有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン		8,932		9,635		+702 										 不動産賃貸 フドウサン チンタイ		248		261		+5.2%

						のれん		-		1,302		+1,302 								営業利益 エイギョウ リエキ				3,131		2,142		-31.6%				2,000		+7.1%

						その他 タ		1,804		1,997		+192 								経常利益 ケイジョウ リエキ				3,288		2,310		-29.7%				2,150		+7.4%

				総資産 ソウシサン				46,864		55,986		+9,121 								親会社株主に帰属する
当期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキ ジュンリエキ				2,065		1,413		-31.6%				1,400		+0.9%

				負債 フサイ				25,740		33,842		+8,102 

						仕入債務 シイ サイム		3,132		3,249		+116 								1株当たり
当期純利益 カブ ア トウキ ジュンリエキ				71.62円		48.84円		-22.78円				48.41円		+0.43円

						有利子負債 ユウリシ フサイ		20,362		28,472		+8,109 								ＲＯＥ
(自己資本利益率)				10.3%		6.6%		-3.71pt

						その他 タ		2,245		2,121		-124 								1株当たり
配当額 カブ ア ハイトウ ガク				18円		23円		+5円

				純資産 ジュンシサン				21,124		22,143		+1,018 								配当性向 ハイトウ セイコウ				25.1%		47.1%		+22.0pt

				負債・純資産 フサイ ジュンシサン				46,864		55,986		+9,121 



																				％と％の比較はptで表示 ヒカク ヒョウジ







																				１株当たり当期純利益 カブ ア トウキ ジュンリエキ				71.62円		48.84円		-22.78円				48.41円		+0.43円

																				1株当たり
当期純利益 カブ ア トウキ ジュンリエキ				71.62円		48.84円		-22.78円				48.41円		+0.43円







































Sheet1 (2)

		コード		科目名		第28期（2018年度)				第29期（2019年度)				増減		第28期（2018年度)																

						年次				年次						年次																

						金額		構成比		金額		構成比				金額		予備2		予備3		予備4		予備5								

				貸借対照表																								

				（資産の部）																								

				Ⅰ流動資産																								

		10000		現金及び預金		10,001,725,218		21.34%		10,336,889,198		18.46%		335,163,980		10,001,725,218		10,336,889,198		10,336,889,198		10,336,889,198		10,336,889,198		1000				10061		1

		10010		定期預金(３ヶ月超)				0.00%		14,508,056		0.03%		14,508,056				14,508,056		14,508,056		14,508,056		14,508,056		1000				10062		1						10,001,725,218				10,351,397,254				349,672,036

		11310		受取手形		47,590,468		0.10%		45,764,256		0.08%		(1,826,212)		47,590,468		45,764,256		45,764,256		45,764,256		45,764,256		1000				10066		1

		13100		売掛金		499,691,684		1.07%		561,733,957		1.00%		62,042,273		499,691,684		561,733,957		561,733,957		561,733,957		561,733,957		1000				10068		1

		14000		分譲土地		12,191,718,039		26.01%		11,489,199,279		20.52%		(702,518,760)		12,191,718,039		11,489,199,279		11,489,199,279		11,489,199,279		11,489,199,279		1000				10069		1						17,322,784,609				16,799,116,983				(523,667,626)

		14100		土地建物		1,710,919,141		3.65%		2,055,053,948		3.67%		344,134,807		1,710,919,141		2,055,053,948		2,055,053,948		2,055,053,948		2,055,053,948		1000				10070		1

		14200		未成分譲土地		5,164,504,141		11.02%		11,381,785,188		20.33%		6,217,281,047		5,164,504,141		11,381,785,188		11,381,785,188		11,381,785,188		11,381,785,188		1000				10071		1

		14300		未成分譲建物		1,898,200,111		4.05%		2,517,399,346		4.50%		619,199,235		1,898,200,111		2,517,399,346		2,517,399,346		2,517,399,346		2,517,399,346		1000				10072		1						7,062,704,252				13,899,184,534				6,836,480,282

		14320		未成工事支出金		7,244,243		0.02%		7,198,516		0.01%		(45,727)		7,244,243		7,198,516		7,198,516		7,198,516		7,198,516		1000				10073		1						7,244,243				7,198,516				(45,727)

		14350		完成工事支出金		3,420,147,429		7.30%		3,254,863,756		5.81%		(165,283,673)		3,420,147,429		3,254,863,756		3,254,863,756		3,254,863,756		3,254,863,756		1000				10074		1

		14400		商品		165,090,723		0.35%		147,669,046		0.26%		(17,421,677)		165,090,723		147,669,046		147,669,046		147,669,046		147,669,046		1000				10075		1

		14410		製品		78,957,703		0.17%		90,540,658		0.16%		11,582,955		78,957,703		90,540,658		90,540,658		90,540,658		90,540,658		1000				10076		1

		14430		原材料		89,678,736		0.19%		68,960,762		0.12%		(20,717,974)		89,678,736		68,960,762		68,960,762		68,960,762		68,960,762		1000				10077		1

		14500		貯蔵品		38,509,658		0.08%		44,872,503		0.08%		6,362,845		38,509,658		44,872,503		44,872,503		44,872,503		44,872,503		1000				10079		1

		15000		前渡金		620,617,340		1.32%		606,031,400		1.08%		(14,585,940)		620,617,340		606,031,400		606,031,400		606,031,400		606,031,400		1000				10083		1

		15100		短期貸付金				0.00%		4,500,000		0.01%		4,500,000				4,500,000		4,500,000		4,500,000		4,500,000		1000				10084		1

		15200		立替金		9,366,587		0.02%		5,584,706		0.01%		(3,781,881)		9,366,587		5,584,706		5,584,706		5,584,706		5,584,706		1000				10085		1

		15300		未収入金		103,873,591		0.22%		102,218,792		0.18%		(1,654,799)		103,873,591		102,218,792		102,218,792		102,218,792		102,218,792		1000				10086		1

		15310		未収入金（利息）		537,832		0.00%		902,104		0.00%		364,272		537,832		902,104		902,104		902,104		902,104		1000				10087		1

		15400		仮払金		2,726,400		0.01%		152,360		0.00%		(2,574,040)		2,726,400		152,360		152,360		152,360		152,360		1000				10088		1

		15500		前払費用		76,301,827		0.16%		111,650,534		0.20%		35,348,707		76,301,827		111,650,534		111,650,534		111,650,534		111,650,534		1000				10089		1

		15510		前払費用（利息）		3,378,685		0.01%		16,897,144		0.03%		13,518,459		3,378,685		16,897,144		16,897,144		16,897,144		16,897,144		1000				10090		1

		15750		未収消費税還付金				0.00%		191,418,003		0.34%		191,418,003				191,418,003		191,418,003		191,418,003		191,418,003		1000				10094		1

		15850		貸倒引当金(短期)		(3,305,405)		-0.01%		(4,934,296)		-0.01%		(1,628,891)		(3,305,405)		(4,934,296)		(4,934,296)		(4,934,296)		(4,934,296)		1000				10097		1						1,733,015,829				1,993,961,929				260,946,100

				流動資産合計		36,127,474,151		77.09%		43,050,859,216		76.90%		6,923,385,065		36,127,474,151		43,050,859,216		43,050,859,216		43,050,859,216		43,050,859,216				5										36,127,474,151				43,050,859,216				6,923,385,065

				Ⅱ固定資産																								

				１  有形固定資産																								

		16000		建物		4,079,814,151		8.71%		4,303,154,896		7.69%		223,340,745		4,079,814,151		4,303,154,896		4,303,154,896		4,303,154,896		4,303,154,896		1100				10101		1

		16100		建物付属設備		844,294,040		1.80%		959,321,796		1.71%		115,027,756		844,294,040		959,321,796		959,321,796		959,321,796		959,321,796		1100				10102		1

		16200		構築物		308,163,419		0.66%		331,102,190		0.59%		22,938,771		308,163,419		331,102,190		331,102,190		331,102,190		331,102,190		1100				10104		1

		16300		機械装置		44,479,102		0.09%		76,054,064		0.14%		31,574,962		44,479,102		76,054,064		76,054,064		76,054,064		76,054,064		1100				10105		1

		16400		車両運搬具		9,017,660		0.02%		50,514,581		0.09%		41,496,921		9,017,660		50,514,581		50,514,581		50,514,581		50,514,581		1100				10107		1

		16500		工具器具備品		351,017,442		0.75%		366,090,354		0.65%		15,072,912		351,017,442		366,090,354		366,090,354		366,090,354		366,090,354		1100				10108		1

		16600		土地		5,576,884,584		11.90%		6,002,977,718		10.72%		426,093,134		5,576,884,584		6,002,977,718		6,002,977,718		6,002,977,718		6,002,977,718		1100				10110		1

		16650		リース資産		143,586,000		0.31%		189,864,000		0.34%		46,278,000		143,586,000		189,864,000		189,864,000		189,864,000		189,864,000		1100				10111		1

		16700		建設仮勘定		1,011,080		0.00%		8,411,300		0.02%		7,400,220		1,011,080		8,411,300		8,411,300		8,411,300		8,411,300		1100				10113		1

		16900		減価償却累計額		(2,425,600,655)		-5.18%		(2,652,232,519)		-4.74%		(226,631,864)		(2,425,600,655)		(2,652,232,519)		(2,652,232,519)		(2,652,232,519)		(2,652,232,519)		1100				10115		1

				有形固定資産合計		8,932,666,823		19.06%		9,635,258,380		17.21%		702,591,557		8,932,666,823		9,635,258,380		9,635,258,380		9,635,258,380		9,635,258,380				9

				２  無形固定資産																								

		17200		商標権		3,004,675		0.01%		2,584,336		0.00%		(420,339)		3,004,675		2,584,336		2,584,336		2,584,336		2,584,336		1200				10119		1

		17300		ソフトウェア		70,664,654		0.15%		93,374,412		0.17%		22,709,758		70,664,654		93,374,412		93,374,412		93,374,412		93,374,412		1200				10120		1

		17900		電話加入権		6,408,000		0.01%		6,408,001		0.01%		1		6,408,000		6,408,001		6,408,001		6,408,001		6,408,001		1200				10122		1

		17959		のれん				0.00%		1,302,697,518		2.33%		1,302,697,518				1,302,697,518		1,302,697,518		1,302,697,518		1,302,697,518		1200				10123		1

				無形固定資産合計		80,077,329		0.17%		1,405,064,267		2.51%		1,324,986,938		80,077,329		1,405,064,267		1,405,064,267		1,405,064,267		1,405,064,267				12

				３  投資その他の資産																								

		18000		長期預金				0.00%		23,001,370		0.04%		23,001,370				23,001,370		23,001,370		23,001,370		23,001,370		1300				10126		1

		18050		投資有価証券		363,031,590		0.77%		329,226,330		0.59%		(33,805,260)		363,031,590		329,226,330		329,226,330		329,226,330		329,226,330		1300				10127		1

		18100		出資金		6,478,000		0.01%		6,488,000		0.01%		10,000		6,478,000		6,488,000		6,488,000		6,488,000		6,488,000		1300				10129		1

		18200		長期貸付金		13,701,831		0.03%		35,914,435		0.06%		22,212,604		13,701,831		35,914,435		35,914,435		35,914,435		35,914,435		1300				10130		1

		18300		長期前払費用		12,862,501		0.03%		39,605,464		0.07%		26,742,963		12,862,501		39,605,464		39,605,464		39,605,464		39,605,464		1300				10133		1

		18330		長期営業債権		4		0.00%		9,055,716		0.02%		9,055,712		4		9,055,716		9,055,716		9,055,716		9,055,716		1300				10134		1

		18350		繰延消費税等		15,698,639		0.03%		37,592,833		0.07%		21,894,194		15,698,639		37,592,833		37,592,833		37,592,833		37,592,833		1300				10135		1

		18360		繰延税金資産(固定)		413,834,583		0.88%		457,977,607		0.82%		44,143,024		413,834,583		457,977,607		457,977,607		457,977,607		457,977,607		1300				10136		1

		18400		保証金		862,469,200		1.84%		929,623,810		1.66%		67,154,610		862,469,200		929,623,810		929,623,810		929,623,810		929,623,810		1300				10137		1

		18550		貸倒引当金(長期)		(1,030,664)		-0.00%		(9,148,477)		-0.02%		(8,117,813)		(1,030,664)		(9,148,477)		(9,148,477)		(9,148,477)		(9,148,477)		1300				10139		1						1,804,635,843				1,997,297,086				192,661,243

				投資その他の資産合計		1,687,045,684		3.60%		1,859,337,088		3.32%		172,291,404		1,687,045,684		1,859,337,088		1,859,337,088		1,859,337,088		1,859,337,088				15

				固定資産合計		10,699,789,836		22.83%		12,899,659,735		23.04%		2,199,869,899		10,699,789,836		12,899,659,735		12,899,659,735		12,899,659,735		12,899,659,735				16										10,737,302,666				12,935,252,984				2,197,950,318

				Ⅲ繰延資産																								

		19110		社債発行費		37,512,830		0.08%		35,593,249		0.06%		(1,919,581)		37,512,830		35,593,249		35,593,249		35,593,249		35,593,249		1400				100030		1

				繰延資産合計		37,512,830		0.08%		35,593,249		0.06%		(1,919,581)		37,512,830		35,593,249		35,593,249		35,593,249		35,593,249				19

				資産合計		46,864,776,817		100.00%		55,986,112,200		100.00%		9,121,335,383		46,864,776,817		55,986,112,200		55,986,112,200		55,986,112,200		55,986,112,200				20

				（負債の部）																								

				Ⅰ流動負債																								

		20200		短期借入金		17,324,800,000		36.97%		22,218,600,000		39.69%		4,893,800,000		17,324,800,000		22,218,600,000		22,218,600,000		22,218,600,000		22,218,600,000		2000				10146		-1

		20250		１年以内長期借入金		503,345,000		1.07%		695,958,000		1.24%		192,613,000		503,345,000		695,958,000		695,958,000		695,958,000		695,958,000		2000				10148		-1

		20260		１年内償還予定社債		21,000,000		0.04%		21,000,000		0.04%		0		21,000,000		21,000,000		21,000,000		21,000,000		21,000,000		2000				10149		-1

		20280		リース債務		28,366,848		0.06%		37,323,000		0.07%		8,956,152		28,366,848		37,323,000		37,323,000		37,323,000		37,323,000		2000				10150		-1

		20300		未成工事受入金		33,585,611		0.07%		44,350,596		0.08%		10,764,985		33,585,611		44,350,596		44,350,596		44,350,596		44,350,596		2000				10152		-1

		20400		工事未払金（開発）		664,525,458		1.42%		733,180,475		1.31%		68,655,017		664,525,458		733,180,475		733,180,475		733,180,475		733,180,475		2000				10154		-1

		20410		工事未払金（建築）		2,468,364,643		5.27%		2,516,186,635		4.49%		47,821,992		2,468,364,643		2,516,186,635		2,516,186,635		2,516,186,635		2,516,186,635		2000				10155		-1						3,132,890,101				3,249,367,110				116,477,009

		20420		未払金		37,834,624		0.08%		13,128,900		0.02%		(24,705,724)		37,834,624		13,128,900		13,128,900		13,128,900		13,128,900		2000				10156		-1

		20500		未払費用		167,952,260		0.36%		158,092,326		0.28%		(9,859,934)		167,952,260		158,092,326		158,092,326		158,092,326		158,092,326		2000				10159		-1

		20510		未払費用（利息）		1,263,520		0.00%		1,119,364		0.00%		(144,156)		1,263,520		1,119,364		1,119,364		1,119,364		1,119,364		2000				10160		-1

		20520		未払費用(広告)		42,833,960		0.09%		54,255,438		0.10%		11,421,478		42,833,960		54,255,438		54,255,438		54,255,438		54,255,438		2000				10161		-1

		20550		未払費用(定期支払)		61,095,863		0.13%		76,146,685		0.14%		15,050,822		61,095,863		76,146,685		76,146,685		76,146,685		76,146,685		2000				10162		-1

		20600		前受金		63,141,332		0.13%		82,314,813		0.15%		19,173,481		63,141,332		82,314,813		82,314,813		82,314,813		82,314,813		2000				10163		-1

		20720		仮受金（予約金）				0.00%		1,000,000		0.00%		1,000,000				1,000,000		1,000,000		1,000,000		1,000,000		2000				10166		-1

		20800		預り金		5,786,094		0.01%		4,945,790		0.01%		(840,304)		5,786,094		4,945,790		4,945,790		4,945,790		4,945,790		2000				10168		-1

		20810		預り金（人件費）		71,535,740		0.15%		32,357,221		0.06%		(39,178,519)		71,535,740		32,357,221		32,357,221		32,357,221		32,357,221		2000				10169		-1

		20820		預り金（諸経費）		142,481,381		0.30%		160,886,566		0.29%		18,405,185		142,481,381		160,886,566		160,886,566		160,886,566		160,886,566		2000				10170		-1

		20900		未払配当金		2,615,549		0.01%		2,168,652		0.00%		(446,897)		2,615,549		2,168,652		2,168,652		2,168,652		2,168,652		2000				10172		-1

		21100		未払法人税等		415,760,900		0.89%		275,212,600		0.49%		(140,548,300)		415,760,900		275,212,600		275,212,600		275,212,600		275,212,600		2000				10174		-1

		21110		未払事業税		128,753,100		0.27%		92,138,200		0.16%		(36,614,900)		128,753,100		92,138,200		92,138,200		92,138,200		92,138,200		2000				10175		-1

		21400		未払消費税等		128,105,000		0.27%		61,161,900		0.11%		(66,943,100)		128,105,000		61,161,900		61,161,900		61,161,900		61,161,900		2000				10178		-1

		21800		完成工事補償引当金		85,853,075		0.18%		70,872,120		0.13%		(14,980,955)		85,853,075		70,872,120		70,872,120		70,872,120		70,872,120		2000				10180		-1

				流動負債合計		22,398,999,958		47.79%		27,352,399,281		48.86%		4,953,399,323		22,398,999,958		27,352,399,281		27,352,399,281		27,352,399,281		27,352,399,281				24

				Ⅱ固定負債																								

		22000		社債		1,545,000,000		3.30%		1,824,000,000		3.26%		279,000,000		1,545,000,000		1,824,000,000		1,824,000,000		1,824,000,000		1,824,000,000		2100				10189		-1

		22100		長期借入金(設備)		806,461,000		1.72%		3,377,965,000		6.03%		2,571,504,000		806,461,000		3,377,965,000		3,377,965,000		3,377,965,000		3,377,965,000		2100				10191		-1						20,362,555,288				28,472,449,028				8,109,893,740

		22110		長期借入金（運用）		75,000,000		0.16%		220,000,000		0.39%		145,000,000		75,000,000		220,000,000		220,000,000		220,000,000		220,000,000		2100				10192		-1

		22150		リース債務		58,582,440		0.13%		77,603,028		0.14%		19,020,588		58,582,440		77,603,028		77,603,028		77,603,028		77,603,028		2100				10193		-1

		22160		資産除去債務		12,227,296		0.03%		12,296,548		0.02%		69,252		12,227,296		12,296,548		12,296,548		12,296,548		12,296,548		2100				10194		-1

		22300		長期預り金		45,730,288		0.10%		53,591,733		0.10%		7,861,445		45,730,288		53,591,733		53,591,733		53,591,733		53,591,733		2100				10197		-1

		23000		退職給付引当金		629,972,810		1.34%		720,938,292		1.29%		90,965,482		629,972,810		720,938,292		720,938,292		720,938,292		720,938,292		2100				10199		-1

		23500		役員退職慰労引当金		168,654,085		0.36%		203,579,077		0.36%		34,924,992		168,654,085		203,579,077		203,579,077		203,579,077		203,579,077		2100				10202		-1

		23709		繰延税金負債(固定)				0.00%		612,209		0.00%		612,209				612,209		612,209		612,209		612,209		2100				10205		-1						2,245,182,488				2,121,169,030				(124,013,458)

				固定負債合計		3,341,627,919		7.13%		6,490,585,887		11.59%		3,148,957,968		3,341,627,919		6,490,585,887		6,490,585,887		6,490,585,887		6,490,585,887				27

				負債合計		25,740,627,877		54.93%		33,842,985,168		60.45%		8,102,357,291		25,740,627,877		33,842,985,168		33,842,985,168		33,842,985,168		33,842,985,168				31

				（純資産の部）																								

				Ⅰ株主資本																								

		30000		資本金		2,077,500,000		4.43%		2,077,500,000		3.71%		0		2,077,500,000		2,077,500,000		2,077,500,000		2,077,500,000		2,077,500,000		3000				10213		-1

		31000		資本準備金		2,184,000,000		4.66%		2,184,000,000		3.90%		0		2,184,000,000		2,184,000,000		2,184,000,000		2,184,000,000		2,184,000,000		3000				10218		-1

		31060		その他資本剰余金		46,865,538		0.10%		109,215,938		0.20%		62,350,400		46,865,538		109,215,938		109,215,938		109,215,938		109,215,938		3000				10219		-1

		31079		資本剰余金		(1,967,538)		-0.00%		(1,967,538)		-0.00%		0		(1,967,538)		(1,967,538)		(1,967,538)		(1,967,538)		(1,967,538)		3000				10220		-1

		32089		利益剰余金		17,011,385,118		36.30%		17,905,056,310		31.98%		893,671,192		17,011,385,118		17,905,056,310		17,905,056,310		17,905,056,310		17,905,056,310		3000				10223		-1

		32200		自己株式		(337,899,278)		-0.72%		(301,297,678)		-0.54%		36,601,600		(337,899,278)		(301,297,678)		(301,297,678)		(301,297,678)		(301,297,678)		3000				10225		-1

				株主資本合計		20,979,883,840		44.77%		21,972,507,032		39.25%		992,623,192		20,979,883,840		21,972,507,032		21,972,507,032		21,972,507,032		21,972,507,032				35

				Ⅱその他の包括利益累計額																								

		25400		その他有価証券評価差額金		(47,634,900)		-0.10%				0.00%		47,634,900		(47,634,900)										3100				10206		-1

				その他の包括利益累計額合計		(47,634,900)		-0.10%		0		0.00%		47,634,900		(47,634,900)		0		0		0		0				38

				Ⅲ新株予約権																								

		28000		新株予約権		191,900,000		0.41%		170,620,000		0.30%		(21,280,000)		191,900,000		170,620,000		170,620,000		170,620,000		170,620,000		3600				10211		-1

				純資産合計		21,124,148,940		45.07%		22,143,127,032		39.55%		1,018,978,092		21,124,148,940		22,143,127,032		22,143,127,032		22,143,127,032		22,143,127,032				43

				負債純資産合計		46,864,776,817		100.00%		55,986,112,200		100.00%		9,121,335,383		46,864,776,817		55,986,112,200		55,986,112,200		55,986,112,200		55,986,112,200				44

				損益計算書																								

				Ⅰ売上高																								

		81000		商品売上高(野物)		1,154,668,971		2.60%		1,061,119,298		2.33%		(93,549,673)		1,154,668,971		1,061,119,298		1,061,119,298		1,061,119,298		1,061,119,298		4002				10376		-1

		81020		製品売上高		1,625,248,461		3.66%		1,510,052,754		3.32%		(115,195,707)		1,625,248,461		1,510,052,754		1,510,052,754		1,510,052,754		1,510,052,754		4002				10378		-1

		81030		製品売上高(金物)		131,133,603		0.29%		136,802,178		0.30%		5,668,575		131,133,603		136,802,178		136,802,178		136,802,178		136,802,178		4002				10379		-1

		81100		土地分譲収入		1,548,878,057		3.48%		2,182,401,488		4.79%		633,523,431		1,548,878,057		2,182,401,488		2,182,401,488		2,182,401,488		2,182,401,488		4000				10380		-1

		81200		建物請負収入		2,284,655,903		5.14%		2,013,946,385		4.42%		(270,709,518)		2,284,655,903		2,013,946,385		2,013,946,385		2,013,946,385		2,013,946,385		4002				10381		-1

		81250		建売収入		35,397,311,886		79.63%		36,585,565,079		80.33%		1,188,253,193		35,397,311,886		36,585,565,079		36,585,565,079		36,585,565,079		36,585,565,079		4002				10382		-1

		81300		雑工事収入		512,762,092		1.15%		410,008,987		0.90%		(102,753,105)		512,762,092		410,008,987		410,008,987		410,008,987		410,008,987		4002				10383		-1

		81350		仲介手数料収入		9,699,889		0.02%		54,164,644		0.12%		44,464,755		9,699,889		54,164,644		54,164,644		54,164,644		54,164,644		4002				10384		-1

		81400		不動産賃貸収入		248,148,091		0.56%		261,090,478		0.57%		12,942,387		248,148,091		261,090,478		261,090,478		261,090,478		261,090,478		4002				10385		-1

		81450		賃貸管理収入		114,419		0.00%		126,199		0.00%		11,780		114,419		126,199		126,199		126,199		126,199		4002				10386		-1

		81500		設計業務収入		11,710,000		0.03%		6,366,000		0.01%		(5,344,000)		11,710,000		6,366,000		6,366,000		6,366,000		6,366,000		4002				10387		-1

		81600		保険手数料収入		52,800,598		0.12%		56,203,383		0.12%		3,402,785		52,800,598		56,203,383		56,203,383		56,203,383		56,203,383		4002				10388		-1

		81700		貸付金利息収入		307,892		0.00%		291,422		0.00%		(16,470)		307,892		291,422		291,422		291,422		291,422		4002				10389		-1

		81799		売上高		1,623,570,112		3.65%		1,453,084,966		3.19%		(170,485,146)		1,623,570,112		1,453,084,966		1,453,084,966		1,453,084,966		1,453,084,966		4000				10390		-1

		81800		売上割戻し		(148,176,036)		-0.33%		(189,261,504)		-0.42%		(41,085,468)		(148,176,036)		(189,261,504)		(189,261,504)		(189,261,504)		(189,261,504)		4002				10391		-1

				売上高合計		44,452,833,938		100.00%		45,541,961,757		100.00%		1,089,127,819		44,452,833,938		45,541,961,757		45,541,961,757		45,541,961,757		45,541,961,757				66

				Ⅱ売上原価																								

		40000		土地分譲原価		267,944,273		0.60%		797,020,388		1.75%		529,076,115		267,944,273		797,020,388		797,020,388		797,020,388		797,020,388		4102				10228		1

		40100		建物請負原価		769,567,675		1.73%		539,248,487		1.18%		(230,319,188)		769,567,675		539,248,487		539,248,487		539,248,487		539,248,487		4102				10229		1

		40150		建売原価		27,840,763,925		62.63%		28,957,023,102		63.58%		1,116,259,177		27,840,763,925		28,957,023,102		28,957,023,102		28,957,023,102		28,957,023,102		4102				10230		1

		40200		雑工事原価		308,357,271		0.69%		244,622,234		0.54%		(63,735,037)		308,357,271		244,622,234		244,622,234		244,622,234		244,622,234		4102				10231		1

		40400		不動産賃貸原価		150,073,595		0.34%		140,189,569		0.31%		(9,884,026)		150,073,595		140,189,569		140,189,569		140,189,569		140,189,569		4102				10234		1

		40999		売上原価		4,942,922,070		11.12%		4,708,104,798		10.34%		(234,817,272)		4,942,922,070		4,708,104,798		4,708,104,798		4,708,104,798		4,708,104,798		4100				10236		1

		70120		製造原価		2,142,621,942		4.82%		2,368,514,294		5.20%		225,892,352		2,142,621,942		2,368,514,294		2,368,514,294		2,368,514,294		2,368,514,294		4100				10340		1

		70200		期首仕掛製造費用		14,470,583		0.03%		21,270,490		0.05%		6,799,907		14,470,583		21,270,490		21,270,490		21,270,490		21,270,490		4102				10341		1

		70300		期末仕掛製造費用		(21,270,490)		-0.05%		(19,185,790)		-0.04%		2,084,700		(21,270,490)		(19,185,790)		(19,185,790)		(19,185,790)		(19,185,790)		4102				10342		1

				売上原価合計		36,415,450,844		81.92%		37,756,807,572		82.91%		1,341,356,728		36,415,450,844		37,756,807,572		37,756,807,572		37,756,807,572		37,756,807,572				69

				売上総利益		8,037,383,094		18.08%		7,785,154,185		17.09%		(252,228,909)		8,037,383,094		7,785,154,185		7,785,154,185		7,785,154,185		7,785,154,185				70

				Ⅲ販売費及び一般管理費																								

		50000		役員報酬		425,250,000		0.96%		490,181,465		1.08%		64,931,465		425,250,000		490,181,465		490,181,465		490,181,465		490,181,465		4350				10239		1

		50100		給与手当		2,312,487,084		5.20%		2,416,897,446		5.31%		104,410,362		2,312,487,084		2,416,897,446		2,416,897,446		2,416,897,446		2,416,897,446		4350				10240		1

		50200		法定福利費		379,432,455		0.85%		401,634,495		0.88%		22,202,040		379,432,455		401,634,495		401,634,495		401,634,495		401,634,495		4350				10242		1

		50300		福利厚生費		23,389,807		0.05%		30,837,055		0.07%		7,447,248		23,389,807		30,837,055		30,837,055		30,837,055		30,837,055		4350				10243		1

		50600		会議費		9,996,833		0.02%		8,874,565		0.02%		(1,122,268)		9,996,833		8,874,565		8,874,565		8,874,565		8,874,565		4350				10244		1

		50700		リース料		48,976,337		0.11%		48,522,024		0.11%		(454,313)		48,976,337		48,522,024		48,522,024		48,522,024		48,522,024		4350				10245		1

		50800		車両費		34,372,697		0.08%		31,554,016		0.07%		(2,818,681)		34,372,697		31,554,016		31,554,016		31,554,016		31,554,016		4352				10246		1

		50900		支払仲介料		14,692,514		0.03%		40,127,983		0.09%		25,435,469		14,692,514		40,127,983		40,127,983		40,127,983		40,127,983		4352				10247		1

		50950		支払情報･管理料等		6,388,001		0.01%		6,801,280		0.01%		413,279		6,388,001		6,801,280		6,801,280		6,801,280		6,801,280		4350				100017		1

		51000		広告宣伝費		536,402,421		1.21%		636,191,076		1.40%		99,788,655		536,402,421		636,191,076		636,191,076		636,191,076		636,191,076		4350				10248		1

		51010		求人採用費		65,556,516		0.15%		71,032,518		0.16%		5,476,002		65,556,516		71,032,518		71,032,518		71,032,518		71,032,518		4350				10249		1

		51100		運賃		6,094,594		0.01%		5,339,098		0.01%		(755,496)		6,094,594		5,339,098		5,339,098		5,339,098		5,339,098		4350				10250		1

		51200		支払手数料		109,197,180		0.25%		211,545,184		0.46%		102,348,004		109,197,180		211,545,184		211,545,184		211,545,184		211,545,184		4350				10251		1

		51500		法律会計費		40,987,600		0.09%		49,186,002		0.11%		8,198,402		40,987,600		49,186,002		49,186,002		49,186,002		49,186,002		4350				10252		1

		52000		諸会費		6,137,183		0.01%		6,367,270		0.01%		230,087		6,137,183		6,367,270		6,367,270		6,367,270		6,367,270		4350				10253		1

		52100		接待交際費		17,169,861		0.04%		17,888,685		0.04%		718,824		17,169,861		17,888,685		17,888,685		17,888,685		17,888,685		4350				10254		1

		52200		旅費交通費		27,541,545		0.06%		29,190,000		0.06%		1,648,455		27,541,545		29,190,000		29,190,000		29,190,000		29,190,000		4350				10255		1

		52300		通信費		26,524,971		0.06%		26,929,951		0.06%		404,980		26,524,971		26,929,951		26,929,951		26,929,951		26,929,951		4350				10256		1

		52400		事務消耗品費		47,734,642		0.11%		50,653,065		0.11%		2,918,423		47,734,642		50,653,065		50,653,065		50,653,065		50,653,065		4352				10257		1

		52500		消耗品費		16,911,813		0.04%		20,174,481		0.04%		3,262,668		16,911,813		20,174,481		20,174,481		20,174,481		20,174,481		4350				10258		1

		52600		租税公課		197,321,264		0.44%		377,206,745		0.83%		179,885,481		197,321,264		377,206,745		377,206,745		377,206,745		377,206,745		4350				10259		1

		52610		租税公課（固定資産税）		121,104,434		0.27%		96,838,321		0.21%		(24,266,113)		121,104,434		96,838,321		96,838,321		96,838,321		96,838,321		4352				10260		1

		52700		減価償却費		116,214,965		0.26%		130,334,224		0.29%		14,119,259		116,214,965		130,334,224		130,334,224		130,334,224		130,334,224		4350				10261		1

		52710		商標権償却		1,011,250		0.00%		916,339		0.00%		(94,911)		1,011,250		916,339		916,339		916,339		916,339		4352				10262		1

		52800		地代家賃		63,813,313		0.14%		81,667,641		0.18%		17,854,328		63,813,313		81,667,641		81,667,641		81,667,641		81,667,641		4352				10263		1

		52900		修繕費		37,594,093		0.08%		50,840,390		0.11%		13,246,297		37,594,093		50,840,390		50,840,390		50,840,390		50,840,390		4352				10264		1

		53000		水道光熱費		34,947,825		0.08%		35,328,919		0.08%		381,094		34,947,825		35,328,919		35,328,919		35,328,919		35,328,919		4350				10265		1

		53100		保険料		6,333,800		0.01%		7,639,161		0.02%		1,305,361		6,333,800		7,639,161		7,639,161		7,639,161		7,639,161		4350				10266		1

		53300		図書研究費		12,292,667		0.03%		16,069,599		0.04%		3,776,932		12,292,667		16,069,599		16,069,599		16,069,599		16,069,599		4352				10267		1

		53500		寄付金		5,960,000		0.01%		458,000		0.00%		(5,502,000)		5,960,000		458,000		458,000		458,000		458,000		4350				10269		1

		53600		役員退職慰労引当金繰入		27,974,982		0.06%		31,524,992		0.07%		3,550,010		27,974,982		31,524,992		31,524,992		31,524,992		31,524,992		4350				10270		1

		53610		退職給付費用		62,997,664		0.14%		72,010,668		0.16%		9,013,004		62,997,664		72,010,668		72,010,668		72,010,668		72,010,668		4350				10271		1

		53620		完成工事補償引当金繰入額		33,145,466		0.07%		33,378,638		0.07%		233,172		33,145,466		33,378,638		33,378,638		33,378,638		33,378,638		4352				10272		1

		53630		貸倒引当金繰入額(販管費)				0.00%		8,116,865		0.02%		8,116,865				8,116,865		8,116,865		8,116,865		8,116,865		4350				10273		1

		53750		貸倒損失				0.00%		278,640		0.00%		278,640				278,640		278,640		278,640		278,640		4352				10276		1

		53800		雑費		30,320,981		0.07%		31,906,441		0.07%		1,585,460		30,320,981		31,906,441		31,906,441		31,906,441		31,906,441		4350				10277		1

		55509		のれん償却額				0.00%		68,563,027		0.15%		68,563,027				68,563,027		68,563,027		68,563,027		68,563,027		4350				10281		1

				販売費及び一般管理費合計		4,906,276,758		11.04%		5,643,006,269		12.39%		736,729,511		4,906,276,758		5,643,006,269		5,643,006,269		5,643,006,269		5,643,006,269				73

				営業利益		3,131,106,336		7.04%		2,142,147,916		4.70%		(988,958,420)		3,131,106,336		2,142,147,916		2,142,147,916		2,142,147,916		2,142,147,916				74

				Ⅳ営業外収益																								

		60000		受取利息		134,550		0.00%		667,462		0.00%		532,912		134,550		667,462		667,462		667,462		667,462		4400				10284		-1

		60030		有価証券利息		734,740		0.00%		741,589		0.00%		6,849		734,740		741,589		741,589		741,589		741,589		4400				10285		-1

		60100		受取配当金		5,703,300		0.01%		5,722,500		0.01%		19,200		5,703,300		5,722,500		5,722,500		5,722,500		5,722,500		4400				10288		-1

		60200		維持管理業務収入		224,634,633		0.51%		226,634,897		0.50%		2,000,264		224,634,633		226,634,897		226,634,897		226,634,897		226,634,897		4400				10290		-1

		60210		受取事務手数料		161,523,280		0.36%		157,004,745		0.34%		(4,518,535)		161,523,280		157,004,745		157,004,745		157,004,745		157,004,745		4400				10291		-1

		60310		貸倒引当金戻入額		783,402		0.00%				0.00%		(783,402)		783,402										4402				10294		-1

		60400		雑収入		30,227,147		0.07%		77,650,879		0.17%		47,423,732		30,227,147		77,650,879		77,650,879		77,650,879		77,650,879		4402				10295		-1

				営業外収益合計		423,741,052		0.95%		468,422,072		1.03%		44,681,020		423,741,052		468,422,072		468,422,072		468,422,072		468,422,072				77

				Ⅴ営業外費用																								

		61000		支払利息		248,648,308		0.56%		256,315,565		0.56%		7,667,257		248,648,308		256,315,565		256,315,565		256,315,565		256,315,565		4450				10302		1

		61020		融資手数料		6,666,677		0.01%		8,469,314		0.02%		1,802,637		6,666,677		8,469,314		8,469,314		8,469,314		8,469,314		4450				10304		1

		61400		雑損失		2,021,952		0.00%		23,740,000		0.05%		21,718,048		2,021,952		23,740,000		23,740,000		23,740,000		23,740,000		4450				10310		1

		61550		社債発行費償却		9,313,006		0.02%		11,246,993		0.02%		1,933,987		9,313,006		11,246,993		11,246,993		11,246,993		11,246,993		4450				100031		1

				営業外費用合計		266,649,943		0.60%		299,771,872		0.66%		33,121,929		266,649,943		299,771,872		299,771,872		299,771,872		299,771,872				80

				経常利益		3,288,197,445		7.40%		2,310,798,116		5.07%		(977,399,329)		3,288,197,445		2,310,798,116		2,310,798,116		2,310,798,116		2,310,798,116				81

				Ⅶ特別損失																								

		71000		固定資産売却損		75,573		0.00%		1,143,124		0.00%		1,067,551		75,573		1,143,124		1,143,124		1,143,124		1,143,124		4550				10345		1

		71010		固定資産除却損		16,373,553		0.04%		13,151,033		0.03%		(3,222,520)		16,373,553		13,151,033		13,151,033		13,151,033		13,151,033		4550				10346		1

		71110		投資有価証券評価損				0.00%		100,000,000		0.22%		100,000,000				100,000,000		100,000,000		100,000,000		100,000,000		4550				100050		1

		71600		リース解約金		2,528,968		0.01%		9,460,198		0.02%		6,931,230		2,528,968		9,460,198		9,460,198		9,460,198		9,460,198		4552				10349		1

		71910		災害損失				0.00%		27,767,317		0.06%		27,767,317				27,767,317		27,767,317		27,767,317		27,767,317		4550				10352		1

		72000		役員退職慰労金		300,000,000		0.67%				0.00%		(300,000,000)		300,000,000										4550				100034		1

				特別損失合計		318,978,094		0.72%		151,521,672		0.33%		(167,456,422)		318,978,094		151,521,672		151,521,672		151,521,672		151,521,672				87

				税金等調整前当期純利益		2,969,219,351		6.68%		2,159,276,444		4.74%		(809,942,907)		2,969,219,351		2,159,276,444		2,159,276,444		2,159,276,444		2,159,276,444				88

		80005		法人税及び住民税		917,064,874		2.06%		770,234,792		1.69%		(146,830,082)		917,064,874		770,234,792		770,234,792		770,234,792		770,234,792		4600				10367		1

		83120		法人税等調整額		(13,440,939)		-0.03%		(24,072,730)		-0.05%		(10,631,791)		(13,440,939)		(24,072,730)		(24,072,730)		(24,072,730)		(24,072,730)		4600				10392		1

				法人税等合計		903,623,935		2.03%		746,162,062		1.64%		(157,461,873)		903,623,935		746,162,062		746,162,062		746,162,062		746,162,062				90

				当期純利益		2,065,595,416		4.65%		1,413,114,382		3.10%		(652,481,034)		2,065,595,416		1,413,114,382		1,413,114,382		1,413,114,382		1,413,114,382				91

				親会社株主に帰属する当期純利益		2,065,595,416		4.65%		1,413,114,382		3.10%		(652,481,034)		2,065,595,416		1,413,114,382		1,413,114,382		1,413,114,382		1,413,114,382				93

				Ⅷその他の包括利益																								

		90002		その他有価証券評価差額金		(43,810,200)				47,634,900				91,445,100		(43,810,200)		47,634,900		47,634,900		47,634,900		47,634,900		4850				2310		-1

				その他の包括利益合計		(43,810,200)				47,634,900				91,445,100		(43,810,200)		47,634,900		47,634,900		47,634,900		47,634,900				97

				当期包括利益		2,021,785,216				1,460,749,282				(561,035,934)		2,021,785,216		1,460,749,282		1,460,749,282		1,460,749,282		1,460,749,282				98

		21001		親会社株主に係る包括利益		2,021,785,216				1,460,749,282				(561,035,934)		2,021,785,216		1,460,749,282		1,460,749,282		1,460,749,282		1,460,749,282		4930				2620		-1

				株主資本等変動計算書																								

				Ⅰ株主資本																								

				１  資本金																								

		85100		資本金-前期末残高		2,077,500,000				2,077,500,000				0		2,077,500,000		2,077,500,000		2,077,500,000		2,077,500,000		2,077,500,000		6000				10395		-1

		86000		資本金-当期末残高		2,077,500,000				2,077,500,000				0		2,077,500,000		2,077,500,000		2,077,500,000		2,077,500,000		2,077,500,000		6000				10403		-1

				３  資本剰余金																								

		87100		資本剰余金-前期末残高		2,223,038,000				2,228,898,000				5,860,000		2,223,038,000		2,228,898,000		2,228,898,000		2,228,898,000		2,228,898,000		6100				10410		-1

		87300		資本剰余金-自己株式処分差益		5,860,000				62,350,400				56,490,400		5,860,000		62,350,400		62,350,400		62,350,400		62,350,400		6100				10412		-1

		89000		資本剰余金-当期末残高		2,228,898,000				2,291,248,400				62,350,400		2,228,898,000		2,291,248,400		2,291,248,400		2,291,248,400		2,291,248,400		6100				10423		-1

				４  利益剰余金																								

		89100		利益剰余金-前期末残高		15,407,196,982				17,011,385,118				1,604,188,136		15,407,196,982		17,011,385,118		17,011,385,118		17,011,385,118		17,011,385,118		6200				10424		-1

				遡及修正処理後当期首残高		15,407,196,982				17,011,385,118				1,604,188,136		15,407,196,982		17,011,385,118		17,011,385,118		17,011,385,118		17,011,385,118				111

		89200		利益剰余金-当期純利益		2,065,595,416				1,413,114,382				(652,481,034)		2,065,595,416		1,413,114,382		1,413,114,382		1,413,114,382		1,413,114,382		6250				10425		-1

		90100		利益剰余金-配当金		(461,407,280)				(519,443,190)				(58,035,910)		(461,407,280)		(519,443,190)		(519,443,190)		(519,443,190)		(519,443,190)		6250				10429		-1

		91000		利益剰余金-当期末残高		17,011,385,118				17,905,056,310				893,671,192		17,011,385,118		17,905,056,310		17,905,056,310		17,905,056,310		17,905,056,310		6250				10436		-1

				５  自己株式																								

		91100		自己株式-前期末残高		(341,339,278)				(337,899,278)				3,440,000		(341,339,278)		(337,899,278)		(337,899,278)		(337,899,278)		(337,899,278)		6300				10437		-1

		91600		自己株式-処分		3,440,000				36,601,600				33,161,600		3,440,000		36,601,600		36,601,600		36,601,600		36,601,600		6300				10442		-1

		92000		自己株式-当期末残高		(337,899,278)				(301,297,678)				36,601,600		(337,899,278)		(301,297,678)		(301,297,678)		(301,297,678)		(301,297,678)		6300				10446		-1

				Ⅱその他の包括利益累計額																								

				１  その他有価証券評価差額金																								

		93100		有価証券評価差額-前期末残高		(3,824,700)				(47,634,900)				(43,810,200)		(3,824,700)		(47,634,900)		(47,634,900)		(47,634,900)		(47,634,900)		6400				10453		-1

		93500		有価証券評価差額-変動額（純額）		(43,810,200)				47,634,900				91,445,100		(43,810,200)		47,634,900		47,634,900		47,634,900		47,634,900		6400				10456		-1

		94000		有価証券評価差額-当期末残高		(47,634,900)								47,634,900		(47,634,900)										6400				10460		-1

				Ⅲ新株予約権																								

		98100		新株予約権-前期末残高		193,900,000				191,900,000				(2,000,000)		193,900,000		191,900,000		191,900,000		191,900,000		191,900,000		6900				10487		-1

		98600		新株予約権-変動額（純額）		(2,000,000)				(21,280,000)				(19,280,000)		(2,000,000)		(21,280,000)		(21,280,000)		(21,280,000)		(21,280,000)		6900				10490		-1

		99000		新株予約権-当期末残高		191,900,000				170,620,000				(21,280,000)		191,900,000		170,620,000		170,620,000		170,620,000		170,620,000		6900				10493		-1





Sheet1

		コード		科目名		第28期（2018年度)		第29期（2019年度)		増減		第28期（2018年度)																

						年次		年次				年次																

						金額		金額				金額		予備2		予備3		予備4		予備5								

				キャッシュフロー計算書																				

				I  営業活動によるキャッシュ・フロー																				

		100000		税金等調整前当期純利益		2,969,219,351		2,159,276,444		(809,942,907)		2,969,219,351		2,159,276,444		2,159,276,444		2,159,276,444		2,159,276,444		7000				10504		1				2,969,219,351		2,159,276,444		(809,942,907)

		105000		減価償却費		248,990,826		267,613,157		18,622,331		248,990,826		267,613,157		267,613,157		267,613,157		267,613,157		7000				10506		1

		112000		のれん償却額				68,563,027		68,563,027				68,563,027		68,563,027		68,563,027		68,563,027		7000				10511		1

		120000		貸倒引当金の増減額（△は減少）		(4,913,978)		8,116,865		13,030,843		(4,913,978)		8,116,865		8,116,865		8,116,865		8,116,865		7000				10513		1

		128000		退職給付引当金の増減額（△は減少）		58,388,029		90,965,482		32,577,453		58,388,029		90,965,482		90,965,482		90,965,482		90,965,482		7000				10516		1

		130000		役員退職慰労引当金の増減額		2,374,982		34,924,992		32,550,010		2,374,982		34,924,992		34,924,992		34,924,992		34,924,992		7000				10517		1

		131000		完成工事補償引当金の増減額（△は減少）		27,166,621		(15,382,955)		(42,549,576)		27,166,621		(15,382,955)		(15,382,955)		(15,382,955)		(15,382,955)		7000				10518		1

		140000		受取利息及び受取配当金		(6,572,590)		(7,131,551)		(558,961)		(6,572,590)		(7,131,551)		(7,131,551)		(7,131,551)		(7,131,551)		7000				10520		1

		142000		支払利息		248,648,308		256,315,565		7,667,257		248,648,308		256,315,565		256,315,565		256,315,565		256,315,565		7000				10521		1

		167000		固定資産売却損		75,573		1,143,124		1,067,551		75,573		1,143,124		1,143,124		1,143,124		1,143,124		7000				10530		1

		169000		固定資産除却損		16,373,553		13,151,033		(3,222,520)		16,373,553		13,151,033		13,151,033		13,151,033		13,151,033		7000				10531		1

		200000		売上債権の増減額（△は増加）		125,602,498		(59,800,611)		(185,403,109)		125,602,498		(59,800,611)		(59,800,611)		(59,800,611)		(59,800,611)		7000				10541		1

		202000		たな卸資産の増減額（△は増加）		1,140,337,970		(3,955,431,109)		(5,095,769,079)		1,140,337,970		(3,955,431,109)		(3,955,431,109)		(3,955,431,109)		(3,955,431,109)		7000				10542		1				1,140,337,970		(3,955,431,109)		(5,095,769,079)

		210000		仕入債務の増減額（△は減少）		(276,016,013)		(60,075,429)		215,940,584		(276,016,013)		(60,075,429)		(60,075,429)		(60,075,429)		(60,075,429)		7000				10545		1

		225000		その他(営業活動)		(399,835,332)		(126,760,146)		273,075,186		(399,835,332)		(126,760,146)		(126,760,146)		(126,760,146)		(126,760,146)		7000				10550		1

				小計		4,149,839,798		(1,324,512,112)		(5,474,351,910)		4,149,839,798		(1,324,512,112)		(1,324,512,112)		(1,324,512,112)		(1,324,512,112)				4

		300000		利息及び配当金の受取額(営)		8,878,248		8,532,778		(345,470)		8,878,248		8,532,778		8,532,778		8,532,778		8,532,778		7050				10551		1

		301000		利息の支払額(営)		(247,794,002)		(269,978,180)		(22,184,178)		(247,794,002)		(269,978,180)		(269,978,180)		(269,978,180)		(269,978,180)		7050				10552		1

		380000		法人税等の支払額		(868,012,374)		(960,683,677)		(92,671,303)		(868,012,374)		(960,683,677)		(960,683,677)		(960,683,677)		(960,683,677)		7050				10556		1				(868,012,374)		(960,683,677)		(92,671,303)

				営業活動によるキャッシュ・フロー		3,042,911,670		(2,546,641,191)		(5,589,552,861)		3,042,911,670		(2,546,641,191)		(2,546,641,191)		(2,546,641,191)		(2,546,641,191)				6								(198,633,277)		210,197,151		408,830,428

				Ⅱ  投資活動によるキャッシュ・フロー																				

		400000		定期預金の預入による支出				(619)		(619)				(619)		(619)		(619)		(619)		7100				10565		1

		410000		有形固定資産の取得による支出		(491,188,984)		(570,378,676)		(79,189,692)		(491,188,984)		(570,378,676)		(570,378,676)		(570,378,676)		(570,378,676)		7100				10571		1				(491,188,984)		(570,378,676)		(79,189,692)

		411000		有形固定資産の売却による収入		90,034,204		8,779,107		(81,255,097)		90,034,204		8,779,107		8,779,107		8,779,107		8,779,107		7100				10573		1

		415000		無形固定資産の取得による支出		(37,040,836)		(33,279,483)		3,761,353		(37,040,836)		(33,279,483)		(33,279,483)		(33,279,483)		(33,279,483)		7100				10574		1

		425000		連結範囲変更を伴う子会社株式の取得支出				(1,881,900,534)		(1,881,900,534)				(1,881,900,534)		(1,881,900,534)		(1,881,900,534)		(1,881,900,534)		7100				10578		1				0		(1,881,900,534)		(1,881,900,534)

		450000		貸付けによる支出				(18,000,000)		(18,000,000)				(18,000,000)		(18,000,000)		(18,000,000)		(18,000,000)		7100				10584		1

		451000		貸付金の回収による収入		1,157,295		39,955,926		38,798,631		1,157,295		39,955,926		39,955,926		39,955,926		39,955,926		7100				10585		1

		490000		敷金・保証金の差入		(6,527,000)		(6,752,040)		(225,040)		(6,527,000)		(6,752,040)		(6,752,040)		(6,752,040)		(6,752,040)		7100				10587		1

		491000		敷金・保証金の返還		2,145,431		166,000		(1,979,431)		2,145,431		166,000		166,000		166,000		166,000		7100				10588		1

		492000		差入保証金の差入による支出		(62,300,000)		(59,344,640)		2,955,360		(62,300,000)		(59,344,640)		(59,344,640)		(59,344,640)		(59,344,640)		7100				10589		1

		493000		差入保証金の回収による収入				60,000		60,000				60,000		60,000		60,000		60,000		7100				10590		1				(12,530,906)		(68,415,749)		(55,884,843)

				投資活動によるキャッシュ・フロー		(503,719,890)		(2,520,694,959)		(2,016,975,069)		(503,719,890)		(2,520,694,959)		(2,520,694,959)		(2,520,694,959)		(2,520,694,959)				9

				Ⅲ  財務活動によるキャッシュ・フロー																				

		502000		短期借入金の純増減額（△は減少）		(1,852,900,000)		2,689,150,637		4,542,050,637		(1,852,900,000)		2,689,150,637		2,689,150,637		2,689,150,637		2,689,150,637		7200				10595		1

		504000		ファイナンス・リース債務の返済による支出		(30,119,079)		(33,004,152)		(2,885,073)		(30,119,079)		(33,004,152)		(33,004,152)		(33,004,152)		(33,004,152)		7200				10596		1

		510000		長期借入れによる収入				3,650,000,000		3,650,000,000				3,650,000,000		3,650,000,000		3,650,000,000		3,650,000,000		7200				10597		1

		511000		長期借入金の返済による支出		(494,513,000)		(740,883,000)		(246,370,000)		(494,513,000)		(740,883,000)		(740,883,000)		(740,883,000)		(740,883,000)		7200				10598		1

		512000		社債の発行による収入		500,000,000		300,000,000		(200,000,000)		500,000,000		300,000,000		300,000,000		300,000,000		300,000,000		7200				10599		1

		513000		社債の償還による支出		(21,000,000)		(21,000,000)		0		(21,000,000)		(21,000,000)		(21,000,000)		(21,000,000)		(21,000,000)		7200				10600		1				(1,868,413,000)		5,877,267,637		7,745,680,637

		532000		新株予約権の行使による自己株式の処分による収入		7,300,000		77,672,000		70,372,000		7,300,000		77,672,000		77,672,000		77,672,000		77,672,000		7200				100033		1

		540000		配当金の支払		(460,176,382)		(519,435,355)		(59,258,973)		(460,176,382)		(519,435,355)		(519,435,355)		(519,435,355)		(519,435,355)		7200				10605		1				(460,176,382)		(519,435,355)		(59,258,973)

				財務活動によるキャッシュ・フロー		(2,351,408,461)		5,402,500,130		7,753,908,591		(2,351,408,461)		5,402,500,130		5,402,500,130		5,402,500,130		5,402,500,130				12								(22,819,079)		44,667,848		67,486,927

				Ⅴ現金及び現金同等物の増減額		187,783,319		335,163,980		147,380,661		187,783,319		335,163,980		335,163,980		335,163,980		335,163,980				15

				Ⅵ現金及び現金同等物の期首残高																				

		900000		現金及び現金同等物の期首残高		9,813,941,899		10,001,725,218		187,783,319		9,813,941,899		10,001,725,218		10,001,725,218		10,001,725,218		10,001,725,218		7500				10614		1

				Ⅶ現金及び現金同等物の期末残高																				

		910000		現金及び現金同等物の期末残高		10,001,725,218		10,336,889,198		335,163,980		10,001,725,218		10,336,889,198		10,336,889,198		10,336,889,198		10,336,889,198		7600				10617		1





シナリオ

				H29.3		H30.3		H31.3

		社長あいさつ シャチョウ		　グランディハウスの村田でございます。
　本日はご多忙の中、当社決算説明会にお集まりいただき、厚く御礼申しあげます。

　説明に入ります前に、平成２９年３月期は、売上面では９期連続の増収となった一方、
利益面では、当期純利益で２期連続の増益を　かろうじて確保できたものの、
営業減益をまねくこととなり、皆様のご期待に沿えぬ結果となりましたことに対しまして、
この場をおかりしてお詫び申し上げます。

　それでは、平成２９年３月期の決算概要と今後の取り組みについて、ご報告させていただきます。
		　グランディハウスの林でございます。
　本日はご多忙の中、当社決算説明会にお集まりいただき、厚く御礼申しあげます。

　さて私は、前社長の村田のあとを受け、本年４月１日付で代表取締役社長に就任いたしました。

　会長職に就任した村田とともに、新たな飛躍に向けた事業基盤の確立、拡大に、
全力を挙げて取り組んでまいる所存でございますので、
皆さまの一層のご指導・ご鞭撻を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。

　資料の説明に入ります前に、平成３０年３月期は、厳しい環境変化の中で、増収・増益は、かろうじて確保したものの、期初計画の下方修正をまねくこととなり、皆様のご期待に沿えぬ結果となったことを、この場をお借りしてお詫び申し上げます。

　それでは、当期の決算概要と今後の取り組みについて、ご報告させていただきます。
		　グランディハウスの林でございます。

　本日はご多忙の中、当社決算説明会にお集まりいただき、厚く御礼申しあげます。

　それでは、当期の決算概要と今後の取り組みについて、ご報告させていただきます。 



		決算概要
当期業績の概要
・売上高の増減概要
・営業利益、経常利益の増減概要
・当期純利益の増減概要
 ケッサン ガイヨウ トウキ ギョウセキ ガイヨウ ウリアゲ ダカ ゾウゲン ガイヨウ エイギョウ リエキ ケイジョウ リエキ ゾウゲン ガイヨウ トウキ ジュンリエキ ゾウゲン ガイヨウ		　最初に、２ページの「決算の概要」で、ございます。

　当期における戸建住宅の需要は、平成２９年１０月に予定されていた、消費税１０％への増税が再延期されたことで、駆け込み需要による大幅な変動は避けられることとなりましたが、低金利の長期化に伴うインパクトの減少や、消費税増税の延期で、検討期間が長くなるなど慎重さが見られようになりました。
　また、駆け込み需要を見越して、増やした在庫を消化する動きがでるなど、第３四半期末から第４四半期にかけて、受注環境が厳しさを増すこととなりました。
　当社におきましては、一部エリアで、商品在庫の偏在が生じたことで、一時的な受注の停滞を招いたことなどで、業績予想の数値は、未達となりました。
　
以上の結果、当期の売上高は、４３９億 ６千万円、当期純利益は、１７億 ４千万円
となりました。
		　最初に、２ページの「決算の概要」で、ございます。

　平成３０年３月期は、「コア事業の強化」と「ストックビジネス強化」の方針の下で、
計画の達成に向けて取り組んでまいりましたが、
　売上高は、　　４４７億 ２千万円、
　当期純利益は、　１８億 ２千万円　と過去最高となったものの、
営業利益、経常利益は減益となり、また、期初計画の達成には至りませんでした。

　セグメント別では、主力の新築住宅販売において、群馬県 や 重点エリアと位置づけた千葉県柏エリア で伸び悩む結果となり、中古住宅は前年並みとなりました。

　以上の結果、当期は、中期経営計画　最終年度でもありましたが、未達となりました。
新中期経営計画のもとで、早期に　挽回を図ってまいる所存で、ございます。
 		最初に、２ページの「決算の概要」で、ございます。

　当社グループの当期の売上高は、４４４億 ５千万円で　前期比 ０.６％ の減収となりました。
　若干の減収になったものの、主力の新築住宅の販売棟数は、栃木県および群馬県で前期を上回り、グループとしては　１，３５５棟　と過去最高となっております。
　一方、期初計画比では、栃木県で計画を達成したものの、事業拡大を見込んだ茨城、群馬、千葉の各県の販売が伸びず、期初計画を達成するには至りませんでした。

　また、利益面では、前々期・前期と「営業利益」「経常利益」の減益が続いたことに対して
原価低減をはじめとした利益回復に向けた取組みを強化してまいりましたが、この結果、当期は「経常利益」で　３２億 ８千万円 と　前期比 １７.６％　の増益となりました。

　これにより、特損計上で減益予想としていた「当期純利益」についても　２０億 ６千万円
と増益　を確保し、経常利益とともに過去最高益を更新することができました。 



		決算概要
・売上高の増減分析
・経常利益の増減分析
 ケッサン ガイヨウ ウリアゲ ダカ ゾウゲン ブンセキ ケイジョウ リエキ ゾウゲン ブンセキ		次の３ページでは、この結果を、売上高と経常利益の変動要因で、概観いたします。

　左側の図は、売上高の変動要因をセグメント別にみたものでございます。
　
売上高は、不動産販売および建築材料販売が伸びたことで、２２億 ５千万円の増収と
なりましたが、公表値は未達となりました。
　この要因としては、一つには茨城県水戸エリアでの販売不振ですが、これについては、
後ほどご説明いたしますが、営業エリアの再編などの強化策を実施しております。
　二つ目は、群馬県の高崎・前橋エリアにおいて、一時的に在庫が薄くなったことで、販売機会を逸したことでありますが、これについても対策を打っております。

　右側の図は経常利益の変動要因でございますが、経常利益は、５千万円の減益となりました。
　減益となった要因は、事業拡大に向けての人員増等により販売費・管理費が増加する中で、売上は伸びたものの計画に届かず　獲得利益が伸びなかったことと、厳しい事業環境の中で、粗利益（あらりえき）が低下したこと、でございます。 
		　次の３ページでは、売上高　と　経常利益　の変動要因を分析しております。

　まず、左上の図は、売上高の変動をセグメント別に示したものです。

　売上高は、前期比で　７億 ６千万円　増加しておりますが、内訳は、不動産販売事業で　８億 １千万円　増加したことが主な要因です。
　新築住宅の販売棟数は、若干の減少となりましたが、宅地分譲があったことで、増収となっております。

　続いて、左下の図は、経常利益の変動を要因別に示したものです。

　経常利益は、前期比で　９百万円　の減少となりましたが、内訳は、売上高が増収となったことで、１億 ３千万円　の増益要因がありましたが、粗利益の低下と販管費の増加があったことで、全体として、若干の減益となりました。
 		　次の３ページは、売上高　と　経常利益　の変動要因について、でございます。

　左上のグラフは、売上高の変動を　セグメント別にみたものでございます。
　売上高は、「不動産販売」の減収が影響し　２億 ７千万円　のマイナスとなりました。
　これは、新築住宅・中古住宅とも販売棟数はいずれも前期を上回りましたが、前期においては、非定型の取引である　事業者向けの土地販売 ４億６千万円　の計上があり、このことが当期減収の要因となりました。

　なお、右下のグラフに示しますように、当期は新築住宅の「受注棟数」も、前期比　４９棟増の　１，３８９棟　と増加し、過去最高となりました。

　次に、左下のグラフは、「経常利益」の変動要因でございますが、経常利益は、前期比で ４億 ９千万円の増益　となりました。
　これは、売上高の減少がマイナスに作用した一方で、前期から推進してまいりました
原価低減の効果等によって粗利益が改善したこと、広告宣伝費などの販管費が減少したことが、主な要因でございます。 



		決算概要（販管費～特損益）
・主な費目の増減説明
・
⇒利益率には触れていない
 ケッサン ガイヨウ ハンカンヒ トク ソンエキ オモ ヒモク ゾウゲン セツメイ リエキ リツ フ		　次に、４ページの、「販売・管理費」、「営業外損益」、「特別損益」で、ございます。
　販売・管理費は、前期と比較して人件費や、広告宣伝費が増えたことで、３億 ５千万円の
増加となりました。

　営業外収益は、業容の拡大に伴って、手数料収入が増えております。
　営業外費用は、有利子負債が増えたことで支払利息等が増加いたしました。

　特別損益では、収益環境が悪化したコイン・パーキング１カ所と、
栃木県小山市の事業拠点である県南支社の新社屋への移転に伴って遊休化した、旧社屋と土地の減損処理を行っております。

　この結果、当期純利益は、前期と比べ １千万円の微増に止まりました。


		　次の４ページは、「販売・管理費」、「営業外損益」、「特別損益」で、ございます。

　販売・管理費は、前期と比較して　１億 ２千万円　増加しておりますが、
そのうち、広告宣伝費は、
首都圏の顧客層に対してブランドの浸透を図るため、関東全域でのテレビＣＭを行ったことなどで、増加しております。
　同様に、租税公課が増加しておりますが、これは前期において事業拡大に向けた
土地在庫の積み増しを行った結果、固定資産税の負担が増えたことが要因で、ございます。

　営業外損益については、大きな変動はありませんでした。

　特別損益では、事業用不動産の２物件を、減損処理いたしましたが、前期と比較して大幅な減少となりました。

　この結果、当期純利益は増益となりました。
 		　次の４ページは、「販売・管理費」、「営業外損益」、「特別損益」で、ございます。

　「販売・管理費」は、前期比で ４千万円　の減少となりました。

　内訳では、「人件費」が、採用難で増員が進まない状況下で役職員の構成の変化等もあって、減少しました。
また、「広告宣伝費」が、前期に計上した関東全域でのテレビＣＭの放映が無かったことで、
大きく減少しました。
一方、「求人採用費」は、幹部人材の採用や新卒の採用活動の強化により、増加しました。

　営業外収益は、前期の中古物件の火災保険金収入がなくなったことなどで減少し、
営業外費用は、支払利息が、販売用不動産が前期比で減少したことに伴う借入金の減少や借入金利率の低減に取り組んだことで、減少しております。

　特別損益は、創業者の役員退任に伴う「特別功労金」を損失に計上しております。 



				次に、５ページの　連結貸借対照表の「資産の部」について、でございます。
　
　左側の資産の部ですが、資産合計は、主に「販売用不動産」が増加したことで、
前期末と比較して、６１億 ３千万円増加して、４５６億 ８千万円となりました。
　販売用不動産のうち、新築住宅関連の在庫が大きく増加しておりますが、
一昨年あたりから、販売期間が１年以上となる大型物件の取得が増加してきていることが要因で
ございます。

　右側、負債の部では、販売用不動産の在庫が増加したことで、短期有利子負債が増加し、
また栃木県小山市において、県南支社を新築したことで、長期有利子負債が増加することと
なりました。

　純資産の部は、前期末と比較して、
１４億 ９千万円増加して、１８１億 ２千万円となり、
ＲＯＥは、１０.１％、　自己資本比率は、３９.２％となりました。

		　次に、５ページの　貸借対照表　及びキャッシュ・フローについて、でございます。

　資産は、前期と比べ　１５億 ９千万円　増加して　４７２億 ８千万円　となりました。
　流動資産は、主に現金預金と販売用不動産が増加したことで、
前期と比べ１３億３千万円増加しました。

　負債は、前期と比べ　１億 ６千万円増加して　２７７億 ２千万円　となりました。
　短期有利子負債が減少し、長期有利子負債が増加しておりますが、これは、運転資金の一部を、短期借入金から社債に切り替えたことによるものです。

　これらの結果、純資産は前期と比べ　１４億 ３千万円　増加して　１９５億 ５千万円　と
なりました。

　キャッシュ・フローの変動要因については、下の図に示すとおりとなっております。

　決算概要のご説明は、以上とさせていただきまして、
続いて、平成３１年３月期の業績見通しと取り組みについて、ご説明させていただきます。
 		次に、５ページの　貸借対照表　及び　キャッシュ・フローについて、でございます。

　まず、貸借対照表は、資産の部においては、大型分譲地の販売が進んだことで販売用不動産が
減少したことなどにより、資産合計は、４億 １千万円　減少して、４６８億 ６千万円　
となりました。

　負債の部では、販売用不動産の減少に伴って有利子負債が減少したことなどにより、
負債合計で、１９億 ８千万円　減少して、２５７億 ４千万円　となりました。

　純資産の部は、前期末と比較して、１５億 ６千万円増加して、２１１億 ２千万円となりました。

　キャッシュ・フローについては、
営業キャッシュ・フローが 　３０億 ４千万円　のプラス、
投資キャッシュ・フローは 　　５億 　　　円　のマイナス、
財務キャッシュ・フローは 　２３億 ５千万円　のマイナス
となりました。
　この結果、現金等の期末残高は、前期末と比較して、１億 ８千万円　増加して、１００億円
となりました。

　決算概要のご説明は以上とさせていただき、ここからは業績見通しと取り組みについてご説明
させていただきます。 


				　続きまして、６ページの「キャッシュ・フロー計算書」で、ございます。

　営業活動によるキャッシュ・フローは、主にたな卸資産が増加したことで、
２８億 ８千万円のマイナス、

　投資活動によるキャッシュ・フローは、県南支社の新社屋建設などで有形固定資産が増え、
５億 ６千万円のマイナス、

　財務活動によるキャッシュ・フローは、主にたな卸資産が増えたことで、短期借入金が増加し、４１億 ４千万円のプラスとなり、

この結果、現金等の期末残高は、前期末と比較して、６億 ９千万円増加して、
８４億 ７千万円となりました。

　以上で、平成２９年３月期の決算概要のご報告を終わり、
次ページからは「業績見通しと取り組み」について、ご説明させていただきます。



		６ページ　裏
 

　今期の取組のご説明の前に、５月７日に公表いたしました第二次中期経営計画について
その概要をご説明させていただきます。

　前中期経営計画については、さきほど 最終年度である前期の業績 についてご説明いたしました
通り、経営目標を達成できずに終わる結果となりました。
　最大の要因は、シェア開拓の余地が大きく成長が期待された 群馬・千葉 の各県で、
人材の確保や体制の強化が十分と言えなかったことなどにより、計画通り販売を拡大することが
できなかったことです。
　改めてこれらの各県での販売を回復させ、再び成長軌道に回復させることが、
当計画期間における第一の課題であると考えております。

　また、事業環境といたしましては、団塊ジュニア世代も既に４０代半ばを超え、
その下の世代を住宅の第一次取得者層とみた場合、その人口は当社営業エリアで
年２％の割合で減少していく見込みであり、
既に展開しているエリアにおいてシェアを向上していく とともに、
営業エリアの拡大を加速していくことが、生き残りに必須の条件となってまいります。
 		（６ページ　業績見通しと取り組み　表紙）
 
　７ページは、今期の業績見通しで　ございます。
　
　今期におきましては、連結ベースで
　　　売上高　　　４８５億円
　　　営業利益　　　３２億円
　　　経常利益　　　３４億円
　　　当期純利益　　２２億円
を計画しております。
　
　売上高については、前期において期初計画を下回り　減収に終わったことをふまえ、
前期の期初計画　４８０億円に　５億円　を上積みした水準を目指してまいります。

　一方、利益面については、売上高の増加額に比して低い伸びとしておりますが、
これは、現有在庫の状況や　消費税増税を控えた市場環境に加え、
売上目標の達成と　埼玉エリアを含めた今後の事業拡大　に向けて、
先行投資を含めた　相当の人材投資　や　広告宣伝の強化　が
必要となることによるものです。

　今期の 販売目標棟数 といたしましては、
　　　新築住宅は、前期比 １２５棟増の　１,４８０棟
　　　中古住宅は、前期比 　１９棟増の　　 １７０棟
を計画しております。 



				７ページ　裏

　８ページは、今期の業績見通しで　ございます。
　今期におきましては、連結ベースで
　　　売上高　　　４８０億円
　　　営業利益　　　３２億円
　　　経常利益　　　３３億円
　　　当期純利益　　２１億円
を計画しております。
前期の営業減益という結果をふまえまして、利益の回復を最優先課題として取り組み、
改めて、増収増益の継続を目指してまいります。
また、販売棟数の計画といたしましては、
　　　新築住宅は、前期比 １０４棟増の　１,４５０棟
　　　中古住宅は、前期比 ３４棟増の　　　 １７０棟
の計画としております。
　セグメント別の計画、および「不動産販売」セグメントの売上内訳につきましては、
左下の表に示しますとおりでございます。 
　次のページでは、ただ今 ご説明いたしました業績見通しに基づき、今期を最終年度とする
「中期経営計画」の経営目標値を修正させていただくことになりましたので、ご報告いたします。

		　次の８ページは、第二次 中期経営計画 の概要です。

　最終年度である 平成３３年３月期 の経営目標値は、
　　　売上高　　　　　５５０億円
　　　営業利益　　　　　３３億５千万円
　　　経常利益　　　　　３５億円
　　　当期純利益　　　　２２億９千万円
と　しております。

　大きなビジネスモデルの転換は行なっておらず、基本方針、事業戦略とも、前計画から
大きな変更はございませんが、　エリア戦略については、
　　栃木県 のほか 茨城県・群馬県 については、概ね主要商圏に拠点を展開したこと、
　　また、千葉県 については、柏エリアを成長軌道に回復させることが優先課題であることから、
当計画においては「シェア向上エリア」と位置づけて、早期の挽回に取り組みます。
　また、営業エリアの拡大については、
新たに 埼玉県 をターゲットとして、拡大を図ってまいります。

　以上の中期経営計画をふまえ、以下、今期の取組についてご説明させていただきます。 
		　８ページは、「中期経営計画の概要と進捗」でございます。

　ページ左側には、以上ご説明いたしました　前期実績と今期計画に、第二次中期経営計画の
最終年度となる来期の経営目標を加えたグラフを示してございます。

　売上高につきましては、前期において年度計画を達成できず若干の減収に終わったことで、
中計の経営目標の達成に向けては相当の努力を要すると認識しておりますが、
今期の計画を確実に達成して増収の基盤を固めた上で、茨城県南部から千葉県柏エリアを継続的に成長させ、新規エリアとなる埼玉県での販売を拡大させることにより、達成を果たしてまいる所存です。

　一方、経常利益につきましては、前期に期初計画を上まわる増益を達成したことで目標に一歩　近づいておりますが、将来的な成長に備えた人材投資などを考慮しますと　楽観できるものでは　なく、気を引き締めて利益改善に取り組んでまいります。

　第二次中期経営計画の基本方針・戦略の要点につきまして、ページ右側に記載してございますので、ご参照下さい。 



				　平成２７年１１月に公表いたしました「中期経営計画」におきまして、
最終年度である平成３０年３月期の経営目標値は、
　　　売上高　　　　４８０億円
　　　当期純利益　　　２３億円
としておりましたが、
市場環境や今期の販売体制等を総合的に勘案した結果である今期の業績見通しに従い、
　　　売上高は　　　当初目標通りの　　　　　４８０億円
　　　当期純利益は　当初目標より２億円減の　　２１億円
と、利益面において下方修正させていただきました。

　中期経営計画の基本方針と戦略等につきましては基本的な変更はございませんが、
利益の確保に向けた取組を一層強化し、修正後計画の必達に向けて総力を挙げて取り組んでまいる所存でございます。

　次のページからは、各事業の今期の取り組みについてご説明いたします。
　
		　９ページは、今期の業績見通しで　ございます。
　今期におきましては、連結ベースで
　　　売上高　　　４８０億円
　　　営業利益　　　２９億円
　　　経常利益　　　３０億円
　　　当期純利益　　１６億 ８千万円
を計画しております。
　売上高については、前中期経営計画で未達成に終わった当初の目標を、今期で挽回することを
目指しております。一方、利益目標については、市場環境や現有在庫の状況を勘案して、
同計画をやや下回る水準に設定させていただいております。
　また、特別損失の発生が見込まれるため 当期純利益 は、前期を下回る見込となっております。
　今期の 販売棟数 といたしましては、
　　　新築住宅は、前期比 ９９棟増の　１,４４０棟
　　　中古住宅は、前期比 ２２棟増の　　 １６０棟
を計画しております。
　セグメント別の計画、および「不動産販売」セグメントの売上内訳につきましては、左下の表に示しますとおりでございます。
　以下、各事業の今期の取り組みのご説明となりますが、新築住宅の販売 部分に関しましては、
常務取締役　営業本部長　の　石川　より　ご説明申し上げます。 
　常務取締役　営業本部長　の　石川　でございます。
　以下、不動産販売セグメントの取り組みのご説明となりますが、新築住宅の販売面の取り組みについて、私の方からご説明させていただきます。
		　９ページは、新築住宅の「事業の環境」でございます。

　昨年度の　住宅着工数は、前年度比で　０.７％増の　９５万３千戸　となりました。
　内訳としては、貸家が減少している一方、その他の持家、分譲戸建、分譲マンションが増加し、
分譲戸建では消費税増税を見越した動きも出ているとの分析もございます。
　今年度の見通しにつきましては、大手住宅会社による予想の平均では　９２万５千戸　と、
前年度比で減少する予測となっております。

　また、右側のグラフは、住宅ローン金利の指標となる、住宅金融支援機構の「フラット３５」の金利の推移　を示しております。
　「フラット３５」の金利は、昨年末にかけて見られた上昇の動きも反転下落し、
過去最低と言える水準内で推移しております。家賃なみの返済で住宅の取得が可能となっており、
取得環境としては良好な状態が続いております。 



				まず、はじめに不動産販売セグメントについてご説明いたします。
　１０ページは、新築住宅の「事業環境」でございます。

　昨年度の住宅着工数は、前年度に比べ　５.８％増の　９７万 ４千戸となりました。
　これは主に貸家が増加したことによるものですが、戸建分譲住宅についても堅調に推移しました。
今期の住宅着工の見通しにつきましては、持家と分譲住宅は前年度並みと見込まれる一方、
貸家は大幅に減少すると予想されており、大手シンクタンクによる予想の平均では、住宅着工数は　９２万戸となっております。
　当社におきましても、足元の状況等から同様な判断をしております。

　右側には、住宅税制などの住宅取得支援策の状況を記載しております。
　今期は　「住宅ローン減税」　｢すまい給付金制度｣　｢贈与税の非課税枠｣　とも
大きな変更なく継続しており、住宅取得環境としては、良好な状態が続いております。 
　
次の　１１ページは、住宅ローン金利の状況です。

		　１０ページは、新築住宅の「事業環境」でございます。

　昨年度の住宅着工数は、前年度に比べ　２.８％減　の　９４万６千戸　となりました。
　これは主に持家・貸家が減少したことによるものですが、戸建分譲住宅については底堅く
推移しております。
　今期の住宅着工の見通しにつきましては、昨年度並みと予想されており、
大手シンクタンクによる予想の平均では、住宅着工数は　９４万９千戸　となっております。
　当社におきましても、足元の状況等から同様な判断をしておりますが、
来年１０月 に予定される 消費税増税 の駆込み需要 の発生時期や規模によっては、
実需と市中在庫との間に乖離が生じるおそれもございます。

　右側には、住宅税制などの住宅取得支援策の状況を記載しております。
　今期は　「住宅ローン減税」　｢すまい給付金制度｣　｢贈与税の非課税枠｣　とも大きな変更なく継続しており、住宅取得環境としては、良好な状態が続いております。
 		　次の　１０ページは、住宅税制その他の住宅取得支援策　について　でございます。

　住宅取得に関しましては　「住宅ローン減税」「贈与税の非課税枠」「すまい給付金制度」
といった支援策が用意されていますが、これらについては消費税増税後、それぞれ右側に
示します通り、拡充が予定されております。
　また、これらに加えて、一定の基準を満たした住宅については、
新たに「次世代住宅ポイント制度」が設けられる予定です。

　このように、増税に合わせて充実した住宅取得支援策が予定されており、年収や借入額等
によりますが、増税後に購入した方が有利との試算も少なからず出されていることから、
現段階では住宅取得環境への増税による影響は中立的と判断しております。

　一方で、増税を控えて事業者間の競争は厳しさを増すものと思われ、
また、駆け込み需要期待で過剰在庫を抱えた事業者のダンピングなどが懸念されるところであり、
市況を注視してまいります。 



				次の　１１ページは、住宅ローン金利の状況です。

　左側のグラフは、住宅ローン金利の指標となる、住宅金融支援機構の「フラット３５」の金利の推移を示しております。
　平成２８年２月のマイナス金利導入以降、「フラット３５」の金利は、足下で上昇の動きも
見られるものの、過去最低圏内で推移しております。
　アパート賃料ほどで月々のローン返済が可能な水準にあるということで、金利の面からも、
住宅取得には好環境が継続しているところでございます。

　住宅販売に関する指標等については以上のとおりでありますが、これらを市場の環境として
見ますと、顧客サイドにおいて、良好な住宅取得環境が長期間継続してきた結果、
これら各種制度等が住宅購入の動機に与えるインパクトが減少している一方で、
事業者サイドにおいては、良好な取得環境への期待に加え、駆け込み需要を見込んだ土地在庫処分の動きもあって、堅調な着工が続いているという側面があります。

このような両者の動きのミスマッチから、市中在庫が増加する傾向がみられ、事業者の競合は
激しさを増している状況にあります。

　右側には、北関東の経済に関連する数値を参考までに掲載しておりますのでご参照ください。
 

		　次の　１１ページは、住宅ローン金利の状況です。

　左側のグラフは、住宅ローン金利の指標となる、住宅金融支援機構の「フラット３５」の
金利の推移を示しております。

　平成２８年２月のマイナス金利導入以降、「フラット３５」の金利は、
昨年 秋 に上昇の動きも見られたものの、過去最低と言える水準内で推移しております。

　アパート賃料ほどで月々のローン返済が可能な水準にあるということで、
金利の面からも、住宅取得には好環境が継続しているところでございます。

　このように、取得環境としては良好な状態でありますが、戸建分譲住宅に関しては、
実需に先行する指標となる着工数も堅調に推移しており、
事業者間の競合は厳しさを増している状況にあります。

　右側には、北関東の経済に関連する数値を 参考までに掲載しておりますので、ご参照ください。
 		　１１ページからは、新築住宅の取り組みについてでございます。
　先ほどご説明いたしましたとおり、今期の新築住宅の
　　　販売棟数は、　１２５棟増　　の　１，４８０棟　を見込んでおり、
　　　売上高は、　　　３５億円増　の　　　４０７億円
を計画しております。

　当社の営業エリアは、栃木県を中心に、茨城、群馬　の北関東３県　及び　千葉県柏エリア、
今期から販売活動を開始した埼玉県、でございますが、今期のエリア別の販売計画は、
左側　中ほどの表に示すとおりです。
　エリア別では、前期に　前々期比で棟数を伸ばした　栃木県・群馬県　については
伸びを保守的にみる一方、前期計画との乖離が大きかった　茨城県・千葉県　については、
改めて前期計画数ないしその基礎固めを行なう水準まで回復させることを目標としております。

　受注棟数は、前期の第２四半期以降、年換算で概ね　１,４００棟　の水準で推移しており、
前期計画未達となった茨城・群馬・千葉の各県の建て直しと埼玉県での販売が寄与してくることで
十分に達成可能な水準であると考えており、
引き続き、「営業エリアの拡大」と「シェアの向上」を重点方針として取り組んでまいります。 


				１２ページからは、「新築住宅の取り組み」についてでございます。

先ほどご説明しましたとおり、
今期の新築住宅の販売棟数は、　１０４棟増の　１,４５０棟
売上高は、　３１億円増の　   ４０１億円　を計画しております。

今期におきましては、引き続き、営業エリアの拡大とシェアの向上を重点方針として取組むほか、苦戦を強いられた前期における課題への対応に、全社一丸となって取組んでまいります。
販売計画のエリア別の内訳は、右の図に記載のとおりでございます。
　当社の営業エリアは、栃木県を中心に、茨城、群馬の北関東３県　と　千葉県の柏エリア
でございます。
販売計画の棟数におきましては、当社が管掌する栃木県が全体の約半数を占めておりますが、
事業拡大の重点エリアとして注力している茨城県南部から千葉県柏エリアを中心に、販売の拡大を図る計画としております。
		　１２ページからは、新築住宅の「取り組み」についてでございます。

　先ほどもご説明いたしましたとおり、今期の新築住宅の
　　　販売棟数は、　９９ 棟 増の　１,４４０ 棟
　　　売上高は、　　２５ 億円 増の　 ４０３ 億円
を計画しております。

　当社の営業エリアは、栃木県を中心に、茨城、群馬 の北関東３県 と 千葉県の柏エリアと
なっており、販売計画のエリア別の内訳は、右の図に記載のとおりでございます。

　今期は、「シェアの向上」として、特に、前期に計画との乖離が大きく生じた　
群馬県 及び 千葉県柏エリア における販売の回復に、改めて 体制を整えて取り組みます。

　また、「営業エリアの拡大」においては、今期の業績には織り込んでおりませんが、
埼玉県への早期進出に向けて取り組んでまいります。
 		　次の１２ページは、「営業エリアの拡大」についてでございます。

　今期最大のテーマが、埼玉県への進出となります。

　当社は、さいたま市を起点として事業を展開してまいりますが、その市場については、
さいたま市だけで北関東の各県と同等以上の市場規模となっております。
競合が激しい市場でございますがビルダーのシェアが高く、
当社が食い込んでいくことが十分に可能な市場であると考えております。

　これまで、平成３０年４月に開設準備室を設置し、同年１１月には用地仕入拠点として
「さいたま支店」を開設して、さいたま市を中心に用地仕入れを進めてまいりましたが、
当面の目標数の仕入が進んだことで、本年４月に正式に営業部門を組織し、
「埼玉支社」として営業を開始いたしました。

　販売物件は、６月末以降　順次完成してまいりますが、業績への寄与が本格化してくるのは
下期からとなる見通しです。
　今期は、販売棟数で　５０棟　を見込んでおりますが、
販売の早期立ち上げと当社ブランドの同県市場への浸透に、全力を挙げて取り組んでまいります。 


				次の１３ページでは、「営業エリアの拡大」に対する取り組みについてご説明いたします。

当社が重点エリアと位置づけております、「茨城県南部から千葉県柏エリア」は、常磐線沿線　からつくばエクスプレス沿線にかけての、東京通勤圏として発展中の人気エリアでございます。
右下のグラフのとおり、営業エリア拡大の重点エリアと位置付けて以来、当エリアを面的に
カバーする販売体制の強化に取り組み、販売棟数を順調に伸ばしてまいりました。

茨城県南部エリアにおいては、前期から、当社過去最大の ２１１区画の戦略プロジェクトである「よつばの杜」の販売を開始いたしました。前期の完成数は３月完成の １０棟にとどまりましたが、今期からは販売を本格化し、業績にもフルに寄与してまいります。
　販売棟数は、昨年１１月に新設したつくば支店を中心に、月 ５棟、年間 ６０棟　を計画して
おります。来年４月には、徒歩４分の場所に公立の小中一貫校が開校予定であり、教育環境の訴求を強化し、販売促進を図るとともに、関東全域のテレビＣＭで当社ブランドの浸透を図る予定です。

また、千葉県柏エリアでは、数十区画規模の中・大型物件を順次投入する予定であり、これまで不足気味であった商品の在庫数についても、販売に最適と考えております約２ヶ月分の水準を
常時確保できる見通しとなりましたので、販売を加速してまいりたいと考えております。 
		　次の１３ページは、「シェアの向上」に向けた取り組みでございます。

　当社は、ハウスメーカーを除いたビルダー部門の着工棟数ランキングで、北関東 の １位、
栃木県 の １位をはじめ、各営業エリアでトップ１０内にランクインしております。
　右上のグラフに、営業エリアの各県における当社拠点のカバー率とシェアの状況を着工ベースで示しております。　茨城県南部の拠点展開をここ数年で進めた結果、各県とも、拠点のカバー率は概ね ８割に達しており、シェア拡大の余地の大きいエリアを中心に、販売棟数の拡大に向けた　エリア深耕に取り組んでまいります。
　また、前期の目標未達の要因は、群馬県・千葉県などの事業の急拡大を目指したエリアにおいて、人材・組織体制面の強化 が不足していたこと と考えております。

　このため、取組といたしましては、中・長期的な不変の課題ともなりますが、
「人材の確保と育成」と「組織・体制の強化」を、改めて 強力に進めてまいります。
　また、戦略プロジェクトの推進といたしまして、
販売２年目となる 茨城県つくば市の「よつばの杜」に加えて、
栃木県上三川町の「グランビートパーク上三川」の販売促進に取り組みます。
　各プロジェクトの概要は、右下の表に示しますが、「グランビートパーク上三川」の出足の
受注は好調に推移しております。
 		　次の１３ページは、「シェアの向上」に向けた取り組みでございます。

　取組の第一は「子会社の組織・体制の強化」です。
　前期は、栃木県で期初の計画を達成した一方、子会社が管轄する茨城・群馬・千葉の各県に
おいては計画未達に終わりました。計画未達に終わった各県は、当社がシェアを拡大していく余地が大きいエリアでもあり、その建て直しが急務となります。
　このため、この４月で、組織の活性化を目的に、子会社の社長交代を含む役員体制の見直しを
実施しました。事業拡大に向けた人材の確保と育成についても、対応を進めているところでございます。
　次に、戦略的大型分譲地の早期完売です。
　茨城県つくば市の「よつばの杜」は、販売が後半に入り、街並みと立地の良さが再認識され販売が好調に進んでおり、このペースを維持して今期中の完売を目指します。また栃木県上三川町の「グランビートパーク上三川」についても概ね計画通り進捗しておりますが、さらに販売促進に
取り組み、早期完売を目指してまいります。

　また、ますます重要性を増しているネット戦略についても、前期にリニューアルした
ホームページの新機能を活用したアクセス解析と対策を強化するなど、反響数の向上に
取り組んでまいります。

　続きまして次の１４ページからは、新築住宅の生産・商品面の取り組みでございますが、
この部分につきましては、当社　専務取締役　開発本部長の　佐山　より、
ご説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。 
　専務取締役　開発本部長を務めております　佐山　でございます。


				続きまして、次の１４ページは「シェアの向上」に向けた取り組みでございます。
ハウスメーカーを除いたビルダー部門において当社の着工棟数ランキングは、北関東の１位、
栃木県の１位をはじめ、各営業エリアでベスト１０に入っております。
今期の取り組みのひとつは「営業体制の再編」でございます。
前期、茨城県水戸エリア、栃木県県北エリアにおいて、計画通りの受注を確保できなかったことを踏まえ、県域を越えた営業体制の再編を、４月１日付で実施いたしました。
まず、茨城グランディハウス古河支店を、当社県南支社へ移管いたしました。この移管によって、茨城グランディハウスは、重点エリアである茨城県南部と本社のある水戸エリアに集中してエリア深耕に取り組める体制とし、当社県南支社は、栃木県小山エリアとこれに隣接する茨城県西部全体を広域商圏とした事業戦略を　より円滑に展開できる体制といたしました。
当社県南支社につきましては、３月に小山市内の２つの拠点のほか建築部門分室を統合し、　　同市内の商業集積エリアに建設した新社屋での営業をスタートさせております。古河支店の移管とあわせ、さらなる体制強化と効率化を進めてまいります。
　再編の２点目として、当社さくら支店の管掌を、県北支社から本社へ移管いたしました。
この移管は、先ほどの移管と同様、県北支社においては、矢板市以北に集中しエリア深耕を図り、本社においては、宇都宮通勤圏でもあるさくら支店を管掌することにより、宇都宮広域商圏としての相乗効果を狙うものであります。
		　次の１４ページは、「営業エリアの拡大」について　でございます。

　営業エリアの拡大につきましては、中期経営計画に関しご説明いたしました通り、
新たに埼玉県への進出を計画しております。
　なお、埼玉県については、当社 上場以前の建築条件付の土地分譲をメインとしていた時代に、
数年間大宮に出店していた時期がございますが、建売住宅販売に事業転換してからは初めての進出
となります。
　業績への寄与は来期以降を予定しておりますが、早ければ今期中の出店に向けて、既に
開設準備室を設置して、具体的検討を進めております。

　埼玉県の市場規模を 分譲戸建住宅 の着工戸数でみますと、右上の表に示します通り、
約１万５千戸となっており、栃木県の６倍の大規模な市場となっております。
　また、市場の特徴としては、鉄道沿線型の商圏を形成し、住宅の仕様も、北関東の仕様に近い
北部エリアから、狭小面積の物件がメインとなる南部エリアまで幅広いこと、が挙げられます。

　さらに、ビルダーのシェアが高く、競合の厳しいエリアとなっておりますので、
埼玉県の特性にマッチし、かつ、これまで培ってきた当社の強みも活かせる ビジネスモデルを
進出から展開のパターンを含めて決定し、早期進出を目指してまいります。

　以上で、私からのご説明は終了させていただき、次の新築住宅の生産・商品面の取り組みから、
改めて、林 の方からご説明申し上げます。ご清聴、まことにありがとうございました。 


				次の１５ページに移りまして、
「シェアの向上」に関しましては、引き続き、営業力の強化と情報発信の強化に取り組み、
自己開拓営業および反響営業の両面から顧客獲得促進につなげてまいります。

続いて（３）は、前期の課題への対応でございます。
前期下半期に、受注の停滞を招く結果となった拠点間の在庫偏在については、現時点で解消済みでございます。一部に下半期の在庫が薄いエリアがありますが、現在、全力を挙げて対策中でございます。また、拠点間バランスや受注状況に即応できるよう生産体制強化を図ってまいります。

次に、前期、期末にかけての相当の追い込みが必要となったことによる「利益率の低下」に対しましては、期中を通じて利益の早期上積みが必要となってまいりますので、今期期初から、記載の
粗利確保・増加施策に取り組んでおります。

また、茨城　水戸エリア・栃木　県北エリアの販売計画未達に対しましては、先ほどご説明
しました営業体制の再編により、他の拠点へ移管した後の営業エリアに集中してエリア深耕を行うことで受注の回復を目指すとともに、水戸エリアにおいては　ひたちなか市への新規出店を検討中でございます。

		　改めまして、次の１５ページからは、新築住宅の 宅地開発・建築の取り組みについて 
で ございます。

　宅地開発に関しては、土地確保の状況は、前期末の土地在庫で年間販売棟数の約 １.５年分となっており、今期分の土地は ほぼ確保済みで、若干の追加調整を残す程度となっております。
　宅地開発の課題と取組といたしましては、持続的な土地の供給を確保するため、各エリアを熟知した専任者の配置を進めております。また、埼玉県へのエリア拡大に向けた体制の構築においては、開設準備室を設置して、リサーチを進めております。

　また、建築体制については、年間１,５００棟の生産体制を構築しており、今期は１,４５０棟を建築する計画です。
　課題と取組ですが、エリア拡大に向けての体制構築については、既存エリアの業者を中心に技能職の確保を進めております。
　商品開発においては、当社の強みである「街並みづくり」を基本に、「デザイン性」「機能性」「省エネ性」「安全性」の４点を重点テーマとして、マーケティングを強化して商品力の一層の
向上を図ってまいります。また、技能職の高齢化対策としては、木工事の分業化による生産性の
向上に取り組んでおりますが、さらに適用を拡大してまいります。

　これらの取組を継続的に進め、平成３３年３月期までに、年間 ２,０００区画の開発体制と
年間１,８００棟の建築体制　を構築してまいります。
		　１４ページは、「宅地開発」と「建築」の取り組みについて で ございます。
　
宅地開発に関しては、土地確保の状況は、前期末の土地在庫は年間販売棟数の　１.７年分となっており、
前々期と比較して、　０．２年分増加しております。これは、埼玉県及び茨城県で大型物件の確保ができたことに
よるものです。
　今期販売分の仕入は、下期後半のエリアバランスの調整を残す程度で各エリアともほぼ完了しております。新規エリアとなる埼玉県での仕入についても、今期販売分の仕入は、大型分譲地の確保もでき、概ね順調に推移しておりますが、
若干のエリアの偏りがあるため、引き続き、エリア専任者のもとでバランスの取れた仕入に取り組んでまいります。
　宅地開発の課題といたしましては、事業エリアが拡大していく中、各エリア間で、また各エリア内でもバランスの
取れた分譲用地を安定供給することが一層重要となってまいりますので、各エリアの専任担当者の配置に必要な人員の
強化を図ってまいります。また、他社競合が厳しい首都圏での仕入では、スピーディーな対応が重要となりますので、
対応力の強化も図ってまいります。
　
次に、ページ右側の建築体制についてでございますが、
今期は、　年間１，５５０棟　の生産体制の構築を行い、　１，５００棟　を建築する計画です。
　課題と取組ですが、埼玉県及びエリア拡大による生産体制の構築については、既存エリアの業者を中心に
技能職の確保をしてまいります。
　また、商品開発においては、当社の強みである「街並みづくり」を基本に、「デザイン性」「機能性」「省エネ性」「安全性」の４点を重点テーマとして、マーケティングを強化して商品力の一層の向上を図ってまいりましたが、さらに、「オンリーワンの外観デザインとプランニング」にも注力してまいります。
　また、技能職の高齢化対策としては、木工時の分業化による生産性の向上に取り組んでおり、
適用を拡大してまいります。

　これらの取組を進め、第２次中期経営計画の最終年度である令和３年３月期には、
年間２，０００区画　の開発体制と、　年間１，８００棟　の建築体制　を構築してまいります。 


				続きまして次の１６ページからは、宅地開発と生産に関する取り組みでございますが、
この部分につきましては、当社　専務取締役　開発本部長　佐山　より、
ご説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

専務取締役　開発本部長を務めております　佐山　でございます。
はじめに、「宅地開発の取組み」について、ご説明させていただきます。
　まず、宅地の仕入環境ですが、市場にでてくる物件情報量が非常に少なくなっている状況にあります。
市場に出るものは入札になる物件が多く、他社においても仕入れが厳しい状況にあることから、ローコストビルダーからハウスメーカーまで入札に参加してくる状況となっており、分譲素地の価格は上昇傾向にあります。
このような仕入環境の中、市街地中心部での仕入が不十分であったことを含め、エリアバランスを
十分には確保できず拠点間の物件の偏りを生じさせたことが、前期後半に受注の停滞を招き、結果として利益を落とした要因の一つと考えております。
この様な中、今期の取組み方針といたしましては、引き続き、当社の特徴である「開発力」、ページ右上に示します「地域密着型収益フロー」を一層強化して、収益力のアップとエリアバランスの取れた安定的な土地の確保に取り組んでまいります。ページ右下に、前期の直接仕入れ状況を示しますが、直接仕入れ率は、グループ全体で３６％、栃木県内では５２％となっています。栃木県内での直接仕入れ率は上がっておりますが、栃木県外での直接仕入れ率が若干低下し、全体での直接仕入れ率が下がる結果となりました。改めて、栃木県外を中心に　直接仕入率の向上に向けた体制を強化することにより、市場の情報量に左右されずにエリアバランスの取れた　収益力の高い用地を安定的に確保してまいります。
次に、物件の偏りや市街地中心部での仕入不足への具体的対策としては、農地や遊休地の買収提案だけではなく、新たに、老朽化したアパートや集合住宅が建つ土地の買収強化に取り組んでおり、すでに今期の販売物件としても確保しつつあります。
　次に、収益力のアップの一環として、販売期間短縮に向けた工夫と企画力の向上を図ります。様々なお客様のニーズに合わせた区画の大きさと価格のバランスを取り入れ、安価なものからオーダー志向にも対応できる商品バリエーションを整えることで、対策を講じてまいります。
また、開発要員の確保と育成にも、引き続き、取り組んでまいります。
現在の担当者全社合計６４名（内女性開発担当者６名）を早期に１００名体制まで増員する計画です。
この中で、増員と育成に取り組んでいる女性の開発担当者が成長しており、直接仕入部門で活躍しております。女性ならではのソフトできめこまかなアプローチが地権者との関係構築につながるケースも多く、その比率を
２５％に高めていく計画です。


		　次の１６ページでは、商品面の取組 例 を ご紹介しております。

　ページ左側は、栃木県上三川町の「グランビートパーク上三川」、１４１区画の大型分譲地でございます。街区は、３ヵ所の進入路で通り抜けが出来ない、住む方だけの分譲地内道路となり、
子育て世代の家族にとって、安全・安心な分譲地となっております。
　建物については、多様なプランと、１２の外観スタイルを取り入れ、"いろどり"ある街づくりを行なっております。
　また、幅広い顧客ニーズに対応するため、今後の住まいと暮らしの未来を提案する
「ＺＥＨ（ネット ゼロエネルギー ハウス）にＩoＴを融合させた住宅」の新たな取り組みや、
家族で多彩な趣味が楽しめる「土間を愉しむ家」のモデルハウス建設により、
計画期間内での完売を目指してまいります。

　ページ右側には、地域性も考慮して特徴を持たせた外観デザインによる個性的な街づくりと、「プラスアルファの付加価値」としての室内空間の例をご紹介しております。

　今後とも、多様化するニーズに対してマーケティングを強化し、「街並みの付加価値」を含めた魅力ある商品を展開し、販売の促進と顧客満足度の向上に努めてまいります。
 
		　次の１５ページでは、商品面の取組の例をご紹介しています。

　ページ左側上段は、埼玉県進出のオープン分譲地　「モリノネ西大宮」でございます。埼玉県において基本
となる、リビングの天井高　２．７ｍ、床暖房、設備のグレードアップなどを取り入れた上質な商品として
おります。また、当分譲地は、エリア別に共通コンセプトを持たせたエリアプロジェクト分譲地の第一弾として、内外装に木の風合いを取り入れることで、自然の中にいるような心地よさを感じられる住まいとしております。埼玉県においても、エリアのニーズを取り入れた差別化商品の展開によって当社ブランドの浸透を
図ってまいります。
　下段は、「グランソムリエール中久喜７期」　３２区画の分譲地でございます。
第一次分譲街区は、女性設計士　１１名が、女性スタッフ・ママ座談会での意見をもとに、
「家族を感じるスキップリビング」などのプランニングを行い、「暮らしやすさ」「使いやすさ」「デザイン性」を、女性ならではの感性を活かしてプラスオンしたプロジェクトとなっております。

　ページ右上は、「グランドステージ駒生町７期」　２２区画の分譲地でございます。インターロッキング舗装のクルドサックを設け、伝統的な石畳のような街並を演出した安全･安心な分譲地となっております。
　その他　「プラスアルファの付加価値」として、太陽光発電システムを搭載した「スマートタウン」や、
地域性を考慮して特徴を持たせた外観デザインによる個性的な街づくりの例を、ページ右下では、室内付加価値として、家族とのコミュニケーションがコンセプトの「吹抜リビング」、ＬＤＫと庭をつなぐ
「インドアガーデン」などの室内空間例をご紹介しております。

　今後とも、多様化するニーズに対してマーケティングを強化し、「街並みの付加価値」を含めた魅力ある
商品を展開し、販売の促進と顧客満足度の向上に努めてまいります。

　以上、生産関係の取組についての私からのご説明は以上とさせていただき、１６ページからは再度、
林よりご説明申し上げます。ご清聴ありがとうございました。 


				次の１７ページは、「土地の確保状況」でございます。
　前期末の土地在庫数は、２,３４８区画となっており、今期目標達成に十分な量を確保しております。前々期末
との比較では２１３区画増加していますが、これは、戦略的に仕入を行った大型分譲地の増加によるものです。
　左下の在庫推移グラフでは、１.６１年分と例年より多くなっていますが、大型分譲地の来期に繰り越す区画数と、エリアバランスを考慮して繰り越す区画数合わせて５３８区画あり、その区画数をやむを得ない付帯分として除外しますと１,８１０区画、販売予定数の１.２４年分になり、適正範囲内と判断しております。
 
　右上の表は、前期・前々期から仕入れた３０区画以上の物件ですが、宇都宮市のベッドタウンで
日産自動車栃木工場　もある　栃木県上三川町　において、１４１区画の大型分譲地を仕入れております。
過去にも６０区画の大型分譲の実績もあり２期目の大型分譲用地として需要の見込める地域となっております。
　
また、茨城、千葉の拡大重点エリアにおきましても大型分譲地の仕入が進んでおります。
　茨城におきましては、さきほどご説明いたしました「よつばの杜」をはじめ、つくば市並木に２期目となります５６区画を仕入いたしました。
千葉におきましても、３０区画以上の大型分譲用地が５現場となり、過去最高となる仕入を行っております。
エリア的には柏市に集中しておりますが、柏市北部に根戸、中央部には南柏２次・東中新宿・中原、南部には
常盤平、とエリアバランスの取れた仕入になっており、過去にも実績がある地域となっております。
一部販売開始になっている所もあり販売も順調に進んでおります。

　以上、宅地開発の取組みについて説明いたしましたが、今期販売分の仕入は、全体数量としてはほぼ確保して
おりますが、一部、下半期に在庫の薄いエリアが残っており、総力を挙げて対応しているところでございます。
　引き続き、先ほどご説明いたしました取組み方針に基づき、来期以降の販売棟数拡大に向けて、厳選した
優良物件の取得に取り組んでまいります。







		　続きまして、１７ページは不動産販売の「ストック・ビジネス」で、ございます。
　ストック・ビジネス市場は、政府の後押しなど、今後、大きく成長が見込まれる市場でございますが、一方で、新規参入が増えるなど、競合も激化しております。

　当社グループのストック・ビジネスは、
リフォーム事業と中古住宅の流通事業で、ございます。

　まず、リフォーム事業ですが、主なターゲットは、
当社から 新築住宅をご購入いただいた １万 ５千棟の 旧顧客 がベースでございます。
　定期点検や有償・無償でのメンテナンスを通じて、ニーズを把握、受注に繋げており、
売上の８割が 旧顧客 からとなっておりますが、
今期は、営業力を強化し 旧顧客 以外の 外部受注を ３割まで引き上げる計画でございます。
　取り扱う商材は、現在は 太陽光発電装置 が中心ですが、パッケージ商品の開発など、
太陽光以外の比率を高めてまいります。

　また、中古住宅流通事業ですが、市場は、ローコストの新築住宅と中古住宅の価格差が縮小する
傾向が続くなど、厳しい状況にあります。
　エリア選別や商品の企画力を高めることで、引き続き、首都圏エリアを中心に拡大を進め、
今期 １６０棟の販売をめざしてまいります。 

		　それでは改めまして、１６ページは不動産販売の「ストック・ビジネス」で、ございます。

　当社グループのストック・ビジネスは、リフォーム事業と中古住宅の販売事業でございます。
住宅のストック・ビジネスは、政府の重点政策にも挙げられ、今後、成長が見込まれる市場で
ございますが、一方で、新規参入が増えるなど、競合も激化しております。

　まず、リフォーム事業の取り組みですが、現状、当社の新築住宅をご購入いただいたＯＢ客からの受注が ７割を占めており当社の強みとなっておりますが、ＯＢ客以外からの受注を拡大する
取組を進めており、「非ＯＢ客」からの受注割合を ４割まで引き上げる計画でございます。
　また、太陽光発電の　１０年固定買取制度　が今年度で終了しますが、その対策として
「自家消費　需要」の開拓を進めるとともに、価格の安心感を訴求したパッケージ商品の開発など、
太陽光以外の比率を高めてまいります。

　また、中古住宅事業については、販売棟数は、前期比１９棟増の　１７０棟　を計画しており、販売の拡大に向け、完成在庫を　常時８０棟　の水準に増やすとともに、首都圏エリアを中心に
拡大を図ってまいります。
　仕入目標は　２００棟　とし、新規エリアの開拓も行なってまいります。
　また、反響数の増加に向けて引き続きネット対策の強化に取り組みます。 


				次の１８ページでは、今後の主な大型分譲地をご紹介しておりますので、ご参照下さい。










		　次の１８ページは、「建築材料販売」の取り組み でございます。

　木造住宅の着工戸数は、昨年の７月から３月まで、前年同月比で９ヶ月連続のマイナスと、
厳しい受注環境が続いております。
　また、材料価格は木造住宅の着工減により、一時的に安定しておりますが、下期に向けては不透明な状況にあります。

　このような中で、今期は、
売上高　６３億 ５千万円、　セグメント売上高　３１億円　セグメント利益　１億 ５千万円　と、
微増ではありますが、増収・増益を図ってまいります。
　取り組みとしては、
前期において、取引先を選別することでプレカット材加工の操業率が落ちる結果となりましたが、今期は優良顧客の開拓とともに、関連する住設や資材の販売増に取り組んでまいります。

　利益面では、材料価格が高止まっており、販売価格の見直しを進めてまいります。
　また、操業率の向上とコストダウンで、収益性の改善に取り組んでまいります。
 
		　次の１７ページは、建築材料販売の取り組みでございます。

　木造住宅の着工戸数は、貸家の減少が顕著となったものの全体としては下げ止まり、
前期並みの水準となりました。
　また、材料価格は、北米産丸太が　昨年５月以降　値下がりとなり、
製材品価格においても、弱含み　保合い（もちあい）での推移となりました。

　このような中で、今期は、生産余力が限られる中で　当社グループ内への供給増により外部販売が減少することから、セグメント売上高は、　２９億１千万円　と若干の減収を見込んでおります。
　また、販売部門と設計部門の強化による人件費の増加などにより
セグメント利益についても　１億４千万円　と、減益となる見込みでございます。

　今期の取り組みといたしましては、引き続き、　優良顧客の開拓、　住設建材や資材の販売拡大、
　設計の内製率向上による操業率の改善、　輸入材と国産材のバランス運用による原価の低減、
などに取り組んでまいります。 


				次の１９ページからは、建築部門の生産体制と商品戦略について、でございます。

建築部門は、今期、完成棟数　１,４８０棟　と、年間　１,５５０棟　の生産体制の構築を
予定しています。

　期初時点での生産体制は、１,４５０棟であり、計画の達成　および、前期より継続している
茨城県南部から千葉県柏エリアの販売増加に向けて、生産体制の強化に取り組んでまいります。

また、中期的な技能工の高齢化についての対策として、前期に引き続き、若手技能工の確保と
上棟作業の専門班の構築に取り組んでまいります。この取り組みにより「上棟」と「造作」の
工程を分離することで、生産性の効率化、工期短縮、安全性の高い作業環境の構築が可能となってまいります。
　前期の上棟専門班の施工比率は、グループ全体で７０％となり、今期は、この比率を８５％まで引き上げることを目標としてまいります。
　
また、生産性の効率化、工期短縮に加え、各工程ごとの作業の省力化を推進するなど、建築コストの低減も図ってまいります。


		　次に、１９ページの「不動産賃貸」の取り組みで、ございます。

　賃貸事業は、栃木県宇都宮市を中心に、オフィス等の賃貸と、コインパーキング事業を
展開しております。
　エリアにおける事業環境は、オフィス系は、大型物件に品薄感が出ている状況にありますが、
時間貸し駐車場は、増加傾向にあり厳しい状況が続いております。

　このような中で、オフィス等の賃貸可能面積は、前期において、宅地用の土地仕入に関連して
賃貸アパート３棟を取得したことで、運用面積は増加しておりますが、
前期下期にテナントが退店したことで稼働率が下がっておりますので、改善を図ってまいります。

　また、時間貸駐車場については、駐車可能な総台数、車室数の増減は有りませんが、
厳しい競合状況の中で、小まめな料金体系の見直しや、提携先の拡大を継続的に行うことで、
収益の確保の取り組みを進めてまいります。

　しかしながら、今期の計画は、前期後半からオフィス等の空室率が悪化したことが影響し、
セグメント売上高が　２億 ５千万円、セグメント利益が　１億 ６千万円 と、
減収・減益の見通しでございます。 

		　次に、１８ページの「不動産賃貸」の取り組みで、ございます。

　賃貸事業は、栃木県宇都宮市を中心に、オフィス等の賃貸と、コインパーキング事業を展開
しております。エリアにおける事業環境は、オフィス系は　中規模物件等で品薄感が出ている状況にありますが、時間貸し駐車場は　増加傾向にあり、厳しい状況が続いております。

　このような中で、オフィス等の賃貸可能面積は、前期において、宅地の仕入に関連して取得し、一時的に賃貸していた物件を撤去したことなどで、運用面積は減少しておりますが、積極的な
テナント募集と退店防止策の継続など、空室率の改善を図り、収益の改善を図ってまいります。

　また、時間貸駐車場については、前期において、賃貸駐車場１箇所を売却したことで、
駐車可能な車室数が減少しておりますが、厳しい競合状況の中で、小まめな料金体系の見直しや、
提携先の拡大　を継続的に行うことで、収益の確保の取り組みを進めてまいります。

　今期の計画は、若干の運用資産の減少があるものの、
　　　セグメント売上高　　２億 ５千万円
　　　セグメント利益　　　１億 ５千万円
と、前期並みを見通しております。 


				続いて、２０ページからは、商品戦略について、でございます。

商品の取り組みテーマとして、「街並みづくり」を基本に「デザイン性」「機能性」
「省エネ性」「安全性」を４つの重点テーマとして、営業部と連携してマーケティングの一層の
強化を図り、お客様の購入動機やエリアごとの顧客ニーズをとらえ、分譲地ごとにコンセプトを
持たせた商品企画の展開を図ってまいります。
　
ページ左側には、プラスアルファの付加価値として、全棟に太陽光発電システムを搭載し、
光熱費ゼロをテーマにした「スマートタウン」、千葉県柏市の「ソラリスヴィータ柏市中原３期」と、「ソラリスヴィータ柏の葉キャンパス３期」を、ご紹介しております。
　　

ページ右側には、街灯や門灯、エクステリアライトを設置し、夜間の防犯性に配慮した「安全・安心な住まいと街並みづくり」として、プライバシーへの配慮と開放感を両立させた、
栃木県宇都宮市の「ファミリーキャッスル今泉新町」と、
外観デザインとエクステリアデザインにこだわり、街並みとして、ワンランク上の高級感を演出した、群馬県前橋市の「グランプレミアム前橋みなみ」を、ご紹介しております。

		　次の２０ページは　株主還元策で、ございます。

　配当方針につきましては、
第二次中期経営計画から「連結配当性向　２５％　を目標とする」方針としており、
今期の配当につきましては、　前期と同額の　１株当たり　１６円　を予定しております。


　私からのご説明は 以上となりますが、
今期の計画達成 と 第二次中期経営計画の経営目標達成に、全力を挙げて取り組んでまいります
ので、なにとぞ　よろしくお願い申し上げます。


　本日は、ご出席　ならびに　ご清聴いただき、まことに　ありがとうございました。
		　ご説明の最後になりますが、１９ページは　「株主還元策」で、ございます。

　当社は、配当につきましては、連結配当性向の目標を定め、業績に応じた配当を実施することを基本としております。
　この目標につきましては、前期の配当まで、連結配当性向　２５％ としておりましたが、
５月７日にリリースさせていただきました通り、今期の配当から　この目標を引き上げ、
連結配当性向　３０％　とすることを決定しております。

　前期配当については、既にご案内の通り、当初予想の　１株当たり　１６円を、
増益に伴って　２円 増額して　１８円　と決定しております。
　また、令和２年３月期の配当は、ただ今ご説明いたしました目標水準の引き上げに伴い、
１株当たり　２３円　を予定しております。

　最後に、本日ご説明申し上げました 今期計画 を確実に達成して増収の基盤を固めるとともに、中期経営計画の達成　と　持続的な企業価値の向上　に、全力を挙げて取り組んでまいりますので、なにとぞよろしくお願い申し上げます。

　本日は、ご出席ならびにご清聴いただき、まことにありがとうございました。


				次の２１ページは、つくば市の「よつばの杜」の商品面からのご紹介、でございます。

ページ左上の図は、分譲地全体のイメージで、南北と東西に軸線を作り、その交点には新しい街のコミュニティ形成の核となる集会施設を設けてあります。
２１１区画のひとつの街を、２つの軸線によって４つの街区を作り、それぞれ個性的な街並み
づくりを行う４つのエリアにちなんで、幸福の象徴である「四葉のクローバー」をイメージして
プロジェクト名を「よつばの杜」といたしました。

　ページ下部には、「アクティブ・リーフ」エリアと「モダン・リーフ」エリアにおいて前期末に完成した　１次分譲を、ご紹介しております。

ページ右上は、４つの街区においてのデザインコードと、個性的なプランニングを取り入れた、モデルハウスの「多目的土間スペース」や「インナーガレージ」の内観を、ご紹介しております。
また、全棟標準装備とした「制震装置」にも多くの反響が寄せられております。
引き続き、建物と外構のトータルデザインを行い、分譲地としての価値を高め、計画期間内の
完売を目指してまいります。
以上、宅地開発を含め生産関係の取組みについてご説明申し上げましたが、今後とも、多様化するニーズに対してマーケティングを強化し、「街なみづくり」の付加価値を含めた魅力ある商品を展開し、販売促進と顧客満足度の向上に努めてまいります。

【私からのご説明は以上とさせていただき、２２ページからは再度、村田からご説明申し上げます。ご清聴ありがとうございました。】 



				　それでは改めまして、次の２２ページは、中古住宅販売の取り組みについて、であります。
　前期においては、販売の安定化と増加に向けた商品在庫の充実に取組むとともに、前々期の期末に開設した支店において、首都圏エリアにおける事業拡大に取り組んだことで、
販売棟数は、前期と比べ　１９棟増の　１３６棟となりましたが、
一方で、利益面では、計画通りの利益の確保とはならず、減益となりました。
　これは、一部エリアで、ローコスト系新築住宅との競合が想定以上に増加したことや、１年目の首都圏で情報不足や相場感ずれの調整に時間を要したことであります。

　これらのことを踏まえて、今期は、引き続き首都圏での事業拡大に取り組んでまいりますが、
一方で、ローコストの新築住宅が供給過多となるなど市況の軟化が見込まれる地区では、一時的に競合を避けた撤退を行うなど、慎重に個別市場を見極めつつ機動的に対処することによって、
収益力の向上に努めてまいります。

　今期計画の販売棟数は　１７０棟とし、このうち首都圏では　４５棟の販売を計画しております。
これによって、売上高　２８億円、経常利益　１億 ８千万円を目指してまいります。




				　次の２３ページは、建築材料販売の取り組み、でございます。

　木造住宅の着工は前年同月比で、３月まで １５ヶ月連続の増加と、
引き続き需要は堅調に推移しております。
　プレカットの材料価格は、床や下地などに使用する合板材が、高値で推移しておりましたが、
一服感がでてきております。
　一方、梁や柱の材料である横架材、集成材に先高感が出てきており、懸念材料となっております。

　プレカット材の生産能力は、ほぼフル生産の中で、グループ会社への供給も増加する予定
ですので、相手先の選別など、優良顧客へのシフトを進め、収益性を高めてまいります。
　増収の取り組みとしては、営業社員を増員し販売力を高め、引き続きプレカット材以外の
資材販売を強化してまいります。

　これらの取り組みで、セグメントの売上高は　３１億円、セグメント利益　１億 ５千万円を
目指してまいります。


				　　次に、２４ページの「不動産賃貸」の取り組みで、ございます。

賃貸事業では、ページ右側に示しますとおり、オフィス・事務所等の賃貸は、主に宇都宮市を
中心に １３カ所、１,９００坪の運用となっておりますが、入居率は概ね９０％以上を維持して
おります。

また、コインパーキング事業は、宇都宮市等で １０カ所、車室数 ３２８台の運用となって
おりますが、近年、市街地におきまして、老朽化した建物が、コインパーキングに変わる事例が
多く、競合が厳しくなってきております。

このような中で、前期は、運用資産が減少したことで、減収・減益となりましたが、
今期においても、新たな運用資産の取得を予定していないことから、若干の増収・増益に止まる
見通しであり、既存資産の収益力の向上を図ることで、
セグメントの売上高は　２億 ６千万円、セグメント利益　１億 ６千万円 を達成してまいります。
 



				
ご説明の最後になりますが、２５ページは　株主還元策で、ございます。

配当方針につきましては、
「業績に応じた配当を実施することを基本として、連結配当性向　２０％　を目標とする」
方針としております。
　前期につきましては、当初前提といたしました利益を達成するに至りませんでしたが、
公表予想を維持し、　１株当たり　１４円　とさせていただきました。
また、今期の配当につきましては、５月８日に公表させていただいたとおり、連結配当性向　
２１.９％　となる、１株当たり　１６円　を予定しております。

　最後に、本日ご説明申し上げました 今期計画 を達成することはもちろん、持続的な企業価値の
向上に、全力を挙げて取り組んでまいりますので、なにとぞ　よろしくお願い申し上げます。
　本日は、ご出席　ならびに　ご清聴いただき、まことに　ありがとうございました。






②決算概要

				2		13.75		11		11		10		0.54		10.75		0.54		10.75

																				(百万円) ヒャクマンエン

								H31.3期 キ		R2.3期 キ		前期比 ゼンキヒ				期初計画 キショ ケイカク				修正計画 シュウセイ ケイカク



				売上高 ウリアゲ ダカ				44,452		45,541		+2.4%				48,500				45,150

						 不動産販売 フドウサン ハンバイ		41,212		42,505		+3.1%				45,340				41,990

						 建築材料販売 ケンチク ザイリョウ ハンバイ		2,992		2,775		-7.3%				2,910				2,910

						 不動産賃貸 フドウサン チンタイ		248		261		+5.2%				250				250

				営業利益 エイギョウ リエキ				3,131		2,142		-31.6%				3,200				2,000

				経常利益 ケイジョウ リエキ				3,288		2,310		-29.7%				3,400				2,150

						 不動産販売 フドウサン ハンバイ		2,976		2,013		-32.4%				3,105				1,855

						 建築材料販売 ケンチク ザイリョウ ハンバイ		151		142		-6.0%				140				140

						 不動産賃貸 フドウサン チンタイ		151		172		+13.9%				155				155

				当期純利益※ トウキ ジュンリエキ				2,065		1,413		-31.6%				2,200				1,400



				ＥＰＳ				71.62円		48.84円		-22.78円				76.24円				48.41円

				ＲＯＥ				10.3%		6.6%		-3.71pt				10.4%				6.5%

				1株配当 カブ ハイトウ				18円		23円		+5円				23円				23円

				配当性向 ハイトウ セイコウ				25.1%		47.1%		+22.0pt				30.2%				47.5%



												％と％の比較はptで表示 ヒカク ヒョウジ





























②2決算概要



																		単位：百万円 タンイ ヒャクマンエン																		（百万円） ヒャクマンエン

								H31.3期 キ		R2.3期 キ		前期比 ゼンキヒ				業績予想
2/10公表 ギョウセキ ヨソウ コウヒョウ		業績予想比 ギョウセキ ヨソウ ヒ								H31.3期 キ		R2.3期 キ		前期比 ゼンキヒ				業績予想
2/10公表 ギョウセキ ヨソウ コウヒョウ		業績予想比 ギョウセキ ヨソウ ヒ



				売上高 ウリアゲ ダカ				44,452		45,541		+2.4%				45,150		+0.9%				売上高 ウリアゲ ダカ				44,452		45,541		+2.4%				45,150		+0.9%

						 不動産販売 フドウサン ハンバイ		41,212		42,505		+3.1%												不動産販売 フドウサン ハンバイ		41,212		42,505		+3.1%

						 建築材料販売 ケンチク ザイリョウ ハンバイ		2,992		2,775		-7.3%												建築材料販売 ケンチク ザイリョウ ハンバイ		2,992		2,775		-7.3%

						 不動産賃貸 フドウサン チンタイ		248		261		+5.2%												不動産賃貸 フドウサン チンタイ		248		261		+5.2%

				営業利益 エイギョウ リエキ				3,131		2,142		-31.6%				2,000		+7.1%				営業利益 エイギョウ リエキ				3,131		2,142		-31.6%				2,000		+7.1%

				経常利益 ケイジョウ リエキ				3,288		2,310		-29.7%				2,150		+7.4%				経常利益 ケイジョウ リエキ				3,288		2,310		-29.7%				2,150		+7.4%

				親会社株主に帰属する
当期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキ ジュンリエキ				2,065		1,413		-31.6%				1,400		+0.9%				親会社株主に帰属する
当期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキ ジュンリエキ				2,065		1,413		-31.6%				1,400		+0.9%



				1株当たり
当期純利益 カブ ア トウキ ジュンリエキ				71.62円		48.84円		-22.78円				48.41円		48.41円				1株当たり
当期純利益 カブ ア トウキ ジュンリエキ				71.62円		48.84円		-22.78円				48.41円		+0.43円

				ＲＯＥ				10.3%		6.6%		-3.71pt				6.5%		6.5%				ＲＯＥ
(自己資本利益率)				10.3%		6.6%		-3.71pt

				1株当たり
配当額 カブ ア ハイトウ ガク				18円		23円		+5円				23円		23円				1株当たり
配当額 カブ ア ハイトウ ガク				18円		23円		+5円

				配当性向 ハイトウ セイコウ				25.1%		47.1%		+22.0pt				47.5%		47.5%				配当性向 ハイトウ セイコウ				25.1%		47.1%		+22.0pt



												％と％の比較はptで表示 ヒカク ヒョウジ

																						％と％の比較はptで表示 ヒカク ヒョウジ







				1株当たり
当期純利益 カブ ア トウキ ジュンリエキ				71.62円		48.84円		-22.78円				48.41円		48.41円				１株当たり当期純利益 カブ ア トウキ ジュンリエキ				71.62円		48.84円		-22.78円				48.41円		+0.43円

				1株当たり
当期純利益 カブ ア トウキ ジュンリエキ				71.62円		48.84円		-22.78円				48.41円		48.41円				1株当たり
当期純利益 カブ ア トウキ ジュンリエキ				71.62円		48.84円		-22.78円				48.41円		+0.43円





























販管費



												(百万円) ヒャクマンエン

								H31.3期 キ		R2.3期 キ		増減 ゾウゲン

				販管費 ハンカンヒ				4,906		5,643		+737																				販管費の主な増加要因 ハンカンヒ ゾウカ ヨウイン

						人件費 ジンケンヒ		3,208		3,412		+204																								前期比 ゼンキヒ

						広告宣伝費 コウコク センデンヒ		536		636		+100																						事業拡大に伴う人員増強 ジギョウ カクダイ トモナ ジンイン ゾウキョウ		+163

						子会社取得関連費用 コガイシャ シュトク カンレン ヒヨウ		-		94		+94																						WEB広告の強化 コウコク キョウカ		+93

						のれん償却費 ショウキャク ヒ		-		68		+68

						その他 タ		937		1,186		+249																						取得した子会社の販管費 シュトク コガイシャ ハンカンヒ		+121

																																		子会社取得関連費用★		+94

																																		のれん償却費		+68







																																		製造経費（労務費、経費）の増加 セイゾウ ケイヒ ロウムヒ ケイヒ ゾウカ		108

















































要約CF

												（百万円） ヒャクマンエン

								H31.3期 キ		R2.3期 キ		前期比 ゼンキヒ

				営業活動による
キャッシュ・フロー エイギョウ カツドウ				3,042		△2,546		-5,588		


						税引前利益 ゼイビキマエ リエキ		2,969		2,159		-810

						たな卸資産の増減 オロシ シサン ゾウゲン		1,140		△3,955		-5,095

						法人税等の支払 ホウジンゼイ トウ シハラ		△868		△960		-92

						その他 タ		△199		210		+409

				営業活動による
キャッシュ・フロー エイギョウ カツドウ				△503		△2,520		-2,016		


						有形固定資産の取得 ユウケイ コテイ シサン シュトク		△491		△570		-79

						子会社株式の取得 コガイシャ カブシキ シュトク		-		△1,881		-1,881

						その他 タ		△12		69		+81

				投資活動による
キャッシュ・フロー トウシ カツドウ				△2,351		5,402		+7,753		


						借入金・社債の増減 カリイレ キン シャサイ ゾウゲン		△1,868		5,877		+7,745

						配当金の支払 ハイトウ キン シハラ		△460		△519		-59

						その他 タ		△23		44		+67

				現金及び現金同等物の
期末残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キマツ ザンダカ				10,001		10,336		+335		








セグメント２

						H27.3								H28.3								H29.3								H30.3								H31.3								R2.3

						1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q

				累計期間 ルイケイ キカン

				不動産販売 フドウサン ハンバイ								34,587,410								38,549,066								40,673,836								41,492,209		9,522,175		19,545,336		30,178,831		41,212,359		9,800,186		21,252,775		30,527,748		42,505,118

				不動産販売 フドウサン ハンバイ								2,256,735								2,533,951								2,497,353								2,485,266		664,374		1,362,289		2,136,865		2,976,984		573,653		1,193,408		1,450,210		2,013,639

				利益率 リエキ リツ								6.5%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		6.6%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		6.1%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		6.0%		7.0%		7.0%		7.1%		7.2%		5.9%		5.6%		4.8%		4.7%

				売上前期比 ウリアゲ ゼンキヒ										ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		11.5%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		5.5%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		2.0%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-0.7%		2.9%		8.7%		1.2%		3.1%

				利益前期比 リエキ ゼンキヒ										ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		12.3%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-1.4%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-0.5%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		19.8%		-13.7%		-12.4%		-32.1%		-32.4%



				建築材料 ケンチク ザイリョウ								5,560,094								6,083,457								6,294,456								6,176,413		1,545,649		3,161,027		4,735,688		6,115,684		1,505,577		2,969,818		4,454,509		5,894,204

				建築材料 ケンチク ザイリョウ								153,262								188,552								148,167								147,685		46,664		100,250		135,485		151,461		22,044		62,223		102,621		142,588

				利益率 リエキ リツ								2.8%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		3.1%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		2.4%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		2.4%		3.0%		3.2%		2.9%		2.5%		1.5%		2.1%		2.3%		2.4%

				売上前期比 ウリアゲ ゼンキヒ										ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		9.4%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		3.5%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-1.9%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-1.0%		-2.6%		-6.0%		-5.9%		-3.6%

				利益前期比 リエキ ゼンキヒ										ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		23.0%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-21.4%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-0.3%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		2.6%		-52.8%		-37.9%		-24.3%		-5.9%

				不動産賃貸 フドウサン チンタイ								353,074								345,025								341,007								342,468		84,062		168,724		250,883		332,139		84,905		172,139		257,560		346,602

				不動産賃貸 フドウサン チンタイ								172,670								165,743								155,461								172,519		42,991		84,511		117,091		151,315		41,244		89,440		127,710		172,187

				利益率 リエキ リツ								48.9%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		48.0%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		45.6%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		50.4%		51.1%		50.1%		46.7%		45.6%		48.6%		52.0%		49.6%		49.7%

				売上前期比 ウリアゲ ゼンキヒ										ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-2.3%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-1.2%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		0.4%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-3.0%		1.0%		2.0%		2.7%		4.4%

				利益前期比 リエキ ゼンキヒ										ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-4.0%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-6.2%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		11.0%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-12.3%		-4.1%		5.8%		9.1%		13.8%

				会計期間 カイケイ キカン

				不動産販売 フドウサン ハンバイ																								40,673,836								41,492,209		9,522,175		10,023,161		10,633,495		11,033,528		9,800,186		11,452,589		9,274,973		11,977,370

				不動産販売 フドウサン ハンバイ																								2,497,353								2,485,266		664,374		697,915		774,576		840,119		573,653		619,755		256,802		563,429

				利益率 リエキ リツ								ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		6.1%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		6.0%		7.0%		7.0%		7.3%		7.6%		5.9%		5.4%		2.8%		4.7%

				売上前期比 ウリアゲ ゼンキヒ										ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		2.0%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-73.4%		2.9%		14.3%		-12.8%		8.6%

				利益前期比 リエキ ゼンキヒ										ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-0.5%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-66.2%		-13.7%		-11.2%		-66.8%		-32.9%



				建築材料 ケンチク ザイリョウ																								6,294,456								6,176,413		1,545,649		1,615,378		1,574,661		1,379,996		1,505,577		1,464,241		1,484,691		1,439,695

				建築材料 ケンチク ザイリョウ																								148,167								147,685		46,664		53,586		35,235		15,976		22,044		40,179		40,398		39,967

				利益率 リエキ リツ								ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		2.4%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		2.4%		3.0%		3.3%		2.2%		1.2%		1.5%		2.7%		2.7%		2.8%

				売上前期比 ウリアゲ ゼンキヒ										ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-1.9%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-77.7%		-2.6%		-9.4%		-5.7%		4.3%

				利益前期比 リエキ ゼンキヒ										ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-0.3%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-89.2%		-52.8%		-25.0%		14.7%		150.2%

				不動産賃貸 フドウサン チンタイ																								341,007								342,468		84,062		84,662		82,159		81,256		84,905		87,234		85,421		89,042

				不動産賃貸 フドウサン チンタイ																								155,461								172,519		42,991		41,520		32,580		34,224		41,244		48,196		38,270		44,477

				利益率 リエキ リツ								ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		45.6%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		50.4%		51.1%		49.0%		39.7%		42.1%		48.6%		55.2%		44.8%		50.0%

				売上前期比 ウリアゲ ゼンキヒ										ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		0.4%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-76.3%		1.0%		3.0%		4.0%		9.6%

				利益前期比 リエキ ゼンキヒ										ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		11.0%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-80.2%		-4.1%		16.1%		17.5%		30.0%





株主還元

																														数値確認要。 スウチ カクニン ヨウ

																														見栄えは考慮していないので調整要。 ミバ コウリョ チョウセイ ヨウ

																														（ＰＰも同様） ドウヨウ

						H23.3		H24.3		H25.3		H26.3		H27.3		H28.3		H29.3		H30.3		H31.3		R2.3		R3.3

				当期純利益 トウキ ジュンリエキ		798		941		1,361		1,762		1,567		1,732		1,744		1827		2065		2200				百万円 ヒャクマンエン

				配当総額 ハイトウ ソウガク		191		287		230		230		230		345		402		461		519		?				百万円 ヒャクマンエン

				1株当利益 カブ ア リエキ		27.75		32.72		47.31		61.25		54.47		60.20		60.61		63.48		71.62		76.24

				 １株当たり配当金額（円） カブ ア ハイトウ キンガク エン		6.67		6.67		8.00		8.00		8.00		12.00		14.00		16.00		18.00		23.00				円/株 エン カブ

				記念配当 キネン ハイトウ				3.33																				円/株 エン カブ

				ＥＰＳ		21.08		22.72		39.31		53.25		46.47		48.20		46.61		47.48		53.62		25.84

				 １株当たり当期純利益（円） カブ ア トウキ ジュン リエキ エン		27.75		32.72		47.31		61.25		54.47		60.20		60.61		63.48		71.62		48.84				円/株 エン カブ

				 連結配当性向（％） レンケツ ハイトウ セイコウ		24.0		20.4		16.9		13.1		14.7		19.9		23.1		25.2		25.1		47.1				％

				純利益 ジュンリエキ										1567		1732		1744		1827		2065		2200

				期末自己資本 キマツ ジコ シホン								13,655		15,009		16,448		17,921		19,362		20,294		21,975

				自己資本当期純利益率 ジコ シホン トウキ ジュンリエキ リツ										10.9335752163		11.0118574562		10.148680497		9.8007134619		10.4145652612		10.4095199792

														14,992		16,511		17,847		19,346		20,966		21,975



１株当たり利益・配当金と配当性向の推移

 １株当たり配当金額（円）	H27.3	H28.3	H29.3	H30.3	H31.3	R2.3	8	12	14	16	18	23	記念配当	H27.3	H28.3	H29.3	H30.3	H31.3	R2.3	ＥＰＳ	54.47

60.20

60.61

63.48

71.62

76.24

58.26

H27.3	H28.3	H29.3	H30.3	H31.3	R2.3	46.47	48.2	46.61	47.48	53.620000000000005	25.840000000000003	 １株当たり当期純利益（円）	H27.3	H28.3	H29.3	H30.3	H31.3	R2.3	27.75	32.72	47.31	61.25	54.47	60.2	 連結配当性向（％）	

H27.3	H28.3	H29.3	H30.3	H31.3	R2.3	14.686983660730677	19.933554817275748	23.098498597591156	25.204788909892883	25.132644512705948	47.092547092547086	ＥＰＳ・ＤＰＳ（円）

配当性向　（％）

 １株当たり当期純利益（円）	

H28.3	H29.3	H30.3	H31.3	R2.3	60.2	60.61	63.48	71.62	48.84	 １株当たり配当金額（円）	



H28.3	H29.3	H30.3	H31.3	R2.3	12	14	16	18	23	記念配当	H28.3	H29.3	H30.3	H31.3	R2.3	ＥＰＳ	60.20

60.61

63.48

71.62

76.24

58.26

H28.3	H29.3	H30.3	H31.3	R2.3	48.2	46.61	47.48	53.620000000000005	25.840000000000003	 連結配当性向（％）	



H28.3	H29.3	H30.3	H31.3	R2.3	19.933554817275748	23.098498597591156	25.204788909892883	25.132644512705948	47.092547092547086	

（円）

（％）



 １株当たり当期純利益（円）	

H28.3	H29.3	H30.3	H31.3	R2.3	R3.3	60.2	60.61	63.48	71.62	48.84	 １株当たり配当金額（円）	



H28.3	H29.3	H30.3	H31.3	R2.3	R3.3	12	14	16	18	23	記念配	当	H28.3	H29.3	H30.3	H31.3	R2.3	R3.3	ＥＰＳ	60.20

60.61

63.48

71.62

76.24

58.26

H28.3	H29.3	H30.3	H31.3	R2.3	R3.3	48.2	46.61	47.48	53.620000000000005	25.840000000000003	 連結配当性向（％）	



H28.3	H29.3	H30.3	H31.3	R2.3	19.933554817275748	23.098498597591156	25.204788909892883	25.132644512705948	47.092547092547086	

（円）

（％）





◎売上利益チャート(四半期)  (2)

				３期連続グラフ キ レンゾク

						H25.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H26.3
1Q		
2Q		H26.3
3Q		
4Q		H27.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H28.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H29.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H30.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H31.3
1Q		
2Q		H31.3
1Q		
2Q

				売上高 ウリアゲダカ		81.4		80.8		80.4		82.7		91.0		93.3		92.6		95.7		80.4		98.9		91.2		104.1		99.3		107.2		101.3		109.2		111.0		115.1		110.3		103.1		101.9		120.9		105.4		118.8		103.4		109.2		103.4		109.2

				経常利益 ケイジョウ リエキ		6.6		5.3		6.0		6.0		7.9		7.2		8.0		7.3		4.6		6.0		6.3		8.3		6.9		7.2		7.4		7.0		8.5		7.1		7.4		4.9		5.5		8.2		5.5		8.6		7.4		7.8		7.4		7.8

																																														H29.3
1・2Q		
3・4Q		H30.3
1・2Q		
3・4Q		H31.3
1・2Q				H31.3
1・2Q

																																														226.1		213.4		222.8		224.3		212.6				212.6

																																														15.7		12.3		13.7		14.1		15.3				15.3

																																														H29.3期 キ				H30.3期 キ				H31.3期 キ				R2.3期 キ

																																														上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ

																																												売上高 ウリアゲ ダカ		226.1		213.4		222.8		224.3		212.6		231.8		227.6		227.7

																																												経常利益 ケイジョウ リエキ		15.7		12.3		13.7		14.1		15.3		17.5		13.4		9.6



売上高	

H29.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	H30.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	H31.3	
1Q	
2Q	111	115.1	110.3	103.1	101.9	120.9	105.4	118.8	103.4	109.2	経常利益	

H29.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	H30.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	H31.3	
1Q	
2Q	8.5	7.1	7.4	4.9000000000000004	5.5	8.1999999999999993	5.5	8.6	7.4	7.8	

売上高



経常利益







売上高	

H29.3	
1・2Q	
3・4Q	H30.3	
1・2Q	
3・4Q	H31.3	
1・2Q	226.1	213.4	222.8	224.3	212.6	経常利益	

H29.3	
1・2Q	
3・4Q	H30.3	
1・2Q	
3・4Q	H31.3	
1・2Q	15.7	12.3	13.7	14.1	15.3	

売上高



経常利益







売上高	

上	下	上	下	上	下	上	下	H29.3期	H30.3期	H31.3期	R2.3期	226.1	213.4	222.8	224.3	212.6	231.8	227.6	227.7	経常利益	

上	下	上	下	上	下	上	下	H29.3期	H30.3期	H31.3期	R2.3期	15.7	12.3	13.7	14.1	15.3	17.5	13.4	9.6	

売上高



経常利益









◎売上利益チャート(四半期) 

				３期連続グラフ キ レンゾク

						H25.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H26.3
1Q		
2Q		H26.3
3Q		
4Q		H27.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H28.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H29.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H30.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H31.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q

				売上高 ウリアゲダカ		81.4		80.8		80.4		82.7		91.0		93.3		92.6		95.7		80.4		98.9		91.2		104.1		99.3		107.2		101.3		109.2		111.0		115.1		110.3		103.1		101.9		120.9		105.4		118.8		103.4		109.2		114.9		116.9

				経常利益 ケイジョウ リエキ		6.6		5.3		6.0		6.0		7.9		7.2		8.0		7.3		4.6		6.0		6.3		8.3		6.9		7.2		7.4		7.0		8.5		7.1		7.4		4.9		5.5		8.2		5.5		8.6		7.4		7.8		8.5		9.0

				２期連続グラフ キ レンゾク

						H26.1Q		2Q		3Q		4Q		H27.1Q		2Q

				売上高 ウリアゲダカ		91.0		93.3		92.6		95.7		80.4		98.9

				経常利益 ケイジョウ リエキ		7.9		7.2		8.0		7.3		4.6		6.0



売上高	

H26.1Q	2Q	3Q	4Q	H27.1Q	2Q	90.97354	93.265069999999994	92.649650000000008	95.707049999999995	80.412379999999999	98.906659999999988	経常利益	

H26.1Q	2Q	3Q	4Q	H27.1Q	2Q	7.8905399999999997	7.21434	7.9719000000000007	7.2697900000000004	4.5904199999999999	5.9541300000000001	









売上高	

H30.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	H31.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	101.9	120.9	105.4	118.8	103.4	109.2	114.9	116.9	経常利益	

H30.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	H31.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	5.5	8.1999999999999993	5.5	8.6	7.4	7.8	8.5	9	

売上高



経常利益









◎売上利益チャート(中計) 



		H28.3期 キ		H29.3期 キ		H30.3期 キ		中期計画
(修正) チュウキ ケイカク シュウセイ

		417		439		447		480

		173.0		174.0		182.0		210.0		調整 チョウセイ

		17.3		17.4		18.2		21



売上高	

H28.3期	H29.3期	H30.3期	中期計画	
(修正)	417	439	447	480	当期純利益	17.3

17.4

18.2

21.0



H28.3期	H29.3期	H30.3期	中期計画	
(修正)	173	174	182	210	









◎売上利益の変動要因 

				H31.3期
売上高 キ ウリアゲダカ		不動産
販売 フドウサン ハンバイ		建材
販売 ケン ハンバイ		不動産
賃貸 フドウサン チンタイ		調整額 チョウセイ ガク		R2.3期
売上高 キ ウリアゲダカ						H31.3期
経常利益 キ ケイジョウ リエキ		売上高 ウリア ダカ		粗利益 アラリ エキ		販管費 ハンカンヒ		営業外損益 エイギョウガイ ソンエキ		R2.3期
経常利益 キ ケイジョウ リエキ

						444.52		455.24		455.24		455.38										32.88		30.36		22.99		22.99

				444.52		12.93

作成者: 差額がプラスになるように調整
		2.21		0.14		0.03		455.41						32.88		1.97		4.49		7.37		0.11		23.10

						457.45		457.45		455.38		455.41										34.85		34.85		30.36		23.10

				前期実績 ゼンキ ジッセキ		412.12		61.15		3.32		-32.07								前期実績 ゼンキ ジッセキ		444.52833		80.3738		49.06276		1.57092

				当期実績 トウキ ジッセキ		425.05		58.94		3.46		-32.04												18.08%

				増減 ゾウゲン		12.93		-2.21		0.14		0.03								当期実績 トウキ ジッセキ		455.41961757		77.85154		56.43006		1.68651

																								17.09%



H31.3期	
経常利益	売上高	粗利益	販管費	営業外損益	R2.3期	
経常利益	32.880000000000003	30.36	22.99	22.99	







H31.3期	
経常利益	売上高	粗利益	販管費	営業外損益	R2.3期	
経常利益	32.880000000000003	1.969220204466313	4.4914802044663196	7.3673000000000002	0.10558999999999986	23.1	





H31.3期	
売上高	不動産	
販売	建材	
販売	不動産	
賃貸	調整額	R2.3期	
売上高	444.52	455.24	455.24	455.38	









H31.3期	
売上高	不動産	
販売	建材	
販売	不動産	
賃貸	調整額	R2.3期	
売上高	444.52	12.930000000000007	2.2100	000000000009	0.14000000000000012	3.0000000000001137E-2	455.41	







◎業績チャート(四半期)

						H29.10.18（現在）																																																				ERROR:#REF!

				（四半期）　業績 シハンキ ギョウセキ																																												(億円) オク エン				(億円) オク エン				(億円) オク エン

						H25.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H26.3
1Q		
2Q		H26.3
3Q		
4Q		H27.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H28.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H29.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H30.3
1Q		
2Q		H30.3
1Q		
2Q		H30.3
1Q		
2Q

				売上高 ウリアゲダカ		81.4		80.8		80.4		82.7		91.0		93.3		92.6		95.7		80.4		98.9		91.2		104.1		99.3		107.2		101.3		109.2		111.0		115.1		110.3		103.1		102.0		ERROR:#REF!		102.0		ERROR:#REF!		102.0		ERROR:#REF!

				経常利益 ケイジョウ リエキ		6.6		5.3		6.0		6.0		7.9		7.2		8.0		7.3		4.6		6.0		6.3		8.3		6.9		7.2		7.4		7.0		8.5		7.1		7.4		4.9		5.5		ERROR:#REF!		5.5		ERROR:#REF!		5.5		ERROR:#REF!

								22289.476		1330.199		1378.887		928.242

								22289.476		1330.199		1378.887		928.242

						0

												1378.887		928.242

						0		0		0		1378.887		928.242

								ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

								0		0		1378.887		928.242

								ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

				（四半期） 販売棟数 シハンキ ハンバイ トウスウ

						H25.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H26.3
1Q		
2Q		H26.3
3Q		
4Q		H27.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H28.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H29.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H30.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H31.3
1Q		
2Q

				新築住宅 シンチク ジュウタク																										293		330		317		350		333		352		349		312		306		360		323		352		308		329

				中古住宅 チュウコ ジュウタク																										29		30		28		30		39		36		25		36		30		44		24		40		31		41

								0		0		1378.887		928.242

								0		0		0		0

								0		0		1378.887		928.242

								0.0		0.0		1378.9		928.2

						ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

								0		0		1378.887		928.242

								ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!																																販売棟数 ハンバイ ムネ スウ

																																														H29.3
1・2Q		
3・4Q		H30.3
1・2Q		
3・4Q		H31.3
1・2Q

																																														685		661		666		675		637

																																														75		61		74		64		72

																																														受注棟数 ジュチュウ ムネ スウ

																																																H29.3
1・2Q		
3・4Q		H30.3
1・2Q		
3・4Q		H31.3
1・2Q

																																														新築住宅 シンチク ジュウタク		663		633		673		667		685

																																														中古住宅 チュウコ ジュウタク		70		65		71		66		73

																																																H29.3
1・2Q		
3・4Q		H30.3
1・2Q		
3・4Q		H31.3
1・2Q

																																														販売 ハンバイ		685		661		666		675		637

																																														受注 ジュチュウ		663		633		673		667		685

																																																H29.3期 キ				H30.3期 キ				H31.3期 キ				R2.3期 キ

																																																上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ

																																														販売棟数 ハンバイ トウスウ		685		661		666		675		637		718		683

																																														受注棟数 ジュチュウ トウスウ		663		633		673		667		685		704		674

																																																H30.3期 キ				H31.3期 キ				R2.3期 キ

																																																上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ

																																														販売棟数 ハンバイ トウスウ		666		675		637		718		683

																																														受注棟数 ジュチュウ トウスウ		673		667		685		704		674

																																																H29.3期 キ				H30.3期 キ				H31.3期 キ				R2.3期 キ

																																																上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ

																																														販売棟数 ハンバイ トウスウ		685		661		666		675		637		718		683		658

																																														受注棟数 ジュチュウ トウスウ		663		633		673		667		685		704		674

				（四半期） 販売棟数 シハンキ ハンバイ トウスウ

						H25.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H26.3
1Q		
2Q		H26.3
3Q		
4Q		H27.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H30.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H31.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		R2.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q

				新築住宅 シンチク ジュウタク																										306		360		323		352		308		329		349		369		316		367		279		379



								0		0		0		0

								0		0		0		0

								0		0		0		0

								0.0		0.0		0.0		0.0

						ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

								0		0		0		0





H28.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	H29.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	H30.3	
1Q	
2Q	99.3	107.2	101.3	109.2	111	115.1	110.3	103.1	101.95	0	

H28.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	H29.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	H30.3	
1Q	
2Q	6.9	7.2	7.4	7	8.5	7.1	7.4	4.9000000000000004	5.54	0	

売上高



経常利益







新築住宅	

H29.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	H30.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	H31.3	
1Q	
2Q	333	352	349	312	306	360	323	352	308	329	中古住宅	

H29.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	H30.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	H31.3	
1Q	
2Q	39	36	25	36	30	44	24	40	31	41	









新築住宅	

H29.3	
1・2Q	
3・4Q	H30.3	
1・2Q	
3・4Q	H31.3	
1・2Q	685	661	666	675	637	中古住宅	

H29.3	
1・2Q	
3・4Q	H30.3	
1・2Q	
3・4Q	H31.3	
1・2Q	75	61	74	64	72	









新築住宅	

H29.3	
1・2Q	
3・4Q	H30.3	
1・2Q	
3・4Q	H31.3	
1・2Q	663	633	673	667	685	中古住宅	

H29.3	
1・2Q	
3・4Q	H30.3	
1・2Q	
3・4Q	H31.3	
1・2Q	70	65	71	66	73	









販売棟数	

H29.3	
1・2Q	
3・4Q	H30.3	
1・2Q	
3・4Q	H31.3	
1・2Q	685	661	666	675	637	受注棟数	

H29.3	
1・2Q	
3・4Q	H30.3	
1・2Q	
3・4Q	H31.3	
1・2Q	663	633	673	667	685	







販売棟数	

上	下	上	下	上	下	H29.3期	H30.3期	H31.3期	685	661	666	675	637	718	受注棟数	

上	下	上	下	上	下	H29.3期	H30.3期	H31.3期	663	633	673	667	685	704	







販売棟数	

上	下	上	下	上	H30.3期	H31.3期	R2.3期	666	675	637	718	683	受注棟数	

上	下	上	下	上	H30.3期	H31.3期	R2.3期	673	667	685	704	674	







販売棟数	

上	下	上	下	上	下	上	下	H29.3期	H30.3期	H31.3期	R2.3期	685	661	666	675	637	718	683	658	







H31.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	R2.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	308	329	349	369	316	367	279	379	







増減内訳









								H29.3期 キ		H30.3期 キ		増減 ゾウゲン

						新築住宅他 シンチク ジュウタク ホカ		38,477		38,733		+256

								(1,346)		(1,341)		(   -5)

						中古住宅 チュウコ ジュウタク		2,196		2,295		+99

								(136)		(138)		(   +2)

						宅地分譲 タクチ ブンジョウ		-		463		+463

												+0

						売上計 ウリアゲ ケイ		40,673		41,492		+819

						(　)内は棟数 ナイ ムネ スウ







































★③販管費～特別損益



														(百万円) ヒャクマンエン

				科目 カモク						H31.3期 キ		R2.3期 キ		増減 ゾウゲン

				販売・管理費 ハンバイ カンリヒ				人件費 ジンケンヒ		3,208		3,412		+204

								広告宣伝費 コウコク センデンヒ		536		636		+100

								支払手数料 シハライ テスウリョウ		109		211		+102

								減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		116		130		+14

								のれん償却費 ショウキャク ヒ		-		68		+68

								その他 タ		937		1,186		+249

						計 ケイ				4,906		5,643		+737

				営業外損益 エイギョウガイ ソンエキ		収益 シュウエキエイシュウ		受取手数料 ウケトリ テスウリョウ		161		157		-4

								業務受託手数料 ギョウム ジュタク テスウリョウ		224		226		+2

								その他 タ		38		85		+47

								計 ケイ		423		468		+45

						費用 ヒヨウ		支払利息 シハライ リソク		248		256		+8

								その他 タ		18		43		+25

								計 ケイ		266		299		+33

				特別損益 トクベツ ソンエキ		利益 リエキ		－		-		-		-

								計 ケイ		-		-		-

						損失 ソンシツ		固定資産除却損 コテイ シサン ジョキャク ソン		16		13		-3

								役員退職慰労金		300		-		-300

								投資有価証券評価損 トウシ ユウカ ショウケン ヒョウカ ソン		-		100		+100

								災害損失 サイガイ ソンシツ		-		27		+27

								その他 タ		2		11		+9

								計 ケイ		318		151		-167













利益率









										H31.3期 キ				R2.3期 キ				増減 ゾウゲン

								営業利益（百万円） エイギョウ リエキ ヒャクマンエン		3,131				2,142				-989

								営業利益率(％) エイギョウ リエキ リツ		7.0				4.7				-2.3pt

								経常利益（百万円） ケイジョウ リエキ エイリ		3,288				2,310				-978

								経常利益率(％) ケイジョウ リエキ エイリ リツ		7.4				5.1				-2.3pt

								税引前利益（百万円） ゼイ ヒ マエ リエキ		2,969				2,159				-810

								当期純利益（百万円）※ トウキ ジュンリエキ		2,065				1,413				-652

								当期純利益率(％) トウキ ジュンリエキ リツ		4.6				3.1				-1.5pt









































◎業績チャート(四半期) (A)

						H29.10.18（現在）																																																								ERROR:#REF!

				（四半期）　業績 シハンキ ギョウセキ																																												(億円) オク エン				(億円) オク エン				(億円) オク エン				(億円) オク エン

						H25.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H26.3
1Q		
2Q		H26.3
3Q		
4Q		H27.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H28.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H29.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H30.3
1Q		
2Q		H30.3
1Q		
2Q		H30.3
1Q		
2Q		H30.3
1Q		
2Q

				売上高 ウリアゲダカ		81.4		80.8		80.4		82.7		91.0		93.3		92.6		95.7		80.4		98.9		91.2		104.1		99.3		107.2		101.3		109.2		111.0		115.1		110.3		103.1		102.0		ERROR:#REF!		102.0		ERROR:#REF!		102.0		ERROR:#REF!		102.0		ERROR:#REF!

				経常利益 ケイジョウ リエキ		6.6		5.3		6.0		6.0		7.9		7.2		8.0		7.3		4.6		6.0		6.3		8.3		6.9		7.2		7.4		7.0		8.5		7.1		7.4		4.9		5.5		ERROR:#REF!		5.5		ERROR:#REF!		5.5		ERROR:#REF!		5.5		ERROR:#REF!

								22289.476		1330.199		1378.887		928.242

								22289.476		1330.199		1378.887		928.242

						0

												1378.887		928.242

						0		0		0		1378.887		928.242

								ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

								0		0		1378.887		928.242

								ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

				（四半期） 販売棟数 シハンキ ハンバイ トウスウ

						H25.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H26.3
1Q		
2Q		H26.3
3Q		
4Q		H27.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H28.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H29.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H30.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H31.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q

				新築住宅 シンチク ジュウタク																										293		330		317		350		333		352		349		312		306		360		323		352		308		329		349		369

				中古住宅 チュウコ ジュウタク																										29		30		28		30		39		36		25		36		30		44		24		40		31		41		39		40

								0		0		1378.887		928.242

								0		0		0		0

								0		0		1378.887		928.242

								0.0		0.0		1378.9		928.2

						ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

								0		0		1378.887		928.242

								ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!





H28.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	H29.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	H30.3	
1Q	
2Q	99.3	107.2	101.3	109.2	111	115.1	110.3	103.1	101.95	0	

H28.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	H29.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	H30.3	
1Q	
2Q	6.9	7.2	7.4	7	8.5	7.1	7.4	4.9000000000000004	5.54	0	

売上高



経常利益







新築住宅	

H30.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	H31.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	306	360	323	352	308	329	349	369	中古住宅	

H30.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	H31.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	30	44	24	40	31	41	39	40	











要約BS1

																								(百万円) ヒャクマンエン

				資産の部 シサン ブ				H31.3期 キ		R2.3期 キ		増減 ゾウゲン				負債・純資産の部 フサイ ジュンシサン ブ				H31.3期 キ		R2.3期 キ		増減 ゾウゲン

				流動資産計 リュウドウ シサン ケイ				36,127		43,050		+6,923				流動負債計 リュウドウ フサイ ケイ				22,398		27,352		+4,954

				　現金及び預金 ゲンキン オヨ ヨキン				10,001		10,351		+350				　仕入債務 シイ サイム				3,170		3,262		+92

				　売上債権 ウリアゲ サイケン				547		607		+60				　短期有利子負債 タンキ ユウリシ フサイ				17,877		22,972		+5,095

				　販売用不動産（新築） ハンバイヨウ フドウサン シンチク				22,681		28,650		+5,969				　その他流動負債 タ リュウドウ フサイ				1,351		1,118		-233

				　販売用不動産（中古） ハンバイヨウ フドウサン チュウコ				1,710		2,055		+345				固定負債計 コテイ フサイ ケイ				3,341		6,490		+3,149

				　その他流動資産 タ リュウドウ シサン				1,188		1,387		+199				　長期有利子負債 チョウキ ユウリシ フサイ				2,485		5,499		+3,014

				固定資産計 コテイ シサン ケイ				10,699		12,899		+2,200				　その他固定負債 タ コテイ フサイ				856		991		+135

				　有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン				8,932		9,635		+703				負債合計 フサイ ゴウケイ				25,740		33,842		+8,102

				　その他固定資産 タ コテイ シサン				1,767		3,264		+1,497						株主資本計 カブヌシ シホン ケイ		20,979		21,972		+993

				繰延資産計 ク ノ シサン ケイ				37		35		-2				純資産合計 ジュンシサン ゴウケイ				21,124		22,143		+1,019

				資産合計 シサン ゴウケイ				46,864		55,986		+9,122				負債・純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ				46,864		55,986		+9,122







































































⑦ＣＦ (Ｒ2.3階段グラフ)

										(百万円) ヒャクマンエン																												(百万円) ヒャクマンエン

						H28.9期 キ		H29.9期 キ		増減 ゾウゲン																								18.9月 ガツ		19.9月 ガツ		増減 ゾウゲン						営業活動C・F　主な項目 エイギョウ カツドウ オモ コウモク										H20.3		H21.9期 キ		下端 カタン		上端 ジョウタン		変動値 ヘンドウ チ

		Ⅰ.営業活動によるＣ/Ｆ エイギョウ カツドウ				-1,293		1,378		+2,671																				営業活動によるＣ/Ｆ エイギョウ カツドウ				1,378		-1,293		2,671						税金等調整前当期純利益 ゼイキン トウ チョウセイ マエ トウキ ジュンリエキ		1,562						現預金(期首) ゲンヨキン キシュ		-2,534		1,298		0		10,001				10,001		10,001

				税金等調整前四半期純利益 ゼイキン トウ チョウセイ マエ シ ハンキ ジュンリエキ		1,562		1,370																						投資活動によるＣ/Ｆ トウシ カツドウ				-65		-225		160						たな卸資産の減少額 オロシ シサン ゲンショウ ガク		-2,596						純利益 ジュンリエキ		-2,534		1,298		10,001		2,159		2,159		12,160		12,160

				減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		131		142																						財務活動によるＣ/Ｆ ザイム カツドウ				-142		2,146		-2,288						仕入債務の減少額 シイレ サイム ゲンショウ ガク		-32						減価償却 ゲンカ ショウキャク		-1,243		108		12,160		267		267		12,427		12,427

				売上債権の増加額 ウリアゲ サイケン ゾウカ ガク		-72		-67																						現金等の期首残高 ゲンキン トウ キシュ ザンダカ				9,646		8,410		1,236														運転資金(※) ウンテン シキン		-1,243		108		8,352		4,075		-4,075		12,427		8,352

				たな卸資産の増加額 オロシ シサン ゾウカ ガク		-2,596		291																						現金等の期末残高				0		0		0						投資活動C・F　主な項目 トウシ カツドウ オモ コウモク								その他 タ		-1,243		108		7,455		897		-897		8,352		7,455

				仕入債務の増加額 シイレ サイム ゾウカ ガク		-32		100																																				有形固定資産の購入 ユウケイ コテイ シサン コウニュウ		-186						固定資産 コテイシサン		-1,243		108		6,861		594		-594		7,455		6,861

				法人税等の支払額 ホウジンゼイ トウ シハライ ガク		-694		-494																																												子会社株式他 コガイシャ カブシキ ホカ		-1,243		108		4,935		1,926		-1,926		6,861		4,935

				その他 タ		408		36																																				財務活動C・F　主な項目 ザイム カツドウ オモ コウモク								配当金 ハイトウキン		-1,243		108		4,416		519		-519		4,935		4,416

		Ⅱ.投資活動によるＣ/Ｆ トウシ カツドウ				-225		-65		+160																																										借入金他 カリイレキン タ		-1,243		108		4,416		5,920		5,920		10,336		10,336

				有形固定資産の取得 ユウケイ コテイ シサン シュトク		-186		-43																																												現預金(期末) ゲンヨキン キマツ		-2,534		1,298		0		10,336				10,336

				無形固定資産の取得 ムケイ コテイ シサン シュトク		-14		-3

				有形固定資産の売却による収入 ユウケイ コテイ シサン バイキャク シュウニュウ		-		-

				投資有価証券の取得による支出 トウシ ユウカ ショウケン シュトク シシュツ		-		-

				差入保証金の差入による支出 サ イ ホショウキン サ イ シシュツ		-32		-19

				その他 タ		7		0

		Ⅲ.財務活動によるＣ/Ｆ ザイム カツドウ				2,146		-142		-2,288

				短期借入金の純増減額 タンキ カリイレ キン ジュン ゾウゲンガク		2,111		232

				長期借入による収入 チョウキ カリイレ シュウニュウ		630		418

				長期借入金返済による支出 チョウキ カリイレ キン ヘンサイ シシュツ		-217		-356

				配当金の支払額 ハイトウキン シハライ ガク		-344		-401

				その他 タ		-34		-35

		Ⅳ.現金等の増減額 ゲンキントウ ゾウゲンガク				627		1,171		+544

		Ⅴ.現金等の期首残高 ゲンキン トウ キシュ ザンダカ				7,782		8,475		+693

		Ⅵ.現金等の期末残高				8,410		9,646		+1,236

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































グラフ タイトル



現預金(期首)	純利益	減価償却	運転資金(※)	その他	固定資産	子会社株式他	配当金	借入金他	現預金(期末)	-2534	-2534	-1243	-1243	-1243	-1243	-1243	-1243	-1243	-2534	現預金(期首)	純利益	減価償却	運転資金(※)	その他	固定資産	子会社株式他	配当金	借入金他	現預金(期末)	1298	1298	108	108	108	108	108	108	108	1298	現預金(期首)	純利益	減価償却	運転資金(※)	その他	固定資産	子会社株式他	配当金	借入金他	現預金(期末)	0	10001	12160	8352	7455	6861	4935	4416	4416	0	











現預金(期首)	純利益	減価償却	運転資金(※)	その他	固定資産	子会社株式他	配当金	借入金他	現預金(期末)	10001	2159	267	4075	897	594	1926	519	5920	10336	







実績(棚卸資産)

						H25.3
4Q		H26.3
4Q		H27.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q										H25.3
4Q		H26.3
4Q		H27.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q

				分譲土地 ブンジョウ トチ		427		702		798		754		729		780								新築(完成) シンチク カンセイ		137		105		170		187		210		198

				未成分譲土地 ミセイ ブンジョウ トチ		1055		956		956		869		958		953								中古 チュウコ		64		58		67		64		72		73

						1482		1658		1754		1623		1687		1733



分譲土地	H25.3	
4Q	H26.3	
4Q	H27.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	427	702	798	754	729	780	未成分譲土地	H25.3	
4Q	H26.3	
4Q	H27.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	1055	956	956	869	958	953	新築(完成)	

H25.3	
4Q	H26.3	
4Q	H27.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	137	105	170	187	210	198	中古	

H25.3	
4Q	H26.3	
4Q	H27.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	64	58	67	64	72	73	









⑦ＣＦ

										(百万円) ヒャクマンエン																												(百万円) ヒャクマンエン

						H28.3期 キ		H29.3期 キ		増減 ゾウゲン																								18.9月 ガツ		19.9月 ガツ		増減 ゾウゲン						営業活動C・F　主な項目 エイギョウ カツドウ オモ コウモク

		Ⅰ.営業活動によるＣ/Ｆ エイギョウ カツドウ				101		-2,885		-2,986																				営業活動によるＣ/Ｆ エイギョウ カツドウ				-2,885		101		-2,986						税金等調整前当期純利益 ゼイキン トウ チョウセイ マエ トウキ ジュンリエキ		2,688

				税金等調整前当期純利益 ゼイキン トウ チョウセイ マエ トウ キ ジュンリエキ		2,688		2,548																						投資活動によるＣ/Ｆ トウシ カツドウ				-562		-507		-55						たな卸資産の減少額 オロシ シサン ゲンショウ ガク		-2,095

				減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		244		272																						財務活動によるＣ/Ｆ ザイム カツドウ				4,140		1,575		2,565						仕入債務の減少額 シイレ サイム ゲンショウ ガク		281

				売上債権の増加額 ウリアゲ サイケン ゾウカ ガク		196		-65																						現金等の期首残高 ゲンキン トウ キシュ ザンダカ				7,782		6,614		1,168

				たな卸資産の増加額 オロシ シサン ゾウカ ガク		-2,095		-5,662																						現金等の期末残高				8,475		7,782		693						投資活動C・F　主な項目 トウシ カツドウ オモ コウモク

				仕入債務の増加額 シイレ サイム ゾウカ ガク		281		177																																				有形固定資産の購入 ユウケイ コテイ シサン コウニュウ		-321

				法人税等の支払額 ホウジンゼイ トウ シハライ ガク		-1,006		-1,100

				その他 タ		-207		945																																				財務活動C・F　主な項目 ザイム カツドウ オモ コウモク

		Ⅱ.投資活動によるＣ/Ｆ トウシ カツドウ				-507		-562		-55																																		短期借入金の純増減額 タンキ カリイレ キン ジュン ゾウゲンガク		1,939

				有形固定資産の取得 ユウケイ コテイ シサン シュトク		-321		-487																																				長期借入金の純増減額 チョウキ カリイレ キン ジュン ゾウゲンガク		345

				無形固定資産の取得 ムケイ コテイ シサン シュトク		-16		-20

				投資有価証券の取得 トウシ ユウカ ショウケン シュトク		-214		-

				有形固定資産の売却 ユウケイ コテイ シサン バイキャク		98		6

				差入保証金の差入による支出 サ イ ホショウキン サ イ シシュツ		-49		-52

				その他 タ		-5		-9

		Ⅲ.財務活動によるＣ/Ｆ ザイム カツドウ				1,575		4,140		+2,565

				短期借入金の純増減額 タンキ カリイレ キン ジュン ゾウゲンガク		1,939		4,211

				長期借入による収入 チョウキ カリイレ シュウニュウ		345		805

				長期借入金返済による支出 チョウキ カリイレ キン ヘンサイ シシュツ		-414		-462

				配当金の支払額 ハイトウキン シハライ ガク		-229		-344

				その他 タ		-66		-70

		Ⅳ.現金等の増減額 ゲンキントウ ゾウゲンガク				1,168		692		-476

		Ⅴ.現金等の期首残高 ゲンキン トウ キシュ ザンダカ				6,614		7,782		+1,168

		Ⅵ.現金等の期末残高				7,782		8,475		+693





																																																														(百万円) ヒャクマンエン

																																																						H20.3		H21.9期 キ		H27.3期 キ		H28.3期 キ		H29.3期 キ

																																																				営業ＣＦ エイギョウ		-2,534		1,298		700		101		-2,885

																																																				投資ＣＦ トウシ		-1,243		108		-172		-507		-562

																																																				財務ＣＦ ザイム		3,514		-1,831		531		1,575		4,140

																																																				現金等残 ゲンキントウ ザン		1,066		981		6,614		7,781		7,781







																																																														(百万円) ヒャクマンエン

																																																						H20.3		H21.9期 キ		H27.3期 キ		H28.3期 キ		H29.3期 キ

																																																				営業ＣＦ エイギョウ		-2,534		1,298		700		101		101

																																																				投資ＣＦ トウシ		-1,243		108		-172		-507		-507

																																																				財務ＣＦ ザイム		3,514		-1,831		531		1,575		1,575

																																																				現金等の期末残高 ゲンキントウ キマツ ザンダカ		1,066		981		6,614		7,782		8,475

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ｃ／Ｆの推移

営業ＣＦ	H27.3期	H28.3期	H29.3期	700	101	-2885	投資ＣＦ	H27.3期	H28.3期	H29.3期	-172	-507	-562	財務ＣＦ	H27.3期	H28.3期	H29.3期	531	1575	4140	(百万円)



営業ＣＦ	H27.3期	H28.3期	H29.3期	投資ＣＦ	H27.3期	H28.3期	H29.3期	財務ＣＦ	H27.3期	H28.3期	H29.3期	現金等の期末残高	H27.3期	H28.3期	H29.3期	6614	7782	8475	(百万円)





◎実績(棚卸資産)

																																				受注済含む ジュチュウ ズ フク																						契約済落とす ケイヤク ズ オ

						H27.3
4Q		H28.3
1Q		
2Q		
4Q								H27.3
4Q		H28.3
1Q		
2Q		
2Q		
4Q										H25.3
4Q		H26.3
4Q		H27.3
1Q		
2Q		
3Q		H27.3
4Q		H28.3
1Q		
2Q								H25.3
4Q		H26.3
4Q		H27.3
1Q		
2Q		
3Q		H27.3
4Q		H28.3
1Q		
2Q		
10月 ガツ		
4Q

				分譲土地 ブンジョウ トチ		780		786		726		724						分譲土地 ブンジョウ トチ		780		786		726		726		724								新築(完成) シンチク カンセイ		137		105		170		187		210		198		241		269						新築(完成) シンチク カンセイ		137		94		170		187		210		183		157		228		245		320

				未成分譲土地 ミセイ ブンジョウ トチ		953		1063		1178		1411						未成分譲土地 ミセイ ブンジョウ トチ		953		1063		1178		1178		1411								中古 チュウコ		64		58		67		64		72		73		81		92						中古 チュウコ		64		58		67		64		72		73		81		92

						1,733		1,849		1,904		2,135								1,733		1,849		1,904		1,904		2,135

				在庫月数 ザイコ ツキスウ		1.39		1.37		1.41		1.40						在庫月数 ザイコ ツキスウ		1.39		1.37		1.41		1.41		1.40

				基準販売数(年) キジュン ハンバイ スウ ネン		1,250		1,350		1,350		1,520						基準販売数(年) キジュン ハンバイ スウ ネン		1,250		1,350		1,350		1,350		1,520

						H26.3期 キ		H27.3期 キ		H28.3期 キ		H28.3期末 キ マツ								H26.3期 キ		H27.3期 キ		H28.3期 キ		H29.3期 キ		H29.3期末 キ マツ																																H25.3
4Q		H26.3
4Q		H27.3
4Q		H28.3
4Q

				総区画数 ソウ クカク カズ		1,658		1,733		2,135		2,135						期末在庫 キマツ ザイコ		1,658		1,733		2,135		2,348		2,348																														完成棟数 カンセイ トウスウ		137		94		183		215

				在庫年数 ザイコ ネンスウ		1.42		1.39		1.40		1.40						翌年販売数 ヨクネン ハンバイ スウ		1170		1290		1346		1450		1.62		19.43		ヶ月 ゲツ																										在庫月数 ザイコ ツキスウ		1.47		0.94		1.83		1.70

																																																										販売数(月) ハンバイ スウ ツキ		93		100		100		127

																																																										販売数(月) ハンバイ スウ ツキ		560		600		600		1,520

				分譲土地 ブンジョウ トチ		702		780		724		724						分譲土地 ブンジョウ トチ		702		780		724		874		874

				未成分譲土地 ミセイ ブンジョウ トチ		956		953		1411		1411						未成分譲土地 ミセイ ブンジョウ トチ		956		953		1411		1474		1474

				基準販売数(年) キジュン ハンバイ スウ ネン		1,170		1,250		1,520		1,520						基準販売数(年) キジュン ハンバイ スウ ネン		1,170		1,250		1,380		1,450		1,450



分譲土地	H27.3	
4Q	H28.3	
1Q	
2Q	780	786	726	未成分譲土地	H27.3	
4Q	H28.3	
1Q	
2Q	953	1063	1178	新築(完成)	

H26.3	
4Q	H27.3	
4Q	H28.3	
1Q	
2Q	105	198	241	269	中古	

H26.3	
4Q	H27.3	
4Q	H28.3	
1Q	
2Q	58	73	81	92	







新築(完成)	

H26.3	
4Q	H27.3	
1Q	
2Q	
3Q	H27.3	
4Q	H28.3	
1Q	
2Q	
10月	
4Q	94	170	187	210	183	157	228	245	中古	

H26.3	
4Q	H27.3	
1Q	
2Q	
3Q	H27.3	
4Q	H28.3	
1Q	
2Q	
10月	
4Q	58	67	64	72	73	81	92	







期末在庫数

総区画数	

H26.3期	H27.3期	H28.3期	1658	1733	2135	在庫年数	

H26.3期	H27.3期	H28.3期	1.4170940170940172	1.3864000000000001	1.4046052631578947	









在庫推移

完成棟数	

H26.3	
4Q	H27.3	
4Q	H28.3	
4Q	94	183	215	在庫月数	

H26.3	
4Q	H27.3	
4Q	H28.3	
4Q	0.94	1.83	1.6973684210526314	









分譲土地	H27.3	
4Q	H28.3	
1Q	
2Q	780	786	726	未成分譲土地	H27.3	
4Q	H28.3	
1Q	
2Q	953	1063	1178	期末在庫	

H27.3期	H28.3期	H29.3期	1733	2135	2348	翌年販売数	

H27.3期	H28.3期	H29.3期	1290	1346	1450	









期末在庫	

H27.3期	H28.3期	H29.3期	1733	2135	2348	翌年販売数	

H27.3期	H2	8.3期	H29.3期	1290	1346	1450	









採用
在庫の増加を強調しない




販売棟数

						H25.3
4Q		H27.3期 キ		H28.3期 キ		
2Q		
3Q		H27.3期 キ		H29.3期 キ

				新築 シンチク		137		1170		1290		187		210		1170		1346

				中古 チュウコ		64		112		117		64		72		112		136



新築	

H27.3期	H28.3期	H29.3期	1170	1290	1346	中古	

H27.3期	H28.3期	H29.3期	112	117	136	









Sheet2

								新築住宅 シンチク ジュウタク												中古住宅 チュウコ ジュウタク

						期 キ		1Ｑ		2Ｑ		3Ｑ		4Ｑ		計 ケイ				1Ｑ		2Ｑ		3Ｑ		4Ｑ		計

						H28.3期 キ		293		330		317		350		1,290				29		30		28		30		117

						H29.3期 キ		333		352		349		312		1,346				39		36		25		36		136

																																						H27.3期 キ		H28.3期 キ		H29.3期 キ

																																				　ＲＯＡ(%)		4.5 		4.6 		4.1 

																																				　ＲＯＥ(%)		11.0 		11.0 		10.1 

																																				　借入金比率(%) カリイレ キン ヒリツ		44.3 		44.9 		48.8 

																																				　自己資本比率(%) ジコ シホン ヒリツ		41.9 		41.6 		39.2 

																																				　1株当り純資産(円) カブ ア ジュンシサン エン		521.57 		571.58 		622.78 







決算概要

キャッシュ・フローの概要

10

営業エリアの拡大に伴い、

投資目的の支出が増加

＜営業C/F＞
営業エリアを拡大した埼玉県の分譲用地

や既存エリアの大型分譲用地等、たな卸資

産の取得に係る支出が増加

＜投資C/F＞
神奈川県の事業会社２社（㈱プラザハウス、

㈱ウェルカムハウス）の株式を取得し、子

会社化

＜財務C/F＞
分譲用地の取得資金やＭ＆Ａ資金を、

借入金・社債により調達

 １株当たり配当額の増配により、配当金の

支払額が増加

（百万円）

H31.3期 R2.3期 前期比

3,042 △2,546 -5,589

税引前利益 2,969 2,159 -809

たな卸資産の増減 1,140 △3,955 -5,095

法人税等の支払 △868 △960 -92

その他 △198 210 +408

△503 △2,520 -2,016

有形固定資産の取得 △491 △570 -79

子会社株式の取得 - △1,881 -1,881

その他 △12 △68 -55

△2,351 5,402 +7,753

借入金・社債の増減 △1,868 5,877 +7,745

配当金の支払 △460 △519 -59

その他 △22 44 +67

10,001 10,336 +335

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 物の
期 末 残 高


②概要



																		（百万円） ヒャクマンエン

								H31.3期 キ		R2.3期 キ		前期比 ゼンキヒ				業績予想
2/10修正 ギョウセキ ヨソウ シュウセイ		業績
予想比 ギョウセキ ヨソウ ヒ

				売上高 ウリアゲ ダカ				44,452		45,541		+2.5%				45,150		+0.9%

						不動産販売 フドウサン ハンバイ		41,212		42,505		+3.1%

						建築材料販売 ケンチク ザイリョウ ハンバイ		2,992		2,775		-7.2%

						不動産賃貸 フドウサン チンタイ		248		261		+5.2%

				営業利益 エイギョウ リエキ				3,131		2,142		-31.6%				2,000		+7.1%

				経常利益 ケイジョウ リエキ				3,288		2,310		-29.7%				2,150		+7.5%

				親会社株主に帰属する
当期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキ ジュンリエキ				2,065		1,413		-31.6%				1,400		+0.9%



				1株当たり
当期純利益 カブ ア トウキ ジュンリエキ				71.62円		48.84円		-22.78円				48.41円		+0.43円

				ＲＯＥ
(自己資本利益率)				10.3%		6.6%		-3.71pt

				1株当たり
配当額 カブ ア ハイトウ ガク				18円		23円		+5円

				連結配当性向 レンケツ ハイトウ セイコウ				25.1%		47.1%		+22.0pt





				％と％の比較はptで表示 ヒカク ヒョウジ

				１株当たり当期純利益 カブ ア トウキ ジュンリエキ				71.62円		48.84円		-22.78円				48.41円		+0.43円

				1株当たり
当期純利益 カブ ア トウキ ジュンリエキ				71.62円		48.84円		-22.78円				48.41円		+0.43円





























経常分析

				H31.3期
売上高 キ ウリアゲダカ		不動産
販売 フドウサン ハンバイ		建材
販売 ケン ハンバイ		不動産
賃貸 フドウサン チンタイ		調整額 チョウセイ ガク		R2.3期
売上高 キ ウリアゲダカ						H31.3期
経常利益 キ ケイジョウ リエキ		売上高 ウリア ダカ		粗利益 アラリ エキ		販管費 ハンカンヒ		営業外
損益 エイギョウガイ ソンエキ		R2.3期
経常利益 キ ケイジョウ リエキ

						444.52		455.24		455.24		455.38										32.88		30.36		22.99		22.99

				444.52		12.93

作成者: 差額がプラスになるように調整
		2.21		0.14		0.03		455.41						32.88		1.97		4.49		7.37		0.11		23.10

						457.45		457.45		455.38		455.41										34.85		34.85		30.36		23.10

				前期実績 ゼンキ ジッセキ		412.12		61.15		3.32		-32.07								前期実績 ゼンキ ジッセキ		444.52833		80.3738		49.06276		1.57092

				当期実績 トウキ ジッセキ		425.05		58.94		3.46		-32.04												18.08%

				増減 ゾウゲン		12.93		-2.21		0.14		0.03								当期実績 トウキ ジッセキ		455.41961757		77.85154		56.43006		1.68651

																								17.09%

																				H31.3期
経常利益		売上高 ウリアゲ ダカ		粗利率 アラリリツ		販管費 ハンカンヒ		営業外
損益		R2.3期
経常利益

																				+3,288		+197		△449		△737		+11		+2,310



H31.3期	
経常利益	売上高	粗利益	販管費	営業外	
損益	R2.3期	
経常利益	32.880000000000003	30.36	22.99	22.99	







H31.3期	
経常利益	売上高	粗利益	販管費	営業外	
損益	R2.3期	
経常利益	32.880000000000003	1.969220204466313	4.4914802044663196	7.3673000000000002	0.10558999999999986	23.1	





H31.3期	
売上高	不動産	
販売	建材	
販売	不動産	
賃貸	調整額	R2.3期	
売上高	444.52	455.24	455.24	455.38	









H31.3期	
売上高	不動産	
販売	建材	
販売	不動産	
賃貸	調整額	R2.3期	
売上高	444.52	12.930000000000007	2.2100000000000009	0.14000000000000012	3.0000000000001137E-2	455.41	





 売上高	H28.3	H29.3	H30.3	H31.3	R2.3	417.06272000000001	439.62732999999997	447.26118000000002	444.52832999999998	455.41960999999998	売上総利益	H28.3	H29.3	H30.3	H31.3	R2.3	72.360259999999997	75.419390000000007	76.439099999999996	80.373829999999998	77.85154	 粗利率	H28.3	H29.3	H30.3	H31.3	R2.3	0.17349970766986797	0.17155300604264073	0.17090483909200435	0.18080699153639995	0.17094463718854794	









セグメント



						不動産販売 フドウサン ハンバイ								（百万円） ヒャクマンエン

										H31.3期 キ		R2.3期 キ		前期比 ゼンキヒ

						売上高 ウリアゲ ダカ				41,212		42,505		+3.1%

								新築住宅販売 シンチク ジュウタク ハンバイ		37,191		38,517		+3.6%

								中古住宅販売 チュウコ ジュウタク ハンバイ		2,397		2,535		+5.8%

								リフォーム		1,624		1,453		-10.5%

						経常利益 ケイジョウ リエキ				2,976		2,013		-32.4%



						建築材料販売 ケンチク ザイリョウ ハンバイ								（百万円） ヒャクマンエン

										H31.3期 キ		R2.3期 キ		前期比 ゼンキヒ

						売上高 ウリアゲ ダカ				6,115		5,894		-3.6%

								外部顧客 ガイブ コキャク		2,992		2,775		-7.2%

								グループ内部 ナイブ		3,123		3,118		-0.2%

						経常利益 ケイジョウ リエキ				151		142		-5.9%





						不動産賃貸 フドウサン チンタイ								（百万円） ヒャクマンエン

										H31.3期 キ		R2.3期 キ		前期比 ゼンキヒ

						売上高 ウリアゲ ダカ				332		346		+4.4%

								外部顧客 ガイブ コキャク		248		261		+5.2%

								グループ内部 ナイブ		83		85		+1.8%

						経常利益 ケイジョウ リエキ				151		172		+13.8%



						（運用数量の推移） ウンヨウ スウリョウ スイイ

						賃貸オフィス等 （坪数） チンタイ トウ ツボスウ				2,627		3,003										新築住宅 シンチク ジュウタク				38,814,565,040		87.3%		39,969,916,888		87.8%

						駐車場 （車室数） チュウシャジョウ シャシツ スウ				435		435

																						中古住宅 チュウコ ジュウタク				2,397,794,467		5.4%		2,535,201,551		5.6%

																						建築材料 ケンチク ザイリョウ				2,992,211,921		6.7%		2,775,626,641		6.1%

																						賃貸 チンタイ				248,262,510		0.6%		261,216,677		0.6%

																										44,452,833,938		100.0%		45,541,961,757		100.0%



																						管理収入 カンリ シュウニュウ				1,970,420				1,099,850

																						　"				1,622,109,692				1,452,351,116

																						リフォーム				1,624,080,112				1,453,450,966

																						新築住宅 シンチク ジュウタク				37,190,484,928				38,516,465,922

																						小計 ショウケイ				41,212,359,507				42,505,118,439





Sheet5

		累計データ（転記用） ルイケイ テンキ ヨウ

				H28.3								H29.3								H30.3								H31.3								R2.3

				1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q

		売上高 ウリアゲ ダカ								41,706,272		11,101,904		22,614,869		33,645,506		43,962,733		10,195,571		22,289,476		32,389,105		44,726,118		10,341,270		21,268,322		32,758,766		44,452,833		10,550,042		22,769,973		32,817,966		45,541,961

		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ								7,236,026		2,002,364		3,944,828		5,851,564		7,541,939		1,794,746		3,849,151		5,596,040		7,643,910		1,943,250		3,917,111		5,938,957		8,037,383		1,871,435		3,940,965		5,613,288		7,785,154

		累計期間データ（加工後） ルイケイ キカン カコウ ゴ

				H28.3								H29.3								H30.3								H31.3								R2.3

				1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q

				H28.3		H28.3		H28.3		H28.3		H29.3		H29.3		H29.3		H29.3		H30.3		H30.3		H30.3		H30.3		H31.3		H31.3		H31.3		H31.3		R2.3		R2.3		R2.3		R2.3

		 売上高 ウリアゲ ダカ								417.1						336.5		439.6						323.9		447.3		103.4		212.7		327.6		444.5		105.5		227.7		328.2		455.4

		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ								72.4						58.5		75.4						56.0		76.4		19.4		39.2		59.4		80.4		18.7		39.4		56.1		77.9

		 粗利率 アラリリツ								17.3%						17.4%		17.2%						17.3%		17.1%		18.8%		18.4%		18.1%		18.1%		17.7%		17.3%		17.1%		17.1%

		会計期間データ（加工後） カイケイ キカン カコウ ゴ

				H28.3								H29.3								H30.3								H31.3								R2.3

				1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		H31.3
1Q		2Q		3Q		4Q		R2.3
1Q		2Q		3Q		4Q

		売上高 ウリアゲ ダカ		0.0		0.0		0.0		417.1		111.0		115.1		110.3		103.2		102.0		120.9		101.0		123.4		103.4		109.3		114.9		116.9		105.5		122.2		100.5		127.2

		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		0.0		0.0		0.0		72.4		20.0		19.4		19.1		16.9		17.9		20.5		17.5		20.5		19.4		19.7		20.2		21.0		18.7		20.7		16.7		21.7

		総利益率 ソウ リエキ リツ		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		17.3%		18.0%		16.9%		17.3%		16.4%		17.6%		17.0%		17.3%		16.6%		18.8%		18.1%		17.6%		17.9%		17.7%		16.9%		16.6%		17.1%

		単位 タンイ

		100,000

						15.0%

				6		1.0%

						21.0%



売上高	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	H31.3	
1Q	2Q	3Q	4Q	R2.3	
1Q	2Q	3Q	4Q	111.01904	115.12965	110.30637	103.17227	101.95571	120.93904999999999	100.99629	123.37013	103.4127	109.27052	114.90443999999999	116.94067	105.50042000000001	122.19931	100.47993	127.23994999999999	売上総利益	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	H31.3	
1Q	2Q	3Q	4Q	R2.3	
1Q	2Q	3Q	4Q	20.02364	19.42464	19.067360000000001	16.903749999999999	17.94746	20.544049999999999	17.468889999999998	20.4787	19.432500000000001	19.738610000000001	20.21846	20.984259999999999	18.71435	20.6953	16.723230000000001	21.71866	総利益率	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	H31.3	
1Q	2Q	3Q	4Q	R2.3	
1Q	2Q	3Q	4Q	0.1803622153461244	0.16871969992091526	0.17285819486218248	0.16384005120755799	0.17603192601964127	0.16987110449437134	0.1729656604217838	0.16599398898258436	0.18791212297909252	0.18063984686812143	0.17595890985587678	0.17944364437111571	0.17738649760825595	0.16935693008413877	0.1664335355329169	0.17069057320440634	







 売上高	H28.3	H29.3	H30.3	H31.3	R2.3	417.06272000000001	439.62732999999997	447.26118000000002	444.52832999999998	455.41960999999998	売上総利益	H28.3	H29.3	H30.3	H31.3	R2.3	72.360259999999997	75.419390000000007	76.439099999999996	80.373829999999998	77.85154	 粗利率	H28.3	H29.3	H30.3	H31.3	R2.3	0.17349970766986797	0.17155300604264073	0.17090483909200435	0.18080699153639995	0.17094463718854794	

（億円）













要約BS2

												（百万円） ヒャクマンエン

								H31.3期 キ		R2.3期 キ		前期比 ゼンキヒ																						単位：百万円 タンイ ヒャクマンエン

				流動資産 リュウドウ シサン				36,127		43,050		+6,923 												H31.3期 キ		R2.3期 キ		前期比 ゼンキヒ				業績予想
2/10公表 ギョウセキ ヨソウ コウヒョウ		業績予想比 ギョウセキ ヨソウ ヒ

						現金及び預金 ゲンキン オヨ ヨキン		10,001		10,351		+349 

						販売用不動産 ハンバイヨウ フドウサン		24,392		30,705		+6,312 								売上高 ウリアゲ ダカ				44,452		45,541		+2.4%				45,150		+0.9%

						その他 タ		1,733		1,993		+260 										 不動産販売 フドウサン ハンバイ		41,212		42,505		+3.1%

				固定資産･繰延資産 コテイ シサン クリノベ シサン				10,737		12,935		+2,197 										 建築材料販売 ケンチク ザイリョウ ハンバイ		2,992		2,775		-7.3%

						有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン		8,932		9,635		+702 										 不動産賃貸 フドウサン チンタイ		248		261		+5.2%

						のれん		-		1,302		+1,302 								営業利益 エイギョウ リエキ				3,131		2,142		-31.6%				2,000		+7.1%

						その他 タ		1,804		1,997		+192 								経常利益 ケイジョウ リエキ				3,288		2,310		-29.7%				2,150		+7.4%

				総資産 ソウシサン				46,864		55,986		+9,121 								親会社株主に帰属する
当期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキ ジュンリエキ				2,065		1,413		-31.6%				1,400		+0.9%

				負債 フサイ				25,740		33,842		+8,102 

						仕入債務 シイ サイム		3,132		3,249		+116 								1株当たり
当期純利益 カブ ア トウキ ジュンリエキ				71.62円		48.84円		-22.78円				48.41円		+0.43円

						有利子負債 ユウリシ フサイ		20,362		28,472		+8,109 								ＲＯＥ
(自己資本利益率)				10.3%		6.6%		-3.71pt

						その他 タ		2,245		2,121		-124 								1株当たり
配当額 カブ ア ハイトウ ガク				18円		23円		+5円

				純資産 ジュンシサン				21,124		22,143		+1,018 								配当性向 ハイトウ セイコウ				25.1%		47.1%		+22.0pt

				負債・純資産 フサイ ジュンシサン				46,864		55,986		+9,121 



																				％と％の比較はptで表示 ヒカク ヒョウジ







																				１株当たり当期純利益 カブ ア トウキ ジュンリエキ				71.62円		48.84円		-22.78円				48.41円		+0.43円

																				1株当たり
当期純利益 カブ ア トウキ ジュンリエキ				71.62円		48.84円		-22.78円				48.41円		+0.43円







































要約CF

												（百万円） ヒャクマンエン

								H31.3期 キ		R2.3期 キ		前期比 ゼンキヒ

				営業活動による
キャッシュ・フロー エイギョウ カツドウ				3,042		△2,546		-5,589		


						税引前利益 ゼイビキマエ リエキ		2,969		2,159		-809

						たな卸資産の増減 オロシ シサン ゾウゲン		1,140		△3,955		-5,095

						法人税等の支払 ホウジンゼイ トウ シハラ		△868		△960		-92

						その他 タ		△198		210		+408

				投資活動による
キャッシュ・フロー トウシ カツドウ				△503		△2,520		-2,016		


						有形固定資産の取得 ユウケイ コテイ シサン シュトク		△491		△570		-79

						子会社株式の取得 コガイシャ カブシキ シュトク		-		△1,881		-1,881

						その他 タ		△12		△68		-55

				財務活動による
キャッシュ・フロー ザイム カツドウ				△2,351		5,402		+7,753		


						借入金・社債の増減 カリイレ キン シャサイ ゾウゲン		△1,868		5,877		+7,745

						配当金の支払 ハイトウ キン シハラ		△460		△519		-59

						その他 タ		△22		44		+67

				現金及び現金同等物の
期末残高 ゲンキン オヨ ゲンキン ドウトウ ブツ キマツ ザンダカ				10,001		10,336		+335		








Sheet1 (2)

		コード		科目名		第28期（2018年度)				第29期（2019年度)				増減		第28期（2018年度)																

						年次				年次						年次																

						金額		構成比		金額		構成比				金額		予備2		予備3		予備4		予備5								

				貸借対照表																								

				（資産の部）																								

				Ⅰ流動資産																								

		10000		現金及び預金		10,001,725,218		21.34%		10,336,889,198		18.46%		335,163,980		10,001,725,218		10,336,889,198		10,336,889,198		10,336,889,198		10,336,889,198		1000				10061		1

		10010		定期預金(３ヶ月超)				0.00%		14,508,056		0.03%		14,508,056				14,508,056		14,508,056		14,508,056		14,508,056		1000				10062		1						10,001,725,218				10,351,397,254				349,672,036

		11310		受取手形		47,590,468		0.10%		45,764,256		0.08%		(1,826,212)		47,590,468		45,764,256		45,764,256		45,764,256		45,764,256		1000				10066		1

		13100		売掛金		499,691,684		1.07%		561,733,957		1.00%		62,042,273		499,691,684		561,733,957		561,733,957		561,733,957		561,733,957		1000				10068		1

		14000		分譲土地		12,191,718,039		26.01%		11,489,199,279		20.52%		(702,518,760)		12,191,718,039		11,489,199,279		11,489,199,279		11,489,199,279		11,489,199,279		1000				10069		1						17,322,784,609				16,799,116,983				(523,667,626)

		14100		土地建物		1,710,919,141		3.65%		2,055,053,948		3.67%		344,134,807		1,710,919,141		2,055,053,948		2,055,053,948		2,055,053,948		2,055,053,948		1000				10070		1

		14200		未成分譲土地		5,164,504,141		11.02%		11,381,785,188		20.33%		6,217,281,047		5,164,504,141		11,381,785,188		11,381,785,188		11,381,785,188		11,381,785,188		1000				10071		1

		14300		未成分譲建物		1,898,200,111		4.05%		2,517,399,346		4.50%		619,199,235		1,898,200,111		2,517,399,346		2,517,399,346		2,517,399,346		2,517,399,346		1000				10072		1						7,062,704,252				13,899,184,534				6,836,480,282

		14320		未成工事支出金		7,244,243		0.02%		7,198,516		0.01%		(45,727)		7,244,243		7,198,516		7,198,516		7,198,516		7,198,516		1000				10073		1						7,244,243				7,198,516				(45,727)

		14350		完成工事支出金		3,420,147,429		7.30%		3,254,863,756		5.81%		(165,283,673)		3,420,147,429		3,254,863,756		3,254,863,756		3,254,863,756		3,254,863,756		1000				10074		1

		14400		商品		165,090,723		0.35%		147,669,046		0.26%		(17,421,677)		165,090,723		147,669,046		147,669,046		147,669,046		147,669,046		1000				10075		1

		14410		製品		78,957,703		0.17%		90,540,658		0.16%		11,582,955		78,957,703		90,540,658		90,540,658		90,540,658		90,540,658		1000				10076		1

		14430		原材料		89,678,736		0.19%		68,960,762		0.12%		(20,717,974)		89,678,736		68,960,762		68,960,762		68,960,762		68,960,762		1000				10077		1

		14500		貯蔵品		38,509,658		0.08%		44,872,503		0.08%		6,362,845		38,509,658		44,872,503		44,872,503		44,872,503		44,872,503		1000				10079		1

		15000		前渡金		620,617,340		1.32%		606,031,400		1.08%		(14,585,940)		620,617,340		606,031,400		606,031,400		606,031,400		606,031,400		1000				10083		1

		15100		短期貸付金				0.00%		4,500,000		0.01%		4,500,000				4,500,000		4,500,000		4,500,000		4,500,000		1000				10084		1

		15200		立替金		9,366,587		0.02%		5,584,706		0.01%		(3,781,881)		9,366,587		5,584,706		5,584,706		5,584,706		5,584,706		1000				10085		1

		15300		未収入金		103,873,591		0.22%		102,218,792		0.18%		(1,654,799)		103,873,591		102,218,792		102,218,792		102,218,792		102,218,792		1000				10086		1

		15310		未収入金（利息）		537,832		0.00%		902,104		0.00%		364,272		537,832		902,104		902,104		902,104		902,104		1000				10087		1

		15400		仮払金		2,726,400		0.01%		152,360		0.00%		(2,574,040)		2,726,400		152,360		152,360		152,360		152,360		1000				10088		1

		15500		前払費用		76,301,827		0.16%		111,650,534		0.20%		35,348,707		76,301,827		111,650,534		111,650,534		111,650,534		111,650,534		1000				10089		1

		15510		前払費用（利息）		3,378,685		0.01%		16,897,144		0.03%		13,518,459		3,378,685		16,897,144		16,897,144		16,897,144		16,897,144		1000				10090		1

		15750		未収消費税還付金				0.00%		191,418,003		0.34%		191,418,003				191,418,003		191,418,003		191,418,003		191,418,003		1000				10094		1

		15850		貸倒引当金(短期)		(3,305,405)		-0.01%		(4,934,296)		-0.01%		(1,628,891)		(3,305,405)		(4,934,296)		(4,934,296)		(4,934,296)		(4,934,296)		1000				10097		1						1,733,015,829				1,993,961,929				260,946,100

				流動資産合計		36,127,474,151		77.09%		43,050,859,216		76.90%		6,923,385,065		36,127,474,151		43,050,859,216		43,050,859,216		43,050,859,216		43,050,859,216				5										36,127,474,151				43,050,859,216				6,923,385,065

				Ⅱ固定資産																								

				１  有形固定資産																								

		16000		建物		4,079,814,151		8.71%		4,303,154,896		7.69%		223,340,745		4,079,814,151		4,303,154,896		4,303,154,896		4,303,154,896		4,303,154,896		1100				10101		1

		16100		建物付属設備		844,294,040		1.80%		959,321,796		1.71%		115,027,756		844,294,040		959,321,796		959,321,796		959,321,796		959,321,796		1100				10102		1

		16200		構築物		308,163,419		0.66%		331,102,190		0.59%		22,938,771		308,163,419		331,102,190		331,102,190		331,102,190		331,102,190		1100				10104		1

		16300		機械装置		44,479,102		0.09%		76,054,064		0.14%		31,574,962		44,479,102		76,054,064		76,054,064		76,054,064		76,054,064		1100				10105		1

		16400		車両運搬具		9,017,660		0.02%		50,514,581		0.09%		41,496,921		9,017,660		50,514,581		50,514,581		50,514,581		50,514,581		1100				10107		1

		16500		工具器具備品		351,017,442		0.75%		366,090,354		0.65%		15,072,912		351,017,442		366,090,354		366,090,354		366,090,354		366,090,354		1100				10108		1

		16600		土地		5,576,884,584		11.90%		6,002,977,718		10.72%		426,093,134		5,576,884,584		6,002,977,718		6,002,977,718		6,002,977,718		6,002,977,718		1100				10110		1

		16650		リース資産		143,586,000		0.31%		189,864,000		0.34%		46,278,000		143,586,000		189,864,000		189,864,000		189,864,000		189,864,000		1100				10111		1

		16700		建設仮勘定		1,011,080		0.00%		8,411,300		0.02%		7,400,220		1,011,080		8,411,300		8,411,300		8,411,300		8,411,300		1100				10113		1

		16900		減価償却累計額		(2,425,600,655)		-5.18%		(2,652,232,519)		-4.74%		(226,631,864)		(2,425,600,655)		(2,652,232,519)		(2,652,232,519)		(2,652,232,519)		(2,652,232,519)		1100				10115		1

				有形固定資産合計		8,932,666,823		19.06%		9,635,258,380		17.21%		702,591,557		8,932,666,823		9,635,258,380		9,635,258,380		9,635,258,380		9,635,258,380				9

				２  無形固定資産																								

		17200		商標権		3,004,675		0.01%		2,584,336		0.00%		(420,339)		3,004,675		2,584,336		2,584,336		2,584,336		2,584,336		1200				10119		1

		17300		ソフトウェア		70,664,654		0.15%		93,374,412		0.17%		22,709,758		70,664,654		93,374,412		93,374,412		93,374,412		93,374,412		1200				10120		1

		17900		電話加入権		6,408,000		0.01%		6,408,001		0.01%		1		6,408,000		6,408,001		6,408,001		6,408,001		6,408,001		1200				10122		1

		17959		のれん				0.00%		1,302,697,518		2.33%		1,302,697,518				1,302,697,518		1,302,697,518		1,302,697,518		1,302,697,518		1200				10123		1

				無形固定資産合計		80,077,329		0.17%		1,405,064,267		2.51%		1,324,986,938		80,077,329		1,405,064,267		1,405,064,267		1,405,064,267		1,405,064,267				12

				３  投資その他の資産																								

		18000		長期預金				0.00%		23,001,370		0.04%		23,001,370				23,001,370		23,001,370		23,001,370		23,001,370		1300				10126		1

		18050		投資有価証券		363,031,590		0.77%		329,226,330		0.59%		(33,805,260)		363,031,590		329,226,330		329,226,330		329,226,330		329,226,330		1300				10127		1

		18100		出資金		6,478,000		0.01%		6,488,000		0.01%		10,000		6,478,000		6,488,000		6,488,000		6,488,000		6,488,000		1300				10129		1

		18200		長期貸付金		13,701,831		0.03%		35,914,435		0.06%		22,212,604		13,701,831		35,914,435		35,914,435		35,914,435		35,914,435		1300				10130		1

		18300		長期前払費用		12,862,501		0.03%		39,605,464		0.07%		26,742,963		12,862,501		39,605,464		39,605,464		39,605,464		39,605,464		1300				10133		1

		18330		長期営業債権		4		0.00%		9,055,716		0.02%		9,055,712		4		9,055,716		9,055,716		9,055,716		9,055,716		1300				10134		1

		18350		繰延消費税等		15,698,639		0.03%		37,592,833		0.07%		21,894,194		15,698,639		37,592,833		37,592,833		37,592,833		37,592,833		1300				10135		1

		18360		繰延税金資産(固定)		413,834,583		0.88%		457,977,607		0.82%		44,143,024		413,834,583		457,977,607		457,977,607		457,977,607		457,977,607		1300				10136		1

		18400		保証金		862,469,200		1.84%		929,623,810		1.66%		67,154,610		862,469,200		929,623,810		929,623,810		929,623,810		929,623,810		1300				10137		1

		18550		貸倒引当金(長期)		(1,030,664)		-0.00%		(9,148,477)		-0.02%		(8,117,813)		(1,030,664)		(9,148,477)		(9,148,477)		(9,148,477)		(9,148,477)		1300				10139		1						1,804,635,843				1,997,297,086				192,661,243

				投資その他の資産合計		1,687,045,684		3.60%		1,859,337,088		3.32%		172,291,404		1,687,045,684		1,859,337,088		1,859,337,088		1,859,337,088		1,859,337,088				15

				固定資産合計		10,699,789,836		22.83%		12,899,659,735		23.04%		2,199,869,899		10,699,789,836		12,899,659,735		12,899,659,735		12,899,659,735		12,899,659,735				16										10,737,302,666				12,935,252,984				2,197,950,318

				Ⅲ繰延資産																								

		19110		社債発行費		37,512,830		0.08%		35,593,249		0.06%		(1,919,581)		37,512,830		35,593,249		35,593,249		35,593,249		35,593,249		1400				100030		1

				繰延資産合計		37,512,830		0.08%		35,593,249		0.06%		(1,919,581)		37,512,830		35,593,249		35,593,249		35,593,249		35,593,249				19

				資産合計		46,864,776,817		100.00%		55,986,112,200		100.00%		9,121,335,383		46,864,776,817		55,986,112,200		55,986,112,200		55,986,112,200		55,986,112,200				20

				（負債の部）																								

				Ⅰ流動負債																								

		20200		短期借入金		17,324,800,000		36.97%		22,218,600,000		39.69%		4,893,800,000		17,324,800,000		22,218,600,000		22,218,600,000		22,218,600,000		22,218,600,000		2000				10146		-1

		20250		１年以内長期借入金		503,345,000		1.07%		695,958,000		1.24%		192,613,000		503,345,000		695,958,000		695,958,000		695,958,000		695,958,000		2000				10148		-1

		20260		１年内償還予定社債		21,000,000		0.04%		21,000,000		0.04%		0		21,000,000		21,000,000		21,000,000		21,000,000		21,000,000		2000				10149		-1

		20280		リース債務		28,366,848		0.06%		37,323,000		0.07%		8,956,152		28,366,848		37,323,000		37,323,000		37,323,000		37,323,000		2000				10150		-1

		20300		未成工事受入金		33,585,611		0.07%		44,350,596		0.08%		10,764,985		33,585,611		44,350,596		44,350,596		44,350,596		44,350,596		2000				10152		-1

		20400		工事未払金（開発）		664,525,458		1.42%		733,180,475		1.31%		68,655,017		664,525,458		733,180,475		733,180,475		733,180,475		733,180,475		2000				10154		-1

		20410		工事未払金（建築）		2,468,364,643		5.27%		2,516,186,635		4.49%		47,821,992		2,468,364,643		2,516,186,635		2,516,186,635		2,516,186,635		2,516,186,635		2000				10155		-1						3,132,890,101				3,249,367,110				116,477,009

		20420		未払金		37,834,624		0.08%		13,128,900		0.02%		(24,705,724)		37,834,624		13,128,900		13,128,900		13,128,900		13,128,900		2000				10156		-1

		20500		未払費用		167,952,260		0.36%		158,092,326		0.28%		(9,859,934)		167,952,260		158,092,326		158,092,326		158,092,326		158,092,326		2000				10159		-1

		20510		未払費用（利息）		1,263,520		0.00%		1,119,364		0.00%		(144,156)		1,263,520		1,119,364		1,119,364		1,119,364		1,119,364		2000				10160		-1

		20520		未払費用(広告)		42,833,960		0.09%		54,255,438		0.10%		11,421,478		42,833,960		54,255,438		54,255,438		54,255,438		54,255,438		2000				10161		-1

		20550		未払費用(定期支払)		61,095,863		0.13%		76,146,685		0.14%		15,050,822		61,095,863		76,146,685		76,146,685		76,146,685		76,146,685		2000				10162		-1

		20600		前受金		63,141,332		0.13%		82,314,813		0.15%		19,173,481		63,141,332		82,314,813		82,314,813		82,314,813		82,314,813		2000				10163		-1

		20720		仮受金（予約金）				0.00%		1,000,000		0.00%		1,000,000				1,000,000		1,000,000		1,000,000		1,000,000		2000				10166		-1

		20800		預り金		5,786,094		0.01%		4,945,790		0.01%		(840,304)		5,786,094		4,945,790		4,945,790		4,945,790		4,945,790		2000				10168		-1

		20810		預り金（人件費）		71,535,740		0.15%		32,357,221		0.06%		(39,178,519)		71,535,740		32,357,221		32,357,221		32,357,221		32,357,221		2000				10169		-1

		20820		預り金（諸経費）		142,481,381		0.30%		160,886,566		0.29%		18,405,185		142,481,381		160,886,566		160,886,566		160,886,566		160,886,566		2000				10170		-1

		20900		未払配当金		2,615,549		0.01%		2,168,652		0.00%		(446,897)		2,615,549		2,168,652		2,168,652		2,168,652		2,168,652		2000				10172		-1

		21100		未払法人税等		415,760,900		0.89%		275,212,600		0.49%		(140,548,300)		415,760,900		275,212,600		275,212,600		275,212,600		275,212,600		2000				10174		-1

		21110		未払事業税		128,753,100		0.27%		92,138,200		0.16%		(36,614,900)		128,753,100		92,138,200		92,138,200		92,138,200		92,138,200		2000				10175		-1

		21400		未払消費税等		128,105,000		0.27%		61,161,900		0.11%		(66,943,100)		128,105,000		61,161,900		61,161,900		61,161,900		61,161,900		2000				10178		-1

		21800		完成工事補償引当金		85,853,075		0.18%		70,872,120		0.13%		(14,980,955)		85,853,075		70,872,120		70,872,120		70,872,120		70,872,120		2000				10180		-1

				流動負債合計		22,398,999,958		47.79%		27,352,399,281		48.86%		4,953,399,323		22,398,999,958		27,352,399,281		27,352,399,281		27,352,399,281		27,352,399,281				24

				Ⅱ固定負債																								

		22000		社債		1,545,000,000		3.30%		1,824,000,000		3.26%		279,000,000		1,545,000,000		1,824,000,000		1,824,000,000		1,824,000,000		1,824,000,000		2100				10189		-1

		22100		長期借入金(設備)		806,461,000		1.72%		3,377,965,000		6.03%		2,571,504,000		806,461,000		3,377,965,000		3,377,965,000		3,377,965,000		3,377,965,000		2100				10191		-1						20,362,555,288				28,472,449,028				8,109,893,740

		22110		長期借入金（運用）		75,000,000		0.16%		220,000,000		0.39%		145,000,000		75,000,000		220,000,000		220,000,000		220,000,000		220,000,000		2100				10192		-1

		22150		リース債務		58,582,440		0.13%		77,603,028		0.14%		19,020,588		58,582,440		77,603,028		77,603,028		77,603,028		77,603,028		2100				10193		-1

		22160		資産除去債務		12,227,296		0.03%		12,296,548		0.02%		69,252		12,227,296		12,296,548		12,296,548		12,296,548		12,296,548		2100				10194		-1

		22300		長期預り金		45,730,288		0.10%		53,591,733		0.10%		7,861,445		45,730,288		53,591,733		53,591,733		53,591,733		53,591,733		2100				10197		-1

		23000		退職給付引当金		629,972,810		1.34%		720,938,292		1.29%		90,965,482		629,972,810		720,938,292		720,938,292		720,938,292		720,938,292		2100				10199		-1

		23500		役員退職慰労引当金		168,654,085		0.36%		203,579,077		0.36%		34,924,992		168,654,085		203,579,077		203,579,077		203,579,077		203,579,077		2100				10202		-1

		23709		繰延税金負債(固定)				0.00%		612,209		0.00%		612,209				612,209		612,209		612,209		612,209		2100				10205		-1						2,245,182,488				2,121,169,030				(124,013,458)

				固定負債合計		3,341,627,919		7.13%		6,490,585,887		11.59%		3,148,957,968		3,341,627,919		6,490,585,887		6,490,585,887		6,490,585,887		6,490,585,887				27

				負債合計		25,740,627,877		54.93%		33,842,985,168		60.45%		8,102,357,291		25,740,627,877		33,842,985,168		33,842,985,168		33,842,985,168		33,842,985,168				31

				（純資産の部）																								

				Ⅰ株主資本																								

		30000		資本金		2,077,500,000		4.43%		2,077,500,000		3.71%		0		2,077,500,000		2,077,500,000		2,077,500,000		2,077,500,000		2,077,500,000		3000				10213		-1

		31000		資本準備金		2,184,000,000		4.66%		2,184,000,000		3.90%		0		2,184,000,000		2,184,000,000		2,184,000,000		2,184,000,000		2,184,000,000		3000				10218		-1

		31060		その他資本剰余金		46,865,538		0.10%		109,215,938		0.20%		62,350,400		46,865,538		109,215,938		109,215,938		109,215,938		109,215,938		3000				10219		-1

		31079		資本剰余金		(1,967,538)		-0.00%		(1,967,538)		-0.00%		0		(1,967,538)		(1,967,538)		(1,967,538)		(1,967,538)		(1,967,538)		3000				10220		-1

		32089		利益剰余金		17,011,385,118		36.30%		17,905,056,310		31.98%		893,671,192		17,011,385,118		17,905,056,310		17,905,056,310		17,905,056,310		17,905,056,310		3000				10223		-1

		32200		自己株式		(337,899,278)		-0.72%		(301,297,678)		-0.54%		36,601,600		(337,899,278)		(301,297,678)		(301,297,678)		(301,297,678)		(301,297,678)		3000				10225		-1

				株主資本合計		20,979,883,840		44.77%		21,972,507,032		39.25%		992,623,192		20,979,883,840		21,972,507,032		21,972,507,032		21,972,507,032		21,972,507,032				35

				Ⅱその他の包括利益累計額																								

		25400		その他有価証券評価差額金		(47,634,900)		-0.10%				0.00%		47,634,900		(47,634,900)										3100				10206		-1

				その他の包括利益累計額合計		(47,634,900)		-0.10%		0		0.00%		47,634,900		(47,634,900)		0		0		0		0				38

				Ⅲ新株予約権																								

		28000		新株予約権		191,900,000		0.41%		170,620,000		0.30%		(21,280,000)		191,900,000		170,620,000		170,620,000		170,620,000		170,620,000		3600				10211		-1

				純資産合計		21,124,148,940		45.07%		22,143,127,032		39.55%		1,018,978,092		21,124,148,940		22,143,127,032		22,143,127,032		22,143,127,032		22,143,127,032				43

				負債純資産合計		46,864,776,817		100.00%		55,986,112,200		100.00%		9,121,335,383		46,864,776,817		55,986,112,200		55,986,112,200		55,986,112,200		55,986,112,200				44

				損益計算書																								

				Ⅰ売上高																								

		81000		商品売上高(野物)		1,154,668,971		2.60%		1,061,119,298		2.33%		(93,549,673)		1,154,668,971		1,061,119,298		1,061,119,298		1,061,119,298		1,061,119,298		4002				10376		-1

		81020		製品売上高		1,625,248,461		3.66%		1,510,052,754		3.32%		(115,195,707)		1,625,248,461		1,510,052,754		1,510,052,754		1,510,052,754		1,510,052,754		4002				10378		-1

		81030		製品売上高(金物)		131,133,603		0.29%		136,802,178		0.30%		5,668,575		131,133,603		136,802,178		136,802,178		136,802,178		136,802,178		4002				10379		-1

		81100		土地分譲収入		1,548,878,057		3.48%		2,182,401,488		4.79%		633,523,431		1,548,878,057		2,182,401,488		2,182,401,488		2,182,401,488		2,182,401,488		4000				10380		-1

		81200		建物請負収入		2,284,655,903		5.14%		2,013,946,385		4.42%		(270,709,518)		2,284,655,903		2,013,946,385		2,013,946,385		2,013,946,385		2,013,946,385		4002				10381		-1

		81250		建売収入		35,397,311,886		79.63%		36,585,565,079		80.33%		1,188,253,193		35,397,311,886		36,585,565,079		36,585,565,079		36,585,565,079		36,585,565,079		4002				10382		-1

		81300		雑工事収入		512,762,092		1.15%		410,008,987		0.90%		(102,753,105)		512,762,092		410,008,987		410,008,987		410,008,987		410,008,987		4002				10383		-1

		81350		仲介手数料収入		9,699,889		0.02%		54,164,644		0.12%		44,464,755		9,699,889		54,164,644		54,164,644		54,164,644		54,164,644		4002				10384		-1

		81400		不動産賃貸収入		248,148,091		0.56%		261,090,478		0.57%		12,942,387		248,148,091		261,090,478		261,090,478		261,090,478		261,090,478		4002				10385		-1

		81450		賃貸管理収入		114,419		0.00%		126,199		0.00%		11,780		114,419		126,199		126,199		126,199		126,199		4002				10386		-1

		81500		設計業務収入		11,710,000		0.03%		6,366,000		0.01%		(5,344,000)		11,710,000		6,366,000		6,366,000		6,366,000		6,366,000		4002				10387		-1

		81600		保険手数料収入		52,800,598		0.12%		56,203,383		0.12%		3,402,785		52,800,598		56,203,383		56,203,383		56,203,383		56,203,383		4002				10388		-1

		81700		貸付金利息収入		307,892		0.00%		291,422		0.00%		(16,470)		307,892		291,422		291,422		291,422		291,422		4002				10389		-1

		81799		売上高		1,623,570,112		3.65%		1,453,084,966		3.19%		(170,485,146)		1,623,570,112		1,453,084,966		1,453,084,966		1,453,084,966		1,453,084,966		4000				10390		-1

		81800		売上割戻し		(148,176,036)		-0.33%		(189,261,504)		-0.42%		(41,085,468)		(148,176,036)		(189,261,504)		(189,261,504)		(189,261,504)		(189,261,504)		4002				10391		-1

				売上高合計		44,452,833,938		100.00%		45,541,961,757		100.00%		1,089,127,819		44,452,833,938		45,541,961,757		45,541,961,757		45,541,961,757		45,541,961,757				66

				Ⅱ売上原価																								

		40000		土地分譲原価		267,944,273		0.60%		797,020,388		1.75%		529,076,115		267,944,273		797,020,388		797,020,388		797,020,388		797,020,388		4102				10228		1

		40100		建物請負原価		769,567,675		1.73%		539,248,487		1.18%		(230,319,188)		769,567,675		539,248,487		539,248,487		539,248,487		539,248,487		4102				10229		1

		40150		建売原価		27,840,763,925		62.63%		28,957,023,102		63.58%		1,116,259,177		27,840,763,925		28,957,023,102		28,957,023,102		28,957,023,102		28,957,023,102		4102				10230		1

		40200		雑工事原価		308,357,271		0.69%		244,622,234		0.54%		(63,735,037)		308,357,271		244,622,234		244,622,234		244,622,234		244,622,234		4102				10231		1

		40400		不動産賃貸原価		150,073,595		0.34%		140,189,569		0.31%		(9,884,026)		150,073,595		140,189,569		140,189,569		140,189,569		140,189,569		4102				10234		1

		40999		売上原価		4,942,922,070		11.12%		4,708,104,798		10.34%		(234,817,272)		4,942,922,070		4,708,104,798		4,708,104,798		4,708,104,798		4,708,104,798		4100				10236		1

		70120		製造原価		2,142,621,942		4.82%		2,368,514,294		5.20%		225,892,352		2,142,621,942		2,368,514,294		2,368,514,294		2,368,514,294		2,368,514,294		4100				10340		1

		70200		期首仕掛製造費用		14,470,583		0.03%		21,270,490		0.05%		6,799,907		14,470,583		21,270,490		21,270,490		21,270,490		21,270,490		4102				10341		1

		70300		期末仕掛製造費用		(21,270,490)		-0.05%		(19,185,790)		-0.04%		2,084,700		(21,270,490)		(19,185,790)		(19,185,790)		(19,185,790)		(19,185,790)		4102				10342		1

				売上原価合計		36,415,450,844		81.92%		37,756,807,572		82.91%		1,341,356,728		36,415,450,844		37,756,807,572		37,756,807,572		37,756,807,572		37,756,807,572				69

				売上総利益		8,037,383,094		18.08%		7,785,154,185		17.09%		(252,228,909)		8,037,383,094		7,785,154,185		7,785,154,185		7,785,154,185		7,785,154,185				70

				Ⅲ販売費及び一般管理費																								

		50000		役員報酬		425,250,000		0.96%		490,181,465		1.08%		64,931,465		425,250,000		490,181,465		490,181,465		490,181,465		490,181,465		4350				10239		1

		50100		給与手当		2,312,487,084		5.20%		2,416,897,446		5.31%		104,410,362		2,312,487,084		2,416,897,446		2,416,897,446		2,416,897,446		2,416,897,446		4350				10240		1

		50200		法定福利費		379,432,455		0.85%		401,634,495		0.88%		22,202,040		379,432,455		401,634,495		401,634,495		401,634,495		401,634,495		4350				10242		1

		50300		福利厚生費		23,389,807		0.05%		30,837,055		0.07%		7,447,248		23,389,807		30,837,055		30,837,055		30,837,055		30,837,055		4350				10243		1

		50600		会議費		9,996,833		0.02%		8,874,565		0.02%		(1,122,268)		9,996,833		8,874,565		8,874,565		8,874,565		8,874,565		4350				10244		1

		50700		リース料		48,976,337		0.11%		48,522,024		0.11%		(454,313)		48,976,337		48,522,024		48,522,024		48,522,024		48,522,024		4350				10245		1

		50800		車両費		34,372,697		0.08%		31,554,016		0.07%		(2,818,681)		34,372,697		31,554,016		31,554,016		31,554,016		31,554,016		4352				10246		1

		50900		支払仲介料		14,692,514		0.03%		40,127,983		0.09%		25,435,469		14,692,514		40,127,983		40,127,983		40,127,983		40,127,983		4352				10247		1

		50950		支払情報･管理料等		6,388,001		0.01%		6,801,280		0.01%		413,279		6,388,001		6,801,280		6,801,280		6,801,280		6,801,280		4350				100017		1

		51000		広告宣伝費		536,402,421		1.21%		636,191,076		1.40%		99,788,655		536,402,421		636,191,076		636,191,076		636,191,076		636,191,076		4350				10248		1

		51010		求人採用費		65,556,516		0.15%		71,032,518		0.16%		5,476,002		65,556,516		71,032,518		71,032,518		71,032,518		71,032,518		4350				10249		1

		51100		運賃		6,094,594		0.01%		5,339,098		0.01%		(755,496)		6,094,594		5,339,098		5,339,098		5,339,098		5,339,098		4350				10250		1

		51200		支払手数料		109,197,180		0.25%		211,545,184		0.46%		102,348,004		109,197,180		211,545,184		211,545,184		211,545,184		211,545,184		4350				10251		1

		51500		法律会計費		40,987,600		0.09%		49,186,002		0.11%		8,198,402		40,987,600		49,186,002		49,186,002		49,186,002		49,186,002		4350				10252		1

		52000		諸会費		6,137,183		0.01%		6,367,270		0.01%		230,087		6,137,183		6,367,270		6,367,270		6,367,270		6,367,270		4350				10253		1

		52100		接待交際費		17,169,861		0.04%		17,888,685		0.04%		718,824		17,169,861		17,888,685		17,888,685		17,888,685		17,888,685		4350				10254		1

		52200		旅費交通費		27,541,545		0.06%		29,190,000		0.06%		1,648,455		27,541,545		29,190,000		29,190,000		29,190,000		29,190,000		4350				10255		1

		52300		通信費		26,524,971		0.06%		26,929,951		0.06%		404,980		26,524,971		26,929,951		26,929,951		26,929,951		26,929,951		4350				10256		1

		52400		事務消耗品費		47,734,642		0.11%		50,653,065		0.11%		2,918,423		47,734,642		50,653,065		50,653,065		50,653,065		50,653,065		4352				10257		1

		52500		消耗品費		16,911,813		0.04%		20,174,481		0.04%		3,262,668		16,911,813		20,174,481		20,174,481		20,174,481		20,174,481		4350				10258		1

		52600		租税公課		197,321,264		0.44%		377,206,745		0.83%		179,885,481		197,321,264		377,206,745		377,206,745		377,206,745		377,206,745		4350				10259		1

		52610		租税公課（固定資産税）		121,104,434		0.27%		96,838,321		0.21%		(24,266,113)		121,104,434		96,838,321		96,838,321		96,838,321		96,838,321		4352				10260		1

		52700		減価償却費		116,214,965		0.26%		130,334,224		0.29%		14,119,259		116,214,965		130,334,224		130,334,224		130,334,224		130,334,224		4350				10261		1

		52710		商標権償却		1,011,250		0.00%		916,339		0.00%		(94,911)		1,011,250		916,339		916,339		916,339		916,339		4352				10262		1

		52800		地代家賃		63,813,313		0.14%		81,667,641		0.18%		17,854,328		63,813,313		81,667,641		81,667,641		81,667,641		81,667,641		4352				10263		1

		52900		修繕費		37,594,093		0.08%		50,840,390		0.11%		13,246,297		37,594,093		50,840,390		50,840,390		50,840,390		50,840,390		4352				10264		1

		53000		水道光熱費		34,947,825		0.08%		35,328,919		0.08%		381,094		34,947,825		35,328,919		35,328,919		35,328,919		35,328,919		4350				10265		1

		53100		保険料		6,333,800		0.01%		7,639,161		0.02%		1,305,361		6,333,800		7,639,161		7,639,161		7,639,161		7,639,161		4350				10266		1

		53300		図書研究費		12,292,667		0.03%		16,069,599		0.04%		3,776,932		12,292,667		16,069,599		16,069,599		16,069,599		16,069,599		4352				10267		1

		53500		寄付金		5,960,000		0.01%		458,000		0.00%		(5,502,000)		5,960,000		458,000		458,000		458,000		458,000		4350				10269		1

		53600		役員退職慰労引当金繰入		27,974,982		0.06%		31,524,992		0.07%		3,550,010		27,974,982		31,524,992		31,524,992		31,524,992		31,524,992		4350				10270		1

		53610		退職給付費用		62,997,664		0.14%		72,010,668		0.16%		9,013,004		62,997,664		72,010,668		72,010,668		72,010,668		72,010,668		4350				10271		1

		53620		完成工事補償引当金繰入額		33,145,466		0.07%		33,378,638		0.07%		233,172		33,145,466		33,378,638		33,378,638		33,378,638		33,378,638		4352				10272		1

		53630		貸倒引当金繰入額(販管費)				0.00%		8,116,865		0.02%		8,116,865				8,116,865		8,116,865		8,116,865		8,116,865		4350				10273		1

		53750		貸倒損失				0.00%		278,640		0.00%		278,640				278,640		278,640		278,640		278,640		4352				10276		1

		53800		雑費		30,320,981		0.07%		31,906,441		0.07%		1,585,460		30,320,981		31,906,441		31,906,441		31,906,441		31,906,441		4350				10277		1

		55509		のれん償却額				0.00%		68,563,027		0.15%		68,563,027				68,563,027		68,563,027		68,563,027		68,563,027		4350				10281		1

				販売費及び一般管理費合計		4,906,276,758		11.04%		5,643,006,269		12.39%		736,729,511		4,906,276,758		5,643,006,269		5,643,006,269		5,643,006,269		5,643,006,269				73

				営業利益		3,131,106,336		7.04%		2,142,147,916		4.70%		(988,958,420)		3,131,106,336		2,142,147,916		2,142,147,916		2,142,147,916		2,142,147,916				74

				Ⅳ営業外収益																								

		60000		受取利息		134,550		0.00%		667,462		0.00%		532,912		134,550		667,462		667,462		667,462		667,462		4400				10284		-1

		60030		有価証券利息		734,740		0.00%		741,589		0.00%		6,849		734,740		741,589		741,589		741,589		741,589		4400				10285		-1

		60100		受取配当金		5,703,300		0.01%		5,722,500		0.01%		19,200		5,703,300		5,722,500		5,722,500		5,722,500		5,722,500		4400				10288		-1

		60200		維持管理業務収入		224,634,633		0.51%		226,634,897		0.50%		2,000,264		224,634,633		226,634,897		226,634,897		226,634,897		226,634,897		4400				10290		-1

		60210		受取事務手数料		161,523,280		0.36%		157,004,745		0.34%		(4,518,535)		161,523,280		157,004,745		157,004,745		157,004,745		157,004,745		4400				10291		-1

		60310		貸倒引当金戻入額		783,402		0.00%				0.00%		(783,402)		783,402										4402				10294		-1

		60400		雑収入		30,227,147		0.07%		77,650,879		0.17%		47,423,732		30,227,147		77,650,879		77,650,879		77,650,879		77,650,879		4402				10295		-1

				営業外収益合計		423,741,052		0.95%		468,422,072		1.03%		44,681,020		423,741,052		468,422,072		468,422,072		468,422,072		468,422,072				77

				Ⅴ営業外費用																								

		61000		支払利息		248,648,308		0.56%		256,315,565		0.56%		7,667,257		248,648,308		256,315,565		256,315,565		256,315,565		256,315,565		4450				10302		1

		61020		融資手数料		6,666,677		0.01%		8,469,314		0.02%		1,802,637		6,666,677		8,469,314		8,469,314		8,469,314		8,469,314		4450				10304		1

		61400		雑損失		2,021,952		0.00%		23,740,000		0.05%		21,718,048		2,021,952		23,740,000		23,740,000		23,740,000		23,740,000		4450				10310		1

		61550		社債発行費償却		9,313,006		0.02%		11,246,993		0.02%		1,933,987		9,313,006		11,246,993		11,246,993		11,246,993		11,246,993		4450				100031		1

				営業外費用合計		266,649,943		0.60%		299,771,872		0.66%		33,121,929		266,649,943		299,771,872		299,771,872		299,771,872		299,771,872				80

				経常利益		3,288,197,445		7.40%		2,310,798,116		5.07%		(977,399,329)		3,288,197,445		2,310,798,116		2,310,798,116		2,310,798,116		2,310,798,116				81

				Ⅶ特別損失																								

		71000		固定資産売却損		75,573		0.00%		1,143,124		0.00%		1,067,551		75,573		1,143,124		1,143,124		1,143,124		1,143,124		4550				10345		1

		71010		固定資産除却損		16,373,553		0.04%		13,151,033		0.03%		(3,222,520)		16,373,553		13,151,033		13,151,033		13,151,033		13,151,033		4550				10346		1

		71110		投資有価証券評価損				0.00%		100,000,000		0.22%		100,000,000				100,000,000		100,000,000		100,000,000		100,000,000		4550				100050		1

		71600		リース解約金		2,528,968		0.01%		9,460,198		0.02%		6,931,230		2,528,968		9,460,198		9,460,198		9,460,198		9,460,198		4552				10349		1

		71910		災害損失				0.00%		27,767,317		0.06%		27,767,317				27,767,317		27,767,317		27,767,317		27,767,317		4550				10352		1

		72000		役員退職慰労金		300,000,000		0.67%				0.00%		(300,000,000)		300,000,000										4550				100034		1

				特別損失合計		318,978,094		0.72%		151,521,672		0.33%		(167,456,422)		318,978,094		151,521,672		151,521,672		151,521,672		151,521,672				87

				税金等調整前当期純利益		2,969,219,351		6.68%		2,159,276,444		4.74%		(809,942,907)		2,969,219,351		2,159,276,444		2,159,276,444		2,159,276,444		2,159,276,444				88

		80005		法人税及び住民税		917,064,874		2.06%		770,234,792		1.69%		(146,830,082)		917,064,874		770,234,792		770,234,792		770,234,792		770,234,792		4600				10367		1

		83120		法人税等調整額		(13,440,939)		-0.03%		(24,072,730)		-0.05%		(10,631,791)		(13,440,939)		(24,072,730)		(24,072,730)		(24,072,730)		(24,072,730)		4600				10392		1

				法人税等合計		903,623,935		2.03%		746,162,062		1.64%		(157,461,873)		903,623,935		746,162,062		746,162,062		746,162,062		746,162,062				90

				当期純利益		2,065,595,416		4.65%		1,413,114,382		3.10%		(652,481,034)		2,065,595,416		1,413,114,382		1,413,114,382		1,413,114,382		1,413,114,382				91

				親会社株主に帰属する当期純利益		2,065,595,416		4.65%		1,413,114,382		3.10%		(652,481,034)		2,065,595,416		1,413,114,382		1,413,114,382		1,413,114,382		1,413,114,382				93

				Ⅷその他の包括利益																								

		90002		その他有価証券評価差額金		(43,810,200)				47,634,900				91,445,100		(43,810,200)		47,634,900		47,634,900		47,634,900		47,634,900		4850				2310		-1

				その他の包括利益合計		(43,810,200)				47,634,900				91,445,100		(43,810,200)		47,634,900		47,634,900		47,634,900		47,634,900				97

				当期包括利益		2,021,785,216				1,460,749,282				(561,035,934)		2,021,785,216		1,460,749,282		1,460,749,282		1,460,749,282		1,460,749,282				98

		21001		親会社株主に係る包括利益		2,021,785,216				1,460,749,282				(561,035,934)		2,021,785,216		1,460,749,282		1,460,749,282		1,460,749,282		1,460,749,282		4930				2620		-1

				株主資本等変動計算書																								

				Ⅰ株主資本																								

				１  資本金																								

		85100		資本金-前期末残高		2,077,500,000				2,077,500,000				0		2,077,500,000		2,077,500,000		2,077,500,000		2,077,500,000		2,077,500,000		6000				10395		-1

		86000		資本金-当期末残高		2,077,500,000				2,077,500,000				0		2,077,500,000		2,077,500,000		2,077,500,000		2,077,500,000		2,077,500,000		6000				10403		-1

				３  資本剰余金																								

		87100		資本剰余金-前期末残高		2,223,038,000				2,228,898,000				5,860,000		2,223,038,000		2,228,898,000		2,228,898,000		2,228,898,000		2,228,898,000		6100				10410		-1

		87300		資本剰余金-自己株式処分差益		5,860,000				62,350,400				56,490,400		5,860,000		62,350,400		62,350,400		62,350,400		62,350,400		6100				10412		-1

		89000		資本剰余金-当期末残高		2,228,898,000				2,291,248,400				62,350,400		2,228,898,000		2,291,248,400		2,291,248,400		2,291,248,400		2,291,248,400		6100				10423		-1

				４  利益剰余金																								

		89100		利益剰余金-前期末残高		15,407,196,982				17,011,385,118				1,604,188,136		15,407,196,982		17,011,385,118		17,011,385,118		17,011,385,118		17,011,385,118		6200				10424		-1

				遡及修正処理後当期首残高		15,407,196,982				17,011,385,118				1,604,188,136		15,407,196,982		17,011,385,118		17,011,385,118		17,011,385,118		17,011,385,118				111

		89200		利益剰余金-当期純利益		2,065,595,416				1,413,114,382				(652,481,034)		2,065,595,416		1,413,114,382		1,413,114,382		1,413,114,382		1,413,114,382		6250				10425		-1

		90100		利益剰余金-配当金		(461,407,280)				(519,443,190)				(58,035,910)		(461,407,280)		(519,443,190)		(519,443,190)		(519,443,190)		(519,443,190)		6250				10429		-1

		91000		利益剰余金-当期末残高		17,011,385,118				17,905,056,310				893,671,192		17,011,385,118		17,905,056,310		17,905,056,310		17,905,056,310		17,905,056,310		6250				10436		-1

				５  自己株式																								

		91100		自己株式-前期末残高		(341,339,278)				(337,899,278)				3,440,000		(341,339,278)		(337,899,278)		(337,899,278)		(337,899,278)		(337,899,278)		6300				10437		-1

		91600		自己株式-処分		3,440,000				36,601,600				33,161,600		3,440,000		36,601,600		36,601,600		36,601,600		36,601,600		6300				10442		-1

		92000		自己株式-当期末残高		(337,899,278)				(301,297,678)				36,601,600		(337,899,278)		(301,297,678)		(301,297,678)		(301,297,678)		(301,297,678)		6300				10446		-1

				Ⅱその他の包括利益累計額																								

				１  その他有価証券評価差額金																								

		93100		有価証券評価差額-前期末残高		(3,824,700)				(47,634,900)				(43,810,200)		(3,824,700)		(47,634,900)		(47,634,900)		(47,634,900)		(47,634,900)		6400				10453		-1

		93500		有価証券評価差額-変動額（純額）		(43,810,200)				47,634,900				91,445,100		(43,810,200)		47,634,900		47,634,900		47,634,900		47,634,900		6400				10456		-1

		94000		有価証券評価差額-当期末残高		(47,634,900)								47,634,900		(47,634,900)										6400				10460		-1

				Ⅲ新株予約権																								

		98100		新株予約権-前期末残高		193,900,000				191,900,000				(2,000,000)		193,900,000		191,900,000		191,900,000		191,900,000		191,900,000		6900				10487		-1

		98600		新株予約権-変動額（純額）		(2,000,000)				(21,280,000)				(19,280,000)		(2,000,000)		(21,280,000)		(21,280,000)		(21,280,000)		(21,280,000)		6900				10490		-1

		99000		新株予約権-当期末残高		191,900,000				170,620,000				(21,280,000)		191,900,000		170,620,000		170,620,000		170,620,000		170,620,000		6900				10493		-1





Sheet1

		コード		科目名		第28期（2018年度)		第29期（2019年度)		増減		第28期（2018年度)																

						年次		年次				年次																

						金額		金額				金額		予備2		予備3		予備4		予備5								

				キャッシュフロー計算書																				

				I  営業活動によるキャッシュ・フロー																				

		100000		税金等調整前当期純利益		2,969,219,351		2,159,276,444		(809,942,907)		2,969,219,351		2,159,276,444		2,159,276,444		2,159,276,444		2,159,276,444		7000				10504		1				2,969,219,351		2,159,276,444		(809,942,907)

		105000		減価償却費		248,990,826		267,613,157		18,622,331		248,990,826		267,613,157		267,613,157		267,613,157		267,613,157		7000				10506		1

		112000		のれん償却額				68,563,027		68,563,027				68,563,027		68,563,027		68,563,027		68,563,027		7000				10511		1

		120000		貸倒引当金の増減額（△は減少）		(4,913,978)		8,116,865		13,030,843		(4,913,978)		8,116,865		8,116,865		8,116,865		8,116,865		7000				10513		1

		128000		退職給付引当金の増減額（△は減少）		58,388,029		90,965,482		32,577,453		58,388,029		90,965,482		90,965,482		90,965,482		90,965,482		7000				10516		1

		130000		役員退職慰労引当金の増減額		2,374,982		34,924,992		32,550,010		2,374,982		34,924,992		34,924,992		34,924,992		34,924,992		7000				10517		1

		131000		完成工事補償引当金の増減額（△は減少）		27,166,621		(15,382,955)		(42,549,576)		27,166,621		(15,382,955)		(15,382,955)		(15,382,955)		(15,382,955)		7000				10518		1

		140000		受取利息及び受取配当金		(6,572,590)		(7,131,551)		(558,961)		(6,572,590)		(7,131,551)		(7,131,551)		(7,131,551)		(7,131,551)		7000				10520		1

		142000		支払利息		248,648,308		256,315,565		7,667,257		248,648,308		256,315,565		256,315,565		256,315,565		256,315,565		7000				10521		1

		167000		固定資産売却損		75,573		1,143,124		1,067,551		75,573		1,143,124		1,143,124		1,143,124		1,143,124		7000				10530		1

		169000		固定資産除却損		16,373,553		13,151,033		(3,222,520)		16,373,553		13,151,033		13,151,033		13,151,033		13,151,033		7000				10531		1

		200000		売上債権の増減額（△は増加）		125,602,498		(59,800,611)		(185,403,109)		125,602,498		(59,800,611)		(59,800,611)		(59,800,611)		(59,800,611)		7000				10541		1

		202000		たな卸資産の増減額（△は増加）		1,140,337,970		(3,955,431,109)		(5,095,769,079)		1,140,337,970		(3,955,431,109)		(3,955,431,109)		(3,955,431,109)		(3,955,431,109)		7000				10542		1				1,140,337,970		(3,955,431,109)		(5,095,769,079)

		210000		仕入債務の増減額（△は減少）		(276,016,013)		(60,075,429)		215,940,584		(276,016,013)		(60,075,429)		(60,075,429)		(60,075,429)		(60,075,429)		7000				10545		1

		225000		その他(営業活動)		(399,835,332)		(126,760,146)		273,075,186		(399,835,332)		(126,760,146)		(126,760,146)		(126,760,146)		(126,760,146)		7000				10550		1

				小計		4,149,839,798		(1,324,512,112)		(5,474,351,910)		4,149,839,798		(1,324,512,112)		(1,324,512,112)		(1,324,512,112)		(1,324,512,112)				4

		300000		利息及び配当金の受取額(営)		8,878,248		8,532,778		(345,470)		8,878,248		8,532,778		8,532,778		8,532,778		8,532,778		7050				10551		1

		301000		利息の支払額(営)		(247,794,002)		(269,978,180)		(22,184,178)		(247,794,002)		(269,978,180)		(269,978,180)		(269,978,180)		(269,978,180)		7050				10552		1

		380000		法人税等の支払額		(868,012,374)		(960,683,677)		(92,671,303)		(868,012,374)		(960,683,677)		(960,683,677)		(960,683,677)		(960,683,677)		7050				10556		1				(868,012,374)		(960,683,677)		(92,671,303)

				営業活動によるキャッシュ・フロー		3,042,911,670		(2,546,641,191)		(5,589,552,861)		3,042,911,670		(2,546,641,191)		(2,546,641,191)		(2,546,641,191)		(2,546,641,191)				6								(198,633,277)		210,197,151		408,830,428

				Ⅱ  投資活動によるキャッシュ・フロー																				

		400000		定期預金の預入による支出				(619)		(619)				(619)		(619)		(619)		(619)		7100				10565		1

		410000		有形固定資産の取得による支出		(491,188,984)		(570,378,676)		(79,189,692)		(491,188,984)		(570,378,676)		(570,378,676)		(570,378,676)		(570,378,676)		7100				10571		1				(491,188,984)		(570,378,676)		(79,189,692)

		411000		有形固定資産の売却による収入		90,034,204		8,779,107		(81,255,097)		90,034,204		8,779,107		8,779,107		8,779,107		8,779,107		7100				10573		1

		415000		無形固定資産の取得による支出		(37,040,836)		(33,279,483)		3,761,353		(37,040,836)		(33,279,483)		(33,279,483)		(33,279,483)		(33,279,483)		7100				10574		1

		425000		連結範囲変更を伴う子会社株式の取得支出				(1,881,900,534)		(1,881,900,534)				(1,881,900,534)		(1,881,900,534)		(1,881,900,534)		(1,881,900,534)		7100				10578		1				0		(1,881,900,534)		(1,881,900,534)

		450000		貸付けによる支出				(18,000,000)		(18,000,000)				(18,000,000)		(18,000,000)		(18,000,000)		(18,000,000)		7100				10584		1

		451000		貸付金の回収による収入		1,157,295		39,955,926		38,798,631		1,157,295		39,955,926		39,955,926		39,955,926		39,955,926		7100				10585		1

		490000		敷金・保証金の差入		(6,527,000)		(6,752,040)		(225,040)		(6,527,000)		(6,752,040)		(6,752,040)		(6,752,040)		(6,752,040)		7100				10587		1

		491000		敷金・保証金の返還		2,145,431		166,000		(1,979,431)		2,145,431		166,000		166,000		166,000		166,000		7100				10588		1

		492000		差入保証金の差入による支出		(62,300,000)		(59,344,640)		2,955,360		(62,300,000)		(59,344,640)		(59,344,640)		(59,344,640)		(59,344,640)		7100				10589		1

		493000		差入保証金の回収による収入				60,000		60,000				60,000		60,000		60,000		60,000		7100				10590		1				(12,530,906)		(68,415,749)		(55,884,843)

				投資活動によるキャッシュ・フロー		(503,719,890)		(2,520,694,959)		(2,016,975,069)		(503,719,890)		(2,520,694,959)		(2,520,694,959)		(2,520,694,959)		(2,520,694,959)				9

				Ⅲ  財務活動によるキャッシュ・フロー																				

		502000		短期借入金の純増減額（△は減少）		(1,852,900,000)		2,689,150,637		4,542,050,637		(1,852,900,000)		2,689,150,637		2,689,150,637		2,689,150,637		2,689,150,637		7200				10595		1

		504000		ファイナンス・リース債務の返済による支出		(30,119,079)		(33,004,152)		(2,885,073)		(30,119,079)		(33,004,152)		(33,004,152)		(33,004,152)		(33,004,152)		7200				10596		1

		510000		長期借入れによる収入				3,650,000,000		3,650,000,000				3,650,000,000		3,650,000,000		3,650,000,000		3,650,000,000		7200				10597		1

		511000		長期借入金の返済による支出		(494,513,000)		(740,883,000)		(246,370,000)		(494,513,000)		(740,883,000)		(740,883,000)		(740,883,000)		(740,883,000)		7200				10598		1

		512000		社債の発行による収入		500,000,000		300,000,000		(200,000,000)		500,000,000		300,000,000		300,000,000		300,000,000		300,000,000		7200				10599		1

		513000		社債の償還による支出		(21,000,000)		(21,000,000)		0		(21,000,000)		(21,000,000)		(21,000,000)		(21,000,000)		(21,000,000)		7200				10600		1				(1,868,413,000)		5,877,267,637		7,745,680,637

		532000		新株予約権の行使による自己株式の処分による収入		7,300,000		77,672,000		70,372,000		7,300,000		77,672,000		77,672,000		77,672,000		77,672,000		7200				100033		1

		540000		配当金の支払		(460,176,382)		(519,435,355)		(59,258,973)		(460,176,382)		(519,435,355)		(519,435,355)		(519,435,355)		(519,435,355)		7200				10605		1				(460,176,382)		(519,435,355)		(59,258,973)

				財務活動によるキャッシュ・フロー		(2,351,408,461)		5,402,500,130		7,753,908,591		(2,351,408,461)		5,402,500,130		5,402,500,130		5,402,500,130		5,402,500,130				12								(22,819,079)		44,667,848		67,486,927

				Ⅴ現金及び現金同等物の増減額		187,783,319		335,163,980		147,380,661		187,783,319		335,163,980		335,163,980		335,163,980		335,163,980				15

				Ⅵ現金及び現金同等物の期首残高																				

		900000		現金及び現金同等物の期首残高		9,813,941,899		10,001,725,218		187,783,319		9,813,941,899		10,001,725,218		10,001,725,218		10,001,725,218		10,001,725,218		7500				10614		1

				Ⅶ現金及び現金同等物の期末残高																				

		910000		現金及び現金同等物の期末残高		10,001,725,218		10,336,889,198		335,163,980		10,001,725,218		10,336,889,198		10,336,889,198		10,336,889,198		10,336,889,198		7600				10617		1





シナリオ

				H29.3		H30.3		H31.3

		社長あいさつ シャチョウ		　グランディハウスの村田でございます。
　本日はご多忙の中、当社決算説明会にお集まりいただき、厚く御礼申しあげます。

　説明に入ります前に、平成２９年３月期は、売上面では９期連続の増収となった一方、
利益面では、当期純利益で２期連続の増益を　かろうじて確保できたものの、
営業減益をまねくこととなり、皆様のご期待に沿えぬ結果となりましたことに対しまして、
この場をおかりしてお詫び申し上げます。

　それでは、平成２９年３月期の決算概要と今後の取り組みについて、ご報告させていただきます。
		　グランディハウスの林でございます。
　本日はご多忙の中、当社決算説明会にお集まりいただき、厚く御礼申しあげます。

　さて私は、前社長の村田のあとを受け、本年４月１日付で代表取締役社長に就任いたしました。

　会長職に就任した村田とともに、新たな飛躍に向けた事業基盤の確立、拡大に、
全力を挙げて取り組んでまいる所存でございますので、
皆さまの一層のご指導・ご鞭撻を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。

　資料の説明に入ります前に、平成３０年３月期は、厳しい環境変化の中で、増収・増益は、かろうじて確保したものの、期初計画の下方修正をまねくこととなり、皆様のご期待に沿えぬ結果となったことを、この場をお借りしてお詫び申し上げます。

　それでは、当期の決算概要と今後の取り組みについて、ご報告させていただきます。
		　グランディハウスの林でございます。

　本日はご多忙の中、当社決算説明会にお集まりいただき、厚く御礼申しあげます。

　それでは、当期の決算概要と今後の取り組みについて、ご報告させていただきます。 



		決算概要
当期業績の概要
・売上高の増減概要
・営業利益、経常利益の増減概要
・当期純利益の増減概要
 ケッサン ガイヨウ トウキ ギョウセキ ガイヨウ ウリアゲ ダカ ゾウゲン ガイヨウ エイギョウ リエキ ケイジョウ リエキ ゾウゲン ガイヨウ トウキ ジュンリエキ ゾウゲン ガイヨウ		　最初に、２ページの「決算の概要」で、ございます。

　当期における戸建住宅の需要は、平成２９年１０月に予定されていた、消費税１０％への増税が再延期されたことで、駆け込み需要による大幅な変動は避けられることとなりましたが、低金利の長期化に伴うインパクトの減少や、消費税増税の延期で、検討期間が長くなるなど慎重さが見られようになりました。
　また、駆け込み需要を見越して、増やした在庫を消化する動きがでるなど、第３四半期末から第４四半期にかけて、受注環境が厳しさを増すこととなりました。
　当社におきましては、一部エリアで、商品在庫の偏在が生じたことで、一時的な受注の停滞を招いたことなどで、業績予想の数値は、未達となりました。
　
以上の結果、当期の売上高は、４３９億 ６千万円、当期純利益は、１７億 ４千万円
となりました。
		　最初に、２ページの「決算の概要」で、ございます。

　平成３０年３月期は、「コア事業の強化」と「ストックビジネス強化」の方針の下で、
計画の達成に向けて取り組んでまいりましたが、
　売上高は、　　４４７億 ２千万円、
　当期純利益は、　１８億 ２千万円　と過去最高となったものの、
営業利益、経常利益は減益となり、また、期初計画の達成には至りませんでした。

　セグメント別では、主力の新築住宅販売において、群馬県 や 重点エリアと位置づけた千葉県柏エリア で伸び悩む結果となり、中古住宅は前年並みとなりました。

　以上の結果、当期は、中期経営計画　最終年度でもありましたが、未達となりました。
新中期経営計画のもとで、早期に　挽回を図ってまいる所存で、ございます。
 		最初に、２ページの「決算の概要」で、ございます。

　当社グループの当期の売上高は、４４４億 ５千万円で　前期比 ０.６％ の減収となりました。
　若干の減収になったものの、主力の新築住宅の販売棟数は、栃木県および群馬県で前期を上回り、グループとしては　１，３５５棟　と過去最高となっております。
　一方、期初計画比では、栃木県で計画を達成したものの、事業拡大を見込んだ茨城、群馬、千葉の各県の販売が伸びず、期初計画を達成するには至りませんでした。

　また、利益面では、前々期・前期と「営業利益」「経常利益」の減益が続いたことに対して
原価低減をはじめとした利益回復に向けた取組みを強化してまいりましたが、この結果、当期は「経常利益」で　３２億 ８千万円 と　前期比 １７.６％　の増益となりました。

　これにより、特損計上で減益予想としていた「当期純利益」についても　２０億 ６千万円
と増益　を確保し、経常利益とともに過去最高益を更新することができました。 



		決算概要
・売上高の増減分析
・経常利益の増減分析
 ケッサン ガイヨウ ウリアゲ ダカ ゾウゲン ブンセキ ケイジョウ リエキ ゾウゲン ブンセキ		次の３ページでは、この結果を、売上高と経常利益の変動要因で、概観いたします。

　左側の図は、売上高の変動要因をセグメント別にみたものでございます。
　
売上高は、不動産販売および建築材料販売が伸びたことで、２２億 ５千万円の増収と
なりましたが、公表値は未達となりました。
　この要因としては、一つには茨城県水戸エリアでの販売不振ですが、これについては、
後ほどご説明いたしますが、営業エリアの再編などの強化策を実施しております。
　二つ目は、群馬県の高崎・前橋エリアにおいて、一時的に在庫が薄くなったことで、販売機会を逸したことでありますが、これについても対策を打っております。

　右側の図は経常利益の変動要因でございますが、経常利益は、５千万円の減益となりました。
　減益となった要因は、事業拡大に向けての人員増等により販売費・管理費が増加する中で、売上は伸びたものの計画に届かず　獲得利益が伸びなかったことと、厳しい事業環境の中で、粗利益（あらりえき）が低下したこと、でございます。 
		　次の３ページでは、売上高　と　経常利益　の変動要因を分析しております。

　まず、左上の図は、売上高の変動をセグメント別に示したものです。

　売上高は、前期比で　７億 ６千万円　増加しておりますが、内訳は、不動産販売事業で　８億 １千万円　増加したことが主な要因です。
　新築住宅の販売棟数は、若干の減少となりましたが、宅地分譲があったことで、増収となっております。

　続いて、左下の図は、経常利益の変動を要因別に示したものです。

　経常利益は、前期比で　９百万円　の減少となりましたが、内訳は、売上高が増収となったことで、１億 ３千万円　の増益要因がありましたが、粗利益の低下と販管費の増加があったことで、全体として、若干の減益となりました。
 		　次の３ページは、売上高　と　経常利益　の変動要因について、でございます。

　左上のグラフは、売上高の変動を　セグメント別にみたものでございます。
　売上高は、「不動産販売」の減収が影響し　２億 ７千万円　のマイナスとなりました。
　これは、新築住宅・中古住宅とも販売棟数はいずれも前期を上回りましたが、前期においては、非定型の取引である　事業者向けの土地販売 ４億６千万円　の計上があり、このことが当期減収の要因となりました。

　なお、右下のグラフに示しますように、当期は新築住宅の「受注棟数」も、前期比　４９棟増の　１，３８９棟　と増加し、過去最高となりました。

　次に、左下のグラフは、「経常利益」の変動要因でございますが、経常利益は、前期比で ４億 ９千万円の増益　となりました。
　これは、売上高の減少がマイナスに作用した一方で、前期から推進してまいりました
原価低減の効果等によって粗利益が改善したこと、広告宣伝費などの販管費が減少したことが、主な要因でございます。 



		決算概要（販管費～特損益）
・主な費目の増減説明
・
⇒利益率には触れていない
 ケッサン ガイヨウ ハンカンヒ トク ソンエキ オモ ヒモク ゾウゲン セツメイ リエキ リツ フ		　次に、４ページの、「販売・管理費」、「営業外損益」、「特別損益」で、ございます。
　販売・管理費は、前期と比較して人件費や、広告宣伝費が増えたことで、３億 ５千万円の
増加となりました。

　営業外収益は、業容の拡大に伴って、手数料収入が増えております。
　営業外費用は、有利子負債が増えたことで支払利息等が増加いたしました。

　特別損益では、収益環境が悪化したコイン・パーキング１カ所と、
栃木県小山市の事業拠点である県南支社の新社屋への移転に伴って遊休化した、旧社屋と土地の減損処理を行っております。

　この結果、当期純利益は、前期と比べ １千万円の微増に止まりました。


		　次の４ページは、「販売・管理費」、「営業外損益」、「特別損益」で、ございます。

　販売・管理費は、前期と比較して　１億 ２千万円　増加しておりますが、
そのうち、広告宣伝費は、
首都圏の顧客層に対してブランドの浸透を図るため、関東全域でのテレビＣＭを行ったことなどで、増加しております。
　同様に、租税公課が増加しておりますが、これは前期において事業拡大に向けた
土地在庫の積み増しを行った結果、固定資産税の負担が増えたことが要因で、ございます。

　営業外損益については、大きな変動はありませんでした。

　特別損益では、事業用不動産の２物件を、減損処理いたしましたが、前期と比較して大幅な減少となりました。

　この結果、当期純利益は増益となりました。
 		　次の４ページは、「販売・管理費」、「営業外損益」、「特別損益」で、ございます。

　「販売・管理費」は、前期比で ４千万円　の減少となりました。

　内訳では、「人件費」が、採用難で増員が進まない状況下で役職員の構成の変化等もあって、減少しました。
また、「広告宣伝費」が、前期に計上した関東全域でのテレビＣＭの放映が無かったことで、
大きく減少しました。
一方、「求人採用費」は、幹部人材の採用や新卒の採用活動の強化により、増加しました。

　営業外収益は、前期の中古物件の火災保険金収入がなくなったことなどで減少し、
営業外費用は、支払利息が、販売用不動産が前期比で減少したことに伴う借入金の減少や借入金利率の低減に取り組んだことで、減少しております。

　特別損益は、創業者の役員退任に伴う「特別功労金」を損失に計上しております。 



				次に、５ページの　連結貸借対照表の「資産の部」について、でございます。
　
　左側の資産の部ですが、資産合計は、主に「販売用不動産」が増加したことで、
前期末と比較して、６１億 ３千万円増加して、４５６億 ８千万円となりました。
　販売用不動産のうち、新築住宅関連の在庫が大きく増加しておりますが、
一昨年あたりから、販売期間が１年以上となる大型物件の取得が増加してきていることが要因で
ございます。

　右側、負債の部では、販売用不動産の在庫が増加したことで、短期有利子負債が増加し、
また栃木県小山市において、県南支社を新築したことで、長期有利子負債が増加することと
なりました。

　純資産の部は、前期末と比較して、
１４億 ９千万円増加して、１８１億 ２千万円となり、
ＲＯＥは、１０.１％、　自己資本比率は、３９.２％となりました。

		　次に、５ページの　貸借対照表　及びキャッシュ・フローについて、でございます。

　資産は、前期と比べ　１５億 ９千万円　増加して　４７２億 ８千万円　となりました。
　流動資産は、主に現金預金と販売用不動産が増加したことで、
前期と比べ１３億３千万円増加しました。

　負債は、前期と比べ　１億 ６千万円増加して　２７７億 ２千万円　となりました。
　短期有利子負債が減少し、長期有利子負債が増加しておりますが、これは、運転資金の一部を、短期借入金から社債に切り替えたことによるものです。

　これらの結果、純資産は前期と比べ　１４億 ３千万円　増加して　１９５億 ５千万円　と
なりました。

　キャッシュ・フローの変動要因については、下の図に示すとおりとなっております。

　決算概要のご説明は、以上とさせていただきまして、
続いて、平成３１年３月期の業績見通しと取り組みについて、ご説明させていただきます。
 		次に、５ページの　貸借対照表　及び　キャッシュ・フローについて、でございます。

　まず、貸借対照表は、資産の部においては、大型分譲地の販売が進んだことで販売用不動産が
減少したことなどにより、資産合計は、４億 １千万円　減少して、４６８億 ６千万円　
となりました。

　負債の部では、販売用不動産の減少に伴って有利子負債が減少したことなどにより、
負債合計で、１９億 ８千万円　減少して、２５７億 ４千万円　となりました。

　純資産の部は、前期末と比較して、１５億 ６千万円増加して、２１１億 ２千万円となりました。

　キャッシュ・フローについては、
営業キャッシュ・フローが 　３０億 ４千万円　のプラス、
投資キャッシュ・フローは 　　５億 　　　円　のマイナス、
財務キャッシュ・フローは 　２３億 ５千万円　のマイナス
となりました。
　この結果、現金等の期末残高は、前期末と比較して、１億 ８千万円　増加して、１００億円
となりました。

　決算概要のご説明は以上とさせていただき、ここからは業績見通しと取り組みについてご説明
させていただきます。 


				　続きまして、６ページの「キャッシュ・フロー計算書」で、ございます。

　営業活動によるキャッシュ・フローは、主にたな卸資産が増加したことで、
２８億 ８千万円のマイナス、

　投資活動によるキャッシュ・フローは、県南支社の新社屋建設などで有形固定資産が増え、
５億 ６千万円のマイナス、

　財務活動によるキャッシュ・フローは、主にたな卸資産が増えたことで、短期借入金が増加し、４１億 ４千万円のプラスとなり、

この結果、現金等の期末残高は、前期末と比較して、６億 ９千万円増加して、
８４億 ７千万円となりました。

　以上で、平成２９年３月期の決算概要のご報告を終わり、
次ページからは「業績見通しと取り組み」について、ご説明させていただきます。



		６ページ　裏
 

　今期の取組のご説明の前に、５月７日に公表いたしました第二次中期経営計画について
その概要をご説明させていただきます。

　前中期経営計画については、さきほど 最終年度である前期の業績 についてご説明いたしました
通り、経営目標を達成できずに終わる結果となりました。
　最大の要因は、シェア開拓の余地が大きく成長が期待された 群馬・千葉 の各県で、
人材の確保や体制の強化が十分と言えなかったことなどにより、計画通り販売を拡大することが
できなかったことです。
　改めてこれらの各県での販売を回復させ、再び成長軌道に回復させることが、
当計画期間における第一の課題であると考えております。

　また、事業環境といたしましては、団塊ジュニア世代も既に４０代半ばを超え、
その下の世代を住宅の第一次取得者層とみた場合、その人口は当社営業エリアで
年２％の割合で減少していく見込みであり、
既に展開しているエリアにおいてシェアを向上していく とともに、
営業エリアの拡大を加速していくことが、生き残りに必須の条件となってまいります。
 		（６ページ　業績見通しと取り組み　表紙）
 
　７ページは、今期の業績見通しで　ございます。
　
　今期におきましては、連結ベースで
　　　売上高　　　４８５億円
　　　営業利益　　　３２億円
　　　経常利益　　　３４億円
　　　当期純利益　　２２億円
を計画しております。
　
　売上高については、前期において期初計画を下回り　減収に終わったことをふまえ、
前期の期初計画　４８０億円に　５億円　を上積みした水準を目指してまいります。

　一方、利益面については、売上高の増加額に比して低い伸びとしておりますが、
これは、現有在庫の状況や　消費税増税を控えた市場環境に加え、
売上目標の達成と　埼玉エリアを含めた今後の事業拡大　に向けて、
先行投資を含めた　相当の人材投資　や　広告宣伝の強化　が
必要となることによるものです。

　今期の 販売目標棟数 といたしましては、
　　　新築住宅は、前期比 １２５棟増の　１,４８０棟
　　　中古住宅は、前期比 　１９棟増の　　 １７０棟
を計画しております。 



				７ページ　裏

　８ページは、今期の業績見通しで　ございます。
　今期におきましては、連結ベースで
　　　売上高　　　４８０億円
　　　営業利益　　　３２億円
　　　経常利益　　　３３億円
　　　当期純利益　　２１億円
を計画しております。
前期の営業減益という結果をふまえまして、利益の回復を最優先課題として取り組み、
改めて、増収増益の継続を目指してまいります。
また、販売棟数の計画といたしましては、
　　　新築住宅は、前期比 １０４棟増の　１,４５０棟
　　　中古住宅は、前期比 ３４棟増の　　　 １７０棟
の計画としております。
　セグメント別の計画、および「不動産販売」セグメントの売上内訳につきましては、
左下の表に示しますとおりでございます。 
　次のページでは、ただ今 ご説明いたしました業績見通しに基づき、今期を最終年度とする
「中期経営計画」の経営目標値を修正させていただくことになりましたので、ご報告いたします。

		　次の８ページは、第二次 中期経営計画 の概要です。

　最終年度である 平成３３年３月期 の経営目標値は、
　　　売上高　　　　　５５０億円
　　　営業利益　　　　　３３億５千万円
　　　経常利益　　　　　３５億円
　　　当期純利益　　　　２２億９千万円
と　しております。

　大きなビジネスモデルの転換は行なっておらず、基本方針、事業戦略とも、前計画から
大きな変更はございませんが、　エリア戦略については、
　　栃木県 のほか 茨城県・群馬県 については、概ね主要商圏に拠点を展開したこと、
　　また、千葉県 については、柏エリアを成長軌道に回復させることが優先課題であることから、
当計画においては「シェア向上エリア」と位置づけて、早期の挽回に取り組みます。
　また、営業エリアの拡大については、
新たに 埼玉県 をターゲットとして、拡大を図ってまいります。

　以上の中期経営計画をふまえ、以下、今期の取組についてご説明させていただきます。 
		　８ページは、「中期経営計画の概要と進捗」でございます。

　ページ左側には、以上ご説明いたしました　前期実績と今期計画に、第二次中期経営計画の
最終年度となる来期の経営目標を加えたグラフを示してございます。

　売上高につきましては、前期において年度計画を達成できず若干の減収に終わったことで、
中計の経営目標の達成に向けては相当の努力を要すると認識しておりますが、
今期の計画を確実に達成して増収の基盤を固めた上で、茨城県南部から千葉県柏エリアを継続的に成長させ、新規エリアとなる埼玉県での販売を拡大させることにより、達成を果たしてまいる所存です。

　一方、経常利益につきましては、前期に期初計画を上まわる増益を達成したことで目標に一歩　近づいておりますが、将来的な成長に備えた人材投資などを考慮しますと　楽観できるものでは　なく、気を引き締めて利益改善に取り組んでまいります。

　第二次中期経営計画の基本方針・戦略の要点につきまして、ページ右側に記載してございますので、ご参照下さい。 



				　平成２７年１１月に公表いたしました「中期経営計画」におきまして、
最終年度である平成３０年３月期の経営目標値は、
　　　売上高　　　　４８０億円
　　　当期純利益　　　２３億円
としておりましたが、
市場環境や今期の販売体制等を総合的に勘案した結果である今期の業績見通しに従い、
　　　売上高は　　　当初目標通りの　　　　　４８０億円
　　　当期純利益は　当初目標より２億円減の　　２１億円
と、利益面において下方修正させていただきました。

　中期経営計画の基本方針と戦略等につきましては基本的な変更はございませんが、
利益の確保に向けた取組を一層強化し、修正後計画の必達に向けて総力を挙げて取り組んでまいる所存でございます。

　次のページからは、各事業の今期の取り組みについてご説明いたします。
　
		　９ページは、今期の業績見通しで　ございます。
　今期におきましては、連結ベースで
　　　売上高　　　４８０億円
　　　営業利益　　　２９億円
　　　経常利益　　　３０億円
　　　当期純利益　　１６億 ８千万円
を計画しております。
　売上高については、前中期経営計画で未達成に終わった当初の目標を、今期で挽回することを
目指しております。一方、利益目標については、市場環境や現有在庫の状況を勘案して、
同計画をやや下回る水準に設定させていただいております。
　また、特別損失の発生が見込まれるため 当期純利益 は、前期を下回る見込となっております。
　今期の 販売棟数 といたしましては、
　　　新築住宅は、前期比 ９９棟増の　１,４４０棟
　　　中古住宅は、前期比 ２２棟増の　　 １６０棟
を計画しております。
　セグメント別の計画、および「不動産販売」セグメントの売上内訳につきましては、左下の表に示しますとおりでございます。
　以下、各事業の今期の取り組みのご説明となりますが、新築住宅の販売 部分に関しましては、
常務取締役　営業本部長　の　石川　より　ご説明申し上げます。 
　常務取締役　営業本部長　の　石川　でございます。
　以下、不動産販売セグメントの取り組みのご説明となりますが、新築住宅の販売面の取り組みについて、私の方からご説明させていただきます。
		　９ページは、新築住宅の「事業の環境」でございます。

　昨年度の　住宅着工数は、前年度比で　０.７％増の　９５万３千戸　となりました。
　内訳としては、貸家が減少している一方、その他の持家、分譲戸建、分譲マンションが増加し、
分譲戸建では消費税増税を見越した動きも出ているとの分析もございます。
　今年度の見通しにつきましては、大手住宅会社による予想の平均では　９２万５千戸　と、
前年度比で減少する予測となっております。

　また、右側のグラフは、住宅ローン金利の指標となる、住宅金融支援機構の「フラット３５」の金利の推移　を示しております。
　「フラット３５」の金利は、昨年末にかけて見られた上昇の動きも反転下落し、
過去最低と言える水準内で推移しております。家賃なみの返済で住宅の取得が可能となっており、
取得環境としては良好な状態が続いております。 



				まず、はじめに不動産販売セグメントについてご説明いたします。
　１０ページは、新築住宅の「事業環境」でございます。

　昨年度の住宅着工数は、前年度に比べ　５.８％増の　９７万 ４千戸となりました。
　これは主に貸家が増加したことによるものですが、戸建分譲住宅についても堅調に推移しました。
今期の住宅着工の見通しにつきましては、持家と分譲住宅は前年度並みと見込まれる一方、
貸家は大幅に減少すると予想されており、大手シンクタンクによる予想の平均では、住宅着工数は　９２万戸となっております。
　当社におきましても、足元の状況等から同様な判断をしております。

　右側には、住宅税制などの住宅取得支援策の状況を記載しております。
　今期は　「住宅ローン減税」　｢すまい給付金制度｣　｢贈与税の非課税枠｣　とも
大きな変更なく継続しており、住宅取得環境としては、良好な状態が続いております。 
　
次の　１１ページは、住宅ローン金利の状況です。

		　１０ページは、新築住宅の「事業環境」でございます。

　昨年度の住宅着工数は、前年度に比べ　２.８％減　の　９４万６千戸　となりました。
　これは主に持家・貸家が減少したことによるものですが、戸建分譲住宅については底堅く
推移しております。
　今期の住宅着工の見通しにつきましては、昨年度並みと予想されており、
大手シンクタンクによる予想の平均では、住宅着工数は　９４万９千戸　となっております。
　当社におきましても、足元の状況等から同様な判断をしておりますが、
来年１０月 に予定される 消費税増税 の駆込み需要 の発生時期や規模によっては、
実需と市中在庫との間に乖離が生じるおそれもございます。

　右側には、住宅税制などの住宅取得支援策の状況を記載しております。
　今期は　「住宅ローン減税」　｢すまい給付金制度｣　｢贈与税の非課税枠｣　とも大きな変更なく継続しており、住宅取得環境としては、良好な状態が続いております。
 		　次の　１０ページは、住宅税制その他の住宅取得支援策　について　でございます。

　住宅取得に関しましては　「住宅ローン減税」「贈与税の非課税枠」「すまい給付金制度」
といった支援策が用意されていますが、これらについては消費税増税後、それぞれ右側に
示します通り、拡充が予定されております。
　また、これらに加えて、一定の基準を満たした住宅については、
新たに「次世代住宅ポイント制度」が設けられる予定です。

　このように、増税に合わせて充実した住宅取得支援策が予定されており、年収や借入額等
によりますが、増税後に購入した方が有利との試算も少なからず出されていることから、
現段階では住宅取得環境への増税による影響は中立的と判断しております。

　一方で、増税を控えて事業者間の競争は厳しさを増すものと思われ、
また、駆け込み需要期待で過剰在庫を抱えた事業者のダンピングなどが懸念されるところであり、
市況を注視してまいります。 



				次の　１１ページは、住宅ローン金利の状況です。

　左側のグラフは、住宅ローン金利の指標となる、住宅金融支援機構の「フラット３５」の金利の推移を示しております。
　平成２８年２月のマイナス金利導入以降、「フラット３５」の金利は、足下で上昇の動きも
見られるものの、過去最低圏内で推移しております。
　アパート賃料ほどで月々のローン返済が可能な水準にあるということで、金利の面からも、
住宅取得には好環境が継続しているところでございます。

　住宅販売に関する指標等については以上のとおりでありますが、これらを市場の環境として
見ますと、顧客サイドにおいて、良好な住宅取得環境が長期間継続してきた結果、
これら各種制度等が住宅購入の動機に与えるインパクトが減少している一方で、
事業者サイドにおいては、良好な取得環境への期待に加え、駆け込み需要を見込んだ土地在庫処分の動きもあって、堅調な着工が続いているという側面があります。

このような両者の動きのミスマッチから、市中在庫が増加する傾向がみられ、事業者の競合は
激しさを増している状況にあります。

　右側には、北関東の経済に関連する数値を参考までに掲載しておりますのでご参照ください。
 

		　次の　１１ページは、住宅ローン金利の状況です。

　左側のグラフは、住宅ローン金利の指標となる、住宅金融支援機構の「フラット３５」の
金利の推移を示しております。

　平成２８年２月のマイナス金利導入以降、「フラット３５」の金利は、
昨年 秋 に上昇の動きも見られたものの、過去最低と言える水準内で推移しております。

　アパート賃料ほどで月々のローン返済が可能な水準にあるということで、
金利の面からも、住宅取得には好環境が継続しているところでございます。

　このように、取得環境としては良好な状態でありますが、戸建分譲住宅に関しては、
実需に先行する指標となる着工数も堅調に推移しており、
事業者間の競合は厳しさを増している状況にあります。

　右側には、北関東の経済に関連する数値を 参考までに掲載しておりますので、ご参照ください。
 		　１１ページからは、新築住宅の取り組みについてでございます。
　先ほどご説明いたしましたとおり、今期の新築住宅の
　　　販売棟数は、　１２５棟増　　の　１，４８０棟　を見込んでおり、
　　　売上高は、　　　３５億円増　の　　　４０７億円
を計画しております。

　当社の営業エリアは、栃木県を中心に、茨城、群馬　の北関東３県　及び　千葉県柏エリア、
今期から販売活動を開始した埼玉県、でございますが、今期のエリア別の販売計画は、
左側　中ほどの表に示すとおりです。
　エリア別では、前期に　前々期比で棟数を伸ばした　栃木県・群馬県　については
伸びを保守的にみる一方、前期計画との乖離が大きかった　茨城県・千葉県　については、
改めて前期計画数ないしその基礎固めを行なう水準まで回復させることを目標としております。

　受注棟数は、前期の第２四半期以降、年換算で概ね　１,４００棟　の水準で推移しており、
前期計画未達となった茨城・群馬・千葉の各県の建て直しと埼玉県での販売が寄与してくることで
十分に達成可能な水準であると考えており、
引き続き、「営業エリアの拡大」と「シェアの向上」を重点方針として取り組んでまいります。 


				１２ページからは、「新築住宅の取り組み」についてでございます。

先ほどご説明しましたとおり、
今期の新築住宅の販売棟数は、　１０４棟増の　１,４５０棟
売上高は、　３１億円増の　   ４０１億円　を計画しております。

今期におきましては、引き続き、営業エリアの拡大とシェアの向上を重点方針として取組むほか、苦戦を強いられた前期における課題への対応に、全社一丸となって取組んでまいります。
販売計画のエリア別の内訳は、右の図に記載のとおりでございます。
　当社の営業エリアは、栃木県を中心に、茨城、群馬の北関東３県　と　千葉県の柏エリア
でございます。
販売計画の棟数におきましては、当社が管掌する栃木県が全体の約半数を占めておりますが、
事業拡大の重点エリアとして注力している茨城県南部から千葉県柏エリアを中心に、販売の拡大を図る計画としております。
		　１２ページからは、新築住宅の「取り組み」についてでございます。

　先ほどもご説明いたしましたとおり、今期の新築住宅の
　　　販売棟数は、　９９ 棟 増の　１,４４０ 棟
　　　売上高は、　　２５ 億円 増の　 ４０３ 億円
を計画しております。

　当社の営業エリアは、栃木県を中心に、茨城、群馬 の北関東３県 と 千葉県の柏エリアと
なっており、販売計画のエリア別の内訳は、右の図に記載のとおりでございます。

　今期は、「シェアの向上」として、特に、前期に計画との乖離が大きく生じた　
群馬県 及び 千葉県柏エリア における販売の回復に、改めて 体制を整えて取り組みます。

　また、「営業エリアの拡大」においては、今期の業績には織り込んでおりませんが、
埼玉県への早期進出に向けて取り組んでまいります。
 		　次の１２ページは、「営業エリアの拡大」についてでございます。

　今期最大のテーマが、埼玉県への進出となります。

　当社は、さいたま市を起点として事業を展開してまいりますが、その市場については、
さいたま市だけで北関東の各県と同等以上の市場規模となっております。
競合が激しい市場でございますがビルダーのシェアが高く、
当社が食い込んでいくことが十分に可能な市場であると考えております。

　これまで、平成３０年４月に開設準備室を設置し、同年１１月には用地仕入拠点として
「さいたま支店」を開設して、さいたま市を中心に用地仕入れを進めてまいりましたが、
当面の目標数の仕入が進んだことで、本年４月に正式に営業部門を組織し、
「埼玉支社」として営業を開始いたしました。

　販売物件は、６月末以降　順次完成してまいりますが、業績への寄与が本格化してくるのは
下期からとなる見通しです。
　今期は、販売棟数で　５０棟　を見込んでおりますが、
販売の早期立ち上げと当社ブランドの同県市場への浸透に、全力を挙げて取り組んでまいります。 


				次の１３ページでは、「営業エリアの拡大」に対する取り組みについてご説明いたします。

当社が重点エリアと位置づけております、「茨城県南部から千葉県柏エリア」は、常磐線沿線　からつくばエクスプレス沿線にかけての、東京通勤圏として発展中の人気エリアでございます。
右下のグラフのとおり、営業エリア拡大の重点エリアと位置付けて以来、当エリアを面的に
カバーする販売体制の強化に取り組み、販売棟数を順調に伸ばしてまいりました。

茨城県南部エリアにおいては、前期から、当社過去最大の ２１１区画の戦略プロジェクトである「よつばの杜」の販売を開始いたしました。前期の完成数は３月完成の １０棟にとどまりましたが、今期からは販売を本格化し、業績にもフルに寄与してまいります。
　販売棟数は、昨年１１月に新設したつくば支店を中心に、月 ５棟、年間 ６０棟　を計画して
おります。来年４月には、徒歩４分の場所に公立の小中一貫校が開校予定であり、教育環境の訴求を強化し、販売促進を図るとともに、関東全域のテレビＣＭで当社ブランドの浸透を図る予定です。

また、千葉県柏エリアでは、数十区画規模の中・大型物件を順次投入する予定であり、これまで不足気味であった商品の在庫数についても、販売に最適と考えております約２ヶ月分の水準を
常時確保できる見通しとなりましたので、販売を加速してまいりたいと考えております。 
		　次の１３ページは、「シェアの向上」に向けた取り組みでございます。

　当社は、ハウスメーカーを除いたビルダー部門の着工棟数ランキングで、北関東 の １位、
栃木県 の １位をはじめ、各営業エリアでトップ１０内にランクインしております。
　右上のグラフに、営業エリアの各県における当社拠点のカバー率とシェアの状況を着工ベースで示しております。　茨城県南部の拠点展開をここ数年で進めた結果、各県とも、拠点のカバー率は概ね ８割に達しており、シェア拡大の余地の大きいエリアを中心に、販売棟数の拡大に向けた　エリア深耕に取り組んでまいります。
　また、前期の目標未達の要因は、群馬県・千葉県などの事業の急拡大を目指したエリアにおいて、人材・組織体制面の強化 が不足していたこと と考えております。

　このため、取組といたしましては、中・長期的な不変の課題ともなりますが、
「人材の確保と育成」と「組織・体制の強化」を、改めて 強力に進めてまいります。
　また、戦略プロジェクトの推進といたしまして、
販売２年目となる 茨城県つくば市の「よつばの杜」に加えて、
栃木県上三川町の「グランビートパーク上三川」の販売促進に取り組みます。
　各プロジェクトの概要は、右下の表に示しますが、「グランビートパーク上三川」の出足の
受注は好調に推移しております。
 		　次の１３ページは、「シェアの向上」に向けた取り組みでございます。

　取組の第一は「子会社の組織・体制の強化」です。
　前期は、栃木県で期初の計画を達成した一方、子会社が管轄する茨城・群馬・千葉の各県に
おいては計画未達に終わりました。計画未達に終わった各県は、当社がシェアを拡大していく余地が大きいエリアでもあり、その建て直しが急務となります。
　このため、この４月で、組織の活性化を目的に、子会社の社長交代を含む役員体制の見直しを
実施しました。事業拡大に向けた人材の確保と育成についても、対応を進めているところでございます。
　次に、戦略的大型分譲地の早期完売です。
　茨城県つくば市の「よつばの杜」は、販売が後半に入り、街並みと立地の良さが再認識され販売が好調に進んでおり、このペースを維持して今期中の完売を目指します。また栃木県上三川町の「グランビートパーク上三川」についても概ね計画通り進捗しておりますが、さらに販売促進に
取り組み、早期完売を目指してまいります。

　また、ますます重要性を増しているネット戦略についても、前期にリニューアルした
ホームページの新機能を活用したアクセス解析と対策を強化するなど、反響数の向上に
取り組んでまいります。

　続きまして次の１４ページからは、新築住宅の生産・商品面の取り組みでございますが、
この部分につきましては、当社　専務取締役　開発本部長の　佐山　より、
ご説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。 
　専務取締役　開発本部長を務めております　佐山　でございます。


				続きまして、次の１４ページは「シェアの向上」に向けた取り組みでございます。
ハウスメーカーを除いたビルダー部門において当社の着工棟数ランキングは、北関東の１位、
栃木県の１位をはじめ、各営業エリアでベスト１０に入っております。
今期の取り組みのひとつは「営業体制の再編」でございます。
前期、茨城県水戸エリア、栃木県県北エリアにおいて、計画通りの受注を確保できなかったことを踏まえ、県域を越えた営業体制の再編を、４月１日付で実施いたしました。
まず、茨城グランディハウス古河支店を、当社県南支社へ移管いたしました。この移管によって、茨城グランディハウスは、重点エリアである茨城県南部と本社のある水戸エリアに集中してエリア深耕に取り組める体制とし、当社県南支社は、栃木県小山エリアとこれに隣接する茨城県西部全体を広域商圏とした事業戦略を　より円滑に展開できる体制といたしました。
当社県南支社につきましては、３月に小山市内の２つの拠点のほか建築部門分室を統合し、　　同市内の商業集積エリアに建設した新社屋での営業をスタートさせております。古河支店の移管とあわせ、さらなる体制強化と効率化を進めてまいります。
　再編の２点目として、当社さくら支店の管掌を、県北支社から本社へ移管いたしました。
この移管は、先ほどの移管と同様、県北支社においては、矢板市以北に集中しエリア深耕を図り、本社においては、宇都宮通勤圏でもあるさくら支店を管掌することにより、宇都宮広域商圏としての相乗効果を狙うものであります。
		　次の１４ページは、「営業エリアの拡大」について　でございます。

　営業エリアの拡大につきましては、中期経営計画に関しご説明いたしました通り、
新たに埼玉県への進出を計画しております。
　なお、埼玉県については、当社 上場以前の建築条件付の土地分譲をメインとしていた時代に、
数年間大宮に出店していた時期がございますが、建売住宅販売に事業転換してからは初めての進出
となります。
　業績への寄与は来期以降を予定しておりますが、早ければ今期中の出店に向けて、既に
開設準備室を設置して、具体的検討を進めております。

　埼玉県の市場規模を 分譲戸建住宅 の着工戸数でみますと、右上の表に示します通り、
約１万５千戸となっており、栃木県の６倍の大規模な市場となっております。
　また、市場の特徴としては、鉄道沿線型の商圏を形成し、住宅の仕様も、北関東の仕様に近い
北部エリアから、狭小面積の物件がメインとなる南部エリアまで幅広いこと、が挙げられます。

　さらに、ビルダーのシェアが高く、競合の厳しいエリアとなっておりますので、
埼玉県の特性にマッチし、かつ、これまで培ってきた当社の強みも活かせる ビジネスモデルを
進出から展開のパターンを含めて決定し、早期進出を目指してまいります。

　以上で、私からのご説明は終了させていただき、次の新築住宅の生産・商品面の取り組みから、
改めて、林 の方からご説明申し上げます。ご清聴、まことにありがとうございました。 


				次の１５ページに移りまして、
「シェアの向上」に関しましては、引き続き、営業力の強化と情報発信の強化に取り組み、
自己開拓営業および反響営業の両面から顧客獲得促進につなげてまいります。

続いて（３）は、前期の課題への対応でございます。
前期下半期に、受注の停滞を招く結果となった拠点間の在庫偏在については、現時点で解消済みでございます。一部に下半期の在庫が薄いエリアがありますが、現在、全力を挙げて対策中でございます。また、拠点間バランスや受注状況に即応できるよう生産体制強化を図ってまいります。

次に、前期、期末にかけての相当の追い込みが必要となったことによる「利益率の低下」に対しましては、期中を通じて利益の早期上積みが必要となってまいりますので、今期期初から、記載の
粗利確保・増加施策に取り組んでおります。

また、茨城　水戸エリア・栃木　県北エリアの販売計画未達に対しましては、先ほどご説明
しました営業体制の再編により、他の拠点へ移管した後の営業エリアに集中してエリア深耕を行うことで受注の回復を目指すとともに、水戸エリアにおいては　ひたちなか市への新規出店を検討中でございます。

		　改めまして、次の１５ページからは、新築住宅の 宅地開発・建築の取り組みについて 
で ございます。

　宅地開発に関しては、土地確保の状況は、前期末の土地在庫で年間販売棟数の約 １.５年分となっており、今期分の土地は ほぼ確保済みで、若干の追加調整を残す程度となっております。
　宅地開発の課題と取組といたしましては、持続的な土地の供給を確保するため、各エリアを熟知した専任者の配置を進めております。また、埼玉県へのエリア拡大に向けた体制の構築においては、開設準備室を設置して、リサーチを進めております。

　また、建築体制については、年間１,５００棟の生産体制を構築しており、今期は１,４５０棟を建築する計画です。
　課題と取組ですが、エリア拡大に向けての体制構築については、既存エリアの業者を中心に技能職の確保を進めております。
　商品開発においては、当社の強みである「街並みづくり」を基本に、「デザイン性」「機能性」「省エネ性」「安全性」の４点を重点テーマとして、マーケティングを強化して商品力の一層の
向上を図ってまいります。また、技能職の高齢化対策としては、木工事の分業化による生産性の
向上に取り組んでおりますが、さらに適用を拡大してまいります。

　これらの取組を継続的に進め、平成３３年３月期までに、年間 ２,０００区画の開発体制と
年間１,８００棟の建築体制　を構築してまいります。
		　１４ページは、「宅地開発」と「建築」の取り組みについて で ございます。
　
宅地開発に関しては、土地確保の状況は、前期末の土地在庫は年間販売棟数の　１.７年分となっており、
前々期と比較して、　０．２年分増加しております。これは、埼玉県及び茨城県で大型物件の確保ができたことに
よるものです。
　今期販売分の仕入は、下期後半のエリアバランスの調整を残す程度で各エリアともほぼ完了しております。新規エリアとなる埼玉県での仕入についても、今期販売分の仕入は、大型分譲地の確保もでき、概ね順調に推移しておりますが、
若干のエリアの偏りがあるため、引き続き、エリア専任者のもとでバランスの取れた仕入に取り組んでまいります。
　宅地開発の課題といたしましては、事業エリアが拡大していく中、各エリア間で、また各エリア内でもバランスの
取れた分譲用地を安定供給することが一層重要となってまいりますので、各エリアの専任担当者の配置に必要な人員の
強化を図ってまいります。また、他社競合が厳しい首都圏での仕入では、スピーディーな対応が重要となりますので、
対応力の強化も図ってまいります。
　
次に、ページ右側の建築体制についてでございますが、
今期は、　年間１，５５０棟　の生産体制の構築を行い、　１，５００棟　を建築する計画です。
　課題と取組ですが、埼玉県及びエリア拡大による生産体制の構築については、既存エリアの業者を中心に
技能職の確保をしてまいります。
　また、商品開発においては、当社の強みである「街並みづくり」を基本に、「デザイン性」「機能性」「省エネ性」「安全性」の４点を重点テーマとして、マーケティングを強化して商品力の一層の向上を図ってまいりましたが、さらに、「オンリーワンの外観デザインとプランニング」にも注力してまいります。
　また、技能職の高齢化対策としては、木工時の分業化による生産性の向上に取り組んでおり、
適用を拡大してまいります。

　これらの取組を進め、第２次中期経営計画の最終年度である令和３年３月期には、
年間２，０００区画　の開発体制と、　年間１，８００棟　の建築体制　を構築してまいります。 


				続きまして次の１６ページからは、宅地開発と生産に関する取り組みでございますが、
この部分につきましては、当社　専務取締役　開発本部長　佐山　より、
ご説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

専務取締役　開発本部長を務めております　佐山　でございます。
はじめに、「宅地開発の取組み」について、ご説明させていただきます。
　まず、宅地の仕入環境ですが、市場にでてくる物件情報量が非常に少なくなっている状況にあります。
市場に出るものは入札になる物件が多く、他社においても仕入れが厳しい状況にあることから、ローコストビルダーからハウスメーカーまで入札に参加してくる状況となっており、分譲素地の価格は上昇傾向にあります。
このような仕入環境の中、市街地中心部での仕入が不十分であったことを含め、エリアバランスを
十分には確保できず拠点間の物件の偏りを生じさせたことが、前期後半に受注の停滞を招き、結果として利益を落とした要因の一つと考えております。
この様な中、今期の取組み方針といたしましては、引き続き、当社の特徴である「開発力」、ページ右上に示します「地域密着型収益フロー」を一層強化して、収益力のアップとエリアバランスの取れた安定的な土地の確保に取り組んでまいります。ページ右下に、前期の直接仕入れ状況を示しますが、直接仕入れ率は、グループ全体で３６％、栃木県内では５２％となっています。栃木県内での直接仕入れ率は上がっておりますが、栃木県外での直接仕入れ率が若干低下し、全体での直接仕入れ率が下がる結果となりました。改めて、栃木県外を中心に　直接仕入率の向上に向けた体制を強化することにより、市場の情報量に左右されずにエリアバランスの取れた　収益力の高い用地を安定的に確保してまいります。
次に、物件の偏りや市街地中心部での仕入不足への具体的対策としては、農地や遊休地の買収提案だけではなく、新たに、老朽化したアパートや集合住宅が建つ土地の買収強化に取り組んでおり、すでに今期の販売物件としても確保しつつあります。
　次に、収益力のアップの一環として、販売期間短縮に向けた工夫と企画力の向上を図ります。様々なお客様のニーズに合わせた区画の大きさと価格のバランスを取り入れ、安価なものからオーダー志向にも対応できる商品バリエーションを整えることで、対策を講じてまいります。
また、開発要員の確保と育成にも、引き続き、取り組んでまいります。
現在の担当者全社合計６４名（内女性開発担当者６名）を早期に１００名体制まで増員する計画です。
この中で、増員と育成に取り組んでいる女性の開発担当者が成長しており、直接仕入部門で活躍しております。女性ならではのソフトできめこまかなアプローチが地権者との関係構築につながるケースも多く、その比率を
２５％に高めていく計画です。


		　次の１６ページでは、商品面の取組 例 を ご紹介しております。

　ページ左側は、栃木県上三川町の「グランビートパーク上三川」、１４１区画の大型分譲地でございます。街区は、３ヵ所の進入路で通り抜けが出来ない、住む方だけの分譲地内道路となり、
子育て世代の家族にとって、安全・安心な分譲地となっております。
　建物については、多様なプランと、１２の外観スタイルを取り入れ、"いろどり"ある街づくりを行なっております。
　また、幅広い顧客ニーズに対応するため、今後の住まいと暮らしの未来を提案する
「ＺＥＨ（ネット ゼロエネルギー ハウス）にＩoＴを融合させた住宅」の新たな取り組みや、
家族で多彩な趣味が楽しめる「土間を愉しむ家」のモデルハウス建設により、
計画期間内での完売を目指してまいります。

　ページ右側には、地域性も考慮して特徴を持たせた外観デザインによる個性的な街づくりと、「プラスアルファの付加価値」としての室内空間の例をご紹介しております。

　今後とも、多様化するニーズに対してマーケティングを強化し、「街並みの付加価値」を含めた魅力ある商品を展開し、販売の促進と顧客満足度の向上に努めてまいります。
 
		　次の１５ページでは、商品面の取組の例をご紹介しています。

　ページ左側上段は、埼玉県進出のオープン分譲地　「モリノネ西大宮」でございます。埼玉県において基本
となる、リビングの天井高　２．７ｍ、床暖房、設備のグレードアップなどを取り入れた上質な商品として
おります。また、当分譲地は、エリア別に共通コンセプトを持たせたエリアプロジェクト分譲地の第一弾として、内外装に木の風合いを取り入れることで、自然の中にいるような心地よさを感じられる住まいとしております。埼玉県においても、エリアのニーズを取り入れた差別化商品の展開によって当社ブランドの浸透を
図ってまいります。
　下段は、「グランソムリエール中久喜７期」　３２区画の分譲地でございます。
第一次分譲街区は、女性設計士　１１名が、女性スタッフ・ママ座談会での意見をもとに、
「家族を感じるスキップリビング」などのプランニングを行い、「暮らしやすさ」「使いやすさ」「デザイン性」を、女性ならではの感性を活かしてプラスオンしたプロジェクトとなっております。

　ページ右上は、「グランドステージ駒生町７期」　２２区画の分譲地でございます。インターロッキング舗装のクルドサックを設け、伝統的な石畳のような街並を演出した安全･安心な分譲地となっております。
　その他　「プラスアルファの付加価値」として、太陽光発電システムを搭載した「スマートタウン」や、
地域性を考慮して特徴を持たせた外観デザインによる個性的な街づくりの例を、ページ右下では、室内付加価値として、家族とのコミュニケーションがコンセプトの「吹抜リビング」、ＬＤＫと庭をつなぐ
「インドアガーデン」などの室内空間例をご紹介しております。

　今後とも、多様化するニーズに対してマーケティングを強化し、「街並みの付加価値」を含めた魅力ある
商品を展開し、販売の促進と顧客満足度の向上に努めてまいります。

　以上、生産関係の取組についての私からのご説明は以上とさせていただき、１６ページからは再度、
林よりご説明申し上げます。ご清聴ありがとうございました。 


				次の１７ページは、「土地の確保状況」でございます。
　前期末の土地在庫数は、２,３４８区画となっており、今期目標達成に十分な量を確保しております。前々期末
との比較では２１３区画増加していますが、これは、戦略的に仕入を行った大型分譲地の増加によるものです。
　左下の在庫推移グラフでは、１.６１年分と例年より多くなっていますが、大型分譲地の来期に繰り越す区画数と、エリアバランスを考慮して繰り越す区画数合わせて５３８区画あり、その区画数をやむを得ない付帯分として除外しますと１,８１０区画、販売予定数の１.２４年分になり、適正範囲内と判断しております。
 
　右上の表は、前期・前々期から仕入れた３０区画以上の物件ですが、宇都宮市のベッドタウンで
日産自動車栃木工場　もある　栃木県上三川町　において、１４１区画の大型分譲地を仕入れております。
過去にも６０区画の大型分譲の実績もあり２期目の大型分譲用地として需要の見込める地域となっております。
　
また、茨城、千葉の拡大重点エリアにおきましても大型分譲地の仕入が進んでおります。
　茨城におきましては、さきほどご説明いたしました「よつばの杜」をはじめ、つくば市並木に２期目となります５６区画を仕入いたしました。
千葉におきましても、３０区画以上の大型分譲用地が５現場となり、過去最高となる仕入を行っております。
エリア的には柏市に集中しておりますが、柏市北部に根戸、中央部には南柏２次・東中新宿・中原、南部には
常盤平、とエリアバランスの取れた仕入になっており、過去にも実績がある地域となっております。
一部販売開始になっている所もあり販売も順調に進んでおります。

　以上、宅地開発の取組みについて説明いたしましたが、今期販売分の仕入は、全体数量としてはほぼ確保して
おりますが、一部、下半期に在庫の薄いエリアが残っており、総力を挙げて対応しているところでございます。
　引き続き、先ほどご説明いたしました取組み方針に基づき、来期以降の販売棟数拡大に向けて、厳選した
優良物件の取得に取り組んでまいります。







		　続きまして、１７ページは不動産販売の「ストック・ビジネス」で、ございます。
　ストック・ビジネス市場は、政府の後押しなど、今後、大きく成長が見込まれる市場でございますが、一方で、新規参入が増えるなど、競合も激化しております。

　当社グループのストック・ビジネスは、
リフォーム事業と中古住宅の流通事業で、ございます。

　まず、リフォーム事業ですが、主なターゲットは、
当社から 新築住宅をご購入いただいた １万 ５千棟の 旧顧客 がベースでございます。
　定期点検や有償・無償でのメンテナンスを通じて、ニーズを把握、受注に繋げており、
売上の８割が 旧顧客 からとなっておりますが、
今期は、営業力を強化し 旧顧客 以外の 外部受注を ３割まで引き上げる計画でございます。
　取り扱う商材は、現在は 太陽光発電装置 が中心ですが、パッケージ商品の開発など、
太陽光以外の比率を高めてまいります。

　また、中古住宅流通事業ですが、市場は、ローコストの新築住宅と中古住宅の価格差が縮小する
傾向が続くなど、厳しい状況にあります。
　エリア選別や商品の企画力を高めることで、引き続き、首都圏エリアを中心に拡大を進め、
今期 １６０棟の販売をめざしてまいります。 

		　それでは改めまして、１６ページは不動産販売の「ストック・ビジネス」で、ございます。

　当社グループのストック・ビジネスは、リフォーム事業と中古住宅の販売事業でございます。
住宅のストック・ビジネスは、政府の重点政策にも挙げられ、今後、成長が見込まれる市場で
ございますが、一方で、新規参入が増えるなど、競合も激化しております。

　まず、リフォーム事業の取り組みですが、現状、当社の新築住宅をご購入いただいたＯＢ客からの受注が ７割を占めており当社の強みとなっておりますが、ＯＢ客以外からの受注を拡大する
取組を進めており、「非ＯＢ客」からの受注割合を ４割まで引き上げる計画でございます。
　また、太陽光発電の　１０年固定買取制度　が今年度で終了しますが、その対策として
「自家消費　需要」の開拓を進めるとともに、価格の安心感を訴求したパッケージ商品の開発など、
太陽光以外の比率を高めてまいります。

　また、中古住宅事業については、販売棟数は、前期比１９棟増の　１７０棟　を計画しており、販売の拡大に向け、完成在庫を　常時８０棟　の水準に増やすとともに、首都圏エリアを中心に
拡大を図ってまいります。
　仕入目標は　２００棟　とし、新規エリアの開拓も行なってまいります。
　また、反響数の増加に向けて引き続きネット対策の強化に取り組みます。 


				次の１８ページでは、今後の主な大型分譲地をご紹介しておりますので、ご参照下さい。










		　次の１８ページは、「建築材料販売」の取り組み でございます。

　木造住宅の着工戸数は、昨年の７月から３月まで、前年同月比で９ヶ月連続のマイナスと、
厳しい受注環境が続いております。
　また、材料価格は木造住宅の着工減により、一時的に安定しておりますが、下期に向けては不透明な状況にあります。

　このような中で、今期は、
売上高　６３億 ５千万円、　セグメント売上高　３１億円　セグメント利益　１億 ５千万円　と、
微増ではありますが、増収・増益を図ってまいります。
　取り組みとしては、
前期において、取引先を選別することでプレカット材加工の操業率が落ちる結果となりましたが、今期は優良顧客の開拓とともに、関連する住設や資材の販売増に取り組んでまいります。

　利益面では、材料価格が高止まっており、販売価格の見直しを進めてまいります。
　また、操業率の向上とコストダウンで、収益性の改善に取り組んでまいります。
 
		　次の１７ページは、建築材料販売の取り組みでございます。

　木造住宅の着工戸数は、貸家の減少が顕著となったものの全体としては下げ止まり、
前期並みの水準となりました。
　また、材料価格は、北米産丸太が　昨年５月以降　値下がりとなり、
製材品価格においても、弱含み　保合い（もちあい）での推移となりました。

　このような中で、今期は、生産余力が限られる中で　当社グループ内への供給増により外部販売が減少することから、セグメント売上高は、　２９億１千万円　と若干の減収を見込んでおります。
　また、販売部門と設計部門の強化による人件費の増加などにより
セグメント利益についても　１億４千万円　と、減益となる見込みでございます。

　今期の取り組みといたしましては、引き続き、　優良顧客の開拓、　住設建材や資材の販売拡大、
　設計の内製率向上による操業率の改善、　輸入材と国産材のバランス運用による原価の低減、
などに取り組んでまいります。 


				次の１９ページからは、建築部門の生産体制と商品戦略について、でございます。

建築部門は、今期、完成棟数　１,４８０棟　と、年間　１,５５０棟　の生産体制の構築を
予定しています。

　期初時点での生産体制は、１,４５０棟であり、計画の達成　および、前期より継続している
茨城県南部から千葉県柏エリアの販売増加に向けて、生産体制の強化に取り組んでまいります。

また、中期的な技能工の高齢化についての対策として、前期に引き続き、若手技能工の確保と
上棟作業の専門班の構築に取り組んでまいります。この取り組みにより「上棟」と「造作」の
工程を分離することで、生産性の効率化、工期短縮、安全性の高い作業環境の構築が可能となってまいります。
　前期の上棟専門班の施工比率は、グループ全体で７０％となり、今期は、この比率を８５％まで引き上げることを目標としてまいります。
　
また、生産性の効率化、工期短縮に加え、各工程ごとの作業の省力化を推進するなど、建築コストの低減も図ってまいります。


		　次に、１９ページの「不動産賃貸」の取り組みで、ございます。

　賃貸事業は、栃木県宇都宮市を中心に、オフィス等の賃貸と、コインパーキング事業を
展開しております。
　エリアにおける事業環境は、オフィス系は、大型物件に品薄感が出ている状況にありますが、
時間貸し駐車場は、増加傾向にあり厳しい状況が続いております。

　このような中で、オフィス等の賃貸可能面積は、前期において、宅地用の土地仕入に関連して
賃貸アパート３棟を取得したことで、運用面積は増加しておりますが、
前期下期にテナントが退店したことで稼働率が下がっておりますので、改善を図ってまいります。

　また、時間貸駐車場については、駐車可能な総台数、車室数の増減は有りませんが、
厳しい競合状況の中で、小まめな料金体系の見直しや、提携先の拡大を継続的に行うことで、
収益の確保の取り組みを進めてまいります。

　しかしながら、今期の計画は、前期後半からオフィス等の空室率が悪化したことが影響し、
セグメント売上高が　２億 ５千万円、セグメント利益が　１億 ６千万円 と、
減収・減益の見通しでございます。 

		　次に、１８ページの「不動産賃貸」の取り組みで、ございます。

　賃貸事業は、栃木県宇都宮市を中心に、オフィス等の賃貸と、コインパーキング事業を展開
しております。エリアにおける事業環境は、オフィス系は　中規模物件等で品薄感が出ている状況にありますが、時間貸し駐車場は　増加傾向にあり、厳しい状況が続いております。

　このような中で、オフィス等の賃貸可能面積は、前期において、宅地の仕入に関連して取得し、一時的に賃貸していた物件を撤去したことなどで、運用面積は減少しておりますが、積極的な
テナント募集と退店防止策の継続など、空室率の改善を図り、収益の改善を図ってまいります。

　また、時間貸駐車場については、前期において、賃貸駐車場１箇所を売却したことで、
駐車可能な車室数が減少しておりますが、厳しい競合状況の中で、小まめな料金体系の見直しや、
提携先の拡大　を継続的に行うことで、収益の確保の取り組みを進めてまいります。

　今期の計画は、若干の運用資産の減少があるものの、
　　　セグメント売上高　　２億 ５千万円
　　　セグメント利益　　　１億 ５千万円
と、前期並みを見通しております。 


				続いて、２０ページからは、商品戦略について、でございます。

商品の取り組みテーマとして、「街並みづくり」を基本に「デザイン性」「機能性」
「省エネ性」「安全性」を４つの重点テーマとして、営業部と連携してマーケティングの一層の
強化を図り、お客様の購入動機やエリアごとの顧客ニーズをとらえ、分譲地ごとにコンセプトを
持たせた商品企画の展開を図ってまいります。
　
ページ左側には、プラスアルファの付加価値として、全棟に太陽光発電システムを搭載し、
光熱費ゼロをテーマにした「スマートタウン」、千葉県柏市の「ソラリスヴィータ柏市中原３期」と、「ソラリスヴィータ柏の葉キャンパス３期」を、ご紹介しております。
　　

ページ右側には、街灯や門灯、エクステリアライトを設置し、夜間の防犯性に配慮した「安全・安心な住まいと街並みづくり」として、プライバシーへの配慮と開放感を両立させた、
栃木県宇都宮市の「ファミリーキャッスル今泉新町」と、
外観デザインとエクステリアデザインにこだわり、街並みとして、ワンランク上の高級感を演出した、群馬県前橋市の「グランプレミアム前橋みなみ」を、ご紹介しております。

		　次の２０ページは　株主還元策で、ございます。

　配当方針につきましては、
第二次中期経営計画から「連結配当性向　２５％　を目標とする」方針としており、
今期の配当につきましては、　前期と同額の　１株当たり　１６円　を予定しております。


　私からのご説明は 以上となりますが、
今期の計画達成 と 第二次中期経営計画の経営目標達成に、全力を挙げて取り組んでまいります
ので、なにとぞ　よろしくお願い申し上げます。


　本日は、ご出席　ならびに　ご清聴いただき、まことに　ありがとうございました。
		　ご説明の最後になりますが、１９ページは　「株主還元策」で、ございます。

　当社は、配当につきましては、連結配当性向の目標を定め、業績に応じた配当を実施することを基本としております。
　この目標につきましては、前期の配当まで、連結配当性向　２５％ としておりましたが、
５月７日にリリースさせていただきました通り、今期の配当から　この目標を引き上げ、
連結配当性向　３０％　とすることを決定しております。

　前期配当については、既にご案内の通り、当初予想の　１株当たり　１６円を、
増益に伴って　２円 増額して　１８円　と決定しております。
　また、令和２年３月期の配当は、ただ今ご説明いたしました目標水準の引き上げに伴い、
１株当たり　２３円　を予定しております。

　最後に、本日ご説明申し上げました 今期計画 を確実に達成して増収の基盤を固めるとともに、中期経営計画の達成　と　持続的な企業価値の向上　に、全力を挙げて取り組んでまいりますので、なにとぞよろしくお願い申し上げます。

　本日は、ご出席ならびにご清聴いただき、まことにありがとうございました。


				次の２１ページは、つくば市の「よつばの杜」の商品面からのご紹介、でございます。

ページ左上の図は、分譲地全体のイメージで、南北と東西に軸線を作り、その交点には新しい街のコミュニティ形成の核となる集会施設を設けてあります。
２１１区画のひとつの街を、２つの軸線によって４つの街区を作り、それぞれ個性的な街並み
づくりを行う４つのエリアにちなんで、幸福の象徴である「四葉のクローバー」をイメージして
プロジェクト名を「よつばの杜」といたしました。

　ページ下部には、「アクティブ・リーフ」エリアと「モダン・リーフ」エリアにおいて前期末に完成した　１次分譲を、ご紹介しております。

ページ右上は、４つの街区においてのデザインコードと、個性的なプランニングを取り入れた、モデルハウスの「多目的土間スペース」や「インナーガレージ」の内観を、ご紹介しております。
また、全棟標準装備とした「制震装置」にも多くの反響が寄せられております。
引き続き、建物と外構のトータルデザインを行い、分譲地としての価値を高め、計画期間内の
完売を目指してまいります。
以上、宅地開発を含め生産関係の取組みについてご説明申し上げましたが、今後とも、多様化するニーズに対してマーケティングを強化し、「街なみづくり」の付加価値を含めた魅力ある商品を展開し、販売促進と顧客満足度の向上に努めてまいります。

【私からのご説明は以上とさせていただき、２２ページからは再度、村田からご説明申し上げます。ご清聴ありがとうございました。】 



				　それでは改めまして、次の２２ページは、中古住宅販売の取り組みについて、であります。
　前期においては、販売の安定化と増加に向けた商品在庫の充実に取組むとともに、前々期の期末に開設した支店において、首都圏エリアにおける事業拡大に取り組んだことで、
販売棟数は、前期と比べ　１９棟増の　１３６棟となりましたが、
一方で、利益面では、計画通りの利益の確保とはならず、減益となりました。
　これは、一部エリアで、ローコスト系新築住宅との競合が想定以上に増加したことや、１年目の首都圏で情報不足や相場感ずれの調整に時間を要したことであります。

　これらのことを踏まえて、今期は、引き続き首都圏での事業拡大に取り組んでまいりますが、
一方で、ローコストの新築住宅が供給過多となるなど市況の軟化が見込まれる地区では、一時的に競合を避けた撤退を行うなど、慎重に個別市場を見極めつつ機動的に対処することによって、
収益力の向上に努めてまいります。

　今期計画の販売棟数は　１７０棟とし、このうち首都圏では　４５棟の販売を計画しております。
これによって、売上高　２８億円、経常利益　１億 ８千万円を目指してまいります。




				　次の２３ページは、建築材料販売の取り組み、でございます。

　木造住宅の着工は前年同月比で、３月まで １５ヶ月連続の増加と、
引き続き需要は堅調に推移しております。
　プレカットの材料価格は、床や下地などに使用する合板材が、高値で推移しておりましたが、
一服感がでてきております。
　一方、梁や柱の材料である横架材、集成材に先高感が出てきており、懸念材料となっております。

　プレカット材の生産能力は、ほぼフル生産の中で、グループ会社への供給も増加する予定
ですので、相手先の選別など、優良顧客へのシフトを進め、収益性を高めてまいります。
　増収の取り組みとしては、営業社員を増員し販売力を高め、引き続きプレカット材以外の
資材販売を強化してまいります。

　これらの取り組みで、セグメントの売上高は　３１億円、セグメント利益　１億 ５千万円を
目指してまいります。


				　　次に、２４ページの「不動産賃貸」の取り組みで、ございます。

賃貸事業では、ページ右側に示しますとおり、オフィス・事務所等の賃貸は、主に宇都宮市を
中心に １３カ所、１,９００坪の運用となっておりますが、入居率は概ね９０％以上を維持して
おります。

また、コインパーキング事業は、宇都宮市等で １０カ所、車室数 ３２８台の運用となって
おりますが、近年、市街地におきまして、老朽化した建物が、コインパーキングに変わる事例が
多く、競合が厳しくなってきております。

このような中で、前期は、運用資産が減少したことで、減収・減益となりましたが、
今期においても、新たな運用資産の取得を予定していないことから、若干の増収・増益に止まる
見通しであり、既存資産の収益力の向上を図ることで、
セグメントの売上高は　２億 ６千万円、セグメント利益　１億 ６千万円 を達成してまいります。
 



				
ご説明の最後になりますが、２５ページは　株主還元策で、ございます。

配当方針につきましては、
「業績に応じた配当を実施することを基本として、連結配当性向　２０％　を目標とする」
方針としております。
　前期につきましては、当初前提といたしました利益を達成するに至りませんでしたが、
公表予想を維持し、　１株当たり　１４円　とさせていただきました。
また、今期の配当につきましては、５月８日に公表させていただいたとおり、連結配当性向　
２１.９％　となる、１株当たり　１６円　を予定しております。

　最後に、本日ご説明申し上げました 今期計画 を達成することはもちろん、持続的な企業価値の
向上に、全力を挙げて取り組んでまいりますので、なにとぞ　よろしくお願い申し上げます。
　本日は、ご出席　ならびに　ご清聴いただき、まことに　ありがとうございました。






②決算概要

				2		13.75		11		11		10		0.54		10.75		0.54		10.75

																				(百万円) ヒャクマンエン

								H31.3期 キ		R2.3期 キ		前期比 ゼンキヒ				期初計画 キショ ケイカク				修正計画 シュウセイ ケイカク



				売上高 ウリアゲ ダカ				44,452		45,541		+2.4%				48,500				45,150

						 不動産販売 フドウサン ハンバイ		41,212		42,505		+3.1%				45,340				41,990

						 建築材料販売 ケンチク ザイリョウ ハンバイ		2,992		2,775		-7.3%				2,910				2,910

						 不動産賃貸 フドウサン チンタイ		248		261		+5.2%				250				250

				営業利益 エイギョウ リエキ				3,131		2,142		-31.6%				3,200				2,000

				経常利益 ケイジョウ リエキ				3,288		2,310		-29.7%				3,400				2,150

						 不動産販売 フドウサン ハンバイ		2,976		2,013		-32.4%				3,105				1,855

						 建築材料販売 ケンチク ザイリョウ ハンバイ		151		142		-6.0%				140				140

						 不動産賃貸 フドウサン チンタイ		151		172		+13.9%				155				155

				当期純利益※ トウキ ジュンリエキ				2,065		1,413		-31.6%				2,200				1,400



				ＥＰＳ				71.62円		48.84円		-22.78円				76.24円				48.41円

				ＲＯＥ				10.3%		6.6%		-3.71pt				10.4%				6.5%

				1株配当 カブ ハイトウ				18円		23円		+5円				23円				23円

				配当性向 ハイトウ セイコウ				25.1%		47.1%		+22.0pt				30.2%				47.5%



												％と％の比較はptで表示 ヒカク ヒョウジ





























②2決算概要



																		単位：百万円 タンイ ヒャクマンエン																		（百万円） ヒャクマンエン

								H31.3期 キ		R2.3期 キ		前期比 ゼンキヒ				業績予想
2/10公表 ギョウセキ ヨソウ コウヒョウ		業績予想比 ギョウセキ ヨソウ ヒ								H31.3期 キ		R2.3期 キ		前期比 ゼンキヒ				業績予想
2/10公表 ギョウセキ ヨソウ コウヒョウ		業績予想比 ギョウセキ ヨソウ ヒ



				売上高 ウリアゲ ダカ				44,452		45,541		+2.4%				45,150		+0.9%				売上高 ウリアゲ ダカ				44,452		45,541		+2.4%				45,150		+0.9%

						 不動産販売 フドウサン ハンバイ		41,212		42,505		+3.1%												不動産販売 フドウサン ハンバイ		41,212		42,505		+3.1%

						 建築材料販売 ケンチク ザイリョウ ハンバイ		2,992		2,775		-7.3%												建築材料販売 ケンチク ザイリョウ ハンバイ		2,992		2,775		-7.3%

						 不動産賃貸 フドウサン チンタイ		248		261		+5.2%												不動産賃貸 フドウサン チンタイ		248		261		+5.2%

				営業利益 エイギョウ リエキ				3,131		2,142		-31.6%				2,000		+7.1%				営業利益 エイギョウ リエキ				3,131		2,142		-31.6%				2,000		+7.1%

				経常利益 ケイジョウ リエキ				3,288		2,310		-29.7%				2,150		+7.4%				経常利益 ケイジョウ リエキ				3,288		2,310		-29.7%				2,150		+7.4%

				親会社株主に帰属する
当期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキ ジュンリエキ				2,065		1,413		-31.6%				1,400		+0.9%				親会社株主に帰属する
当期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキ ジュンリエキ				2,065		1,413		-31.6%				1,400		+0.9%



				1株当たり
当期純利益 カブ ア トウキ ジュンリエキ				71.62円		48.84円		-22.78円				48.41円		48.41円				1株当たり
当期純利益 カブ ア トウキ ジュンリエキ				71.62円		48.84円		-22.78円				48.41円		+0.43円

				ＲＯＥ				10.3%		6.6%		-3.71pt				6.5%		6.5%				ＲＯＥ
(自己資本利益率)				10.3%		6.6%		-3.71pt

				1株当たり
配当額 カブ ア ハイトウ ガク				18円		23円		+5円				23円		23円				1株当たり
配当額 カブ ア ハイトウ ガク				18円		23円		+5円

				配当性向 ハイトウ セイコウ				25.1%		47.1%		+22.0pt				47.5%		47.5%				配当性向 ハイトウ セイコウ				25.1%		47.1%		+22.0pt



												％と％の比較はptで表示 ヒカク ヒョウジ

																						％と％の比較はptで表示 ヒカク ヒョウジ







				1株当たり
当期純利益 カブ ア トウキ ジュンリエキ				71.62円		48.84円		-22.78円				48.41円		48.41円				１株当たり当期純利益 カブ ア トウキ ジュンリエキ				71.62円		48.84円		-22.78円				48.41円		+0.43円

				1株当たり
当期純利益 カブ ア トウキ ジュンリエキ				71.62円		48.84円		-22.78円				48.41円		48.41円				1株当たり
当期純利益 カブ ア トウキ ジュンリエキ				71.62円		48.84円		-22.78円				48.41円		+0.43円





























販管費



												(百万円) ヒャクマンエン

								H31.3期 キ		R2.3期 キ		増減 ゾウゲン

				販管費 ハンカンヒ				4,906		5,643		+737																				販管費の主な増加要因 ハンカンヒ ゾウカ ヨウイン

						人件費 ジンケンヒ		3,208		3,412		+204																								前期比 ゼンキヒ

						広告宣伝費 コウコク センデンヒ		536		636		+100																						事業拡大に伴う人員増強 ジギョウ カクダイ トモナ ジンイン ゾウキョウ		+163

						子会社取得関連費用 コガイシャ シュトク カンレン ヒヨウ		-		94		+94																						WEB広告の強化 コウコク キョウカ		+93

						のれん償却費 ショウキャク ヒ		-		68		+68

						その他 タ		937		1,186		+249																						取得した子会社の販管費 シュトク コガイシャ ハンカンヒ		+121

																																		子会社取得関連費用★		+94

																																		のれん償却費		+68







																																		製造経費（労務費、経費）の増加 セイゾウ ケイヒ ロウムヒ ケイヒ ゾウカ		108

















































セグメント２

						H27.3								H28.3								H29.3								H30.3								H31.3								R2.3

						1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q		1Q		2Q		3Q		4Q

				累計期間 ルイケイ キカン

				不動産販売 フドウサン ハンバイ								34,587,410								38,549,066								40,673,836								41,492,209		9,522,175		19,545,336		30,178,831		41,212,359		9,800,186		21,252,775		30,527,748		42,505,118

				不動産販売 フドウサン ハンバイ								2,256,735								2,533,951								2,497,353								2,485,266		664,374		1,362,289		2,136,865		2,976,984		573,653		1,193,408		1,450,210		2,013,639

				利益率 リエキ リツ								6.5%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		6.6%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		6.1%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		6.0%		7.0%		7.0%		7.1%		7.2%		5.9%		5.6%		4.8%		4.7%

				売上前期比 ウリアゲ ゼンキヒ										ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		11.5%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		5.5%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		2.0%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-0.7%		2.9%		8.7%		1.2%		3.1%

				利益前期比 リエキ ゼンキヒ										ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		12.3%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-1.4%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-0.5%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		19.8%		-13.7%		-12.4%		-32.1%		-32.4%



				建築材料 ケンチク ザイリョウ								5,560,094								6,083,457								6,294,456								6,176,413		1,545,649		3,161,027		4,735,688		6,115,684		1,505,577		2,969,818		4,454,509		5,894,204

				建築材料 ケンチク ザイリョウ								153,262								188,552								148,167								147,685		46,664		100,250		135,485		151,461		22,044		62,223		102,621		142,588

				利益率 リエキ リツ								2.8%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		3.1%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		2.4%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		2.4%		3.0%		3.2%		2.9%		2.5%		1.5%		2.1%		2.3%		2.4%

				売上前期比 ウリアゲ ゼンキヒ										ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		9.4%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		3.5%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-1.9%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-1.0%		-2.6%		-6.0%		-5.9%		-3.6%

				利益前期比 リエキ ゼンキヒ										ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		23.0%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-21.4%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-0.3%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		2.6%		-52.8%		-37.9%		-24.3%		-5.9%

				不動産賃貸 フドウサン チンタイ								353,074								345,025								341,007								342,468		84,062		168,724		250,883		332,139		84,905		172,139		257,560		346,602

				不動産賃貸 フドウサン チンタイ								172,670								165,743								155,461								172,519		42,991		84,511		117,091		151,315		41,244		89,440		127,710		172,187

				利益率 リエキ リツ								48.9%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		48.0%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		45.6%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		50.4%		51.1%		50.1%		46.7%		45.6%		48.6%		52.0%		49.6%		49.7%

				売上前期比 ウリアゲ ゼンキヒ										ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-2.3%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-1.2%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		0.4%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-3.0%		1.0%		2.0%		2.7%		4.4%

				利益前期比 リエキ ゼンキヒ										ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-4.0%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-6.2%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		11.0%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-12.3%		-4.1%		5.8%		9.1%		13.8%

				会計期間 カイケイ キカン

				不動産販売 フドウサン ハンバイ																								40,673,836								41,492,209		9,522,175		10,023,161		10,633,495		11,033,528		9,800,186		11,452,589		9,274,973		11,977,370

				不動産販売 フドウサン ハンバイ																								2,497,353								2,485,266		664,374		697,915		774,576		840,119		573,653		619,755		256,802		563,429

				利益率 リエキ リツ								ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		6.1%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		6.0%		7.0%		7.0%		7.3%		7.6%		5.9%		5.4%		2.8%		4.7%

				売上前期比 ウリアゲ ゼンキヒ										ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		2.0%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-73.4%		2.9%		14.3%		-12.8%		8.6%

				利益前期比 リエキ ゼンキヒ										ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-0.5%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-66.2%		-13.7%		-11.2%		-66.8%		-32.9%



				建築材料 ケンチク ザイリョウ																								6,294,456								6,176,413		1,545,649		1,615,378		1,574,661		1,379,996		1,505,577		1,464,241		1,484,691		1,439,695

				建築材料 ケンチク ザイリョウ																								148,167								147,685		46,664		53,586		35,235		15,976		22,044		40,179		40,398		39,967

				利益率 リエキ リツ								ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		2.4%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		2.4%		3.0%		3.3%		2.2%		1.2%		1.5%		2.7%		2.7%		2.8%

				売上前期比 ウリアゲ ゼンキヒ										ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-1.9%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-77.7%		-2.6%		-9.4%		-5.7%		4.3%

				利益前期比 リエキ ゼンキヒ										ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-0.3%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-89.2%		-52.8%		-25.0%		14.7%		150.2%

				不動産賃貸 フドウサン チンタイ																								341,007								342,468		84,062		84,662		82,159		81,256		84,905		87,234		85,421		89,042

				不動産賃貸 フドウサン チンタイ																								155,461								172,519		42,991		41,520		32,580		34,224		41,244		48,196		38,270		44,477

				利益率 リエキ リツ								ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		45.6%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		50.4%		51.1%		49.0%		39.7%		42.1%		48.6%		55.2%		44.8%		50.0%

				売上前期比 ウリアゲ ゼンキヒ										ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		0.4%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-76.3%		1.0%		3.0%		4.0%		9.6%

				利益前期比 リエキ ゼンキヒ										ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		11.0%		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		-80.2%		-4.1%		16.1%		17.5%		30.0%





株主還元

																														数値確認要。 スウチ カクニン ヨウ

																														見栄えは考慮していないので調整要。 ミバ コウリョ チョウセイ ヨウ

																														（ＰＰも同様） ドウヨウ

						H23.3		H24.3		H25.3		H26.3		H27.3		H28.3		H29.3		H30.3		H31.3		R2.3		R3.3

				当期純利益 トウキ ジュンリエキ		798		941		1,361		1,762		1,567		1,732		1,744		1827		2065		2200				百万円 ヒャクマンエン

				配当総額 ハイトウ ソウガク		191		287		230		230		230		345		402		461		519		?				百万円 ヒャクマンエン

				1株当利益 カブ ア リエキ		27.75		32.72		47.31		61.25		54.47		60.20		60.61		63.48		71.62		76.24

				 １株当たり配当金額（円） カブ ア ハイトウ キンガク エン		6.67		6.67		8.00		8.00		8.00		12.00		14.00		16.00		18.00		23.00				円/株 エン カブ

				記念配当 キネン ハイトウ				3.33																				円/株 エン カブ

				ＥＰＳ		21.08		22.72		39.31		53.25		46.47		48.20		46.61		47.48		53.62		25.84

				 １株当たり当期純利益（円） カブ ア トウキ ジュン リエキ エン		27.75		32.72		47.31		61.25		54.47		60.20		60.61		63.48		71.62		48.84				円/株 エン カブ

				 連結配当性向（％） レンケツ ハイトウ セイコウ		24.0		20.4		16.9		13.1		14.7		19.9		23.1		25.2		25.1		47.1				％

				純利益 ジュンリエキ										1567		1732		1744		1827		2065		2200

				期末自己資本 キマツ ジコ シホン								13,655		15,009		16,448		17,921		19,362		20,294		21,975

				自己資本当期純利益率 ジコ シホン トウキ ジュンリエキ リツ										10.9335752163		11.0118574562		10.148680497		9.8007134619		10.4145652612		10.4095199792

														14,992		16,511		17,847		19,346		20,966		21,975



１株当たり利益・配当金と配当性向の推移

 １株当たり配当金額（円）	H27.3	H28.3	H29.3	H30.3	H31.3	R2.3	8	12	14	16	18	23	記念配当	H27.3	H28.3	H29.3	H30.3	H31.3	R2.3	ＥＰＳ	54.47

60.20

60.61

63.48

71.62

76.24

58.26

H27.3	H28.3	H29.3	H30.3	H31.3	R2.3	46.47	48.2	46.61	47.48	53.620000000000005	25.840000000000003	 １株当たり当期純利益（円）	H27.3	H28.3	H29.3	H30.3	H31.3	R2.3	27.75	32.72	47.31	61.25	54.47	60.2	 連結配当性向（％）	

H27.3	H28.3	H29.3	H30.3	H31.3	R2.3	14.686983660730677	19.933554817275748	23.098498597591156	25.204788909892883	25.132644512705948	47.092547092547086	ＥＰＳ・ＤＰＳ（円）

配当性向　（％）

 １株当たり当期純利益（円）	

H28.3	H29.3	H30.3	H31.3	R2.3	60.2	60.61	63.48	71.62	48.84	 １株当たり配当金額（円）	



H28.3	H29.3	H30.3	H31.3	R2.3	12	14	16	18	23	記念配当	H28.3	H29.3	H30.3	H31.3	R2.3	ＥＰＳ	60.20

60.61

63.48

71.62

76.24

58.26

H28.3	H29.3	H30.3	H31.3	R2.3	48.2	46.61	47.48	53.620000000000005	25.840000000000003	 連結配当性向（％）	



H28.3	H29.3	H30.3	H31.3	R2.3	19.933554817275748	23.098498597591156	25.204788909892883	25.132644512705948	47.092547092547086	

（円）

（％）



 １株当たり当期純利益（円）	

H28.3	H29.3	H30.3	H31.3	R2.3	R3.3	60.2	60.61	63.48	71.62	48.84	 １株当たり配当金額（円）	



H28.3	H29.3	H30.3	H31.3	R2.3	R3.3	12	14	16	18	23	記念配	当	H28.3	H29.3	H30.3	H31.3	R2.3	R3.3	ＥＰＳ	60.20

60.61

63.48

71.62

76.24

58.26

H28.3	H29.3	H30.3	H31.3	R2.3	R3.3	48.2	46.61	47.48	53.620000000000005	25.840000000000003	 連結配当性向（％）	



H28.3	H29.3	H30.3	H31.3	R2.3	19.933554817275748	23.098498597591156	25.204788909892883	25.132644512705948	47.092547092547086	

（円）

（％）





◎売上利益チャート(四半期)  (2)

				３期連続グラフ キ レンゾク

						H25.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H26.3
1Q		
2Q		H26.3
3Q		
4Q		H27.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H28.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H29.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H30.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H31.3
1Q		
2Q		H31.3
1Q		
2Q

				売上高 ウリアゲダカ		81.4		80.8		80.4		82.7		91.0		93.3		92.6		95.7		80.4		98.9		91.2		104.1		99.3		107.2		101.3		109.2		111.0		115.1		110.3		103.1		101.9		120.9		105.4		118.8		103.4		109.2		103.4		109.2

				経常利益 ケイジョウ リエキ		6.6		5.3		6.0		6.0		7.9		7.2		8.0		7.3		4.6		6.0		6.3		8.3		6.9		7.2		7.4		7.0		8.5		7.1		7.4		4.9		5.5		8.2		5.5		8.6		7.4		7.8		7.4		7.8

																																														H29.3
1・2Q		
3・4Q		H30.3
1・2Q		
3・4Q		H31.3
1・2Q				H31.3
1・2Q

																																														226.1		213.4		222.8		224.3		212.6				212.6

																																														15.7		12.3		13.7		14.1		15.3				15.3

																																														H29.3期 キ				H30.3期 キ				H31.3期 キ				R2.3期 キ

																																														上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ

																																												売上高 ウリアゲ ダカ		226.1		213.4		222.8		224.3		212.6		231.8		227.6		227.7

																																												経常利益 ケイジョウ リエキ		15.7		12.3		13.7		14.1		15.3		17.5		13.4		9.6



売上高	

H29.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	H30.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	H31.3	
1Q	
2Q	111	115.1	110.3	103.1	101.9	120.9	105.4	118.8	103.4	109.2	経常利益	

H29.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	H30.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	H31.3	
1Q	
2Q	8.5	7.1	7.4	4.9000000000000004	5.5	8.1999999999999993	5.5	8.6	7.4	7.8	

売上高



経常利益







売上高	

H29.3	
1・2Q	
3・4Q	H30.3	
1・2Q	
3・4Q	H31.3	
1・2Q	226.1	213.4	222.8	224.3	212.6	経常利益	

H29.3	
1・2Q	
3・4Q	H30.3	
1・2Q	
3・4Q	H31.3	
1・2Q	15.7	12.3	13.7	14.1	15.3	

売上高



経常利益







売上高	

上	下	上	下	上	下	上	下	H29.3期	H30.3期	H31.3期	R2.3期	226.1	213.4	222.8	224.3	212.6	231.8	227.6	227.7	経常利益	

上	下	上	下	上	下	上	下	H29.3期	H30.3期	H31.3期	R2.3期	15.7	12.3	13.7	14.1	15.3	17.5	13.4	9.6	

売上高



経常利益









◎売上利益チャート(四半期) 

				３期連続グラフ キ レンゾク

						H25.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H26.3
1Q		
2Q		H26.3
3Q		
4Q		H27.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H28.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H29.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H30.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H31.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q

				売上高 ウリアゲダカ		81.4		80.8		80.4		82.7		91.0		93.3		92.6		95.7		80.4		98.9		91.2		104.1		99.3		107.2		101.3		109.2		111.0		115.1		110.3		103.1		101.9		120.9		105.4		118.8		103.4		109.2		114.9		116.9

				経常利益 ケイジョウ リエキ		6.6		5.3		6.0		6.0		7.9		7.2		8.0		7.3		4.6		6.0		6.3		8.3		6.9		7.2		7.4		7.0		8.5		7.1		7.4		4.9		5.5		8.2		5.5		8.6		7.4		7.8		8.5		9.0

				２期連続グラフ キ レンゾク

						H26.1Q		2Q		3Q		4Q		H27.1Q		2Q

				売上高 ウリアゲダカ		91.0		93.3		92.6		95.7		80.4		98.9

				経常利益 ケイジョウ リエキ		7.9		7.2		8.0		7.3		4.6		6.0



売上高	

H26.1Q	2Q	3Q	4Q	H27.1Q	2Q	90.97354	93.265069999999994	92.649650000000008	95.707049999999995	80.412379999999999	98.906659999999988	経常利益	

H26.1Q	2Q	3Q	4Q	H27.1Q	2Q	7.8905399999999997	7.21434	7.9719000000000007	7.2697900000000004	4.5904199999999999	5.9541300000000001	









売上高	

H30.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	H31.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	101.9	120.9	105.4	118.8	103.4	109.2	114.9	116.9	経常利益	

H30.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	H31.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	5.5	8.1999999999999993	5.5	8.6	7.4	7.8	8.5	9	

売上高



経常利益









◎売上利益チャート(中計) 



		H28.3期 キ		H29.3期 キ		H30.3期 キ		中期計画
(修正) チュウキ ケイカク シュウセイ

		417		439		447		480

		173.0		174.0		182.0		210.0		調整 チョウセイ

		17.3		17.4		18.2		21



売上高	

H28.3期	H29.3期	H30.3期	中期計画	
(修正)	417	439	447	480	当期純利益	17.3

17.4

18.2

21.0



H28.3期	H29.3期	H30.3期	中期計画	
(修正)	173	174	182	210	









◎売上利益の変動要因 

				H31.3期
売上高 キ ウリアゲダカ		不動産
販売 フドウサン ハンバイ		建材
販売 ケン ハンバイ		不動産
賃貸 フドウサン チンタイ		調整額 チョウセイ ガク		R2.3期
売上高 キ ウリアゲダカ						H31.3期
経常利益 キ ケイジョウ リエキ		売上高 ウリア ダカ		粗利益 アラリ エキ		販管費 ハンカンヒ		営業外損益 エイギョウガイ ソンエキ		R2.3期
経常利益 キ ケイジョウ リエキ

						444.52		455.24		455.24		455.38										32.88		30.36		22.99		22.99

				444.52		12.93

作成者: 差額がプラスになるように調整
		2.21		0.14		0.03		455.41						32.88		1.97		4.49		7.37		0.11		23.10

						457.45		457.45		455.38		455.41										34.85		34.85		30.36		23.10

				前期実績 ゼンキ ジッセキ		412.12		61.15		3.32		-32.07								前期実績 ゼンキ ジッセキ		444.52833		80.3738		49.06276		1.57092

				当期実績 トウキ ジッセキ		425.05		58.94		3.46		-32.04												18.08%

				増減 ゾウゲン		12.93		-2.21		0.14		0.03								当期実績 トウキ ジッセキ		455.41961757		77.85154		56.43006		1.68651

																								17.09%



H31.3期	
経常利益	売上高	粗利益	販管費	営業外損益	R2.3期	
経常利益	32.880000000000003	30.36	22.99	22.99	







H31.3期	
経常利益	売上高	粗利益	販管費	営業外損益	R2.3期	
経常利益	32.880000000000003	1.969220204466313	4.4914802044663196	7.3673000000000002	0.10558999999999986	23.1	





H31.3期	
売上高	不動産	
販売	建材	
販売	不動産	
賃貸	調整額	R2.3期	
売上高	444.52	455.24	455.24	455.38	









H31.3期	
売上高	不動産	
販売	建材	
販売	不動産	
賃貸	調整額	R2.3期	
売上高	444.52	12.930000000000007	2.2100	000000000009	0.14000000000000012	3.0000000000001137E-2	455.41	







◎業績チャート(四半期)

						H29.10.18（現在）																																																				ERROR:#REF!

				（四半期）　業績 シハンキ ギョウセキ																																												(億円) オク エン				(億円) オク エン				(億円) オク エン

						H25.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H26.3
1Q		
2Q		H26.3
3Q		
4Q		H27.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H28.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H29.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H30.3
1Q		
2Q		H30.3
1Q		
2Q		H30.3
1Q		
2Q

				売上高 ウリアゲダカ		81.4		80.8		80.4		82.7		91.0		93.3		92.6		95.7		80.4		98.9		91.2		104.1		99.3		107.2		101.3		109.2		111.0		115.1		110.3		103.1		102.0		ERROR:#REF!		102.0		ERROR:#REF!		102.0		ERROR:#REF!

				経常利益 ケイジョウ リエキ		6.6		5.3		6.0		6.0		7.9		7.2		8.0		7.3		4.6		6.0		6.3		8.3		6.9		7.2		7.4		7.0		8.5		7.1		7.4		4.9		5.5		ERROR:#REF!		5.5		ERROR:#REF!		5.5		ERROR:#REF!

								22289.476		1330.199		1378.887		928.242

								22289.476		1330.199		1378.887		928.242

						0

												1378.887		928.242

						0		0		0		1378.887		928.242

								ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

								0		0		1378.887		928.242

								ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

				（四半期） 販売棟数 シハンキ ハンバイ トウスウ

						H25.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H26.3
1Q		
2Q		H26.3
3Q		
4Q		H27.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H28.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H29.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H30.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H31.3
1Q		
2Q

				新築住宅 シンチク ジュウタク																										293		330		317		350		333		352		349		312		306		360		323		352		308		329

				中古住宅 チュウコ ジュウタク																										29		30		28		30		39		36		25		36		30		44		24		40		31		41

								0		0		1378.887		928.242

								0		0		0		0

								0		0		1378.887		928.242

								0.0		0.0		1378.9		928.2

						ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

								0		0		1378.887		928.242

								ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!																																販売棟数 ハンバイ ムネ スウ

																																														H29.3
1・2Q		
3・4Q		H30.3
1・2Q		
3・4Q		H31.3
1・2Q

																																														685		661		666		675		637

																																														75		61		74		64		72

																																														受注棟数 ジュチュウ ムネ スウ

																																																H29.3
1・2Q		
3・4Q		H30.3
1・2Q		
3・4Q		H31.3
1・2Q

																																														新築住宅 シンチク ジュウタク		663		633		673		667		685

																																														中古住宅 チュウコ ジュウタク		70		65		71		66		73

																																																H29.3
1・2Q		
3・4Q		H30.3
1・2Q		
3・4Q		H31.3
1・2Q

																																														販売 ハンバイ		685		661		666		675		637

																																														受注 ジュチュウ		663		633		673		667		685

																																																H29.3期 キ				H30.3期 キ				H31.3期 キ				R2.3期 キ

																																																上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ

																																														販売棟数 ハンバイ トウスウ		685		661		666		675		637		718		683

																																														受注棟数 ジュチュウ トウスウ		663		633		673		667		685		704		674

																																																H30.3期 キ				H31.3期 キ				R2.3期 キ

																																																上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ

																																														販売棟数 ハンバイ トウスウ		666		675		637		718		683

																																														受注棟数 ジュチュウ トウスウ		673		667		685		704		674

																																																H29.3期 キ				H30.3期 キ				H31.3期 キ				R2.3期 キ

																																																上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ

																																														販売棟数 ハンバイ トウスウ		685		661		666		675		637		718		683		658

																																														受注棟数 ジュチュウ トウスウ		663		633		673		667		685		704		674

				（四半期） 販売棟数 シハンキ ハンバイ トウスウ

						H25.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H26.3
1Q		
2Q		H26.3
3Q		
4Q		H27.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H30.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H31.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		R2.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q

				新築住宅 シンチク ジュウタク																										306		360		323		352		308		329		349		369		316		367		279		379



								0		0		0		0

								0		0		0		0

								0		0		0		0

								0.0		0.0		0.0		0.0

						ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

								0		0		0		0





H28.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	H29.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	H30.3	
1Q	
2Q	99.3	107.2	101.3	109.2	111	115.1	110.3	103.1	101.95	0	

H28.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	H29.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	H30.3	
1Q	
2Q	6.9	7.2	7.4	7	8.5	7.1	7.4	4.9000000000000004	5.54	0	

売上高



経常利益







新築住宅	

H29.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	H30.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	H31.3	
1Q	
2Q	333	352	349	312	306	360	323	352	308	329	中古住宅	

H29.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	H30.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	H31.3	
1Q	
2Q	39	36	25	36	30	44	24	40	31	41	









新築住宅	

H29.3	
1・2Q	
3・4Q	H30.3	
1・2Q	
3・4Q	H31.3	
1・2Q	685	661	666	675	637	中古住宅	

H29.3	
1・2Q	
3・4Q	H30.3	
1・2Q	
3・4Q	H31.3	
1・2Q	75	61	74	64	72	









新築住宅	

H29.3	
1・2Q	
3・4Q	H30.3	
1・2Q	
3・4Q	H31.3	
1・2Q	663	633	673	667	685	中古住宅	

H29.3	
1・2Q	
3・4Q	H30.3	
1・2Q	
3・4Q	H31.3	
1・2Q	70	65	71	66	73	









販売棟数	

H29.3	
1・2Q	
3・4Q	H30.3	
1・2Q	
3・4Q	H31.3	
1・2Q	685	661	666	675	637	受注棟数	

H29.3	
1・2Q	
3・4Q	H30.3	
1・2Q	
3・4Q	H31.3	
1・2Q	663	633	673	667	685	







販売棟数	

上	下	上	下	上	下	H29.3期	H30.3期	H31.3期	685	661	666	675	637	718	受注棟数	

上	下	上	下	上	下	H29.3期	H30.3期	H31.3期	663	633	673	667	685	704	







販売棟数	

上	下	上	下	上	H30.3期	H31.3期	R2.3期	666	675	637	718	683	受注棟数	

上	下	上	下	上	H30.3期	H31.3期	R2.3期	673	667	685	704	674	







販売棟数	

上	下	上	下	上	下	上	下	H29.3期	H30.3期	H31.3期	R2.3期	685	661	666	675	637	718	683	658	







H31.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	R2.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	308	329	349	369	316	367	279	379	







増減内訳









								H29.3期 キ		H30.3期 キ		増減 ゾウゲン

						新築住宅他 シンチク ジュウタク ホカ		38,477		38,733		+256

								(1,346)		(1,341)		(   -5)

						中古住宅 チュウコ ジュウタク		2,196		2,295		+99

								(136)		(138)		(   +2)

						宅地分譲 タクチ ブンジョウ		-		463		+463

												+0

						売上計 ウリアゲ ケイ		40,673		41,492		+819

						(　)内は棟数 ナイ ムネ スウ







































★③販管費～特別損益



														(百万円) ヒャクマンエン

				科目 カモク						H31.3期 キ		R2.3期 キ		増減 ゾウゲン

				販売・管理費 ハンバイ カンリヒ				人件費 ジンケンヒ		3,208		3,412		+204

								広告宣伝費 コウコク センデンヒ		536		636		+100

								支払手数料 シハライ テスウリョウ		109		211		+102

								減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		116		130		+14

								のれん償却費 ショウキャク ヒ		-		68		+68

								その他 タ		937		1,186		+249

						計 ケイ				4,906		5,643		+737

				営業外損益 エイギョウガイ ソンエキ		収益 シュウエキエイシュウ		受取手数料 ウケトリ テスウリョウ		161		157		-4

								業務受託手数料 ギョウム ジュタク テスウリョウ		224		226		+2

								その他 タ		38		85		+47

								計 ケイ		423		468		+45

						費用 ヒヨウ		支払利息 シハライ リソク		248		256		+8

								その他 タ		18		43		+25

								計 ケイ		266		299		+33

				特別損益 トクベツ ソンエキ		利益 リエキ		－		-		-		-

								計 ケイ		-		-		-

						損失 ソンシツ		固定資産除却損 コテイ シサン ジョキャク ソン		16		13		-3

								役員退職慰労金		300		-		-300

								投資有価証券評価損 トウシ ユウカ ショウケン ヒョウカ ソン		-		100		+100

								災害損失 サイガイ ソンシツ		-		27		+27

								その他 タ		2		11		+9

								計 ケイ		318		151		-167













利益率









										H31.3期 キ				R2.3期 キ				増減 ゾウゲン

								営業利益（百万円） エイギョウ リエキ ヒャクマンエン		3,131				2,142				-989

								営業利益率(％) エイギョウ リエキ リツ		7.0				4.7				-2.3pt

								経常利益（百万円） ケイジョウ リエキ エイリ		3,288				2,310				-978

								経常利益率(％) ケイジョウ リエキ エイリ リツ		7.4				5.1				-2.3pt

								税引前利益（百万円） ゼイ ヒ マエ リエキ		2,969				2,159				-810

								当期純利益（百万円）※ トウキ ジュンリエキ		2,065				1,413				-652

								当期純利益率(％) トウキ ジュンリエキ リツ		4.6				3.1				-1.5pt









































◎業績チャート(四半期) (A)

						H29.10.18（現在）																																																								ERROR:#REF!

				（四半期）　業績 シハンキ ギョウセキ																																												(億円) オク エン				(億円) オク エン				(億円) オク エン				(億円) オク エン

						H25.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H26.3
1Q		
2Q		H26.3
3Q		
4Q		H27.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H28.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H29.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H30.3
1Q		
2Q		H30.3
1Q		
2Q		H30.3
1Q		
2Q		H30.3
1Q		
2Q

				売上高 ウリアゲダカ		81.4		80.8		80.4		82.7		91.0		93.3		92.6		95.7		80.4		98.9		91.2		104.1		99.3		107.2		101.3		109.2		111.0		115.1		110.3		103.1		102.0		ERROR:#REF!		102.0		ERROR:#REF!		102.0		ERROR:#REF!		102.0		ERROR:#REF!

				経常利益 ケイジョウ リエキ		6.6		5.3		6.0		6.0		7.9		7.2		8.0		7.3		4.6		6.0		6.3		8.3		6.9		7.2		7.4		7.0		8.5		7.1		7.4		4.9		5.5		ERROR:#REF!		5.5		ERROR:#REF!		5.5		ERROR:#REF!		5.5		ERROR:#REF!

								22289.476		1330.199		1378.887		928.242

								22289.476		1330.199		1378.887		928.242

						0

												1378.887		928.242

						0		0		0		1378.887		928.242

								ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

								0		0		1378.887		928.242

								ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

				（四半期） 販売棟数 シハンキ ハンバイ トウスウ

						H25.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H26.3
1Q		
2Q		H26.3
3Q		
4Q		H27.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H28.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H29.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H30.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q		H31.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q

				新築住宅 シンチク ジュウタク																										293		330		317		350		333		352		349		312		306		360		323		352		308		329		349		369

				中古住宅 チュウコ ジュウタク																										29		30		28		30		39		36		25		36		30		44		24		40		31		41		39		40

								0		0		1378.887		928.242

								0		0		0		0

								0		0		1378.887		928.242

								0.0		0.0		1378.9		928.2

						ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!

								0		0		1378.887		928.242

								ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!		ERROR:#DIV/0!





H28.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	H29.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	H30.3	
1Q	
2Q	99.3	107.2	101.3	109.2	111	115.1	110.3	103.1	101.95	0	

H28.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	H29.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	H30.3	
1Q	
2Q	6.9	7.2	7.4	7	8.5	7.1	7.4	4.9000000000000004	5.54	0	

売上高



経常利益







新築住宅	

H30.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	H31.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	306	360	323	352	308	329	349	369	中古住宅	

H30.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	H31.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	30	44	24	40	31	41	39	40	











要約BS1

																								(百万円) ヒャクマンエン

				資産の部 シサン ブ				H31.3期 キ		R2.3期 キ		増減 ゾウゲン				負債・純資産の部 フサイ ジュンシサン ブ				H31.3期 キ		R2.3期 キ		増減 ゾウゲン

				流動資産計 リュウドウ シサン ケイ				36,127		43,050		+6,923				流動負債計 リュウドウ フサイ ケイ				22,398		27,352		+4,954

				　現金及び預金 ゲンキン オヨ ヨキン				10,001		10,351		+350				　仕入債務 シイ サイム				3,170		3,262		+92

				　売上債権 ウリアゲ サイケン				547		607		+60				　短期有利子負債 タンキ ユウリシ フサイ				17,877		22,972		+5,095

				　販売用不動産（新築） ハンバイヨウ フドウサン シンチク				22,681		28,650		+5,969				　その他流動負債 タ リュウドウ フサイ				1,351		1,118		-233

				　販売用不動産（中古） ハンバイヨウ フドウサン チュウコ				1,710		2,055		+345				固定負債計 コテイ フサイ ケイ				3,341		6,490		+3,149

				　その他流動資産 タ リュウドウ シサン				1,188		1,387		+199				　長期有利子負債 チョウキ ユウリシ フサイ				2,485		5,499		+3,014

				固定資産計 コテイ シサン ケイ				10,699		12,899		+2,200				　その他固定負債 タ コテイ フサイ				856		991		+135

				　有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン				8,932		9,635		+703				負債合計 フサイ ゴウケイ				25,740		33,842		+8,102

				　その他固定資産 タ コテイ シサン				1,767		3,264		+1,497						株主資本計 カブヌシ シホン ケイ		20,979		21,972		+993

				繰延資産計 ク ノ シサン ケイ				37		35		-2				純資産合計 ジュンシサン ゴウケイ				21,124		22,143		+1,019

				資産合計 シサン ゴウケイ				46,864		55,986		+9,122				負債・純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ				46,864		55,986		+9,122







































































⑦ＣＦ (Ｒ2.3階段グラフ)

										(百万円) ヒャクマンエン																												(百万円) ヒャクマンエン

						H28.9期 キ		H29.9期 キ		増減 ゾウゲン																								18.9月 ガツ		19.9月 ガツ		増減 ゾウゲン						営業活動C・F　主な項目 エイギョウ カツドウ オモ コウモク										H20.3		H21.9期 キ		下端 カタン		上端 ジョウタン		変動値 ヘンドウ チ

		Ⅰ.営業活動によるＣ/Ｆ エイギョウ カツドウ				-1,293		1,378		+2,671																				営業活動によるＣ/Ｆ エイギョウ カツドウ				1,378		-1,293		2,671						税金等調整前当期純利益 ゼイキン トウ チョウセイ マエ トウキ ジュンリエキ		1,562						現預金(期首) ゲンヨキン キシュ		-2,534		1,298		0		10,001				10,001		10,001

				税金等調整前四半期純利益 ゼイキン トウ チョウセイ マエ シ ハンキ ジュンリエキ		1,562		1,370																						投資活動によるＣ/Ｆ トウシ カツドウ				-65		-225		160						たな卸資産の減少額 オロシ シサン ゲンショウ ガク		-2,596						純利益 ジュンリエキ		-2,534		1,298		10,001		2,159		2,159		12,160		12,160

				減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		131		142																						財務活動によるＣ/Ｆ ザイム カツドウ				-142		2,146		-2,288						仕入債務の減少額 シイレ サイム ゲンショウ ガク		-32						減価償却 ゲンカ ショウキャク		-1,243		108		12,160		267		267		12,427		12,427

				売上債権の増加額 ウリアゲ サイケン ゾウカ ガク		-72		-67																						現金等の期首残高 ゲンキン トウ キシュ ザンダカ				9,646		8,410		1,236														運転資金(※) ウンテン シキン		-1,243		108		8,352		4,075		-4,075		12,427		8,352

				たな卸資産の増加額 オロシ シサン ゾウカ ガク		-2,596		291																						現金等の期末残高				0		0		0						投資活動C・F　主な項目 トウシ カツドウ オモ コウモク								その他 タ		-1,243		108		7,455		897		-897		8,352		7,455

				仕入債務の増加額 シイレ サイム ゾウカ ガク		-32		100																																				有形固定資産の購入 ユウケイ コテイ シサン コウニュウ		-186						固定資産 コテイシサン		-1,243		108		6,861		594		-594		7,455		6,861

				法人税等の支払額 ホウジンゼイ トウ シハライ ガク		-694		-494																																												子会社株式他 コガイシャ カブシキ ホカ		-1,243		108		4,935		1,926		-1,926		6,861		4,935

				その他 タ		408		36																																				財務活動C・F　主な項目 ザイム カツドウ オモ コウモク								配当金 ハイトウキン		-1,243		108		4,416		519		-519		4,935		4,416

		Ⅱ.投資活動によるＣ/Ｆ トウシ カツドウ				-225		-65		+160																																										借入金他 カリイレキン タ		-1,243		108		4,416		5,920		5,920		10,336		10,336

				有形固定資産の取得 ユウケイ コテイ シサン シュトク		-186		-43																																												現預金(期末) ゲンヨキン キマツ		-2,534		1,298		0		10,336				10,336

				無形固定資産の取得 ムケイ コテイ シサン シュトク		-14		-3

				有形固定資産の売却による収入 ユウケイ コテイ シサン バイキャク シュウニュウ		-		-

				投資有価証券の取得による支出 トウシ ユウカ ショウケン シュトク シシュツ		-		-

				差入保証金の差入による支出 サ イ ホショウキン サ イ シシュツ		-32		-19

				その他 タ		7		0

		Ⅲ.財務活動によるＣ/Ｆ ザイム カツドウ				2,146		-142		-2,288

				短期借入金の純増減額 タンキ カリイレ キン ジュン ゾウゲンガク		2,111		232

				長期借入による収入 チョウキ カリイレ シュウニュウ		630		418

				長期借入金返済による支出 チョウキ カリイレ キン ヘンサイ シシュツ		-217		-356

				配当金の支払額 ハイトウキン シハライ ガク		-344		-401

				その他 タ		-34		-35

		Ⅳ.現金等の増減額 ゲンキントウ ゾウゲンガク				627		1,171		+544

		Ⅴ.現金等の期首残高 ゲンキン トウ キシュ ザンダカ				7,782		8,475		+693

		Ⅵ.現金等の期末残高				8,410		9,646		+1,236

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































グラフ タイトル



現預金(期首)	純利益	減価償却	運転資金(※)	その他	固定資産	子会社株式他	配当金	借入金他	現預金(期末)	-2534	-2534	-1243	-1243	-1243	-1243	-1243	-1243	-1243	-2534	現預金(期首)	純利益	減価償却	運転資金(※)	その他	固定資産	子会社株式他	配当金	借入金他	現預金(期末)	1298	1298	108	108	108	108	108	108	108	1298	現預金(期首)	純利益	減価償却	運転資金(※)	その他	固定資産	子会社株式他	配当金	借入金他	現預金(期末)	0	10001	12160	8352	7455	6861	4935	4416	4416	0	











現預金(期首)	純利益	減価償却	運転資金(※)	その他	固定資産	子会社株式他	配当金	借入金他	現預金(期末)	10001	2159	267	4075	897	594	1926	519	5920	10336	







実績(棚卸資産)

						H25.3
4Q		H26.3
4Q		H27.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q										H25.3
4Q		H26.3
4Q		H27.3
1Q		
2Q		
3Q		
4Q

				分譲土地 ブンジョウ トチ		427		702		798		754		729		780								新築(完成) シンチク カンセイ		137		105		170		187		210		198

				未成分譲土地 ミセイ ブンジョウ トチ		1055		956		956		869		958		953								中古 チュウコ		64		58		67		64		72		73

						1482		1658		1754		1623		1687		1733



分譲土地	H25.3	
4Q	H26.3	
4Q	H27.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	427	702	798	754	729	780	未成分譲土地	H25.3	
4Q	H26.3	
4Q	H27.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	1055	956	956	869	958	953	新築(完成)	

H25.3	
4Q	H26.3	
4Q	H27.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	137	105	170	187	210	198	中古	

H25.3	
4Q	H26.3	
4Q	H27.3	
1Q	
2Q	
3Q	
4Q	64	58	67	64	72	73	









⑦ＣＦ

										(百万円) ヒャクマンエン																												(百万円) ヒャクマンエン

						H28.3期 キ		H29.3期 キ		増減 ゾウゲン																								18.9月 ガツ		19.9月 ガツ		増減 ゾウゲン						営業活動C・F　主な項目 エイギョウ カツドウ オモ コウモク

		Ⅰ.営業活動によるＣ/Ｆ エイギョウ カツドウ				101		-2,885		-2,986																				営業活動によるＣ/Ｆ エイギョウ カツドウ				-2,885		101		-2,986						税金等調整前当期純利益 ゼイキン トウ チョウセイ マエ トウキ ジュンリエキ		2,688

				税金等調整前当期純利益 ゼイキン トウ チョウセイ マエ トウ キ ジュンリエキ		2,688		2,548																						投資活動によるＣ/Ｆ トウシ カツドウ				-562		-507		-55						たな卸資産の減少額 オロシ シサン ゲンショウ ガク		-2,095

				減価償却費 ゲンカ ショウキャク ヒ		244		272																						財務活動によるＣ/Ｆ ザイム カツドウ				4,140		1,575		2,565						仕入債務の減少額 シイレ サイム ゲンショウ ガク		281

				売上債権の増加額 ウリアゲ サイケン ゾウカ ガク		196		-65																						現金等の期首残高 ゲンキン トウ キシュ ザンダカ				7,782		6,614		1,168

				たな卸資産の増加額 オロシ シサン ゾウカ ガク		-2,095		-5,662																						現金等の期末残高				8,475		7,782		693						投資活動C・F　主な項目 トウシ カツドウ オモ コウモク

				仕入債務の増加額 シイレ サイム ゾウカ ガク		281		177																																				有形固定資産の購入 ユウケイ コテイ シサン コウニュウ		-321

				法人税等の支払額 ホウジンゼイ トウ シハライ ガク		-1,006		-1,100

				その他 タ		-207		945																																				財務活動C・F　主な項目 ザイム カツドウ オモ コウモク

		Ⅱ.投資活動によるＣ/Ｆ トウシ カツドウ				-507		-562		-55																																		短期借入金の純増減額 タンキ カリイレ キン ジュン ゾウゲンガク		1,939

				有形固定資産の取得 ユウケイ コテイ シサン シュトク		-321		-487																																				長期借入金の純増減額 チョウキ カリイレ キン ジュン ゾウゲンガク		345

				無形固定資産の取得 ムケイ コテイ シサン シュトク		-16		-20

				投資有価証券の取得 トウシ ユウカ ショウケン シュトク		-214		-

				有形固定資産の売却 ユウケイ コテイ シサン バイキャク		98		6

				差入保証金の差入による支出 サ イ ホショウキン サ イ シシュツ		-49		-52

				その他 タ		-5		-9

		Ⅲ.財務活動によるＣ/Ｆ ザイム カツドウ				1,575		4,140		+2,565

				短期借入金の純増減額 タンキ カリイレ キン ジュン ゾウゲンガク		1,939		4,211

				長期借入による収入 チョウキ カリイレ シュウニュウ		345		805

				長期借入金返済による支出 チョウキ カリイレ キン ヘンサイ シシュツ		-414		-462

				配当金の支払額 ハイトウキン シハライ ガク		-229		-344

				その他 タ		-66		-70

		Ⅳ.現金等の増減額 ゲンキントウ ゾウゲンガク				1,168		692		-476

		Ⅴ.現金等の期首残高 ゲンキン トウ キシュ ザンダカ				6,614		7,782		+1,168

		Ⅵ.現金等の期末残高				7,782		8,475		+693





																																																														(百万円) ヒャクマンエン

																																																						H20.3		H21.9期 キ		H27.3期 キ		H28.3期 キ		H29.3期 キ

																																																				営業ＣＦ エイギョウ		-2,534		1,298		700		101		-2,885

																																																				投資ＣＦ トウシ		-1,243		108		-172		-507		-562

																																																				財務ＣＦ ザイム		3,514		-1,831		531		1,575		4,140

																																																				現金等残 ゲンキントウ ザン		1,066		981		6,614		7,781		7,781







																																																														(百万円) ヒャクマンエン

																																																						H20.3		H21.9期 キ		H27.3期 キ		H28.3期 キ		H29.3期 キ

																																																				営業ＣＦ エイギョウ		-2,534		1,298		700		101		101

																																																				投資ＣＦ トウシ		-1,243		108		-172		-507		-507

																																																				財務ＣＦ ザイム		3,514		-1,831		531		1,575		1,575

																																																				現金等の期末残高 ゲンキントウ キマツ ザンダカ		1,066		981		6,614		7,782		8,475

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ｃ／Ｆの推移

営業ＣＦ	H27.3期	H28.3期	H29.3期	700	101	-2885	投資ＣＦ	H27.3期	H28.3期	H29.3期	-172	-507	-562	財務ＣＦ	H27.3期	H28.3期	H29.3期	531	1575	4140	(百万円)



営業ＣＦ	H27.3期	H28.3期	H29.3期	投資ＣＦ	H27.3期	H28.3期	H29.3期	財務ＣＦ	H27.3期	H28.3期	H29.3期	現金等の期末残高	H27.3期	H28.3期	H29.3期	6614	7782	8475	(百万円)





◎実績(棚卸資産)

																																				受注済含む ジュチュウ ズ フク																						契約済落とす ケイヤク ズ オ

						H27.3
4Q		H28.3
1Q		
2Q		
4Q								H27.3
4Q		H28.3
1Q		
2Q		
2Q		
4Q										H25.3
4Q		H26.3
4Q		H27.3
1Q		
2Q		
3Q		H27.3
4Q		H28.3
1Q		
2Q								H25.3
4Q		H26.3
4Q		H27.3
1Q		
2Q		
3Q		H27.3
4Q		H28.3
1Q		
2Q		
10月 ガツ		
4Q

				分譲土地 ブンジョウ トチ		780		786		726		724						分譲土地 ブンジョウ トチ		780		786		726		726		724								新築(完成) シンチク カンセイ		137		105		170		187		210		198		241		269						新築(完成) シンチク カンセイ		137		94		170		187		210		183		157		228		245		320

				未成分譲土地 ミセイ ブンジョウ トチ		953		1063		1178		1411						未成分譲土地 ミセイ ブンジョウ トチ		953		1063		1178		1178		1411								中古 チュウコ		64		58		67		64		72		73		81		92						中古 チュウコ		64		58		67		64		72		73		81		92

						1,733		1,849		1,904		2,135								1,733		1,849		1,904		1,904		2,135

				在庫月数 ザイコ ツキスウ		1.39		1.37		1.41		1.40						在庫月数 ザイコ ツキスウ		1.39		1.37		1.41		1.41		1.40

				基準販売数(年) キジュン ハンバイ スウ ネン		1,250		1,350		1,350		1,520						基準販売数(年) キジュン ハンバイ スウ ネン		1,250		1,350		1,350		1,350		1,520

						H26.3期 キ		H27.3期 キ		H28.3期 キ		H28.3期末 キ マツ								H26.3期 キ		H27.3期 キ		H28.3期 キ		H29.3期 キ		H29.3期末 キ マツ																																H25.3
4Q		H26.3
4Q		H27.3
4Q		H28.3
4Q

				総区画数 ソウ クカク カズ		1,658		1,733		2,135		2,135						期末在庫 キマツ ザイコ		1,658		1,733		2,135		2,348		2,348																														完成棟数 カンセイ トウスウ		137		94		183		215

				在庫年数 ザイコ ネンスウ		1.42		1.39		1.40		1.40						翌年販売数 ヨクネン ハンバイ スウ		1170		1290		1346		1450		1.62		19.43		ヶ月 ゲツ																										在庫月数 ザイコ ツキスウ		1.47		0.94		1.83		1.70

																																																										販売数(月) ハンバイ スウ ツキ		93		100		100		127

																																																										販売数(月) ハンバイ スウ ツキ		560		600		600		1,520

				分譲土地 ブンジョウ トチ		702		780		724		724						分譲土地 ブンジョウ トチ		702		780		724		874		874

				未成分譲土地 ミセイ ブンジョウ トチ		956		953		1411		1411						未成分譲土地 ミセイ ブンジョウ トチ		956		953		1411		1474		1474

				基準販売数(年) キジュン ハンバイ スウ ネン		1,170		1,250		1,520		1,520						基準販売数(年) キジュン ハンバイ スウ ネン		1,170		1,250		1,380		1,450		1,450



分譲土地	H27.3	
4Q	H28.3	
1Q	
2Q	780	786	726	未成分譲土地	H27.3	
4Q	H28.3	
1Q	
2Q	953	1063	1178	新築(完成)	

H26.3	
4Q	H27.3	
4Q	H28.3	
1Q	
2Q	105	198	241	269	中古	

H26.3	
4Q	H27.3	
4Q	H28.3	
1Q	
2Q	58	73	81	92	







新築(完成)	

H26.3	
4Q	H27.3	
1Q	
2Q	
3Q	H27.3	
4Q	H28.3	
1Q	
2Q	
10月	
4Q	94	170	187	210	183	157	228	245	中古	

H26.3	
4Q	H27.3	
1Q	
2Q	
3Q	H27.3	
4Q	H28.3	
1Q	
2Q	
10月	
4Q	58	67	64	72	73	81	92	







期末在庫数

総区画数	

H26.3期	H27.3期	H28.3期	1658	1733	2135	在庫年数	

H26.3期	H27.3期	H28.3期	1.4170940170940172	1.3864000000000001	1.4046052631578947	









在庫推移

完成棟数	

H26.3	
4Q	H27.3	
4Q	H28.3	
4Q	94	183	215	在庫月数	

H26.3	
4Q	H27.3	
4Q	H28.3	
4Q	0.94	1.83	1.6973684210526314	









分譲土地	H27.3	
4Q	H28.3	
1Q	
2Q	780	786	726	未成分譲土地	H27.3	
4Q	H28.3	
1Q	
2Q	953	1063	1178	期末在庫	

H27.3期	H28.3期	H29.3期	1733	2135	2348	翌年販売数	

H27.3期	H28.3期	H29.3期	1290	1346	1450	









期末在庫	

H27.3期	H28.3期	H29.3期	1733	2135	2348	翌年販売数	

H27.3期	H2	8.3期	H29.3期	1290	1346	1450	









採用
在庫の増加を強調しない




販売棟数

						H25.3
4Q		H27.3期 キ		H28.3期 キ		
2Q		
3Q		H27.3期 キ		H29.3期 キ

				新築 シンチク		137		1170		1290		187		210		1170		1346

				中古 チュウコ		64		112		117		64		72		112		136



新築	

H27.3期	H28.3期	H29.3期	1170	1290	1346	中古	

H27.3期	H28.3期	H29.3期	112	117	136	









Sheet2

								新築住宅 シンチク ジュウタク												中古住宅 チュウコ ジュウタク

						期 キ		1Ｑ		2Ｑ		3Ｑ		4Ｑ		計 ケイ				1Ｑ		2Ｑ		3Ｑ		4Ｑ		計

						H28.3期 キ		293		330		317		350		1,290				29		30		28		30		117

						H29.3期 キ		333		352		349		312		1,346				39		36		25		36		136

																																						H27.3期 キ		H28.3期 キ		H29.3期 キ

																																				　ＲＯＡ(%)		4.5 		4.6 		4.1 

																																				　ＲＯＥ(%)		11.0 		11.0 		10.1 

																																				　借入金比率(%) カリイレ キン ヒリツ		44.3 		44.9 		48.8 

																																				　自己資本比率(%) ジコ シホン ヒリツ		41.9 		41.6 		39.2 

																																				　1株当り純資産(円) カブ ア ジュンシサン エン		521.57 		571.58 		622.78 







令和３年３月期

業績見通しについて

11

(注) 業績見通しの公表は「未定」としております。



業績見通し

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、企業活動や消費活動が停滞しています

が、未だその収束時期については見通すことが困難な状況にあります。当社グル

ープにおいても、令和３年３月期の業績に重要な影響を及ぼす可能性があります

が、現時点においてその影響額を合理的に見積もることは困難であるため、連結

業績予想につきましては、「未定」とさせていただいております。

今後、新型コロナウイルス感染症の収束見通しがつくなど、業績予想の算定が

可能となりましたら、速やかに公表いたします。
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新型コロナウイルスの影響について

【生産活動への影響】 影響は軽微

新型コロナウイルスの感染拡大が、世界規模でサプライチェーンに影響を与えたことに

より、住宅業界においても住設機器等の部材調達に混乱が生じておりましたが、当社グル

ープへの影響は軽微であります。

なお、現時点において、当社グループの生産・供給体制（部材調達、宅地開発、建築、

各種サービス）への重要な影響はありません。

【販売活動への影響】 感染症対策を実施・徹底、非接触型のご案内の拡大

外出自粛等により、足元ではお客様の物件の内覧等が減少していますが、お客様の安全

確保を第一に考え、感染防止策を徹底するとともに、電子メールやネット上の物件動画を

活用した非接触型のご案内の拡大等により対応しています。

 営業スタッフの健康状態管理、マスク・手袋着用等の衛生管理を徹底

 物件の内覧やモデルハウスの見学は、１物件１家族様限定の完全予約制にてご案内

 内覧物件やモデルハウスの除菌・換気の徹底、消毒液・お客様用手袋を配備 ほか
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株主還元策

 配当方針

業績に応じた配当を基本とし、連結配当性向 ３０％ を目標とする

当期は、当初の配当予想である １株当たり２３円 を維持

令和３年３月期の配当金額につきましては、「未定」 とさせていただきます。

業績予想の算定が可能となりましたら、業績予想とともに速やかに公表いたします。

 自己株式
株主還元策としての自己株式の取得は、時機及び財政状態に応じて実施
保有自己株式は、ストックオプション（平成26年７月14日発行）の権利行使に充当
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事業環境

住宅着工状況

16

ローン金利 －過去最低圏内－

「フラット３５」の金利水準は、過去最低圏内で推移
※借入期間21年以上35年以下、融資率90％以下の金利

＜返済シミュレーション＞
(金利はR２.３時点)
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Ｈ25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

条件 金利 月々返済
借入額 2,500万円
頭金・賞与返済なし
返済期間 35年

フラット35　  1.190% 72,800円

H28.2
マイナス金利の導入

H29.10
団体信用生命保険付き
となり、金利に上乗せ
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戸建分譲総着工

住宅着工数と戸建分譲戸数の推移

総着工 予想 戸建分譲
(千戸) (千戸)

令和２年度の新設住宅着工戸数の予測は８３２千戸
（住宅生産団体連合会 ５月発表）


着工状況 

								住宅着工状況 ジュウタク チャッコウ ジョウキョウ																																																												住宅着工統計　表１８ ジュウタク チャッコウ トウケイ ヒョウ



																																栃木 トチギ		H25.3期 キ				H26.3期 キ				H26年度 ネンド				H27年度 ネンド				H28年度 ネンド				H29年度 ネンド				H30年度 ネンド				H31年度 ネンド						栃木 トチギ

																																		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ				年月 ネンゲツ				H24/4月 ツキ		H24/5月 ツキ		H24/6月 ツキ		H24/7月 ツキ		H24/8月 ツキ		H24/9月 ツキ		H24/10月 ツキ		H24/11月 ツキ		H24/12月 ツキ		H25/1月 ツキ		H25/2月 ツキ		H25/3月 ツキ		H25/4月 ツキ		H25/5月 ツキ		H25/6月 ツキ		H25/7月 ツキ		H25/8月 ツキ		H25/9月 ツキ		H25/10月 ツキ		H25/11月 ツキ		H25/12月 ツキ		H26/1月 ツキ		H26/2月 ツキ		H26/3月 ツキ		H26/4月 ツキ		H26/5月 ツキ		H26/6月 ツキ		H26/7月 ツキ		H26/8月 ツキ		H26/9月 ツキ		H26/10月 ツキ		H26/11月 ツキ		H26/12月 ツキ		H27/1月 ツキ		H27/2月 ツキ		H27/3月 ツキ		H27/4月 ガツ		H27/5月 ツキ		H27/6月 ツキ		H27/7月 ツキ		H27/8月 ツキ		H27/9月 ツキ		H27/10月 ツキ		H27/11月 ツキ		H27/12月 ツキ		H28/1月 ツキ		H28/2月 ツキ		H28/3月 ツキ		H28/4月 ツキ		H28/5月 ツキ		H28/6月 ツキ		H28/7月 ツキ		H28/8月 ツキ		H28/9月 ツキ		H28/10月 ツキ		H28/11月 ツキ		H28/12月 ツキ		H29/1月 ツキ		H29/2月 ツキ		H29/3月 ツキ		H29/4月 ツキ		H29/5月 ツキ		H29/6月 ツキ		H29/7月 ツキ		H29/8月 ツキ

																																総着工 ソウ チャッコウ		7,613		7,715		6,967		7,451		6,861		6,618		6,481		6,641		7,407		7,195		6,349		7,031		6,575		6,161								総計 ソウケイ				1,306		1,252		1,117		1,319		1,230		1,389		1,411		1,343		1,467		1,102		1,083		1,309		1,004		1,091		1,088		1,450		1,107		1,227		1,544		1,264		1,276		1,260		1,053		1,054		1,139		971		1,102		1,521		935		1,193		1,182		1,109		1,062		1,100		1,074		1,091		1,009		1,067		1,226		1,179		959		1,041		1,214		1,093		1,067		1,225		999		1,043		1,060		1,232		1,241		1,393		1,242		1,239		1,340		1,083		1,169		1,504		891		1,208		1,165

																																戸建分譲 コダ ブンジョウ		902		1,051		984		1,034		1,079		960		1,053		1,024		1,041		1,221		1,106		1,327		1,212		1,097								持家 モ イエ				604		632		658		730		649		612		704		663		734		547		542		683		616		681		664		717		705		690		833		778		726		593		555		543		543		510		521		522		520		546		557		558		539		456		452		540		440		523		583		570		487		568		569		543		483		515		498		464		512		423		610		583		554		508		571		526		571		520		466		445		528

																																分譲マンション ブンジョウ		200		0		161		0		295		83		0		6		337		118		56		66		168		144								貸家 カシヤ				251		423		267		384		408		506		542		498		545		316		387		427		220		237		265		442		219		338		522		332		361		471		367		315		391		256		361		573		243		428		472		394		342		477		352		403		423		348		395		412		328		328		503		377		370		526		322		425		382		447		429		499		498		559		580		363		355		541		262		531		386

																																持家 モ イエ		3,885		3,873		4,073		4,028		3,162		3,102		3,171		3,072		3,190		3,099		3,060		3,245		3,147		3,207								給与住宅 キュウヨ ジュウタク				334		41		7		2		3		0		0		24		16		27		0		9		16		0		3		0		3		6		2		7		7		1		2		2		2		1		4		43		4		15		1		3		1		2		14		12		6		4		3		2		6		2		4		0		2		1		4		5		2		4		1		10		7		1		4		2		4		113		2		0		13

																																貸家 カシヤ		2,239		2,715		1,721		2,368		2,252		2,440		2,234		2,523		2,814		2,632		2,110		2,371		1,991		1,698								分譲住宅 ブンジョウ ジュウタク		戸建 コダ		117		156		133		145		170		181		165		158		172		212		154		190		120		173		156		227		180		128		187		147		182		195		129		194		156		204		216		191		164		148		152		154		180		165		173		136		140		192		245		195		138		143		138		173		212		183		169		149		164		120		201		202		183		171		185		192		239		212		161		232		238

																																給与住宅 キュウヨ ジュウタク		387		76		28		21		69		33		23		16		25		125		17		22		57		15										ﾏﾝｼｮﾝ		0		0		52		58		0		90		0		0		0		0		0		0		32		0		0		64		0		65		0		0		0		0		0		0		47		0		0		192		0		56		0		0		0		0		83		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6		0		0		238		0		99		0		0		0		0		0		118		0		0		0



																																茨城 イバラキ		H25.3期 キ				H26.3期 キ				H27.3期 キ				H28.3期 キ				H29.3期 キ				H30.3期 キ				H31.3期 キ				R2.3期 キ						茨城 イバラキ

																																		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ				年月 ネンゲツ				H24/4月 ツキ		H24/5月 ツキ		H24/6月 ツキ		H24/7月 ツキ		H24/8月 ツキ		H24/9月 ツキ		H24/10月 ツキ		H24/11月 ツキ		H24/12月 ツキ		H25/1月 ツキ		H25/2月 ツキ		H25/3月 ツキ		H25/4月 ツキ		H25/5月 ツキ		H25/6月 ツキ		H25/7月 ツキ		H25/8月 ツキ		H25/9月 ツキ		H25/10月 ツキ		H25/11月 ツキ		H25/12月 ツキ		H26/1月 ツキ		H26/2月 ツキ		H26/3月 ツキ		H26/4月 ツキ		H26/5月 ツキ		H26/6月 ツキ		H26/7月 ツキ		H26/8月 ツキ		H26/9月 ツキ		H26/10月 ツキ		H26/11月 ツキ		H26/12月 ツキ		H27/1月 ツキ		H27/2月 ツキ		H27/3月 ツキ		H27/4月 ツキ		H27/5月 ツキ		H27/6月 ツキ		H27/7月 ツキ		H27/8月 ツキ		H27/9月 ツキ		H27/10月 ツキ		H27/11月 ツキ		H27/12月 ツキ		H28/1月 ツキ		H28/2月 ツキ		H28/3月 ツキ		H28/4月 ツキ		H28/5月 ツキ		H28/6月 ツキ		H28/7月 ツキ		H28/8月 ツキ		H28/9月 ツキ		H28/10月 ツキ		H28/11月 ツキ		H28/12月 ツキ		H29/1月 ツキ		H29/2月 ツキ		H29/3月 ツキ		H29/4月 ツキ		H29/5月 ツキ		H29/6月 ツキ		H29/7月 ツキ		H29/8月 ツキ

																																総着工 ソウ チャッコウ		11,170		11,060		11,846		12,521		10,596		11,350		11,442		11,086		11,633		11,172		10,934		9,960		10,310		9,548								総計 ソウケイ				1,959		1,717		1,810		1,793		1,738		2,153		2,538		2,053		1,715		1,487		1,584		1,683		1,843		1,710		2,027		2,184		1,854		2,228		2,290		2,327		2,199		1,931		1,969		1,805		1,872		1,607		1,565		1,978		1,716		1,858		2,191		1,762		2,117		1,623		1,795		1,862		1,772		1,782		2,134		1,957		1,886		1,911		2,224		1,661		1,703		1,412		2,007		2,079		1,734		1,857		1,983		1,944		1,910		2,205		2,369		1,639		2,211		1,442		1,787		1,724		1,540

																																戸建分譲 コダ ブンジョウ		841		849		1,098		1,125		1,243		1,260		1,405		1,481		1,518		1,418		1,624		1,528		1,671		1,545								持家 モ イエ				990		1,006		937		873		972		1,049		1,196		998		971		771		799		883		947		1,023		1,138		977		974		1,004		1,129		1,195		1,079		1,015		894		825		781		787		827		761		798		877		799		828		791		664		767		720		749		793		886		809		752		794		885		764		796		724		798		807		792		809		923		846		809		834		807		823		830		638		786		709		711

																																分譲マンション ブンジョウ		251		204		675		182		424		1,235		424		0		159		373		227		331		0		346								貸家 カシヤ				745		501		715		755		597		909		1,228		827		583		492		631		610		662		524		608		724		610		847		795		915		905		731		908		703		695		626		548		857		643		719		733		717		727		650		516		917		788		620		707		906		880		838		1,061		662		646		496		786		746		631		735		730		840		774		1,130		1,297		582		812		537		715		734		606

																																持家 モ イエ		5,827		5,618		6,063		6,137		4,831		4,569		4,783		4,774		5,013		4,593		4,781		4,476		4,940		4,769								給与住宅 キュウヨ ジュウタク				3		5		2		12		3		4		0		0		1		2		1		14		18		2		2		8		3		2		5		32		19		5		1		58		1		2		4		1		0		2		4		6		6		6		3		1		4		10		63		5		4		5		14		8		20		0		151		241		2		2		0		1		97		1		2		8		8		2		75		16		4

																																貸家 カシヤ		4,222		4,371		3,975		4,957		4,088		4,260		4,739		4,397		4,840		4,677		4,241		3,561		3,674		2,836								分譲住宅 ブンジョウ ジュウタク		戸建 コダ		115		131		156		153		148		138		114		146		160		139		153		137		167		161		193		153		267		157		229		185		146		180		166		219		194		192		186		210		201		260		210		211		241		193		228		177		231		254		203		193		250		274		264		227		241		192		272		285		200		261		330		257		230		240		263		224		237		218		211		265		219

																																給与住宅 キュウヨ ジュウタク		29		18		35		120		10		26		91		434		103		111		61		60		25		52										ﾏﾝｼｮﾝ		106		74		0		0		18		53		0		82		0		83		0		39		49		0		86		322		0		218		132		0		50		0		0		0		201		0		0		149		74		0		445		0		352		110		281		47		0		105		275		44		0		0		0		0		0		0		0		0		109		50		0		0		0		0		0		2		324		47		0		0		0



																																群馬 グンマ		H25.3期 キ				H26.3期 キ				H27.3期 キ				H28.3期 キ				H29.3期 キ				H30.3期 キ				H31.3期 キ				R2.3期 キ						群馬 グンマ

																																		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ				年月 ネンゲツ				H24/4月 ツキ		H24/5月 ツキ		H24/6月 ツキ		H24/7月 ツキ		H24/8月 ツキ		H24/9月 ツキ		H24/10月 ツキ		H24/11月 ツキ		H24/12月 ツキ		H25/1月 ツキ		H25/2月 ツキ		H25/3月 ツキ		H25/4月 ツキ		H25/5月 ツキ		H25/6月 ツキ		H25/7月 ツキ		H25/8月 ツキ		H25/9月 ツキ		H25/10月 ツキ		H25/11月 ツキ		H25/12月 ツキ		H26/1月 ツキ		H26/2月 ツキ		H26/3月 ツキ		H26/4月 ツキ		H26/5月 ツキ		H26/6月 ツキ		H26/7月 ツキ		H26/8月 ツキ		H26/9月 ツキ		H26/10月 ツキ		H26/11月 ツキ		H26/12月 ツキ		H27/1月 ツキ		H27/2月 ツキ		H27/3月 ツキ		H27/4月 ツキ		H27/5月 ツキ		H27/6月 ツキ		H27/7月 ツキ		H27/8月 ツキ		H27/9月 ツキ		H27/10月 ツキ		H27/11月 ツキ		H27/12月 ツキ		H28/1月 ツキ		H28/2月 ツキ		H28/3月 ツキ		H28/4月 ツキ		H28/5月 ツキ		H28/6月 ツキ		H28/7月 ツキ		H28/8月 ツキ		H28/9月 ツキ		H28/10月 ツキ		H28/11月 ツキ		H28/12月 ツキ		H29/1月 ツキ		H29/2月 ツキ		H29/3月 ツキ		H29/4月 ツキ		H29/5月 ツキ		H29/6月 ツキ		H29/7月 ツキ		H29/8月 ツキ

								・		大手住宅会社のH30年度予測の平均（回答14社）では、94万1千戸（10月公表） オオテ ジュウタク ガイシャ ネンド ヨソク ヘイキン カイトウ シャ マン センコ ガツ コウヒョウ																						総着工 ソウ チャッコウ		6,043		6,191		6,695		7,510		5,457		6,105		6,826		6,692		6,969		6,817		7,509		6,634		6,513		6,346								総計 ソウケイ				785		1,085		916		1,076		1,053		1,128		1,071		1,172		966		973		873		1,136		977		1,067		1,269		1,113		1,067		1,202		1,266		1,523		1,310		1,093		1,130		1,188		879		784		1,013		1,029		887		865		1,007		1,168		1,130		1,133		860		807		937		1,096		1,033		1,128		1,374		1,258		1,306		1,143		1,099		1,014		1,071		1,059		1,210		1,032		1,202		1,232		1,170		1,123		1,123		1,245		1,129		1,053		1,087		1,180		1,175

										（住宅生産団体連合会　経営者の住宅景況感調査より） ジュウタク セイサン ダンタイ レンゴウカイ ケイエイシャ ジュウタク ケイキョウカン チョウサ																						戸建分譲 コダ ブンジョウ		747		793		964		1,022		878		923		1,030		1,071		1,103		1,106		1,206		1,290		1,316		1,195								持家 モ イエ				527		587		531		603		589		636		584		624		557		533		510		662		551		680		589		691		672		699		781		832		741		645		632		560		530		459		511		505		527		524		571		613		566		593		472		434		519		584		596		619		584		614		626		529		512		474		512		535		562		526		573		565		588		558		615		578		537		467		480		533		511

																																分譲マンション ブンジョウ		0		161		196		213		70		0		83		0		2		120		225		0		0		0								貸家 カシヤ				144		371		259		343		356		335		391		328		210		278		197		308		235		244		375		254		235		299		264		384		419		283		345		384		219		147		356		331		219		170		279		374		350		391		231		275		257		327		289		322		590		365		527		450		425		341		370		317		457		316		424		465		423		397		342		471		418		393		383		372		454

																																持家 モ イエ		3,473		3,470		3,882		4,191		3,056		3,249		3,516		3,188		3,372		3,210		3,358		3,041		3,182		3,151								給与住宅 キュウヨ ジュウタク				1		0		0		12		1		1		2		52		1		0		0		0		7		1		0		0		0		3		1		1		1		2		0		0		0		1		2		0		0		8		1		30		2		0		0		0		5		0		1		32		1		4		1		0		1		0		1		0		1		3		3		0		0		3		1		0		0		0		1		0		3

																																貸家 カシヤ		1,808		1,712		1,642		2,079		1,442		1,900		2,150		2,430		2,482		2,379		2,687		2,295		1,995		1,951								分譲住宅 ブンジョウ ジュウタク		戸建 コダ		113		127		126		118		107		156		94		110		95		162		166		166		148		142		188		168		160		158		150		163		149		163		153		244		130		107		144		193		141		163		156		151		212		149		157		98		156		185		143		155		199		192		152		164		161		199		188		207		190		187		202		202		159		163		165		196		174		193		223		155		207

																																給与住宅 キュウヨ ジュウタク		15		55		11		5		11		33		43		3		10		2		33		8		20		49										ﾏﾝｼｮﾝ		0		0		0		0		0		0		0		58		103		0		0		0		36		0		117		0		0		43		70		143		0		0		0		0		0		70		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		83		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		0		0		0		0		120		0



																																千葉 チバ		H25.3期 キ				H26.3期 キ				H27.3期 キ				H28.3期 キ				H29.3期 キ				H30.3期 キ				H31.3期 キ				R2.3期 キ						千葉 チバ

																																		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ				年月 ネンゲツ				H24/4月 ツキ		H24/5月 ツキ		H24/6月 ツキ		H24/7月 ツキ		H24/8月 ツキ		H24/9月 ツキ		H24/10月 ツキ		H24/11月 ツキ		H24/12月 ツキ		H25/1月 ツキ		H25/2月 ツキ		H25/3月 ツキ		H25/4月 ツキ		H25/5月 ツキ		H25/6月 ツキ		H25/7月 ツキ		H25/8月 ツキ		H25/9月 ツキ		H25/10月 ツキ		H25/11月 ツキ		H25/12月 ツキ		H26/1月 ツキ		H26/2月 ツキ		H26/3月 ツキ		H26/4月 ツキ		H26/5月 ツキ		H26/6月 ツキ		H26/7月 ツキ		H26/8月 ツキ		H26/9月 ツキ		H26/10月 ツキ		H26/11月 ツキ		H26/12月 ツキ		H27/1月 ツキ		H27/2月 ツキ		H27/3月 ツキ		H27/4月 ツキ		H27/5月 ツキ		H27/6月 ツキ		H27/7月 ツキ		H27/8月 ツキ		H27/9月 ツキ		H27/10月 ツキ		H27/11月 ツキ		H27/12月 ツキ		H28/1月 ツキ		H28/2月 ツキ		H28/3月 ツキ		H28/4月 ツキ		H28/5月 ツキ		H28/6月 ツキ		H28/7月 ツキ		H28/8月 ツキ		H28/9月 ツキ		H28/10月 ツキ		H28/11月 ツキ		H28/12月 ツキ		H29/1月 ツキ		H29/2月 ツキ		H29/3月 ツキ		H29/4月 ツキ		H29/5月 ツキ		H29/6月 ツキ		H29/7月 ツキ		H29/8月 ツキ

																																総着工 ソウ チャッコウ		22,972		21,835		25,712		24,274		22,845		22,153		24,653		22,754		26,160		24,102		28,530		22,883		23,729		23,615								総計 ソウケイ				4,660		3,023		4,192		3,138		3,846		4,113		4,019		4,804		3,972		3,736		3,059		2,245		4,474		3,588		4,984		4,467		4,410		3,789		4,206		4,608		3,178		5,023		4,050		3,209		4,233		3,297		3,759		3,984		3,431		4,141		4,732		4,165		3,410		3,709		3,509		2,628		4,286		4,483		4,465		3,878		3,908		3,633		2,891		4,959		3,435		4,261		3,881		3,327		4,205		2,848		4,320		4,606		4,608		5,573		3,863		4,534		3,546		4,588		3,916		3,655		6,078

																																戸建分譲 コダ ブンジョウ		4,473		4,465		5,279		5,074		5,471		4,787		5,267		4,955		5,584		5,445		5,953		5,020		5,506		5,938								持家 モ イエ				1,105		1,024		1,318		1,166		1,352		1,307		1,278		1,267		1,165		1,264		1,190		800		1,358		1,073		1,481		1,351		1,459		1,332		1,440		1,578		1,157		1,391		1,110		879		1,065		957		1,038		1,053		1,115		1,067		1,045		1,186		1,000		990		1,008		792		1,201		828		1,192		1,131		1,074		1,091		833		1,297		870		1,015		1,014		925		1,101		785		1,182		1,196		1,165		1,149		932		1,216		892		981		1,027		799		1,187

																																分譲マンション ブンジョウ		3,717		2,763		2,869		3,150		2,898		2,765		3,238		2,261		3,064		2,059		4,213		1,525		1,434		2,459								貸家 カシヤ				1,113		1,097		1,258		946		1,435		1,339		1,393		1,759		1,125		1,507		884		930		1,561		1,241		1,918		1,726		1,755		1,190		1,568		1,839		913		1,449		1,150		1,337		1,861		1,301		1,303		1,175		1,283		1,175		1,660		1,787		1,210		1,432		1,312		1,120		1,686		1,310		1,607		1,647		1,579		1,498		1,408		1,926		1,627		1,462		1,666		1,421		1,751		1,149		1,680		1,931		2,106		2,108		1,826		2,156		1,464		1,959		1,764		1,517		2,100

																																持家 モ イエ		7,272		6,964		8,054		7,555		6,295		6,021		6,517		5,954		6,578		5,847		6,684		5,996		6,275		6,331								給与住宅 キュウヨ ジュウタク				94		2		154		1		3		30		0		2		10		4		20		2		6		0		47		20		2		8		166		10		2		4		6		1		1		12		27		2		5		4		8		6		1		8		2		1		19		4		41		92		17		46		8		3		6		11		0		2		19		2		35		3		3		13		13		1		10		9		21		11		24

																																貸家 カシヤ		7,188		7,598		9,391		8,256		8,098		8,521		9,327		9,510		10,725		10,686		11,517		10,058		9,967		8,194								分譲住宅 ブンジョウ ジュウタク		戸建 コダ		605		727		893		677		819		752		718		847		805		771		811		513		926		708		998		827		942		878		926		950		710		984		801		703		892		917		933		1,002		928		799		845		981		754		826		808		573		935		661		934		1,003		1,015		719		642		973		769		883		847		841		927		763		978		966		926		1,024		881		1,148		811		969		836		800		1,154

																																給与住宅 キュウヨ ジュウタク		284		38		83		189		51		26		219		30		75		65		115		227		502		633										ﾏﾝｼｮﾝ		1,739		163		553		340		237		685		630		929		864		190		150		0		623		562		525		526		252		381		106		217		382		1,183		973		289		407		107		450		742		96		1,096		1,174		205		423		453		368		142		408		1,670		675		0		210		275		0		756		136		886		352		131		386		147		445		399		408		1,279		211		13		369		670		268		528		1,613



																																全国 ゼンコク		H25.3期 キ				H26.3期 キ				H27.3期 キ				H28.3期 キ				H29.3期 キ				H30.3期 キ				H31.3期 キ				R2.3期 キ						全国 ゼンコク

																																		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ				年月 ネンゲツ				H24/4月 ツキ		H24/5月 ツキ		H24/6月 ツキ		H24/7月 ツキ		H24/8月 ツキ		H24/9月 ツキ		H24/10月 ツキ		H24/11月 ツキ		H24/12月 ツキ		H25/1月 ツキ		H25/2月 ツキ		H25/3月 ツキ		H25/4月 ツキ		H25/5月 ツキ		H25/6月 ツキ		H25/7月 ツキ		H25/8月 ツキ		H25/9月 ツキ		H25/10月 ツキ		H25/11月 ツキ		H25/12月 ツキ		H26/1月 ツキ		H26/2月 ツキ		H26/3月 ツキ		H26/4月 ツキ		H26/5月 ツキ		H26/6月 ツキ		H26/7月 ツキ		H26/8月 ツキ		H26/9月 ツキ		H26/10月 ツキ		H26/11月 ツキ		H26/12月 ツキ		H27/1月 ツキ		H27/2月 ツキ		H27/3月 ツキ		H27/4月 ツキ		H27/5月 ツキ		H27/6月 ツキ		H27/7月 ツキ		H27/8月 ツキ		H27/9月 ツキ		H27/10月 ツキ		H27/11月 ツキ		H27/12月 ツキ		H28/1月 ツキ		H28/2月 ツキ		H28/3月 ツキ		H28/4月 ツキ		H28/5月 ツキ		H28/6月 ツキ		H28/7月 ツキ		H28/8月 ツキ		H28/9月 ツキ		H28/10月 ツキ		H28/11月 ツキ		H28/12月 ツキ		H29/1月 ツキ		H29/2月 ツキ		H29/3月 ツキ		H29/4月 ツキ		H29/5月 ツキ		H29/6月 ツキ		H29/7月 ツキ		H29/8月 ツキ

																																総着工 ソウ チャッコウ		442,948		450,054		499,032		488,222		441,367		439,103		471,845		448,692		500,151		473,986		496,840		449,556		491,418		461,518		466,692						総計 ソウケイ				73,647		69,638		72,566		75,421		77,500		74,176		84,251		80,145		75,944		69,289		68,969		71,456		77,894		79,751		83,704		84,801		84,343		88,539		90,226		91,475		89,578		77,843		69,689		69,411		75,286		67,791		75,757		72,880		73,771		75,882		79,171		78,364		76,416		67,713		67,552		69,887		75,617		71,720		88,118		78,263		80,255		77,872		77,153		79,697		75,452		67,815		72,831		75,744		82,398		78,728		85,953		85,208		82,242		85,622		87,239		85,051		78,406		76,491		70,912		75,887		83,979

																																戸建分譲 コダ ブンジョウ		61,006		63,530		67,775		66,131		63,682		60,539		61,907		64,328		67,872		66,828		69,156		68,693		72,010		72,895		74,892						持家 モ イエ				24,137		25,468		26,971		28,338		28,208		28,125		28,894		28,216		26,748		23,561		22,987		24,879		28,357		28,902		30,699		31,475		31,379		32,128		33,967		34,580		31,858		24,955		22,891		21,650		23,799		22,288		24,864		23,524		24,250		24,617		24,245		24,462		23,725		20,282		20,813		21,352		23,294		22,542		26,643		25,396		25,245		25,219		24,830		25,310		22,440		20,264		20,984		22,274		23,567		23,501		26,944		26,910		26,341		25,573		26,046		25,993		23,890		20,228		21,322		21,468		23,751

																																分譲マンション ブンジョウ		59,859		64,119		67,631		56,187		53,111		57,104		61,903		56,529		58,377		55,855		61,658		46,620		59,243		60,440		59,023						貸家 カシヤ				25,823		23,853		26,976		25,982		27,616		26,253		33,939		30,106		27,451		24,649		22,257		25,986		27,842		26,614		30,504		31,012		29,548		31,892		35,059		35,266		35,634		29,953		27,744		28,925		31,177		27,434		31,057		28,623		28,435		30,082		33,628		32,655		32,478		26,856		25,672		30,243		30,603		28,208		35,600		33,977		33,470		34,092		32,757		33,505		33,735		28,288		28,871		30,572		35,504		32,427		36,910		37,745		36,784		38,400		39,950		38,617		34,475		31,684		30,842		33,937		36,194

																																持家 モ イエ		161,247		155,285		182,940		169,901		143,342		134,879		148,339		136,102		152,836		138,947		148,266		133,845		146,498		141,212		152,973						給与住宅 キュウヨ ジュウタク				718		673		895		619		448		388		354		344		301		285		487		407		307		324		472		610		374		551		698		360		184		355		669		368		600		632		420		691		417		887		478		1,247		607		533		622		732		600		376		386		651		328		322		728		379		357		360		572		773		298		587		482		656		608		310		661		314		254		518		350		755		326

																																貸家 カシヤ		156,503		164,388		177,412		192,581		176,808		181,532		195,950		187,728		217,770		209,505		213,971		196,384		208,068		182,025		175,372						分譲住宅 ブンジョウ ジュウタク		戸建 コダ		9,147		9,881		10,647		10,428		10,768		10,135		10,656		10,806		10,858		10,561		10,154		10,495		10,559		10,881		11,651		11,305		11,983		11,396		11,766		12,111		12,026		10,530		9,654		10,044		10,737		10,026		11,491		10,882		10,299		10,247		10,146		10,602		10,763		9,511		9,630		9,887		9,893		9,148		11,160		10,587		10,768		10,351		10,030		11,471		11,188		10,359		10,602		10,678		10,933		10,796		11,279		11,863		11,401		11,600		11,294		11,683		11,251		10,863		10,696		11,041		11,504

																																給与住宅 キュウヨ ジュウタク		3,741		2,178		2,638		2,634		3,647		4,219		2,663		3,169		2,941		2,852		2,605		2,830		4,449		3,509		3,361								ﾏﾝｼｮﾝ		13,734		9,688		7,036		9,920		10,262		9,219		10,334		10,583		10,516		10,067		13,043		9,576		10,718		12,893		10,274		10,320		10,929		12,497		8,509		9,037		9,736		11,941		8,674		8,290		8,902		7,307		7,754		9,011		10,188		9,949		10,495		9,255		8,709		10,377		10,693		7,575		11,071		11,322		14,173		7,424		10,189		7,724		8,690		8,880		7,534		8,383		11,752		11,290		12,051		11,373		10,263		7,980		7,066		9,644		9,288		8,444		8,537		13,198		7,702		8,686		12,204

																																								住団連予測 ジュウ ダン レン ヨソク







																																全国 ゼンコク		H25.3期 キ				H26.3期 キ				H27.3期 キ				H28.3期 キ				H29.3期 キ				H30.3期 キ				H31.3期 キ				R2.3期 キ

																																		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ

																																総着工 ソウ チャッコウ		442,948		450,054		499,032		488,222		441,367		439,103		471,845		448,692		500,151		473,986		496,840		449,556		491,418		461,518		466,692		416,995

																																戸建分譲 コダ ブンジョウ		61,006		63,530		67,775		66,131		63,682		60,539		61,907		64,328		67,879		66,828		69,156		68,693		72,010		72,895		74,892		71,262

																																分譲マンション ブンジョウ		59,859		64,119		67,631		56,187		53,111		57,104		61,903		56,529		58,379		56,856		61,658		46,620		59,243		60,440		59,023		52,592

																																持家 モ イエ		161,247		155,285		182,940		169,901		143,342		134,879		148,339		136,102		154,681		138,947		148,266		133,845		146,498		141,212		152,973		130,365

																																貸家 カシヤ		156,503		164,388		177,412		192,581		176,808		181,532		195,950		187,728		219,056		209,505		213,971		196,384		208,068		182,025		175,372		159,137

																																給与住宅 キュウヨ ジュウタク		3,741		2,178		2,638		2,634		3,647		4,219		2,663		3,169		3,562		2,852		2,605		2,830		4,449		3,509		3,361		2,747



																																北関東 キタ カントウ

																																総着工 ソウ チャッコウ		24,826		24,966		25,508		27,482		22,914		24,073		24,749		24,419		26,009		25,184		24,792		23,625		23,398		22,055		0		0



																																		H26年度 ネンド		H27年度 ネンド		H28年度 ネンド		H29年度 ネンド		H30年度 ネン ド		H31年度 ネンド		R2年度 ネンド

																																総着工 ソウ チャッコウ		880,470		920,537		974,137		946,396		952,936		883,687

																																戸建分譲 ト ダテ ブンジョウ		124,221		126,235		134,707		137,849		144,905		146,154





















																																茨城 イバラキ		H25.3期 キ				H26.3期 キ				H27.3期 キ				H28.3期 キ

																																		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ

																																総着工 ソウ チャッコウ		11170		11060		11846		12521		10596		11350		11442		10714.3333333333

																																戸建分譲 コダ ブンジョウ		7.5%		7.7%		9.3%		9.0%		11.7%		11.1%		12.3%		13.4%

																																分譲マンション ブンジョウ		2.2%		1.8%		5.7%		1.5%		4.0%		10.9%		3.7%		0.0%

																																持家 モ イエ		52.2%		50.8%		51.2%		49.0%		45.6%		40.3%		41.8%		44.2%

																																貸家 カシヤ		37.8%		39.5%		33.6%		39.6%		38.6%		37.5%		41.4%		40.1%

																																給与住宅 キュウヨ ジュウタク		0.3%		0.2%		0.3%		1.0%		0.1%		0.2%		0.8%		2.3%

																																												全国 ゼンコク		H28.3期 キ

																																														上(平均) カミ ヘイキン		下(平均) シモ ヘイキン		変動率 ヘンドウリツ

																																												総計 ソウケイ		78,641		74,782		-4.91%

																																												持家 モ イエ		24,723		22,684		-8.25%

																																												貸家 カシヤ		32,658		31,288		-4.20%

																																												給与住宅 キュウヨ ジュウタク		444		528		19.00%

																																												戸建分譲 コダ ブンジョウ		10,318		10,721		3.91%

																																												分譲ﾏﾝｼｮﾝ ブンジョウ		10,317		9,422		-8.68%



住宅着工数と戸建分譲戸数の推移

総着工	

449

上	下	上	下	上	下	上	下	上	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	471845	448692	500151	473986	496840	449556	491418	461518	466692	予想	1	戸建分譲	63682	60539	61907	64328	67872	66828	69156	68693	72010	

総着工



戸建分譲



北関東着工総数と県別分譲戸建着工数

総着工	上	下	上	下	上	下	上	下	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	24749	24419	26009	25184	24792	23625	23398	22055	栃木	上	下	上	下	上	下	上	下	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	1053	1024	1041	1221	1106	1327	1212	1097	茨城	上	下	上	下	上	下	上	下	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	1405	1481	1518	1418	1624	1528	1671	1545	群馬	上	下	上	下	上	下	上	下	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	1030	1071	1103	1106	1206	1290	1316	1195	

総着工



県別着工





茨城　利用別割合

戸建分譲	7.5

7.7

9.3

9.0

11.7

11.1

12.3

13.4

上	下	上	下	上	下	上	下	H25.3期	H26.3期	H27.3期	H28.3期	7.5290957923008051E-2	7.6763110307414104E-2	9.2689515448252574E-2	8.984905358996885E-2	0.11730841827104568	0.11101321585903083	0.12279321796888656	0.13355940640263819	持家	52.2

50.8

51.2

49.0

45.6

40.3

41.8

44.2

上	下	上	下	上	下	上	下	H25.3期	H26.3期	H27.3期	H28.3期	0.52166517457475381	0.50795660036166368	0.51181833530305587	0.49013657056145676	0.45592676481691202	0.40255506607929514	0.41802132494319177	0.4423669228136764	貸家	37.8

39.5

33.6

39.6

38.6

37.5

41.4

40.1

上	下	上	下	上	下	上	下	H25.3期	H26.3期	H27.3期	H28.3期	0.37797672336615934	0.39520795660036168	0.33555630592605101	0.39589489657375609	0.38580596451491128	0.37533039647577093	0.41417584338402375	0.40074044115359486	分譲マンション	上	下	上	下	上	下	上	下	H25.3期	H26.3期	H27.3期	H28.3期	2.2470904207699195E-2	1.8444846292947559E-2	5.6981259496876581E-2	1.4535580225221627E-2	4.0015100037750093E-2	0.10881057268722467	3.7056458661073238E-2	0	給与住宅	上	下	上	下	上	下	上	下	H25.3期	H26.3期	H27.3期	H28.3期	2.5962399283795882E-3	1.6274864376130199E-3	2.9545838257639709E-3	9.5838990495966773E-3	9.4375235938089848E-4	2.2907488986784142E-3	7.9531550428246812E-3	2.3333229630090532E-2	



住宅着工数と戸建分譲戸数の推移

総着工	

449

H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	R2年度	920537	974137	946396	952936	883687	予想	952936	1	戸建分譲	883687	126235	134707	137849	144905	146154	

総着工



戸建分譲





金利

		金利 キンリ

		・		フラット35　（返済期間：21年以上35年以下　融資率：90％以下　での最低金利　）												Ｈ25				Ｈ25																				H26																								H27																								H28																								H29																								H30																								H31																								H32

																1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12				26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36

																				1.990		1.800		1.810		2.030		2.050		1.990		1.940		1.930		1.810		1.800		1.800		1.790		1.740		1.750		1.730		1.730		1.730		1.690		1.660		1.650		1.610		1.560		1.470		1.370		1.470		1.540		1.460		1.540		1.610		1.580		1.540		1.590		1.550		1.550		1.540		1.480		1.250		1.190		1.080		1.100		0.930		0.900		1.020		1.060		1.030		1.100		1.120		1.100		1.120		1.120		1.060		1.090		1.090		1.120		1.080		1.360		1.370		1.340		1.360		1.400		1.360		1.350		1.350		1.370		1.340		1.340		1.390		1.410		1.450		1.410		1.33		1.31		1.27		1.27		1.29		1.27		1.18		1.17		1.11		1.11



																		返済シミュ(元利均等) ヘンサイ ガンリキントウ

																		借入額 カリイレ ガク		返済期間 ヘンサイ キカン		利率 リリツ		→		月支払 ツキ シハライ		総額 ソウガク

																H27.11　足銀提携 アシ ギン テイケイ		25,000,000		35		0.775%				67,980		28,551,745

																H27.11　フラット35		25,000,000		35		1.550%				77,160		32,407,154

																H28.4　フラット35		25,000,000		35		1.080%				71,507		30,033,084



																H29.4　フラット35		25,000,000		35		1.12%				71,978		30,230,833

																H29.5　フラット35		25,000,000		35		1.06%				71,273		29,934,511



		・		足銀提携ローンの変動金利				(％)

				固定期間 コテイ キカン		H27.11		H28.5																				Ｈ25								H26								H27								H28								H29								H30								R1								R2

				0年(変動金利)		0.775		0.775																				3		6		9		12		3		6		9		12		3		6		9		12		3		6		9		12		3		6		9		12		3		6		9		12		3		6		9		12		3		6		9		12

				3年		0.900		0.750																				1.990		2.030		1.940		1.800		1.740		1.730		1.660		1.560		1.470		1.540		1.540		1.550		1.250		1.100		1.020		1.100		1.120		1.090		1.080		1.340		1.360		1.370		1.390		1.410		1.27		1.27		1.11		1.16		1.19

				5年		1.000		0.800

				10年		1.150		0.900

				20年		1.800		1.550

		・		返済シミュレーション

				借入額2,500万、返済期間35年、元利均等返済

				条件 ジョウケン		金利 キンリ		月々返済 ツキヅキ ヘンサイ		総返済額 ソウ ヘンサイ ガク

				フラット35
H27.11時点 ジテン		1.550%		77,160		32,407,154

				フラット35
H28.4時点		1.080%		71,507		30,033,084

				足銀提携ローン
H27.11時点 ジテン		0.775%		67,980		28,551,745

				フラット35
H29.4時点 ジテン		1.120%		71,978		30,230,760

				フラット35
H29.5時点 ジテン		1.060%		71,273		29,934,660



		・		フラット35S

				H28.1.29まで		0.6%引き下げ ヒ サ

				↓

				H28.1.30～
　　　H29.9.30		0.3%引き下げ ヒ サ

				↓

				H29.10.1～		0.25%引き下げ ヒ サ













3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	H27	H28	H29	H30	1.74	1.73	1.73	1.66	1.61	1.47	1.47	1.46	1.61	1.54	1.55	1.54	1.25	1.08	0.93	1.02	1.03	1.1200000000000001	1.1200000000000001	1.06	1.0900000000000001	1.08	1.37	1.36	1.36	

3	6	9	12	3	6	9	12	3	6	9	12	2	3	6	9	12	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Ｈ25	H30	1.99	2.0299999999999998	1.94	1.8	1.74	1.73	1.66	1.56	1.47	1.54	1.54	1.55	1.48	1.25	1.1000000000000001	1.02	1.1000000000000001	1.1200000000000001	1.1200000000000001	1.06	1.0900000000000001	1.0900000000000001	1.1200000000000001	1.08	1.36	1.37	1.34	1.36	1.4	1.36	1.35	1.35	1.37	1.34	1.34	1.39	

3	6	9	12	3	6	9	12	3	6	9	12	3	6	9	12	3	6	9	12	3	6	9	12	3	6	9	12	3	Ｈ25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	1.99	2.0299999999999998	1.94	1.8	1.74	1.73	1.66	1.56	1.47	1.54	1.54	1.55	1.25	1.1000000000000001	1.02	1.1000000000000001	1.1200000000000001	1.0900000000000001	1.08	1.34	1.36	1.37	1.39	1.41	1.27	1.27	1.1100000000000001	1.1599999999999999	1.19	

マイナス金利
H28.2.16より導入



北関東

								県勢および地価変動率(基準地価) ケン セイ チカ ヘンドウリツ キジュン チカ キチ						（）内は前年同期 ウチ ドウキ

										人口 (万)		有効求人倍率(倍) ユウコウ キュウジン バイリツ バイ		公示地価(H31.1) コウジ チカ

														住宅地		商業地

								栃木		194.4		1.45(1.42)		▲0.7(▲0.8)		▲0.5(▲0.6)

								茨城		287.1		1.62(1.59)		▲0.5(▲0.7)		▲0.5(▲0.7)

								群馬		194.1		1.74(1.67)		▲0.6(▲0.6)		▲0.2(▲0.4)

								(千葉)		626.8		1.31(1.34)		　 0.6(　 0.4)		　 2.9(   1.7)









北関東着工総数と県別分譲戸建着工数

総着工	上	下	上	下	上	下	上	下	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	24749	24419	26009	25184	24792	23625	23398	22055	栃木	上	下	上	下	上	下	上	下	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	1053	1024	1041	1221	1106	1327	1212	1097	茨城	上	下	上	下	上	下	上	下	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	1405	1481	1518	1418	1624	1528	1671	1545	群馬	上	下	上	下	上	下	上	下	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	1030	1071	1103	1106	1206	1290	1316	1195	

総着工



県別着工







PP用図表























				前年度比：7.3％減 ゼンネンド ヒ ゲン













		条件 ジョウケン		金利 キンリ		月々返済 ツキヅキ ヘンサイ

		借入額 2,500万円
頭金・賞与返済なし
返済期間 35年 カリイレ ガク マンエン アタマキン ショウヨ ヘンサイ ヘンサイ キカン ネン		フラット35　  1.190%		72,800円









3	6	9	12	3	6	9	12	3	6	9	12	3	6	9	12	3	6	9	12	3	6	9	12	3	6	9	12	3	Ｈ25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	1.99	2.0299999999999998	1.94	1.8	1.74	1.73	1.66	1.56	1.47	1.54	1.54	1.55	1.25	1.1000000000000001	1.02	1.1000000000000001	1.1200000000000001	1.0900000000000001	1.08	1.34	1.36	1.37	1.39	1.41	1.27	1.27	1.1100000000000001	1.1599999999999999	1.19	

住宅着工数と戸建分譲戸数の推移

総着工	
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H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	920537	974137	946396	952936	883687	予想	952936	1	戸建分譲	883687	126235	134707	137849	144905	146154	

総着工



戸建分譲



マイナス金利
H28.2.16より導入



制度

				すまい給付金 キュウフ キン

				消費税率８％ ショウヒゼイ リツ								消費税率１０％ ショウヒゼイ リツ

				年収 ネンシュウ				給付基礎額 キュウフ キソ ガク				年収 ネンシュウ				給付基礎額 キュウフ キソ ガク

				425万円以下 マンエン イカ				30万円 マンエン				450万円以下 マンエン イカ				50万円 マンエン

				425万円超～475万円以下 マンエン チョウ マンエン イカ				20万円 マンエン				450万円超～525万円以下 マンエン チョウ マンエン イカ				40万円 マンエン

				475万円超～510万円以下 マンエン チョウ マンエン イカ				10万円 マンエン				525万円超～600万円以下 マンエン チョウ マンエン イカ				30万円 マンエン

												600万円超～675万円以下 マンエン チョウ マンエン イカ				20万円 マンエン

												675万円超～775万円以下 マンエン チョウ マンエン イカ				10万円 マンエン



				贈与税の非課税枠 ゾウヨゼイ ヒカゼイ ワク

				消費税率８％ ショウヒゼイ リツ								消費税率１０％ ショウヒゼイ リツ

				贈与年 ゾウヨ ネン		省エネ性又は
耐震性を満たす住宅 ショウ セイ マタ タイシンセイ ミ ジュウタク		左記以外の住宅 サキ イガイ ジュウタク				贈与年 ゾウヨ ネン		省エネ性又は
耐震性を満たす住宅 ショウ セイ マタ タイシンセイ ミ ジュウタク		左記以外の住宅 サキ イガイ ジュウタク

				H28. 1 ～H31.3		1,200万円 マンエン		  700万円 マンエン				H28. 1 ～H31.3		―		―

				H31. 4 ～R02.3								H31. 4 ～R02.3		3,000万円 マン エン		2,500万円 マンエン

				R02. 4 ～R03.3		1,000万円 マンエン		  500万円 マンエン				R02. 4 ～R03.3		1,500万円 マンエン		1,000万円 マンエン

				R03. 4 ～   12		　　   800万円      マンエン		  300万円 マンエン				R03. 4 ～   12		1,200万円 マンエン		  700万円 マンエン







																				住宅ローン減税 ジュウタク ゲンゼイ



																				消費税率 ショウヒゼイリツ		８％				消費税率 ショウヒゼイリツ		１０％

																				控除期間 コウジョ キカン		１～１０年目 ネン メ				控除期間 コウジョ キカン		１～１０年目 ネン メ		１１～１３年目 ネンメ

																				住宅ローン
残高限度額 ジュウタク ザンダカ ゲンドガク		４，０００万円 マンエン				住宅ローン
残高限度額 ジュウタク ザンダカ ゲンドガク		４，０００万円 マンエン

																				住宅ローン
控除額 ジュウタク ガク		住宅ローン残高×１％ ジュウタク ザンダカ				住宅ローン
控除額 ジュウタク ガク		住宅ローン残高×１％ ジュウタク ザンダカ		「住宅ローン残高×１％」または
「建物価格×２％÷３」の低い方







































































































































































































住宅ローン減税

				住宅ローン減税　PP案① ジュウタク ゲンゼイ アン

				居住開始
年月日 キョジュウ カイシ ネン ガッピ		消費税率 ショウヒ ゼイリツ		住宅ローン残高
限度額 ジュウタク ザンダカ ゲンドガク		１０年目までの
住宅ローン控除額 ネンメ ジュウタク コウジョ ガク		11年目～１３年目の
住宅ローン控除額 ネン メ ネンメ ジュウタク コウジョ ガク

				～R01.9		８％		４，０００万円 エン		住宅ローン残高×１％ ジュウタク ザンダカ		―

				R01.10～R02.12		１０％						「住宅ローン残高×１％」または
「建物価格×２％÷３」の低い方 ジュウタク ザンダカ タテモノ カカク ヒク ホウ

				※H31.3までに契約した場合は、消費税率８％が適用される ケイヤク バアイ ショウヒ ゼイリツ テキヨウ



																住宅ローン減税　PP案② ジュウタク ゲンゼイ アン

																消費税率 ショウヒゼイリツ		８％

																控除期間 コウジョ キカン		１～１０年目 ネン メ

																住宅ローン残高
限度額 ジュウタク ザンダカ ゲンドガク		４，０００万円 マンエン

																住宅ローン控除額 ジュウタク ガク		住宅ローン残高×１％ ジュウタク ザンダカ





																消費税率 ショウヒゼイリツ		１０％

																控除期間 コウジョ キカン		１～１０年目 ネン メ		１１～１３年目 ネンメ

																住宅ローン残高
限度額 ジュウタク ザンダカ ゲンドガク		４，０００万円 マンエン

																住宅ローン控除額 ジュウタク ガク		住宅ローン残高×１％ ジュウタク ザンダカ		「住宅ローン残高×１％」または
「建物価格×２％÷３」の低い方





経過措置

														消費税増税経過措置 ショウヒゼイゾウゼイ ケイカ ソチ

																						税率引き上げ ゼイリツ ヒ ア

																(平成31年4月1日) ヘイセイ ネン ガツ ニチ						(平成31年10月1日) ヘイセイ ネン ガツ ニチ

																												消費税率
８％ ショウヒ ゼイリツ









																												消費税率
１０％ ショウヒ ゼイリツ









																契約日 ケイヤク ビ		引渡日 ヒ ワタ ビ







(1) 住宅ローン減税 ⇒ 控除期間が３年間延長、新型コロナウイルス感染症対応も追加

新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により、入居が期限に遅れた場合でも、

一定の期日までに住宅取得契約を行っている等の要件を満たしていれば、特例措置の対象となる。

(2) すまい給付金制度 ⇒ 最大給付額、対象者(収入)を拡充

(3) 贈与税の非課税枠 ⇒ 最大1,500万円へ拡充

(4) 次世代住宅ポイント ⇒ 最大35万円相当の付与制度を新設、新型コロナウイルス感染症対応も追加

エコ住宅や耐震住宅等、一定機能を備えた住宅の新築・リフォームが対象となり、さまざまな商品と交換可能なポイントを付与

（新築住宅： 最大３５万円相当、 リフォーム最大３０万円相当）

新型コロナウイルス感染症の影響により、令和元年度末までに契約できなかった場合でも、令和２年８月31日までに契約を行った場合、ポイントの申請が可能
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事業環境

住宅税制等

消費税率８％

住宅ローン残高限度額 4,000万円

控除期間 １～１０年目 １～１０年目 １１～１３年目

住宅ローン控除額 住宅ローン残高×１％ 住宅ローン残高×１％
「住宅ローン残高×１％」または

「建物価格×２％÷３」の低い方

消費税率１０％

4,000万円

省エネ性又は

耐震性を満たす住宅
左記以外の住宅

省エネ性又は

耐震性を満たす住宅
左記以外の住宅

Ｒ２.４ ～Ｒ３.３ 1,000万円   500万円 1,500万円 1,000万円

Ｒ３.４ ～Ｒ３.12 　　   800万円       300万円 1,200万円   700万円

消費税率８％

贈与年

消費税率１０％

給付基礎額 年収 年収 給付基礎額

30万円 425万円以下

10万円 475万円超～510万円以下

525万円超～600万円以下 30万円

600万円超～675万円以下 20万円

675万円超～775万円以下 10万円

50万円

450万円超～525万円以下 40万円

425万円超～475万円以下20万円

450万円以下

消費税率１０％消費税率８％


着工状況 

								住宅着工状況 ジュウタク チャッコウ ジョウキョウ																																																												住宅着工統計　表１８ ジュウタク チャッコウ トウケイ ヒョウ



																																栃木 トチギ		H25.3期 キ				H26.3期 キ				H26年度 ネンド				H27年度 ネンド				H28年度 ネンド				H29年度 ネンド				H30年度 ネンド				H31年度 ネンド						栃木 トチギ

																																		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ				年月 ネンゲツ				H24/4月 ツキ		H24/5月 ツキ		H24/6月 ツキ		H24/7月 ツキ		H24/8月 ツキ		H24/9月 ツキ		H24/10月 ツキ		H24/11月 ツキ		H24/12月 ツキ		H25/1月 ツキ		H25/2月 ツキ		H25/3月 ツキ		H25/4月 ツキ		H25/5月 ツキ		H25/6月 ツキ		H25/7月 ツキ		H25/8月 ツキ		H25/9月 ツキ		H25/10月 ツキ		H25/11月 ツキ		H25/12月 ツキ		H26/1月 ツキ		H26/2月 ツキ		H26/3月 ツキ		H26/4月 ツキ		H26/5月 ツキ		H26/6月 ツキ		H26/7月 ツキ		H26/8月 ツキ		H26/9月 ツキ		H26/10月 ツキ		H26/11月 ツキ		H26/12月 ツキ		H27/1月 ツキ		H27/2月 ツキ		H27/3月 ツキ		H27/4月 ガツ		H27/5月 ツキ		H27/6月 ツキ		H27/7月 ツキ		H27/8月 ツキ		H27/9月 ツキ		H27/10月 ツキ		H27/11月 ツキ		H27/12月 ツキ		H28/1月 ツキ		H28/2月 ツキ		H28/3月 ツキ		H28/4月 ツキ		H28/5月 ツキ		H28/6月 ツキ		H28/7月 ツキ		H28/8月 ツキ		H28/9月 ツキ		H28/10月 ツキ		H28/11月 ツキ		H28/12月 ツキ		H29/1月 ツキ		H29/2月 ツキ		H29/3月 ツキ		H29/4月 ツキ		H29/5月 ツキ		H29/6月 ツキ		H29/7月 ツキ		H29/8月 ツキ

																																総着工 ソウ チャッコウ		7,613		7,715		6,967		7,451		6,861		6,618		6,481		6,641		7,407		7,195		6,349		7,031		6,575		6,161								総計 ソウケイ				1,306		1,252		1,117		1,319		1,230		1,389		1,411		1,343		1,467		1,102		1,083		1,309		1,004		1,091		1,088		1,450		1,107		1,227		1,544		1,264		1,276		1,260		1,053		1,054		1,139		971		1,102		1,521		935		1,193		1,182		1,109		1,062		1,100		1,074		1,091		1,009		1,067		1,226		1,179		959		1,041		1,214		1,093		1,067		1,225		999		1,043		1,060		1,232		1,241		1,393		1,242		1,239		1,340		1,083		1,169		1,504		891		1,208		1,165

																																戸建分譲 コダ ブンジョウ		902		1,051		984		1,034		1,079		960		1,053		1,024		1,041		1,221		1,106		1,327		1,212		1,097								持家 モ イエ				604		632		658		730		649		612		704		663		734		547		542		683		616		681		664		717		705		690		833		778		726		593		555		543		543		510		521		522		520		546		557		558		539		456		452		540		440		523		583		570		487		568		569		543		483		515		498		464		512		423		610		583		554		508		571		526		571		520		466		445		528

																																分譲マンション ブンジョウ		200		0		161		0		295		83		0		6		337		118		56		66		168		144								貸家 カシヤ				251		423		267		384		408		506		542		498		545		316		387		427		220		237		265		442		219		338		522		332		361		471		367		315		391		256		361		573		243		428		472		394		342		477		352		403		423		348		395		412		328		328		503		377		370		526		322		425		382		447		429		499		498		559		580		363		355		541		262		531		386

																																持家 モ イエ		3,885		3,873		4,073		4,028		3,162		3,102		3,171		3,072		3,190		3,099		3,060		3,245		3,147		3,207								給与住宅 キュウヨ ジュウタク				334		41		7		2		3		0		0		24		16		27		0		9		16		0		3		0		3		6		2		7		7		1		2		2		2		1		4		43		4		15		1		3		1		2		14		12		6		4		3		2		6		2		4		0		2		1		4		5		2		4		1		10		7		1		4		2		4		113		2		0		13

																																貸家 カシヤ		2,239		2,715		1,721		2,368		2,252		2,440		2,234		2,523		2,814		2,632		2,110		2,371		1,991		1,698								分譲住宅 ブンジョウ ジュウタク		戸建 コダ		117		156		133		145		170		181		165		158		172		212		154		190		120		173		156		227		180		128		187		147		182		195		129		194		156		204		216		191		164		148		152		154		180		165		173		136		140		192		245		195		138		143		138		173		212		183		169		149		164		120		201		202		183		171		185		192		239		212		161		232		238

																																給与住宅 キュウヨ ジュウタク		387		76		28		21		69		33		23		16		25		125		17		22		57		15										ﾏﾝｼｮﾝ		0		0		52		58		0		90		0		0		0		0		0		0		32		0		0		64		0		65		0		0		0		0		0		0		47		0		0		192		0		56		0		0		0		0		83		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6		0		0		238		0		99		0		0		0		0		0		118		0		0		0



																																茨城 イバラキ		H25.3期 キ				H26.3期 キ				H27.3期 キ				H28.3期 キ				H29.3期 キ				H30.3期 キ				H31.3期 キ				R2.3期 キ						茨城 イバラキ

																																		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ				年月 ネンゲツ				H24/4月 ツキ		H24/5月 ツキ		H24/6月 ツキ		H24/7月 ツキ		H24/8月 ツキ		H24/9月 ツキ		H24/10月 ツキ		H24/11月 ツキ		H24/12月 ツキ		H25/1月 ツキ		H25/2月 ツキ		H25/3月 ツキ		H25/4月 ツキ		H25/5月 ツキ		H25/6月 ツキ		H25/7月 ツキ		H25/8月 ツキ		H25/9月 ツキ		H25/10月 ツキ		H25/11月 ツキ		H25/12月 ツキ		H26/1月 ツキ		H26/2月 ツキ		H26/3月 ツキ		H26/4月 ツキ		H26/5月 ツキ		H26/6月 ツキ		H26/7月 ツキ		H26/8月 ツキ		H26/9月 ツキ		H26/10月 ツキ		H26/11月 ツキ		H26/12月 ツキ		H27/1月 ツキ		H27/2月 ツキ		H27/3月 ツキ		H27/4月 ツキ		H27/5月 ツキ		H27/6月 ツキ		H27/7月 ツキ		H27/8月 ツキ		H27/9月 ツキ		H27/10月 ツキ		H27/11月 ツキ		H27/12月 ツキ		H28/1月 ツキ		H28/2月 ツキ		H28/3月 ツキ		H28/4月 ツキ		H28/5月 ツキ		H28/6月 ツキ		H28/7月 ツキ		H28/8月 ツキ		H28/9月 ツキ		H28/10月 ツキ		H28/11月 ツキ		H28/12月 ツキ		H29/1月 ツキ		H29/2月 ツキ		H29/3月 ツキ		H29/4月 ツキ		H29/5月 ツキ		H29/6月 ツキ		H29/7月 ツキ		H29/8月 ツキ

																																総着工 ソウ チャッコウ		11,170		11,060		11,846		12,521		10,596		11,350		11,442		11,086		11,633		11,172		10,934		9,960		10,310		9,548								総計 ソウケイ				1,959		1,717		1,810		1,793		1,738		2,153		2,538		2,053		1,715		1,487		1,584		1,683		1,843		1,710		2,027		2,184		1,854		2,228		2,290		2,327		2,199		1,931		1,969		1,805		1,872		1,607		1,565		1,978		1,716		1,858		2,191		1,762		2,117		1,623		1,795		1,862		1,772		1,782		2,134		1,957		1,886		1,911		2,224		1,661		1,703		1,412		2,007		2,079		1,734		1,857		1,983		1,944		1,910		2,205		2,369		1,639		2,211		1,442		1,787		1,724		1,540

																																戸建分譲 コダ ブンジョウ		841		849		1,098		1,125		1,243		1,260		1,405		1,481		1,518		1,418		1,624		1,528		1,671		1,545								持家 モ イエ				990		1,006		937		873		972		1,049		1,196		998		971		771		799		883		947		1,023		1,138		977		974		1,004		1,129		1,195		1,079		1,015		894		825		781		787		827		761		798		877		799		828		791		664		767		720		749		793		886		809		752		794		885		764		796		724		798		807		792		809		923		846		809		834		807		823		830		638		786		709		711

																																分譲マンション ブンジョウ		251		204		675		182		424		1,235		424		0		159		373		227		331		0		346								貸家 カシヤ				745		501		715		755		597		909		1,228		827		583		492		631		610		662		524		608		724		610		847		795		915		905		731		908		703		695		626		548		857		643		719		733		717		727		650		516		917		788		620		707		906		880		838		1,061		662		646		496		786		746		631		735		730		840		774		1,130		1,297		582		812		537		715		734		606

																																持家 モ イエ		5,827		5,618		6,063		6,137		4,831		4,569		4,783		4,774		5,013		4,593		4,781		4,476		4,940		4,769								給与住宅 キュウヨ ジュウタク				3		5		2		12		3		4		0		0		1		2		1		14		18		2		2		8		3		2		5		32		19		5		1		58		1		2		4		1		0		2		4		6		6		6		3		1		4		10		63		5		4		5		14		8		20		0		151		241		2		2		0		1		97		1		2		8		8		2		75		16		4

																																貸家 カシヤ		4,222		4,371		3,975		4,957		4,088		4,260		4,739		4,397		4,840		4,677		4,241		3,561		3,674		2,836								分譲住宅 ブンジョウ ジュウタク		戸建 コダ		115		131		156		153		148		138		114		146		160		139		153		137		167		161		193		153		267		157		229		185		146		180		166		219		194		192		186		210		201		260		210		211		241		193		228		177		231		254		203		193		250		274		264		227		241		192		272		285		200		261		330		257		230		240		263		224		237		218		211		265		219

																																給与住宅 キュウヨ ジュウタク		29		18		35		120		10		26		91		434		103		111		61		60		25		52										ﾏﾝｼｮﾝ		106		74		0		0		18		53		0		82		0		83		0		39		49		0		86		322		0		218		132		0		50		0		0		0		201		0		0		149		74		0		445		0		352		110		281		47		0		105		275		44		0		0		0		0		0		0		0		0		109		50		0		0		0		0		0		2		324		47		0		0		0



																																群馬 グンマ		H25.3期 キ				H26.3期 キ				H27.3期 キ				H28.3期 キ				H29.3期 キ				H30.3期 キ				H31.3期 キ				R2.3期 キ						群馬 グンマ

																																		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ				年月 ネンゲツ				H24/4月 ツキ		H24/5月 ツキ		H24/6月 ツキ		H24/7月 ツキ		H24/8月 ツキ		H24/9月 ツキ		H24/10月 ツキ		H24/11月 ツキ		H24/12月 ツキ		H25/1月 ツキ		H25/2月 ツキ		H25/3月 ツキ		H25/4月 ツキ		H25/5月 ツキ		H25/6月 ツキ		H25/7月 ツキ		H25/8月 ツキ		H25/9月 ツキ		H25/10月 ツキ		H25/11月 ツキ		H25/12月 ツキ		H26/1月 ツキ		H26/2月 ツキ		H26/3月 ツキ		H26/4月 ツキ		H26/5月 ツキ		H26/6月 ツキ		H26/7月 ツキ		H26/8月 ツキ		H26/9月 ツキ		H26/10月 ツキ		H26/11月 ツキ		H26/12月 ツキ		H27/1月 ツキ		H27/2月 ツキ		H27/3月 ツキ		H27/4月 ツキ		H27/5月 ツキ		H27/6月 ツキ		H27/7月 ツキ		H27/8月 ツキ		H27/9月 ツキ		H27/10月 ツキ		H27/11月 ツキ		H27/12月 ツキ		H28/1月 ツキ		H28/2月 ツキ		H28/3月 ツキ		H28/4月 ツキ		H28/5月 ツキ		H28/6月 ツキ		H28/7月 ツキ		H28/8月 ツキ		H28/9月 ツキ		H28/10月 ツキ		H28/11月 ツキ		H28/12月 ツキ		H29/1月 ツキ		H29/2月 ツキ		H29/3月 ツキ		H29/4月 ツキ		H29/5月 ツキ		H29/6月 ツキ		H29/7月 ツキ		H29/8月 ツキ

								・		大手住宅会社のH30年度予測の平均（回答14社）では、94万1千戸（10月公表） オオテ ジュウタク ガイシャ ネンド ヨソク ヘイキン カイトウ シャ マン センコ ガツ コウヒョウ																						総着工 ソウ チャッコウ		6,043		6,191		6,695		7,510		5,457		6,105		6,826		6,692		6,969		6,817		7,509		6,634		6,513		6,346								総計 ソウケイ				785		1,085		916		1,076		1,053		1,128		1,071		1,172		966		973		873		1,136		977		1,067		1,269		1,113		1,067		1,202		1,266		1,523		1,310		1,093		1,130		1,188		879		784		1,013		1,029		887		865		1,007		1,168		1,130		1,133		860		807		937		1,096		1,033		1,128		1,374		1,258		1,306		1,143		1,099		1,014		1,071		1,059		1,210		1,032		1,202		1,232		1,170		1,123		1,123		1,245		1,129		1,053		1,087		1,180		1,175

										（住宅生産団体連合会　経営者の住宅景況感調査より） ジュウタク セイサン ダンタイ レンゴウカイ ケイエイシャ ジュウタク ケイキョウカン チョウサ																						戸建分譲 コダ ブンジョウ		747		793		964		1,022		878		923		1,030		1,071		1,103		1,106		1,206		1,290		1,316		1,195								持家 モ イエ				527		587		531		603		589		636		584		624		557		533		510		662		551		680		589		691		672		699		781		832		741		645		632		560		530		459		511		505		527		524		571		613		566		593		472		434		519		584		596		619		584		614		626		529		512		474		512		535		562		526		573		565		588		558		615		578		537		467		480		533		511

																																分譲マンション ブンジョウ		0		161		196		213		70		0		83		0		2		120		225		0		0		0								貸家 カシヤ				144		371		259		343		356		335		391		328		210		278		197		308		235		244		375		254		235		299		264		384		419		283		345		384		219		147		356		331		219		170		279		374		350		391		231		275		257		327		289		322		590		365		527		450		425		341		370		317		457		316		424		465		423		397		342		471		418		393		383		372		454

																																持家 モ イエ		3,473		3,470		3,882		4,191		3,056		3,249		3,516		3,188		3,372		3,210		3,358		3,041		3,182		3,151								給与住宅 キュウヨ ジュウタク				1		0		0		12		1		1		2		52		1		0		0		0		7		1		0		0		0		3		1		1		1		2		0		0		0		1		2		0		0		8		1		30		2		0		0		0		5		0		1		32		1		4		1		0		1		0		1		0		1		3		3		0		0		3		1		0		0		0		1		0		3

																																貸家 カシヤ		1,808		1,712		1,642		2,079		1,442		1,900		2,150		2,430		2,482		2,379		2,687		2,295		1,995		1,951								分譲住宅 ブンジョウ ジュウタク		戸建 コダ		113		127		126		118		107		156		94		110		95		162		166		166		148		142		188		168		160		158		150		163		149		163		153		244		130		107		144		193		141		163		156		151		212		149		157		98		156		185		143		155		199		192		152		164		161		199		188		207		190		187		202		202		159		163		165		196		174		193		223		155		207

																																給与住宅 キュウヨ ジュウタク		15		55		11		5		11		33		43		3		10		2		33		8		20		49										ﾏﾝｼｮﾝ		0		0		0		0		0		0		0		58		103		0		0		0		36		0		117		0		0		43		70		143		0		0		0		0		0		70		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		83		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		0		0		0		0		120		0



																																千葉 チバ		H25.3期 キ				H26.3期 キ				H27.3期 キ				H28.3期 キ				H29.3期 キ				H30.3期 キ				H31.3期 キ				R2.3期 キ						千葉 チバ

																																		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ				年月 ネンゲツ				H24/4月 ツキ		H24/5月 ツキ		H24/6月 ツキ		H24/7月 ツキ		H24/8月 ツキ		H24/9月 ツキ		H24/10月 ツキ		H24/11月 ツキ		H24/12月 ツキ		H25/1月 ツキ		H25/2月 ツキ		H25/3月 ツキ		H25/4月 ツキ		H25/5月 ツキ		H25/6月 ツキ		H25/7月 ツキ		H25/8月 ツキ		H25/9月 ツキ		H25/10月 ツキ		H25/11月 ツキ		H25/12月 ツキ		H26/1月 ツキ		H26/2月 ツキ		H26/3月 ツキ		H26/4月 ツキ		H26/5月 ツキ		H26/6月 ツキ		H26/7月 ツキ		H26/8月 ツキ		H26/9月 ツキ		H26/10月 ツキ		H26/11月 ツキ		H26/12月 ツキ		H27/1月 ツキ		H27/2月 ツキ		H27/3月 ツキ		H27/4月 ツキ		H27/5月 ツキ		H27/6月 ツキ		H27/7月 ツキ		H27/8月 ツキ		H27/9月 ツキ		H27/10月 ツキ		H27/11月 ツキ		H27/12月 ツキ		H28/1月 ツキ		H28/2月 ツキ		H28/3月 ツキ		H28/4月 ツキ		H28/5月 ツキ		H28/6月 ツキ		H28/7月 ツキ		H28/8月 ツキ		H28/9月 ツキ		H28/10月 ツキ		H28/11月 ツキ		H28/12月 ツキ		H29/1月 ツキ		H29/2月 ツキ		H29/3月 ツキ		H29/4月 ツキ		H29/5月 ツキ		H29/6月 ツキ		H29/7月 ツキ		H29/8月 ツキ

																																総着工 ソウ チャッコウ		22,972		21,835		25,712		24,274		22,845		22,153		24,653		22,754		26,160		24,102		28,530		22,883		23,729		23,615								総計 ソウケイ				4,660		3,023		4,192		3,138		3,846		4,113		4,019		4,804		3,972		3,736		3,059		2,245		4,474		3,588		4,984		4,467		4,410		3,789		4,206		4,608		3,178		5,023		4,050		3,209		4,233		3,297		3,759		3,984		3,431		4,141		4,732		4,165		3,410		3,709		3,509		2,628		4,286		4,483		4,465		3,878		3,908		3,633		2,891		4,959		3,435		4,261		3,881		3,327		4,205		2,848		4,320		4,606		4,608		5,573		3,863		4,534		3,546		4,588		3,916		3,655		6,078

																																戸建分譲 コダ ブンジョウ		4,473		4,465		5,279		5,074		5,471		4,787		5,267		4,955		5,584		5,445		5,953		5,020		5,506		5,938								持家 モ イエ				1,105		1,024		1,318		1,166		1,352		1,307		1,278		1,267		1,165		1,264		1,190		800		1,358		1,073		1,481		1,351		1,459		1,332		1,440		1,578		1,157		1,391		1,110		879		1,065		957		1,038		1,053		1,115		1,067		1,045		1,186		1,000		990		1,008		792		1,201		828		1,192		1,131		1,074		1,091		833		1,297		870		1,015		1,014		925		1,101		785		1,182		1,196		1,165		1,149		932		1,216		892		981		1,027		799		1,187

																																分譲マンション ブンジョウ		3,717		2,763		2,869		3,150		2,898		2,765		3,238		2,261		3,064		2,059		4,213		1,525		1,434		2,459								貸家 カシヤ				1,113		1,097		1,258		946		1,435		1,339		1,393		1,759		1,125		1,507		884		930		1,561		1,241		1,918		1,726		1,755		1,190		1,568		1,839		913		1,449		1,150		1,337		1,861		1,301		1,303		1,175		1,283		1,175		1,660		1,787		1,210		1,432		1,312		1,120		1,686		1,310		1,607		1,647		1,579		1,498		1,408		1,926		1,627		1,462		1,666		1,421		1,751		1,149		1,680		1,931		2,106		2,108		1,826		2,156		1,464		1,959		1,764		1,517		2,100

																																持家 モ イエ		7,272		6,964		8,054		7,555		6,295		6,021		6,517		5,954		6,578		5,847		6,684		5,996		6,275		6,331								給与住宅 キュウヨ ジュウタク				94		2		154		1		3		30		0		2		10		4		20		2		6		0		47		20		2		8		166		10		2		4		6		1		1		12		27		2		5		4		8		6		1		8		2		1		19		4		41		92		17		46		8		3		6		11		0		2		19		2		35		3		3		13		13		1		10		9		21		11		24

																																貸家 カシヤ		7,188		7,598		9,391		8,256		8,098		8,521		9,327		9,510		10,725		10,686		11,517		10,058		9,967		8,194								分譲住宅 ブンジョウ ジュウタク		戸建 コダ		605		727		893		677		819		752		718		847		805		771		811		513		926		708		998		827		942		878		926		950		710		984		801		703		892		917		933		1,002		928		799		845		981		754		826		808		573		935		661		934		1,003		1,015		719		642		973		769		883		847		841		927		763		978		966		926		1,024		881		1,148		811		969		836		800		1,154

																																給与住宅 キュウヨ ジュウタク		284		38		83		189		51		26		219		30		75		65		115		227		502		633										ﾏﾝｼｮﾝ		1,739		163		553		340		237		685		630		929		864		190		150		0		623		562		525		526		252		381		106		217		382		1,183		973		289		407		107		450		742		96		1,096		1,174		205		423		453		368		142		408		1,670		675		0		210		275		0		756		136		886		352		131		386		147		445		399		408		1,279		211		13		369		670		268		528		1,613



																																全国 ゼンコク		H25.3期 キ				H26.3期 キ				H27.3期 キ				H28.3期 キ				H29.3期 キ				H30.3期 キ				H31.3期 キ				R2.3期 キ						全国 ゼンコク

																																		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ				年月 ネンゲツ				H24/4月 ツキ		H24/5月 ツキ		H24/6月 ツキ		H24/7月 ツキ		H24/8月 ツキ		H24/9月 ツキ		H24/10月 ツキ		H24/11月 ツキ		H24/12月 ツキ		H25/1月 ツキ		H25/2月 ツキ		H25/3月 ツキ		H25/4月 ツキ		H25/5月 ツキ		H25/6月 ツキ		H25/7月 ツキ		H25/8月 ツキ		H25/9月 ツキ		H25/10月 ツキ		H25/11月 ツキ		H25/12月 ツキ		H26/1月 ツキ		H26/2月 ツキ		H26/3月 ツキ		H26/4月 ツキ		H26/5月 ツキ		H26/6月 ツキ		H26/7月 ツキ		H26/8月 ツキ		H26/9月 ツキ		H26/10月 ツキ		H26/11月 ツキ		H26/12月 ツキ		H27/1月 ツキ		H27/2月 ツキ		H27/3月 ツキ		H27/4月 ツキ		H27/5月 ツキ		H27/6月 ツキ		H27/7月 ツキ		H27/8月 ツキ		H27/9月 ツキ		H27/10月 ツキ		H27/11月 ツキ		H27/12月 ツキ		H28/1月 ツキ		H28/2月 ツキ		H28/3月 ツキ		H28/4月 ツキ		H28/5月 ツキ		H28/6月 ツキ		H28/7月 ツキ		H28/8月 ツキ		H28/9月 ツキ		H28/10月 ツキ		H28/11月 ツキ		H28/12月 ツキ		H29/1月 ツキ		H29/2月 ツキ		H29/3月 ツキ		H29/4月 ツキ		H29/5月 ツキ		H29/6月 ツキ		H29/7月 ツキ		H29/8月 ツキ

																																総着工 ソウ チャッコウ		442,948		450,054		499,032		488,222		441,367		439,103		471,845		448,692		500,151		473,986		496,840		449,556		491,418		461,518		466,692						総計 ソウケイ				73,647		69,638		72,566		75,421		77,500		74,176		84,251		80,145		75,944		69,289		68,969		71,456		77,894		79,751		83,704		84,801		84,343		88,539		90,226		91,475		89,578		77,843		69,689		69,411		75,286		67,791		75,757		72,880		73,771		75,882		79,171		78,364		76,416		67,713		67,552		69,887		75,617		71,720		88,118		78,263		80,255		77,872		77,153		79,697		75,452		67,815		72,831		75,744		82,398		78,728		85,953		85,208		82,242		85,622		87,239		85,051		78,406		76,491		70,912		75,887		83,979

																																戸建分譲 コダ ブンジョウ		61,006		63,530		67,775		66,131		63,682		60,539		61,907		64,328		67,872		66,828		69,156		68,693		72,010		72,895		74,892						持家 モ イエ				24,137		25,468		26,971		28,338		28,208		28,125		28,894		28,216		26,748		23,561		22,987		24,879		28,357		28,902		30,699		31,475		31,379		32,128		33,967		34,580		31,858		24,955		22,891		21,650		23,799		22,288		24,864		23,524		24,250		24,617		24,245		24,462		23,725		20,282		20,813		21,352		23,294		22,542		26,643		25,396		25,245		25,219		24,830		25,310		22,440		20,264		20,984		22,274		23,567		23,501		26,944		26,910		26,341		25,573		26,046		25,993		23,890		20,228		21,322		21,468		23,751

																																分譲マンション ブンジョウ		59,859		64,119		67,631		56,187		53,111		57,104		61,903		56,529		58,377		55,855		61,658		46,620		59,243		60,440		59,023						貸家 カシヤ				25,823		23,853		26,976		25,982		27,616		26,253		33,939		30,106		27,451		24,649		22,257		25,986		27,842		26,614		30,504		31,012		29,548		31,892		35,059		35,266		35,634		29,953		27,744		28,925		31,177		27,434		31,057		28,623		28,435		30,082		33,628		32,655		32,478		26,856		25,672		30,243		30,603		28,208		35,600		33,977		33,470		34,092		32,757		33,505		33,735		28,288		28,871		30,572		35,504		32,427		36,910		37,745		36,784		38,400		39,950		38,617		34,475		31,684		30,842		33,937		36,194

																																持家 モ イエ		161,247		155,285		182,940		169,901		143,342		134,879		148,339		136,102		152,836		138,947		148,266		133,845		146,498		141,212		152,973						給与住宅 キュウヨ ジュウタク				718		673		895		619		448		388		354		344		301		285		487		407		307		324		472		610		374		551		698		360		184		355		669		368		600		632		420		691		417		887		478		1,247		607		533		622		732		600		376		386		651		328		322		728		379		357		360		572		773		298		587		482		656		608		310		661		314		254		518		350		755		326

																																貸家 カシヤ		156,503		164,388		177,412		192,581		176,808		181,532		195,950		187,728		217,770		209,505		213,971		196,384		208,068		182,025		175,372						分譲住宅 ブンジョウ ジュウタク		戸建 コダ		9,147		9,881		10,647		10,428		10,768		10,135		10,656		10,806		10,858		10,561		10,154		10,495		10,559		10,881		11,651		11,305		11,983		11,396		11,766		12,111		12,026		10,530		9,654		10,044		10,737		10,026		11,491		10,882		10,299		10,247		10,146		10,602		10,763		9,511		9,630		9,887		9,893		9,148		11,160		10,587		10,768		10,351		10,030		11,471		11,188		10,359		10,602		10,678		10,933		10,796		11,279		11,863		11,401		11,600		11,294		11,683		11,251		10,863		10,696		11,041		11,504

																																給与住宅 キュウヨ ジュウタク		3,741		2,178		2,638		2,634		3,647		4,219		2,663		3,169		2,941		2,852		2,605		2,830		4,449		3,509		3,361								ﾏﾝｼｮﾝ		13,734		9,688		7,036		9,920		10,262		9,219		10,334		10,583		10,516		10,067		13,043		9,576		10,718		12,893		10,274		10,320		10,929		12,497		8,509		9,037		9,736		11,941		8,674		8,290		8,902		7,307		7,754		9,011		10,188		9,949		10,495		9,255		8,709		10,377		10,693		7,575		11,071		11,322		14,173		7,424		10,189		7,724		8,690		8,880		7,534		8,383		11,752		11,290		12,051		11,373		10,263		7,980		7,066		9,644		9,288		8,444		8,537		13,198		7,702		8,686		12,204

																																								住団連予測 ジュウ ダン レン ヨソク







																																全国 ゼンコク		H25.3期 キ				H26.3期 キ				H27.3期 キ				H28.3期 キ				H29.3期 キ				H30.3期 キ				H31.3期 キ				R2.3期 キ

																																		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ

																																総着工 ソウ チャッコウ		442,948		450,054		499,032		488,222		441,367		439,103		471,845		448,692		500,151		473,986		496,840		449,556		491,418		461,518		466,692		416,995

																																戸建分譲 コダ ブンジョウ		61,006		63,530		67,775		66,131		63,682		60,539		61,907		64,328		67,879		66,828		69,156		68,693		72,010		72,895		74,892		71,262

																																分譲マンション ブンジョウ		59,859		64,119		67,631		56,187		53,111		57,104		61,903		56,529		58,379		56,856		61,658		46,620		59,243		60,440		59,023		52,592

																																持家 モ イエ		161,247		155,285		182,940		169,901		143,342		134,879		148,339		136,102		154,681		138,947		148,266		133,845		146,498		141,212		152,973		130,365

																																貸家 カシヤ		156,503		164,388		177,412		192,581		176,808		181,532		195,950		187,728		219,056		209,505		213,971		196,384		208,068		182,025		175,372		159,137

																																給与住宅 キュウヨ ジュウタク		3,741		2,178		2,638		2,634		3,647		4,219		2,663		3,169		3,562		2,852		2,605		2,830		4,449		3,509		3,361		2,747



																																北関東 キタ カントウ

																																総着工 ソウ チャッコウ		24,826		24,966		25,508		27,482		22,914		24,073		24,749		24,419		26,009		25,184		24,792		23,625		23,398		22,055		0		0



																																		H26年度 ネンド		H27年度 ネンド		H28年度 ネンド		H29年度 ネンド		H30年度 ネン ド		H31年度 ネンド		R2年度 ネンド

																																総着工 ソウ チャッコウ		880,470		920,537		974,137		946,396		952,936		883,687

																																戸建分譲 ト ダテ ブンジョウ		124,221		126,235		134,707		137,849		144,905		146,154





















																																茨城 イバラキ		H25.3期 キ				H26.3期 キ				H27.3期 キ				H28.3期 キ

																																		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ

																																総着工 ソウ チャッコウ		11170		11060		11846		12521		10596		11350		11442		10714.3333333333

																																戸建分譲 コダ ブンジョウ		7.5%		7.7%		9.3%		9.0%		11.7%		11.1%		12.3%		13.4%

																																分譲マンション ブンジョウ		2.2%		1.8%		5.7%		1.5%		4.0%		10.9%		3.7%		0.0%

																																持家 モ イエ		52.2%		50.8%		51.2%		49.0%		45.6%		40.3%		41.8%		44.2%

																																貸家 カシヤ		37.8%		39.5%		33.6%		39.6%		38.6%		37.5%		41.4%		40.1%

																																給与住宅 キュウヨ ジュウタク		0.3%		0.2%		0.3%		1.0%		0.1%		0.2%		0.8%		2.3%

																																												全国 ゼンコク		H28.3期 キ

																																														上(平均) カミ ヘイキン		下(平均) シモ ヘイキン		変動率 ヘンドウリツ

																																												総計 ソウケイ		78,641		74,782		-4.91%

																																												持家 モ イエ		24,723		22,684		-8.25%

																																												貸家 カシヤ		32,658		31,288		-4.20%

																																												給与住宅 キュウヨ ジュウタク		444		528		19.00%

																																												戸建分譲 コダ ブンジョウ		10,318		10,721		3.91%

																																												分譲ﾏﾝｼｮﾝ ブンジョウ		10,317		9,422		-8.68%
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上	下	上	下	上	下	上	下	上	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	471845	448692	500151	473986	496840	449556	491418	461518	466692	予想	1	戸建分譲	63682	60539	61907	64328	67872	66828	69156	68693	72010	

総着工



戸建分譲



北関東着工総数と県別分譲戸建着工数

総着工	上	下	上	下	上	下	上	下	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	24749	24419	26009	25184	24792	23625	23398	22055	栃木	上	下	上	下	上	下	上	下	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	1053	1024	1041	1221	1106	1327	1212	1097	茨城	上	下	上	下	上	下	上	下	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	1405	1481	1518	1418	1624	1528	1671	1545	群馬	上	下	上	下	上	下	上	下	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	1030	1071	1103	1106	1206	1290	1316	1195	

総着工



県別着工





茨城　利用別割合

戸建分譲	7.5

7.7

9.3

9.0

11.7

11.1

12.3

13.4

上	下	上	下	上	下	上	下	H25.3期	H26.3期	H27.3期	H28.3期	7.5290957923008051E-2	7.6763110307414104E-2	9.2689515448252574E-2	8.984905358996885E-2	0.11730841827104568	0.11101321585903083	0.12279321796888656	0.13355940640263819	持家	52.2

50.8

51.2

49.0

45.6

40.3

41.8

44.2

上	下	上	下	上	下	上	下	H25.3期	H26.3期	H27.3期	H28.3期	0.52166517457475381	0.50795660036166368	0.51181833530305587	0.49013657056145676	0.45592676481691202	0.40255506607929514	0.41802132494319177	0.4423669228136764	貸家	37.8

39.5

33.6

39.6

38.6

37.5

41.4

40.1

上	下	上	下	上	下	上	下	H25.3期	H26.3期	H27.3期	H28.3期	0.37797672336615934	0.39520795660036168	0.33555630592605101	0.39589489657375609	0.38580596451491128	0.37533039647577093	0.41417584338402375	0.40074044115359486	分譲マンション	上	下	上	下	上	下	上	下	H25.3期	H26.3期	H27.3期	H28.3期	2.2470904207699195E-2	1.8444846292947559E-2	5.6981259496876581E-2	1.4535580225221627E-2	4.0015100037750093E-2	0.10881057268722467	3.7056458661073238E-2	0	給与住宅	上	下	上	下	上	下	上	下	H25.3期	H26.3期	H27.3期	H28.3期	2.5962399283795882E-3	1.6274864376130199E-3	2.9545838257639709E-3	9.5838990495966773E-3	9.4375235938089848E-4	2.2907488986784142E-3	7.9531550428246812E-3	2.3333229630090532E-2	
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H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	920537	974137	946396	952936	883687	予想	952936	1	戸建分譲	883687	126235	134707	137849	144905	146154	

総着工



戸建分譲





金利

		金利 キンリ

		・		フラット35　（返済期間：21年以上35年以下　融資率：90％以下　での最低金利　）												Ｈ25				Ｈ25																				H26																								H27																								H28																								H29																								H30																								H31																								H32

																1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12				26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36

																				1.990		1.800		1.810		2.030		2.050		1.990		1.940		1.930		1.810		1.800		1.800		1.790		1.740		1.750		1.730		1.730		1.730		1.690		1.660		1.650		1.610		1.560		1.470		1.370		1.470		1.540		1.460		1.540		1.610		1.580		1.540		1.590		1.550		1.550		1.540		1.480		1.250		1.190		1.080		1.100		0.930		0.900		1.020		1.060		1.030		1.100		1.120		1.100		1.120		1.120		1.060		1.090		1.090		1.120		1.080		1.360		1.370		1.340		1.360		1.400		1.360		1.350		1.350		1.370		1.340		1.340		1.390		1.410		1.450		1.410		1.33		1.31		1.27		1.27		1.29		1.27		1.18		1.17		1.11		1.11



																		返済シミュ(元利均等) ヘンサイ ガンリキントウ

																		借入額 カリイレ ガク		返済期間 ヘンサイ キカン		利率 リリツ		→		月支払 ツキ シハライ		総額 ソウガク

																H27.11　足銀提携 アシ ギン テイケイ		25,000,000		35		0.775%				67,980		28,551,745

																H27.11　フラット35		25,000,000		35		1.550%				77,160		32,407,154

																H28.4　フラット35		25,000,000		35		1.080%				71,507		30,033,084



																H29.4　フラット35		25,000,000		35		1.12%				71,978		30,230,833

																H29.5　フラット35		25,000,000		35		1.06%				71,273		29,934,511



		・		足銀提携ローンの変動金利				(％)

				固定期間 コテイ キカン		H27.11		H28.5																				Ｈ25								H26								H27								H28								H29								H30								R1								R2

				0年(変動金利)		0.775		0.775																				3		6		9		12		3		6		9		12		3		6		9		12		3		6		9		12		3		6		9		12		3		6		9		12		3		6		9		12		3		6		9		12

				3年		0.900		0.750																				1.990		2.030		1.940		1.800		1.740		1.730		1.660		1.560		1.470		1.540		1.540		1.550		1.250		1.100		1.020		1.100		1.120		1.090		1.080		1.340		1.360		1.370		1.390		1.410		1.27		1.27		1.11		1.16		1.19

				5年		1.000		0.800

				10年		1.150		0.900

				20年		1.800		1.550

		・		返済シミュレーション

				借入額2,500万、返済期間35年、元利均等返済

				条件 ジョウケン		金利 キンリ		月々返済 ツキヅキ ヘンサイ		総返済額 ソウ ヘンサイ ガク

				フラット35
H27.11時点 ジテン		1.550%		77,160		32,407,154

				フラット35
H28.4時点		1.080%		71,507		30,033,084

				足銀提携ローン
H27.11時点 ジテン		0.775%		67,980		28,551,745

				フラット35
H29.4時点 ジテン		1.120%		71,978		30,230,760

				フラット35
H29.5時点 ジテン		1.060%		71,273		29,934,660



		・		フラット35S

				H28.1.29まで		0.6%引き下げ ヒ サ

				↓

				H28.1.30～
　　　H29.9.30		0.3%引き下げ ヒ サ

				↓

				H29.10.1～		0.25%引き下げ ヒ サ













3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	H27	H28	H29	H30	1.74	1.73	1.73	1.66	1.61	1.47	1.47	1.46	1.61	1.54	1.55	1.54	1.25	1.08	0.93	1.02	1.03	1.1200000000000001	1.1200000000000001	1.06	1.0900000000000001	1.08	1.37	1.36	1.36	

3	6	9	12	3	6	9	12	3	6	9	12	2	3	6	9	12	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Ｈ25	H30	1.99	2.0299999999999998	1.94	1.8	1.74	1.73	1.66	1.56	1.47	1.54	1.54	1.55	1.48	1.25	1.1000000000000001	1.02	1.1000000000000001	1.1200000000000001	1.1200000000000001	1.06	1.0900000000000001	1.0900000000000001	1.1200000000000001	1.08	1.36	1.37	1.34	1.36	1.4	1.36	1.35	1.35	1.37	1.34	1.34	1.39	

3	6	9	12	3	6	9	12	3	6	9	12	3	6	9	12	3	6	9	12	3	6	9	12	3	6	9	12	3	Ｈ25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	1.99	2.0299999999999998	1.94	1.8	1.74	1.73	1.66	1.56	1.47	1.54	1.54	1.55	1.25	1.1000000000000001	1.02	1.1000000000000001	1.1200000000000001	1.0900000000000001	1.08	1.34	1.36	1.37	1.39	1.41	1.27	1.27	1.1100000000000001	1.1599999999999999	1.19	

マイナス金利
H28.2.16より導入



北関東

								県勢および地価変動率(基準地価) ケン セイ チカ ヘンドウリツ キジュン チカ キチ						（）内は前年同期 ウチ ドウキ

										人口 (万)		有効求人倍率(倍) ユウコウ キュウジン バイリツ バイ		公示地価(H31.1) コウジ チカ

														住宅地		商業地

								栃木		194.4		1.45(1.42)		▲0.7(▲0.8)		▲0.5(▲0.6)

								茨城		287.1		1.62(1.59)		▲0.5(▲0.7)		▲0.5(▲0.7)

								群馬		194.1		1.74(1.67)		▲0.6(▲0.6)		▲0.2(▲0.4)

								(千葉)		626.8		1.31(1.34)		　 0.6(　 0.4)		　 2.9(   1.7)









北関東着工総数と県別分譲戸建着工数

総着工	上	下	上	下	上	下	上	下	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	24749	24419	26009	25184	24792	23625	23398	22055	栃木	上	下	上	下	上	下	上	下	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	1053	1024	1041	1221	1106	1327	1212	1097	茨城	上	下	上	下	上	下	上	下	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	1405	1481	1518	1418	1624	1528	1671	1545	群馬	上	下	上	下	上	下	上	下	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	1030	1071	1103	1106	1206	1290	1316	1195	

総着工



県別着工







PP用図表























				前年度比：7.3％減 ゼンネンド ヒ ゲン













		条件 ジョウケン		金利 キンリ		月々返済 ツキヅキ ヘンサイ

		借入額 2,500万円
頭金・賞与返済なし
返済期間 35年 カリイレ ガク マンエン アタマキン ショウヨ ヘンサイ ヘンサイ キカン ネン		フラット35　  1.190%		72,800円









3	6	9	12	3	6	9	12	3	6	9	12	3	6	9	12	3	6	9	12	3	6	9	12	3	6	9	12	3	Ｈ25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	1.99	2.0299999999999998	1.94	1.8	1.74	1.73	1.66	1.56	1.47	1.54	1.54	1.55	1.25	1.1000000000000001	1.02	1.1000000000000001	1.1200000000000001	1.0900000000000001	1.08	1.34	1.36	1.37	1.39	1.41	1.27	1.27	1.1100000000000001	1.1599999999999999	1.19	

住宅着工数と戸建分譲戸数の推移

総着工	

449

H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	920537	974137	946396	952936	883687	予想	952936	1	戸建分譲	883687	126235	134707	137849	144905	146154	

総着工



戸建分譲



マイナス金利
H28.2.16より導入



制度 (2)

				住宅ローン減税 ジュウタク ゲンゼイ

						消費税率８％ ショウヒゼイ リツ		消費税率１０％ ショウヒゼイ リツ

				住宅ローン残高限度額 ジュウタク ザンダカ ゲンドガク		4,000万円 マンエン		4,000万円 マンエン

				控除期間 コウジョ キカン		１～１０年目 ネン メ		１～１０年目 ネン メ		１１～１３年目 ネンメ

				住宅ローン控除額 ジュウタク ガク		住宅ローン残高×１％ ジュウタク ザンダカ		住宅ローン残高×１％ ジュウタク ザンダカ		「住宅ローン残高×１％」または
「建物価格×２％÷３」の低い方









制度 (4)

				贈与税の非課税枠 ゾウヨゼイ ヒカゼイ ワク

				贈与年 ゾウヨ ネン		消費税率８％ ショウヒゼイ リツ				消費税率１０％ ショウヒゼイ リツ

						省エネ性又は
耐震性を満たす住宅 ショウ セイ マタ タイシンセイ ミ ジュウタク		左記以外の住宅 サキ イガイ ジュウタク		省エネ性又は
耐震性を満たす住宅 ショウ セイ マタ タイシンセイ ミ ジュウタク		左記以外の住宅 サキ イガイ ジュウタク

				R02. 4 ～R03.3		1,000万円 マンエン		  500万円 マンエン		1,500万円 マンエン		1,000万円 マンエン

				R03. 4 ～   12		　　   800万円      マンエン		  300万円 マンエン		1,200万円 マンエン		  700万円 マンエン

























































































































































































































制度 (3)

				すまい給付金 キュウフ キン										すまい給付金 キュウフ キン



				消費税率８％ ショウヒゼイ リツ				消費税率１０％ ショウヒゼイ リツ						消費税率８％ ショウヒゼイ リツ				消費税率１０％ ショウヒゼイ リツ

				給付基礎額 キュウフ キソ ガク		年収 ネンシュウ		年収 ネンシュウ		給付基礎額 キュウフ キソ ガク				年収 ネンシュウ		給付基礎額 キュウフ キソ ガク		給付基礎額 キュウフ キソ ガク		年収 ネンシュウ

				30万円 マンエン		425万円以下 マンエン イカ		450万円以下 マンエン イカ		50万円 マンエン				425万円以下 マンエン イカ		30万円 マンエン		50万円 マンエン		450万円以下 マンエン イカ

				20万円 マンエン		425万円超～475万円以下 マンエン チョウ マンエン イカ								425万円超～475万円以下 マンエン チョウ マンエン イカ		20万円 マンエン

								450万円超～525万円以下 マンエン チョウ マンエン イカ		40万円 マンエン								40万円 マンエン		450万円超～525万円以下 マンエン チョウ マンエン イカ

				10万円 マンエン		475万円超～510万円以下 マンエン チョウ マンエン イカ								475万円超～510万円以下 マンエン チョウ マンエン イカ		10万円 マンエン



								525万円超～600万円以下 マンエン チョウ マンエン イカ		30万円 マンエン								30万円 マンエン		525万円超～600万円以下 マンエン チョウ マンエン イカ

								600万円超～675万円以下 マンエン チョウ マンエン イカ		20万円 マンエン								20万円 マンエン		600万円超～675万円以下 マンエン チョウ マンエン イカ

								675万円超～775万円以下 マンエン チョウ マンエン イカ		10万円 マンエン								10万円 マンエン		675万円超～775万円以下 マンエン チョウ マンエン イカ





制度

				すまい給付金 キュウフ キン

				消費税率８％ ショウヒゼイ リツ								消費税率１０％ ショウヒゼイ リツ

				年収 ネンシュウ				給付基礎額 キュウフ キソ ガク				年収 ネンシュウ				給付基礎額 キュウフ キソ ガク

				425万円以下 マンエン イカ				30万円 マンエン				450万円以下 マンエン イカ				50万円 マンエン

				425万円超～475万円以下 マンエン チョウ マンエン イカ				20万円 マンエン				450万円超～525万円以下 マンエン チョウ マンエン イカ				40万円 マンエン

				475万円超～510万円以下 マンエン チョウ マンエン イカ				10万円 マンエン				525万円超～600万円以下 マンエン チョウ マンエン イカ				30万円 マンエン

												600万円超～675万円以下 マンエン チョウ マンエン イカ				20万円 マンエン

												675万円超～775万円以下 マンエン チョウ マンエン イカ				10万円 マンエン



				贈与税の非課税枠 ゾウヨゼイ ヒカゼイ ワク

				消費税率８％ ショウヒゼイ リツ								消費税率１０％ ショウヒゼイ リツ

				贈与年 ゾウヨ ネン		省エネ性又は
耐震性を満たす住宅 ショウ セイ マタ タイシンセイ ミ ジュウタク		左記以外の住宅 サキ イガイ ジュウタク				贈与年 ゾウヨ ネン		省エネ性又は
耐震性を満たす住宅 ショウ セイ マタ タイシンセイ ミ ジュウタク		左記以外の住宅 サキ イガイ ジュウタク

				H28. 1 ～H31.3		1,200万円 マンエン		  700万円 マンエン				H28. 1 ～H31.3		―		―

				H31. 4 ～R02.3								H31. 4 ～R02.3		3,000万円 マン エン		2,500万円 マンエン

				R02. 4 ～R03.3		1,000万円 マンエン		  500万円 マンエン				R02. 4 ～R03.3		1,500万円 マンエン		1,000万円 マンエン

				R03. 4 ～   12		　　   800万円      マンエン		  300万円 マンエン				R03. 4 ～   12		1,200万円 マンエン		  700万円 マンエン







																				住宅ローン減税 ジュウタク ゲンゼイ



																				消費税率 ショウヒゼイリツ		８％				消費税率 ショウヒゼイリツ		１０％

																				控除期間 コウジョ キカン		１～１０年目 ネン メ				控除期間 コウジョ キカン		１～１０年目 ネン メ		１１～１３年目 ネンメ

																				住宅ローン
残高限度額 ジュウタク ザンダカ ゲンドガク		４，０００万円 マンエン				住宅ローン
残高限度額 ジュウタク ザンダカ ゲンドガク		４，０００万円 マンエン

																				住宅ローン
控除額 ジュウタク ガク		住宅ローン残高×１％ ジュウタク ザンダカ				住宅ローン
控除額 ジュウタク ガク		住宅ローン残高×１％ ジュウタク ザンダカ		「住宅ローン残高×１％」または
「建物価格×２％÷３」の低い方







































































































































































































住宅ローン減税

				住宅ローン減税　PP案① ジュウタク ゲンゼイ アン

				居住開始
年月日 キョジュウ カイシ ネン ガッピ		消費税率 ショウヒ ゼイリツ		住宅ローン残高
限度額 ジュウタク ザンダカ ゲンドガク		１０年目までの
住宅ローン控除額 ネンメ ジュウタク コウジョ ガク		11年目～１３年目の
住宅ローン控除額 ネン メ ネンメ ジュウタク コウジョ ガク

				～R01.9		８％		４，０００万円 エン		住宅ローン残高×１％ ジュウタク ザンダカ		―

				R01.10～R02.12		１０％						「住宅ローン残高×１％」または
「建物価格×２％÷３」の低い方 ジュウタク ザンダカ タテモノ カカク ヒク ホウ

				※H31.3までに契約した場合は、消費税率８％が適用される ケイヤク バアイ ショウヒ ゼイリツ テキヨウ



																住宅ローン減税　PP案② ジュウタク ゲンゼイ アン

																消費税率 ショウヒゼイリツ		８％

																控除期間 コウジョ キカン		１～１０年目 ネン メ

																住宅ローン残高
限度額 ジュウタク ザンダカ ゲンドガク		４，０００万円 マンエン

																住宅ローン控除額 ジュウタク ガク		住宅ローン残高×１％ ジュウタク ザンダカ





																消費税率 ショウヒゼイリツ		１０％

																控除期間 コウジョ キカン		１～１０年目 ネン メ		１１～１３年目 ネンメ

																住宅ローン残高
限度額 ジュウタク ザンダカ ゲンドガク		４，０００万円 マンエン

																住宅ローン控除額 ジュウタク ガク		住宅ローン残高×１％ ジュウタク ザンダカ		「住宅ローン残高×１％」または
「建物価格×２％÷３」の低い方





経過措置

														消費税増税経過措置 ショウヒゼイゾウゼイ ケイカ ソチ

																						税率引き上げ ゼイリツ ヒ ア

																(平成31年4月1日) ヘイセイ ネン ガツ ニチ						(平成31年10月1日) ヘイセイ ネン ガツ ニチ

																												消費税率
８％ ショウヒ ゼイリツ









																												消費税率
１０％ ショウヒ ゼイリツ









																契約日 ケイヤク ビ		引渡日 ヒ ワタ ビ






着工状況 

								住宅着工状況 ジュウタク チャッコウ ジョウキョウ																																																												住宅着工統計　表１８ ジュウタク チャッコウ トウケイ ヒョウ



																																栃木 トチギ		H25.3期 キ				H26.3期 キ				H26年度 ネンド				H27年度 ネンド				H28年度 ネンド				H29年度 ネンド				H30年度 ネンド				H31年度 ネンド						栃木 トチギ

																																		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ				年月 ネンゲツ				H24/4月 ツキ		H24/5月 ツキ		H24/6月 ツキ		H24/7月 ツキ		H24/8月 ツキ		H24/9月 ツキ		H24/10月 ツキ		H24/11月 ツキ		H24/12月 ツキ		H25/1月 ツキ		H25/2月 ツキ		H25/3月 ツキ		H25/4月 ツキ		H25/5月 ツキ		H25/6月 ツキ		H25/7月 ツキ		H25/8月 ツキ		H25/9月 ツキ		H25/10月 ツキ		H25/11月 ツキ		H25/12月 ツキ		H26/1月 ツキ		H26/2月 ツキ		H26/3月 ツキ		H26/4月 ツキ		H26/5月 ツキ		H26/6月 ツキ		H26/7月 ツキ		H26/8月 ツキ		H26/9月 ツキ		H26/10月 ツキ		H26/11月 ツキ		H26/12月 ツキ		H27/1月 ツキ		H27/2月 ツキ		H27/3月 ツキ		H27/4月 ガツ		H27/5月 ツキ		H27/6月 ツキ		H27/7月 ツキ		H27/8月 ツキ		H27/9月 ツキ		H27/10月 ツキ		H27/11月 ツキ		H27/12月 ツキ		H28/1月 ツキ		H28/2月 ツキ		H28/3月 ツキ		H28/4月 ツキ		H28/5月 ツキ		H28/6月 ツキ		H28/7月 ツキ		H28/8月 ツキ		H28/9月 ツキ		H28/10月 ツキ		H28/11月 ツキ		H28/12月 ツキ		H29/1月 ツキ		H29/2月 ツキ		H29/3月 ツキ		H29/4月 ツキ		H29/5月 ツキ		H29/6月 ツキ		H29/7月 ツキ		H29/8月 ツキ

																																総着工 ソウ チャッコウ		7,613		7,715		6,967		7,451		6,861		6,618		6,481		6,641		7,407		7,195		6,349		7,031		6,575		6,161								総計 ソウケイ				1,306		1,252		1,117		1,319		1,230		1,389		1,411		1,343		1,467		1,102		1,083		1,309		1,004		1,091		1,088		1,450		1,107		1,227		1,544		1,264		1,276		1,260		1,053		1,054		1,139		971		1,102		1,521		935		1,193		1,182		1,109		1,062		1,100		1,074		1,091		1,009		1,067		1,226		1,179		959		1,041		1,214		1,093		1,067		1,225		999		1,043		1,060		1,232		1,241		1,393		1,242		1,239		1,340		1,083		1,169		1,504		891		1,208		1,165

																																戸建分譲 コダ ブンジョウ		902		1,051		984		1,034		1,079		960		1,053		1,024		1,041		1,221		1,106		1,327		1,212		1,097								持家 モ イエ				604		632		658		730		649		612		704		663		734		547		542		683		616		681		664		717		705		690		833		778		726		593		555		543		543		510		521		522		520		546		557		558		539		456		452		540		440		523		583		570		487		568		569		543		483		515		498		464		512		423		610		583		554		508		571		526		571		520		466		445		528

																																分譲マンション ブンジョウ		200		0		161		0		295		83		0		6		337		118		56		66		168		144								貸家 カシヤ				251		423		267		384		408		506		542		498		545		316		387		427		220		237		265		442		219		338		522		332		361		471		367		315		391		256		361		573		243		428		472		394		342		477		352		403		423		348		395		412		328		328		503		377		370		526		322		425		382		447		429		499		498		559		580		363		355		541		262		531		386

																																持家 モ イエ		3,885		3,873		4,073		4,028		3,162		3,102		3,171		3,072		3,190		3,099		3,060		3,245		3,147		3,207								給与住宅 キュウヨ ジュウタク				334		41		7		2		3		0		0		24		16		27		0		9		16		0		3		0		3		6		2		7		7		1		2		2		2		1		4		43		4		15		1		3		1		2		14		12		6		4		3		2		6		2		4		0		2		1		4		5		2		4		1		10		7		1		4		2		4		113		2		0		13

																																貸家 カシヤ		2,239		2,715		1,721		2,368		2,252		2,440		2,234		2,523		2,814		2,632		2,110		2,371		1,991		1,698								分譲住宅 ブンジョウ ジュウタク		戸建 コダ		117		156		133		145		170		181		165		158		172		212		154		190		120		173		156		227		180		128		187		147		182		195		129		194		156		204		216		191		164		148		152		154		180		165		173		136		140		192		245		195		138		143		138		173		212		183		169		149		164		120		201		202		183		171		185		192		239		212		161		232		238

																																給与住宅 キュウヨ ジュウタク		387		76		28		21		69		33		23		16		25		125		17		22		57		15										ﾏﾝｼｮﾝ		0		0		52		58		0		90		0		0		0		0		0		0		32		0		0		64		0		65		0		0		0		0		0		0		47		0		0		192		0		56		0		0		0		0		83		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6		0		0		238		0		99		0		0		0		0		0		118		0		0		0



																																茨城 イバラキ		H25.3期 キ				H26.3期 キ				H27.3期 キ				H28.3期 キ				H29.3期 キ				H30.3期 キ				H31.3期 キ				R2.3期 キ						茨城 イバラキ

																																		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ				年月 ネンゲツ				H24/4月 ツキ		H24/5月 ツキ		H24/6月 ツキ		H24/7月 ツキ		H24/8月 ツキ		H24/9月 ツキ		H24/10月 ツキ		H24/11月 ツキ		H24/12月 ツキ		H25/1月 ツキ		H25/2月 ツキ		H25/3月 ツキ		H25/4月 ツキ		H25/5月 ツキ		H25/6月 ツキ		H25/7月 ツキ		H25/8月 ツキ		H25/9月 ツキ		H25/10月 ツキ		H25/11月 ツキ		H25/12月 ツキ		H26/1月 ツキ		H26/2月 ツキ		H26/3月 ツキ		H26/4月 ツキ		H26/5月 ツキ		H26/6月 ツキ		H26/7月 ツキ		H26/8月 ツキ		H26/9月 ツキ		H26/10月 ツキ		H26/11月 ツキ		H26/12月 ツキ		H27/1月 ツキ		H27/2月 ツキ		H27/3月 ツキ		H27/4月 ツキ		H27/5月 ツキ		H27/6月 ツキ		H27/7月 ツキ		H27/8月 ツキ		H27/9月 ツキ		H27/10月 ツキ		H27/11月 ツキ		H27/12月 ツキ		H28/1月 ツキ		H28/2月 ツキ		H28/3月 ツキ		H28/4月 ツキ		H28/5月 ツキ		H28/6月 ツキ		H28/7月 ツキ		H28/8月 ツキ		H28/9月 ツキ		H28/10月 ツキ		H28/11月 ツキ		H28/12月 ツキ		H29/1月 ツキ		H29/2月 ツキ		H29/3月 ツキ		H29/4月 ツキ		H29/5月 ツキ		H29/6月 ツキ		H29/7月 ツキ		H29/8月 ツキ

																																総着工 ソウ チャッコウ		11,170		11,060		11,846		12,521		10,596		11,350		11,442		11,086		11,633		11,172		10,934		9,960		10,310		9,548								総計 ソウケイ				1,959		1,717		1,810		1,793		1,738		2,153		2,538		2,053		1,715		1,487		1,584		1,683		1,843		1,710		2,027		2,184		1,854		2,228		2,290		2,327		2,199		1,931		1,969		1,805		1,872		1,607		1,565		1,978		1,716		1,858		2,191		1,762		2,117		1,623		1,795		1,862		1,772		1,782		2,134		1,957		1,886		1,911		2,224		1,661		1,703		1,412		2,007		2,079		1,734		1,857		1,983		1,944		1,910		2,205		2,369		1,639		2,211		1,442		1,787		1,724		1,540

																																戸建分譲 コダ ブンジョウ		841		849		1,098		1,125		1,243		1,260		1,405		1,481		1,518		1,418		1,624		1,528		1,671		1,545								持家 モ イエ				990		1,006		937		873		972		1,049		1,196		998		971		771		799		883		947		1,023		1,138		977		974		1,004		1,129		1,195		1,079		1,015		894		825		781		787		827		761		798		877		799		828		791		664		767		720		749		793		886		809		752		794		885		764		796		724		798		807		792		809		923		846		809		834		807		823		830		638		786		709		711

																																分譲マンション ブンジョウ		251		204		675		182		424		1,235		424		0		159		373		227		331		0		346								貸家 カシヤ				745		501		715		755		597		909		1,228		827		583		492		631		610		662		524		608		724		610		847		795		915		905		731		908		703		695		626		548		857		643		719		733		717		727		650		516		917		788		620		707		906		880		838		1,061		662		646		496		786		746		631		735		730		840		774		1,130		1,297		582		812		537		715		734		606

																																持家 モ イエ		5,827		5,618		6,063		6,137		4,831		4,569		4,783		4,774		5,013		4,593		4,781		4,476		4,940		4,769								給与住宅 キュウヨ ジュウタク				3		5		2		12		3		4		0		0		1		2		1		14		18		2		2		8		3		2		5		32		19		5		1		58		1		2		4		1		0		2		4		6		6		6		3		1		4		10		63		5		4		5		14		8		20		0		151		241		2		2		0		1		97		1		2		8		8		2		75		16		4

																																貸家 カシヤ		4,222		4,371		3,975		4,957		4,088		4,260		4,739		4,397		4,840		4,677		4,241		3,561		3,674		2,836								分譲住宅 ブンジョウ ジュウタク		戸建 コダ		115		131		156		153		148		138		114		146		160		139		153		137		167		161		193		153		267		157		229		185		146		180		166		219		194		192		186		210		201		260		210		211		241		193		228		177		231		254		203		193		250		274		264		227		241		192		272		285		200		261		330		257		230		240		263		224		237		218		211		265		219

																																給与住宅 キュウヨ ジュウタク		29		18		35		120		10		26		91		434		103		111		61		60		25		52										ﾏﾝｼｮﾝ		106		74		0		0		18		53		0		82		0		83		0		39		49		0		86		322		0		218		132		0		50		0		0		0		201		0		0		149		74		0		445		0		352		110		281		47		0		105		275		44		0		0		0		0		0		0		0		0		109		50		0		0		0		0		0		2		324		47		0		0		0



																																群馬 グンマ		H25.3期 キ				H26.3期 キ				H27.3期 キ				H28.3期 キ				H29.3期 キ				H30.3期 キ				H31.3期 キ				R2.3期 キ						群馬 グンマ

																																		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ				年月 ネンゲツ				H24/4月 ツキ		H24/5月 ツキ		H24/6月 ツキ		H24/7月 ツキ		H24/8月 ツキ		H24/9月 ツキ		H24/10月 ツキ		H24/11月 ツキ		H24/12月 ツキ		H25/1月 ツキ		H25/2月 ツキ		H25/3月 ツキ		H25/4月 ツキ		H25/5月 ツキ		H25/6月 ツキ		H25/7月 ツキ		H25/8月 ツキ		H25/9月 ツキ		H25/10月 ツキ		H25/11月 ツキ		H25/12月 ツキ		H26/1月 ツキ		H26/2月 ツキ		H26/3月 ツキ		H26/4月 ツキ		H26/5月 ツキ		H26/6月 ツキ		H26/7月 ツキ		H26/8月 ツキ		H26/9月 ツキ		H26/10月 ツキ		H26/11月 ツキ		H26/12月 ツキ		H27/1月 ツキ		H27/2月 ツキ		H27/3月 ツキ		H27/4月 ツキ		H27/5月 ツキ		H27/6月 ツキ		H27/7月 ツキ		H27/8月 ツキ		H27/9月 ツキ		H27/10月 ツキ		H27/11月 ツキ		H27/12月 ツキ		H28/1月 ツキ		H28/2月 ツキ		H28/3月 ツキ		H28/4月 ツキ		H28/5月 ツキ		H28/6月 ツキ		H28/7月 ツキ		H28/8月 ツキ		H28/9月 ツキ		H28/10月 ツキ		H28/11月 ツキ		H28/12月 ツキ		H29/1月 ツキ		H29/2月 ツキ		H29/3月 ツキ		H29/4月 ツキ		H29/5月 ツキ		H29/6月 ツキ		H29/7月 ツキ		H29/8月 ツキ

								・		大手住宅会社のH30年度予測の平均（回答14社）では、94万1千戸（10月公表） オオテ ジュウタク ガイシャ ネンド ヨソク ヘイキン カイトウ シャ マン センコ ガツ コウヒョウ																						総着工 ソウ チャッコウ		6,043		6,191		6,695		7,510		5,457		6,105		6,826		6,692		6,969		6,817		7,509		6,634		6,513		6,346								総計 ソウケイ				785		1,085		916		1,076		1,053		1,128		1,071		1,172		966		973		873		1,136		977		1,067		1,269		1,113		1,067		1,202		1,266		1,523		1,310		1,093		1,130		1,188		879		784		1,013		1,029		887		865		1,007		1,168		1,130		1,133		860		807		937		1,096		1,033		1,128		1,374		1,258		1,306		1,143		1,099		1,014		1,071		1,059		1,210		1,032		1,202		1,232		1,170		1,123		1,123		1,245		1,129		1,053		1,087		1,180		1,175

										（住宅生産団体連合会　経営者の住宅景況感調査より） ジュウタク セイサン ダンタイ レンゴウカイ ケイエイシャ ジュウタク ケイキョウカン チョウサ																						戸建分譲 コダ ブンジョウ		747		793		964		1,022		878		923		1,030		1,071		1,103		1,106		1,206		1,290		1,316		1,195								持家 モ イエ				527		587		531		603		589		636		584		624		557		533		510		662		551		680		589		691		672		699		781		832		741		645		632		560		530		459		511		505		527		524		571		613		566		593		472		434		519		584		596		619		584		614		626		529		512		474		512		535		562		526		573		565		588		558		615		578		537		467		480		533		511

																																分譲マンション ブンジョウ		0		161		196		213		70		0		83		0		2		120		225		0		0		0								貸家 カシヤ				144		371		259		343		356		335		391		328		210		278		197		308		235		244		375		254		235		299		264		384		419		283		345		384		219		147		356		331		219		170		279		374		350		391		231		275		257		327		289		322		590		365		527		450		425		341		370		317		457		316		424		465		423		397		342		471		418		393		383		372		454

																																持家 モ イエ		3,473		3,470		3,882		4,191		3,056		3,249		3,516		3,188		3,372		3,210		3,358		3,041		3,182		3,151								給与住宅 キュウヨ ジュウタク				1		0		0		12		1		1		2		52		1		0		0		0		7		1		0		0		0		3		1		1		1		2		0		0		0		1		2		0		0		8		1		30		2		0		0		0		5		0		1		32		1		4		1		0		1		0		1		0		1		3		3		0		0		3		1		0		0		0		1		0		3

																																貸家 カシヤ		1,808		1,712		1,642		2,079		1,442		1,900		2,150		2,430		2,482		2,379		2,687		2,295		1,995		1,951								分譲住宅 ブンジョウ ジュウタク		戸建 コダ		113		127		126		118		107		156		94		110		95		162		166		166		148		142		188		168		160		158		150		163		149		163		153		244		130		107		144		193		141		163		156		151		212		149		157		98		156		185		143		155		199		192		152		164		161		199		188		207		190		187		202		202		159		163		165		196		174		193		223		155		207

																																給与住宅 キュウヨ ジュウタク		15		55		11		5		11		33		43		3		10		2		33		8		20		49										ﾏﾝｼｮﾝ		0		0		0		0		0		0		0		58		103		0		0		0		36		0		117		0		0		43		70		143		0		0		0		0		0		70		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		83		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		0		0		0		0		120		0



																																千葉 チバ		H25.3期 キ				H26.3期 キ				H27.3期 キ				H28.3期 キ				H29.3期 キ				H30.3期 キ				H31.3期 キ				R2.3期 キ						千葉 チバ

																																		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ				年月 ネンゲツ				H24/4月 ツキ		H24/5月 ツキ		H24/6月 ツキ		H24/7月 ツキ		H24/8月 ツキ		H24/9月 ツキ		H24/10月 ツキ		H24/11月 ツキ		H24/12月 ツキ		H25/1月 ツキ		H25/2月 ツキ		H25/3月 ツキ		H25/4月 ツキ		H25/5月 ツキ		H25/6月 ツキ		H25/7月 ツキ		H25/8月 ツキ		H25/9月 ツキ		H25/10月 ツキ		H25/11月 ツキ		H25/12月 ツキ		H26/1月 ツキ		H26/2月 ツキ		H26/3月 ツキ		H26/4月 ツキ		H26/5月 ツキ		H26/6月 ツキ		H26/7月 ツキ		H26/8月 ツキ		H26/9月 ツキ		H26/10月 ツキ		H26/11月 ツキ		H26/12月 ツキ		H27/1月 ツキ		H27/2月 ツキ		H27/3月 ツキ		H27/4月 ツキ		H27/5月 ツキ		H27/6月 ツキ		H27/7月 ツキ		H27/8月 ツキ		H27/9月 ツキ		H27/10月 ツキ		H27/11月 ツキ		H27/12月 ツキ		H28/1月 ツキ		H28/2月 ツキ		H28/3月 ツキ		H28/4月 ツキ		H28/5月 ツキ		H28/6月 ツキ		H28/7月 ツキ		H28/8月 ツキ		H28/9月 ツキ		H28/10月 ツキ		H28/11月 ツキ		H28/12月 ツキ		H29/1月 ツキ		H29/2月 ツキ		H29/3月 ツキ		H29/4月 ツキ		H29/5月 ツキ		H29/6月 ツキ		H29/7月 ツキ		H29/8月 ツキ

																																総着工 ソウ チャッコウ		22,972		21,835		25,712		24,274		22,845		22,153		24,653		22,754		26,160		24,102		28,530		22,883		23,729		23,615								総計 ソウケイ				4,660		3,023		4,192		3,138		3,846		4,113		4,019		4,804		3,972		3,736		3,059		2,245		4,474		3,588		4,984		4,467		4,410		3,789		4,206		4,608		3,178		5,023		4,050		3,209		4,233		3,297		3,759		3,984		3,431		4,141		4,732		4,165		3,410		3,709		3,509		2,628		4,286		4,483		4,465		3,878		3,908		3,633		2,891		4,959		3,435		4,261		3,881		3,327		4,205		2,848		4,320		4,606		4,608		5,573		3,863		4,534		3,546		4,588		3,916		3,655		6,078

																																戸建分譲 コダ ブンジョウ		4,473		4,465		5,279		5,074		5,471		4,787		5,267		4,955		5,584		5,445		5,953		5,020		5,506		5,938								持家 モ イエ				1,105		1,024		1,318		1,166		1,352		1,307		1,278		1,267		1,165		1,264		1,190		800		1,358		1,073		1,481		1,351		1,459		1,332		1,440		1,578		1,157		1,391		1,110		879		1,065		957		1,038		1,053		1,115		1,067		1,045		1,186		1,000		990		1,008		792		1,201		828		1,192		1,131		1,074		1,091		833		1,297		870		1,015		1,014		925		1,101		785		1,182		1,196		1,165		1,149		932		1,216		892		981		1,027		799		1,187

																																分譲マンション ブンジョウ		3,717		2,763		2,869		3,150		2,898		2,765		3,238		2,261		3,064		2,059		4,213		1,525		1,434		2,459								貸家 カシヤ				1,113		1,097		1,258		946		1,435		1,339		1,393		1,759		1,125		1,507		884		930		1,561		1,241		1,918		1,726		1,755		1,190		1,568		1,839		913		1,449		1,150		1,337		1,861		1,301		1,303		1,175		1,283		1,175		1,660		1,787		1,210		1,432		1,312		1,120		1,686		1,310		1,607		1,647		1,579		1,498		1,408		1,926		1,627		1,462		1,666		1,421		1,751		1,149		1,680		1,931		2,106		2,108		1,826		2,156		1,464		1,959		1,764		1,517		2,100

																																持家 モ イエ		7,272		6,964		8,054		7,555		6,295		6,021		6,517		5,954		6,578		5,847		6,684		5,996		6,275		6,331								給与住宅 キュウヨ ジュウタク				94		2		154		1		3		30		0		2		10		4		20		2		6		0		47		20		2		8		166		10		2		4		6		1		1		12		27		2		5		4		8		6		1		8		2		1		19		4		41		92		17		46		8		3		6		11		0		2		19		2		35		3		3		13		13		1		10		9		21		11		24

																																貸家 カシヤ		7,188		7,598		9,391		8,256		8,098		8,521		9,327		9,510		10,725		10,686		11,517		10,058		9,967		8,194								分譲住宅 ブンジョウ ジュウタク		戸建 コダ		605		727		893		677		819		752		718		847		805		771		811		513		926		708		998		827		942		878		926		950		710		984		801		703		892		917		933		1,002		928		799		845		981		754		826		808		573		935		661		934		1,003		1,015		719		642		973		769		883		847		841		927		763		978		966		926		1,024		881		1,148		811		969		836		800		1,154

																																給与住宅 キュウヨ ジュウタク		284		38		83		189		51		26		219		30		75		65		115		227		502		633										ﾏﾝｼｮﾝ		1,739		163		553		340		237		685		630		929		864		190		150		0		623		562		525		526		252		381		106		217		382		1,183		973		289		407		107		450		742		96		1,096		1,174		205		423		453		368		142		408		1,670		675		0		210		275		0		756		136		886		352		131		386		147		445		399		408		1,279		211		13		369		670		268		528		1,613



																																全国 ゼンコク		H25.3期 キ				H26.3期 キ				H27.3期 キ				H28.3期 キ				H29.3期 キ				H30.3期 キ				H31.3期 キ				R2.3期 キ						全国 ゼンコク

																																		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ				年月 ネンゲツ				H24/4月 ツキ		H24/5月 ツキ		H24/6月 ツキ		H24/7月 ツキ		H24/8月 ツキ		H24/9月 ツキ		H24/10月 ツキ		H24/11月 ツキ		H24/12月 ツキ		H25/1月 ツキ		H25/2月 ツキ		H25/3月 ツキ		H25/4月 ツキ		H25/5月 ツキ		H25/6月 ツキ		H25/7月 ツキ		H25/8月 ツキ		H25/9月 ツキ		H25/10月 ツキ		H25/11月 ツキ		H25/12月 ツキ		H26/1月 ツキ		H26/2月 ツキ		H26/3月 ツキ		H26/4月 ツキ		H26/5月 ツキ		H26/6月 ツキ		H26/7月 ツキ		H26/8月 ツキ		H26/9月 ツキ		H26/10月 ツキ		H26/11月 ツキ		H26/12月 ツキ		H27/1月 ツキ		H27/2月 ツキ		H27/3月 ツキ		H27/4月 ツキ		H27/5月 ツキ		H27/6月 ツキ		H27/7月 ツキ		H27/8月 ツキ		H27/9月 ツキ		H27/10月 ツキ		H27/11月 ツキ		H27/12月 ツキ		H28/1月 ツキ		H28/2月 ツキ		H28/3月 ツキ		H28/4月 ツキ		H28/5月 ツキ		H28/6月 ツキ		H28/7月 ツキ		H28/8月 ツキ		H28/9月 ツキ		H28/10月 ツキ		H28/11月 ツキ		H28/12月 ツキ		H29/1月 ツキ		H29/2月 ツキ		H29/3月 ツキ		H29/4月 ツキ		H29/5月 ツキ		H29/6月 ツキ		H29/7月 ツキ		H29/8月 ツキ

																																総着工 ソウ チャッコウ		442,948		450,054		499,032		488,222		441,367		439,103		471,845		448,692		500,151		473,986		496,840		449,556		491,418		461,518		466,692						総計 ソウケイ				73,647		69,638		72,566		75,421		77,500		74,176		84,251		80,145		75,944		69,289		68,969		71,456		77,894		79,751		83,704		84,801		84,343		88,539		90,226		91,475		89,578		77,843		69,689		69,411		75,286		67,791		75,757		72,880		73,771		75,882		79,171		78,364		76,416		67,713		67,552		69,887		75,617		71,720		88,118		78,263		80,255		77,872		77,153		79,697		75,452		67,815		72,831		75,744		82,398		78,728		85,953		85,208		82,242		85,622		87,239		85,051		78,406		76,491		70,912		75,887		83,979

																																戸建分譲 コダ ブンジョウ		61,006		63,530		67,775		66,131		63,682		60,539		61,907		64,328		67,872		66,828		69,156		68,693		72,010		72,895		74,892						持家 モ イエ				24,137		25,468		26,971		28,338		28,208		28,125		28,894		28,216		26,748		23,561		22,987		24,879		28,357		28,902		30,699		31,475		31,379		32,128		33,967		34,580		31,858		24,955		22,891		21,650		23,799		22,288		24,864		23,524		24,250		24,617		24,245		24,462		23,725		20,282		20,813		21,352		23,294		22,542		26,643		25,396		25,245		25,219		24,830		25,310		22,440		20,264		20,984		22,274		23,567		23,501		26,944		26,910		26,341		25,573		26,046		25,993		23,890		20,228		21,322		21,468		23,751

																																分譲マンション ブンジョウ		59,859		64,119		67,631		56,187		53,111		57,104		61,903		56,529		58,377		55,855		61,658		46,620		59,243		60,440		59,023						貸家 カシヤ				25,823		23,853		26,976		25,982		27,616		26,253		33,939		30,106		27,451		24,649		22,257		25,986		27,842		26,614		30,504		31,012		29,548		31,892		35,059		35,266		35,634		29,953		27,744		28,925		31,177		27,434		31,057		28,623		28,435		30,082		33,628		32,655		32,478		26,856		25,672		30,243		30,603		28,208		35,600		33,977		33,470		34,092		32,757		33,505		33,735		28,288		28,871		30,572		35,504		32,427		36,910		37,745		36,784		38,400		39,950		38,617		34,475		31,684		30,842		33,937		36,194

																																持家 モ イエ		161,247		155,285		182,940		169,901		143,342		134,879		148,339		136,102		152,836		138,947		148,266		133,845		146,498		141,212		152,973						給与住宅 キュウヨ ジュウタク				718		673		895		619		448		388		354		344		301		285		487		407		307		324		472		610		374		551		698		360		184		355		669		368		600		632		420		691		417		887		478		1,247		607		533		622		732		600		376		386		651		328		322		728		379		357		360		572		773		298		587		482		656		608		310		661		314		254		518		350		755		326

																																貸家 カシヤ		156,503		164,388		177,412		192,581		176,808		181,532		195,950		187,728		217,770		209,505		213,971		196,384		208,068		182,025		175,372						分譲住宅 ブンジョウ ジュウタク		戸建 コダ		9,147		9,881		10,647		10,428		10,768		10,135		10,656		10,806		10,858		10,561		10,154		10,495		10,559		10,881		11,651		11,305		11,983		11,396		11,766		12,111		12,026		10,530		9,654		10,044		10,737		10,026		11,491		10,882		10,299		10,247		10,146		10,602		10,763		9,511		9,630		9,887		9,893		9,148		11,160		10,587		10,768		10,351		10,030		11,471		11,188		10,359		10,602		10,678		10,933		10,796		11,279		11,863		11,401		11,600		11,294		11,683		11,251		10,863		10,696		11,041		11,504

																																給与住宅 キュウヨ ジュウタク		3,741		2,178		2,638		2,634		3,647		4,219		2,663		3,169		2,941		2,852		2,605		2,830		4,449		3,509		3,361								ﾏﾝｼｮﾝ		13,734		9,688		7,036		9,920		10,262		9,219		10,334		10,583		10,516		10,067		13,043		9,576		10,718		12,893		10,274		10,320		10,929		12,497		8,509		9,037		9,736		11,941		8,674		8,290		8,902		7,307		7,754		9,011		10,188		9,949		10,495		9,255		8,709		10,377		10,693		7,575		11,071		11,322		14,173		7,424		10,189		7,724		8,690		8,880		7,534		8,383		11,752		11,290		12,051		11,373		10,263		7,980		7,066		9,644		9,288		8,444		8,537		13,198		7,702		8,686		12,204

																																								住団連予測 ジュウ ダン レン ヨソク







																																全国 ゼンコク		H25.3期 キ				H26.3期 キ				H27.3期 キ				H28.3期 キ				H29.3期 キ				H30.3期 キ				H31.3期 キ				R2.3期 キ

																																		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ

																																総着工 ソウ チャッコウ		442,948		450,054		499,032		488,222		441,367		439,103		471,845		448,692		500,151		473,986		496,840		449,556		491,418		461,518		466,692		416,995

																																戸建分譲 コダ ブンジョウ		61,006		63,530		67,775		66,131		63,682		60,539		61,907		64,328		67,879		66,828		69,156		68,693		72,010		72,895		74,892		71,262

																																分譲マンション ブンジョウ		59,859		64,119		67,631		56,187		53,111		57,104		61,903		56,529		58,379		56,856		61,658		46,620		59,243		60,440		59,023		52,592

																																持家 モ イエ		161,247		155,285		182,940		169,901		143,342		134,879		148,339		136,102		154,681		138,947		148,266		133,845		146,498		141,212		152,973		130,365

																																貸家 カシヤ		156,503		164,388		177,412		192,581		176,808		181,532		195,950		187,728		219,056		209,505		213,971		196,384		208,068		182,025		175,372		159,137

																																給与住宅 キュウヨ ジュウタク		3,741		2,178		2,638		2,634		3,647		4,219		2,663		3,169		3,562		2,852		2,605		2,830		4,449		3,509		3,361		2,747



																																北関東 キタ カントウ

																																総着工 ソウ チャッコウ		24,826		24,966		25,508		27,482		22,914		24,073		24,749		24,419		26,009		25,184		24,792		23,625		23,398		22,055		0		0



																																		H26年度 ネンド		H27年度 ネンド		H28年度 ネンド		H29年度 ネンド		H30年度 ネン ド		H31年度 ネンド		R2年度 ネンド

																																総着工 ソウ チャッコウ		880,470		920,537		974,137		946,396		952,936		883,687

																																戸建分譲 ト ダテ ブンジョウ		124,221		126,235		134,707		137,849		144,905		146,154





















																																茨城 イバラキ		H25.3期 キ				H26.3期 キ				H27.3期 キ				H28.3期 キ

																																		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ

																																総着工 ソウ チャッコウ		11170		11060		11846		12521		10596		11350		11442		10714.3333333333

																																戸建分譲 コダ ブンジョウ		7.5%		7.7%		9.3%		9.0%		11.7%		11.1%		12.3%		13.4%

																																分譲マンション ブンジョウ		2.2%		1.8%		5.7%		1.5%		4.0%		10.9%		3.7%		0.0%

																																持家 モ イエ		52.2%		50.8%		51.2%		49.0%		45.6%		40.3%		41.8%		44.2%

																																貸家 カシヤ		37.8%		39.5%		33.6%		39.6%		38.6%		37.5%		41.4%		40.1%

																																給与住宅 キュウヨ ジュウタク		0.3%		0.2%		0.3%		1.0%		0.1%		0.2%		0.8%		2.3%

																																												全国 ゼンコク		H28.3期 キ

																																														上(平均) カミ ヘイキン		下(平均) シモ ヘイキン		変動率 ヘンドウリツ

																																												総計 ソウケイ		78,641		74,782		-4.91%

																																												持家 モ イエ		24,723		22,684		-8.25%

																																												貸家 カシヤ		32,658		31,288		-4.20%

																																												給与住宅 キュウヨ ジュウタク		444		528		19.00%

																																												戸建分譲 コダ ブンジョウ		10,318		10,721		3.91%

																																												分譲ﾏﾝｼｮﾝ ブンジョウ		10,317		9,422		-8.68%
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上	下	上	下	上	下	上	下	上	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	471845	448692	500151	473986	496840	449556	491418	461518	466692	予想	1	戸建分譲	63682	60539	61907	64328	67872	66828	69156	68693	72010	

総着工



戸建分譲



北関東着工総数と県別分譲戸建着工数

総着工	上	下	上	下	上	下	上	下	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	24749	24419	26009	25184	24792	23625	23398	22055	栃木	上	下	上	下	上	下	上	下	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	1053	1024	1041	1221	1106	1327	1212	1097	茨城	上	下	上	下	上	下	上	下	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	1405	1481	1518	1418	1624	1528	1671	1545	群馬	上	下	上	下	上	下	上	下	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	1030	1071	1103	1106	1206	1290	1316	1195	

総着工



県別着工





茨城　利用別割合

戸建分譲	7.5

7.7

9.3

9.0

11.7

11.1

12.3

13.4

上	下	上	下	上	下	上	下	H25.3期	H26.3期	H27.3期	H28.3期	7.5290957923008051E-2	7.6763110307414104E-2	9.2689515448252574E-2	8.984905358996885E-2	0.11730841827104568	0.11101321585903083	0.12279321796888656	0.13355940640263819	持家	52.2

50.8

51.2

49.0

45.6

40.3

41.8

44.2

上	下	上	下	上	下	上	下	H25.3期	H26.3期	H27.3期	H28.3期	0.52166517457475381	0.50795660036166368	0.51181833530305587	0.49013657056145676	0.45592676481691202	0.40255506607929514	0.41802132494319177	0.4423669228136764	貸家	37.8

39.5

33.6

39.6

38.6

37.5

41.4

40.1

上	下	上	下	上	下	上	下	H25.3期	H26.3期	H27.3期	H28.3期	0.37797672336615934	0.39520795660036168	0.33555630592605101	0.39589489657375609	0.38580596451491128	0.37533039647577093	0.41417584338402375	0.40074044115359486	分譲マンション	上	下	上	下	上	下	上	下	H25.3期	H26.3期	H27.3期	H28.3期	2.2470904207699195E-2	1.8444846292947559E-2	5.6981259496876581E-2	1.4535580225221627E-2	4.0015100037750093E-2	0.10881057268722467	3.7056458661073238E-2	0	給与住宅	上	下	上	下	上	下	上	下	H25.3期	H26.3期	H27.3期	H28.3期	2.5962399283795882E-3	1.6274864376130199E-3	2.9545838257639709E-3	9.5838990495966773E-3	9.4375235938089848E-4	2.2907488986784142E-3	7.9531550428246812E-3	2.3333229630090532E-2	
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H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	920537	974137	946396	952936	883687	予想	952936	1	戸建分譲	883687	126235	134707	137849	144905	146154	

総着工



戸建分譲





金利

		金利 キンリ

		・		フラット35　（返済期間：21年以上35年以下　融資率：90％以下　での最低金利　）												Ｈ25				Ｈ25																				H26																								H27																								H28																								H29																								H30																								H31																								H32

																1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12				26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36

																				1.990		1.800		1.810		2.030		2.050		1.990		1.940		1.930		1.810		1.800		1.800		1.790		1.740		1.750		1.730		1.730		1.730		1.690		1.660		1.650		1.610		1.560		1.470		1.370		1.470		1.540		1.460		1.540		1.610		1.580		1.540		1.590		1.550		1.550		1.540		1.480		1.250		1.190		1.080		1.100		0.930		0.900		1.020		1.060		1.030		1.100		1.120		1.100		1.120		1.120		1.060		1.090		1.090		1.120		1.080		1.360		1.370		1.340		1.360		1.400		1.360		1.350		1.350		1.370		1.340		1.340		1.390		1.410		1.450		1.410		1.33		1.31		1.27		1.27		1.29		1.27		1.18		1.17		1.11		1.11



																		返済シミュ(元利均等) ヘンサイ ガンリキントウ

																		借入額 カリイレ ガク		返済期間 ヘンサイ キカン		利率 リリツ		→		月支払 ツキ シハライ		総額 ソウガク

																H27.11　足銀提携 アシ ギン テイケイ		25,000,000		35		0.775%				67,980		28,551,745

																H27.11　フラット35		25,000,000		35		1.550%				77,160		32,407,154

																H28.4　フラット35		25,000,000		35		1.080%				71,507		30,033,084



																H29.4　フラット35		25,000,000		35		1.12%				71,978		30,230,833

																H29.5　フラット35		25,000,000		35		1.06%				71,273		29,934,511



		・		足銀提携ローンの変動金利				(％)

				固定期間 コテイ キカン		H27.11		H28.5																				Ｈ25								H26								H27								H28								H29								H30								R1								R2

				0年(変動金利)		0.775		0.775																				3		6		9		12		3		6		9		12		3		6		9		12		3		6		9		12		3		6		9		12		3		6		9		12		3		6		9		12		3		6		9		12

				3年		0.900		0.750																				1.990		2.030		1.940		1.800		1.740		1.730		1.660		1.560		1.470		1.540		1.540		1.550		1.250		1.100		1.020		1.100		1.120		1.090		1.080		1.340		1.360		1.370		1.390		1.410		1.27		1.27		1.11		1.16		1.19

				5年		1.000		0.800

				10年		1.150		0.900

				20年		1.800		1.550

		・		返済シミュレーション

				借入額2,500万、返済期間35年、元利均等返済

				条件 ジョウケン		金利 キンリ		月々返済 ツキヅキ ヘンサイ		総返済額 ソウ ヘンサイ ガク

				フラット35
H27.11時点 ジテン		1.550%		77,160		32,407,154

				フラット35
H28.4時点		1.080%		71,507		30,033,084

				足銀提携ローン
H27.11時点 ジテン		0.775%		67,980		28,551,745

				フラット35
H29.4時点 ジテン		1.120%		71,978		30,230,760

				フラット35
H29.5時点 ジテン		1.060%		71,273		29,934,660



		・		フラット35S

				H28.1.29まで		0.6%引き下げ ヒ サ

				↓

				H28.1.30～
　　　H29.9.30		0.3%引き下げ ヒ サ

				↓

				H29.10.1～		0.25%引き下げ ヒ サ













3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	H27	H28	H29	H30	1.74	1.73	1.73	1.66	1.61	1.47	1.47	1.46	1.61	1.54	1.55	1.54	1.25	1.08	0.93	1.02	1.03	1.1200000000000001	1.1200000000000001	1.06	1.0900000000000001	1.08	1.37	1.36	1.36	

3	6	9	12	3	6	9	12	3	6	9	12	2	3	6	9	12	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Ｈ25	H30	1.99	2.0299999999999998	1.94	1.8	1.74	1.73	1.66	1.56	1.47	1.54	1.54	1.55	1.48	1.25	1.1000000000000001	1.02	1.1000000000000001	1.1200000000000001	1.1200000000000001	1.06	1.0900000000000001	1.0900000000000001	1.1200000000000001	1.08	1.36	1.37	1.34	1.36	1.4	1.36	1.35	1.35	1.37	1.34	1.34	1.39	

3	6	9	12	3	6	9	12	3	6	9	12	3	6	9	12	3	6	9	12	3	6	9	12	3	6	9	12	3	Ｈ25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	1.99	2.0299999999999998	1.94	1.8	1.74	1.73	1.66	1.56	1.47	1.54	1.54	1.55	1.25	1.1000000000000001	1.02	1.1000000000000001	1.1200000000000001	1.0900000000000001	1.08	1.34	1.36	1.37	1.39	1.41	1.27	1.27	1.1100000000000001	1.1599999999999999	1.19	

マイナス金利
H28.2.16より導入



北関東

								県勢および地価変動率(基準地価) ケン セイ チカ ヘンドウリツ キジュン チカ キチ						（）内は前年同期 ウチ ドウキ

										人口 (万)		有効求人倍率(倍) ユウコウ キュウジン バイリツ バイ		公示地価(H31.1) コウジ チカ

														住宅地		商業地

								栃木		194.4		1.45(1.42)		▲0.7(▲0.8)		▲0.5(▲0.6)

								茨城		287.1		1.62(1.59)		▲0.5(▲0.7)		▲0.5(▲0.7)

								群馬		194.1		1.74(1.67)		▲0.6(▲0.6)		▲0.2(▲0.4)

								(千葉)		626.8		1.31(1.34)		　 0.6(　 0.4)		　 2.9(   1.7)









北関東着工総数と県別分譲戸建着工数

総着工	上	下	上	下	上	下	上	下	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	24749	24419	26009	25184	24792	23625	23398	22055	栃木	上	下	上	下	上	下	上	下	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	1053	1024	1041	1221	1106	1327	1212	1097	茨城	上	下	上	下	上	下	上	下	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	1405	1481	1518	1418	1624	1528	1671	1545	群馬	上	下	上	下	上	下	上	下	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	1030	1071	1103	1106	1206	1290	1316	1195	

総着工



県別着工







PP用図表























				前年度比：7.3％減 ゼンネンド ヒ ゲン













		条件 ジョウケン		金利 キンリ		月々返済 ツキヅキ ヘンサイ

		借入額 2,500万円
頭金・賞与返済なし
返済期間 35年 カリイレ ガク マンエン アタマキン ショウヨ ヘンサイ ヘンサイ キカン ネン		フラット35　  1.190%		72,800円









3	6	9	12	3	6	9	12	3	6	9	12	3	6	9	12	3	6	9	12	3	6	9	12	3	6	9	12	3	Ｈ25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	1.99	2.0299999999999998	1.94	1.8	1.74	1.73	1.66	1.56	1.47	1.54	1.54	1.55	1.25	1.1000000000000001	1.02	1.1000000000000001	1.1200000000000001	1.0900000000000001	1.08	1.34	1.36	1.37	1.39	1.41	1.27	1.27	1.1100000000000001	1.1599999999999999	1.19	
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H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	920537	974137	946396	952936	883687	予想	952936	1	戸建分譲	883687	126235	134707	137849	144905	146154	

総着工



戸建分譲



マイナス金利
H28.2.16より導入



制度 (2)

				住宅ローン減税 ジュウタク ゲンゼイ

						消費税率８％ ショウヒゼイ リツ		消費税率１０％ ショウヒゼイ リツ

				住宅ローン残高限度額 ジュウタク ザンダカ ゲンドガク		4,000万円 マンエン		4,000万円 マンエン

				控除期間 コウジョ キカン		１～１０年目 ネン メ		１～１０年目 ネン メ		１１～１３年目 ネンメ

				住宅ローン控除額 ジュウタク ガク		住宅ローン残高×１％ ジュウタク ザンダカ		住宅ローン残高×１％ ジュウタク ザンダカ		「住宅ローン残高×１％」または
「建物価格×２％÷３」の低い方









制度 (4)

				贈与税の非課税枠 ゾウヨゼイ ヒカゼイ ワク

				贈与年 ゾウヨ ネン		消費税率８％ ショウヒゼイ リツ				消費税率１０％ ショウヒゼイ リツ

						省エネ性又は
耐震性を満たす住宅 ショウ セイ マタ タイシンセイ ミ ジュウタク		左記以外の住宅 サキ イガイ ジュウタク		省エネ性又は
耐震性を満たす住宅 ショウ セイ マタ タイシンセイ ミ ジュウタク		左記以外の住宅 サキ イガイ ジュウタク

				Ｒ２.４ ～Ｒ３.３		1,000万円 マンエン		  500万円 マンエン		1,500万円 マンエン		1,000万円 マンエン

				Ｒ３.４ ～Ｒ３.12		　　   800万円      マンエン		  300万円 マンエン		1,200万円 マンエン		  700万円 マンエン

























































































































































































































制度 (3)

				すまい給付金 キュウフ キン										すまい給付金 キュウフ キン



				消費税率８％ ショウヒゼイ リツ				消費税率１０％ ショウヒゼイ リツ						消費税率８％ ショウヒゼイ リツ				消費税率１０％ ショウヒゼイ リツ

				給付基礎額 キュウフ キソ ガク		年収 ネンシュウ		年収 ネンシュウ		給付基礎額 キュウフ キソ ガク				年収 ネンシュウ		給付基礎額 キュウフ キソ ガク		給付基礎額 キュウフ キソ ガク		年収 ネンシュウ

				30万円 マンエン		425万円以下 マンエン イカ		450万円以下 マンエン イカ		50万円 マンエン				425万円以下 マンエン イカ		30万円 マンエン		50万円 マンエン		450万円以下 マンエン イカ

				20万円 マンエン		425万円超～475万円以下 マンエン チョウ マンエン イカ								425万円超～475万円以下 マンエン チョウ マンエン イカ		20万円 マンエン

								450万円超～525万円以下 マンエン チョウ マンエン イカ		40万円 マンエン								40万円 マンエン		450万円超～525万円以下 マンエン チョウ マンエン イカ

				10万円 マンエン		475万円超～510万円以下 マンエン チョウ マンエン イカ								475万円超～510万円以下 マンエン チョウ マンエン イカ		10万円 マンエン



								525万円超～600万円以下 マンエン チョウ マンエン イカ		30万円 マンエン								30万円 マンエン		525万円超～600万円以下 マンエン チョウ マンエン イカ

								600万円超～675万円以下 マンエン チョウ マンエン イカ		20万円 マンエン								20万円 マンエン		600万円超～675万円以下 マンエン チョウ マンエン イカ

								675万円超～775万円以下 マンエン チョウ マンエン イカ		10万円 マンエン								10万円 マンエン		675万円超～775万円以下 マンエン チョウ マンエン イカ





制度

				すまい給付金 キュウフ キン

				消費税率８％ ショウヒゼイ リツ								消費税率１０％ ショウヒゼイ リツ

				年収 ネンシュウ				給付基礎額 キュウフ キソ ガク				年収 ネンシュウ				給付基礎額 キュウフ キソ ガク

				425万円以下 マンエン イカ				30万円 マンエン				450万円以下 マンエン イカ				50万円 マンエン

				425万円超～475万円以下 マンエン チョウ マンエン イカ				20万円 マンエン				450万円超～525万円以下 マンエン チョウ マンエン イカ				40万円 マンエン

				475万円超～510万円以下 マンエン チョウ マンエン イカ				10万円 マンエン				525万円超～600万円以下 マンエン チョウ マンエン イカ				30万円 マンエン

												600万円超～675万円以下 マンエン チョウ マンエン イカ				20万円 マンエン

												675万円超～775万円以下 マンエン チョウ マンエン イカ				10万円 マンエン



				贈与税の非課税枠 ゾウヨゼイ ヒカゼイ ワク

				消費税率８％ ショウヒゼイ リツ								消費税率１０％ ショウヒゼイ リツ

				贈与年 ゾウヨ ネン		省エネ性又は
耐震性を満たす住宅 ショウ セイ マタ タイシンセイ ミ ジュウタク		左記以外の住宅 サキ イガイ ジュウタク				贈与年 ゾウヨ ネン		省エネ性又は
耐震性を満たす住宅 ショウ セイ マタ タイシンセイ ミ ジュウタク		左記以外の住宅 サキ イガイ ジュウタク

				H28. 1 ～H31.3		1,200万円 マンエン		  700万円 マンエン				H28. 1 ～H31.3		―		―

				H31. 4 ～R02.3								H31. 4 ～R02.3		3,000万円 マン エン		2,500万円 マンエン

				R02. 4 ～R03.3		1,000万円 マンエン		  500万円 マンエン				R02. 4 ～R03.3		1,500万円 マンエン		1,000万円 マンエン

				R03. 4 ～   12		　　   800万円      マンエン		  300万円 マンエン				R03. 4 ～   12		1,200万円 マンエン		  700万円 マンエン







																				住宅ローン減税 ジュウタク ゲンゼイ



																				消費税率 ショウヒゼイリツ		８％				消費税率 ショウヒゼイリツ		１０％

																				控除期間 コウジョ キカン		１～１０年目 ネン メ				控除期間 コウジョ キカン		１～１０年目 ネン メ		１１～１３年目 ネンメ

																				住宅ローン
残高限度額 ジュウタク ザンダカ ゲンドガク		４，０００万円 マンエン				住宅ローン
残高限度額 ジュウタク ザンダカ ゲンドガク		４，０００万円 マンエン

																				住宅ローン
控除額 ジュウタク ガク		住宅ローン残高×１％ ジュウタク ザンダカ				住宅ローン
控除額 ジュウタク ガク		住宅ローン残高×１％ ジュウタク ザンダカ		「住宅ローン残高×１％」または
「建物価格×２％÷３」の低い方







































































































































































































住宅ローン減税

				住宅ローン減税　PP案① ジュウタク ゲンゼイ アン

				居住開始
年月日 キョジュウ カイシ ネン ガッピ		消費税率 ショウヒ ゼイリツ		住宅ローン残高
限度額 ジュウタク ザンダカ ゲンドガク		１０年目までの
住宅ローン控除額 ネンメ ジュウタク コウジョ ガク		11年目～１３年目の
住宅ローン控除額 ネン メ ネンメ ジュウタク コウジョ ガク

				～R01.9		８％		４，０００万円 エン		住宅ローン残高×１％ ジュウタク ザンダカ		―

				R01.10～R02.12		１０％						「住宅ローン残高×１％」または
「建物価格×２％÷３」の低い方 ジュウタク ザンダカ タテモノ カカク ヒク ホウ

				※H31.3までに契約した場合は、消費税率８％が適用される ケイヤク バアイ ショウヒ ゼイリツ テキヨウ



																住宅ローン減税　PP案② ジュウタク ゲンゼイ アン

																消費税率 ショウヒゼイリツ		８％

																控除期間 コウジョ キカン		１～１０年目 ネン メ

																住宅ローン残高
限度額 ジュウタク ザンダカ ゲンドガク		４，０００万円 マンエン

																住宅ローン控除額 ジュウタク ガク		住宅ローン残高×１％ ジュウタク ザンダカ





																消費税率 ショウヒゼイリツ		１０％

																控除期間 コウジョ キカン		１～１０年目 ネン メ		１１～１３年目 ネンメ

																住宅ローン残高
限度額 ジュウタク ザンダカ ゲンドガク		４，０００万円 マンエン

																住宅ローン控除額 ジュウタク ガク		住宅ローン残高×１％ ジュウタク ザンダカ		「住宅ローン残高×１％」または
「建物価格×２％÷３」の低い方





経過措置

														消費税増税経過措置 ショウヒゼイゾウゼイ ケイカ ソチ

																						税率引き上げ ゼイリツ ヒ ア

																(平成31年4月1日) ヘイセイ ネン ガツ ニチ						(平成31年10月1日) ヘイセイ ネン ガツ ニチ

																												消費税率
８％ ショウヒ ゼイリツ









																												消費税率
１０％ ショウヒ ゼイリツ









																契約日 ケイヤク ビ		引渡日 ヒ ワタ ビ






着工状況 

								住宅着工状況 ジュウタク チャッコウ ジョウキョウ																																																												住宅着工統計　表１８ ジュウタク チャッコウ トウケイ ヒョウ



																																栃木 トチギ		H25.3期 キ				H26.3期 キ				H26年度 ネンド				H27年度 ネンド				H28年度 ネンド				H29年度 ネンド				H30年度 ネンド				H31年度 ネンド						栃木 トチギ

																																		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ				年月 ネンゲツ				H24/4月 ツキ		H24/5月 ツキ		H24/6月 ツキ		H24/7月 ツキ		H24/8月 ツキ		H24/9月 ツキ		H24/10月 ツキ		H24/11月 ツキ		H24/12月 ツキ		H25/1月 ツキ		H25/2月 ツキ		H25/3月 ツキ		H25/4月 ツキ		H25/5月 ツキ		H25/6月 ツキ		H25/7月 ツキ		H25/8月 ツキ		H25/9月 ツキ		H25/10月 ツキ		H25/11月 ツキ		H25/12月 ツキ		H26/1月 ツキ		H26/2月 ツキ		H26/3月 ツキ		H26/4月 ツキ		H26/5月 ツキ		H26/6月 ツキ		H26/7月 ツキ		H26/8月 ツキ		H26/9月 ツキ		H26/10月 ツキ		H26/11月 ツキ		H26/12月 ツキ		H27/1月 ツキ		H27/2月 ツキ		H27/3月 ツキ		H27/4月 ガツ		H27/5月 ツキ		H27/6月 ツキ		H27/7月 ツキ		H27/8月 ツキ		H27/9月 ツキ		H27/10月 ツキ		H27/11月 ツキ		H27/12月 ツキ		H28/1月 ツキ		H28/2月 ツキ		H28/3月 ツキ		H28/4月 ツキ		H28/5月 ツキ		H28/6月 ツキ		H28/7月 ツキ		H28/8月 ツキ		H28/9月 ツキ		H28/10月 ツキ		H28/11月 ツキ		H28/12月 ツキ		H29/1月 ツキ		H29/2月 ツキ		H29/3月 ツキ		H29/4月 ツキ		H29/5月 ツキ		H29/6月 ツキ		H29/7月 ツキ		H29/8月 ツキ

																																総着工 ソウ チャッコウ		7,613		7,715		6,967		7,451		6,861		6,618		6,481		6,641		7,407		7,195		6,349		7,031		6,575		6,161								総計 ソウケイ				1,306		1,252		1,117		1,319		1,230		1,389		1,411		1,343		1,467		1,102		1,083		1,309		1,004		1,091		1,088		1,450		1,107		1,227		1,544		1,264		1,276		1,260		1,053		1,054		1,139		971		1,102		1,521		935		1,193		1,182		1,109		1,062		1,100		1,074		1,091		1,009		1,067		1,226		1,179		959		1,041		1,214		1,093		1,067		1,225		999		1,043		1,060		1,232		1,241		1,393		1,242		1,239		1,340		1,083		1,169		1,504		891		1,208		1,165

																																戸建分譲 コダ ブンジョウ		902		1,051		984		1,034		1,079		960		1,053		1,024		1,041		1,221		1,106		1,327		1,212		1,097								持家 モ イエ				604		632		658		730		649		612		704		663		734		547		542		683		616		681		664		717		705		690		833		778		726		593		555		543		543		510		521		522		520		546		557		558		539		456		452		540		440		523		583		570		487		568		569		543		483		515		498		464		512		423		610		583		554		508		571		526		571		520		466		445		528

																																分譲マンション ブンジョウ		200		0		161		0		295		83		0		6		337		118		56		66		168		144								貸家 カシヤ				251		423		267		384		408		506		542		498		545		316		387		427		220		237		265		442		219		338		522		332		361		471		367		315		391		256		361		573		243		428		472		394		342		477		352		403		423		348		395		412		328		328		503		377		370		526		322		425		382		447		429		499		498		559		580		363		355		541		262		531		386

																																持家 モ イエ		3,885		3,873		4,073		4,028		3,162		3,102		3,171		3,072		3,190		3,099		3,060		3,245		3,147		3,207								給与住宅 キュウヨ ジュウタク				334		41		7		2		3		0		0		24		16		27		0		9		16		0		3		0		3		6		2		7		7		1		2		2		2		1		4		43		4		15		1		3		1		2		14		12		6		4		3		2		6		2		4		0		2		1		4		5		2		4		1		10		7		1		4		2		4		113		2		0		13

																																貸家 カシヤ		2,239		2,715		1,721		2,368		2,252		2,440		2,234		2,523		2,814		2,632		2,110		2,371		1,991		1,698								分譲住宅 ブンジョウ ジュウタク		戸建 コダ		117		156		133		145		170		181		165		158		172		212		154		190		120		173		156		227		180		128		187		147		182		195		129		194		156		204		216		191		164		148		152		154		180		165		173		136		140		192		245		195		138		143		138		173		212		183		169		149		164		120		201		202		183		171		185		192		239		212		161		232		238

																																給与住宅 キュウヨ ジュウタク		387		76		28		21		69		33		23		16		25		125		17		22		57		15										ﾏﾝｼｮﾝ		0		0		52		58		0		90		0		0		0		0		0		0		32		0		0		64		0		65		0		0		0		0		0		0		47		0		0		192		0		56		0		0		0		0		83		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6		0		0		238		0		99		0		0		0		0		0		118		0		0		0



																																茨城 イバラキ		H25.3期 キ				H26.3期 キ				H27.3期 キ				H28.3期 キ				H29.3期 キ				H30.3期 キ				H31.3期 キ				R2.3期 キ						茨城 イバラキ

																																		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ				年月 ネンゲツ				H24/4月 ツキ		H24/5月 ツキ		H24/6月 ツキ		H24/7月 ツキ		H24/8月 ツキ		H24/9月 ツキ		H24/10月 ツキ		H24/11月 ツキ		H24/12月 ツキ		H25/1月 ツキ		H25/2月 ツキ		H25/3月 ツキ		H25/4月 ツキ		H25/5月 ツキ		H25/6月 ツキ		H25/7月 ツキ		H25/8月 ツキ		H25/9月 ツキ		H25/10月 ツキ		H25/11月 ツキ		H25/12月 ツキ		H26/1月 ツキ		H26/2月 ツキ		H26/3月 ツキ		H26/4月 ツキ		H26/5月 ツキ		H26/6月 ツキ		H26/7月 ツキ		H26/8月 ツキ		H26/9月 ツキ		H26/10月 ツキ		H26/11月 ツキ		H26/12月 ツキ		H27/1月 ツキ		H27/2月 ツキ		H27/3月 ツキ		H27/4月 ツキ		H27/5月 ツキ		H27/6月 ツキ		H27/7月 ツキ		H27/8月 ツキ		H27/9月 ツキ		H27/10月 ツキ		H27/11月 ツキ		H27/12月 ツキ		H28/1月 ツキ		H28/2月 ツキ		H28/3月 ツキ		H28/4月 ツキ		H28/5月 ツキ		H28/6月 ツキ		H28/7月 ツキ		H28/8月 ツキ		H28/9月 ツキ		H28/10月 ツキ		H28/11月 ツキ		H28/12月 ツキ		H29/1月 ツキ		H29/2月 ツキ		H29/3月 ツキ		H29/4月 ツキ		H29/5月 ツキ		H29/6月 ツキ		H29/7月 ツキ		H29/8月 ツキ

																																総着工 ソウ チャッコウ		11,170		11,060		11,846		12,521		10,596		11,350		11,442		11,086		11,633		11,172		10,934		9,960		10,310		9,548								総計 ソウケイ				1,959		1,717		1,810		1,793		1,738		2,153		2,538		2,053		1,715		1,487		1,584		1,683		1,843		1,710		2,027		2,184		1,854		2,228		2,290		2,327		2,199		1,931		1,969		1,805		1,872		1,607		1,565		1,978		1,716		1,858		2,191		1,762		2,117		1,623		1,795		1,862		1,772		1,782		2,134		1,957		1,886		1,911		2,224		1,661		1,703		1,412		2,007		2,079		1,734		1,857		1,983		1,944		1,910		2,205		2,369		1,639		2,211		1,442		1,787		1,724		1,540

																																戸建分譲 コダ ブンジョウ		841		849		1,098		1,125		1,243		1,260		1,405		1,481		1,518		1,418		1,624		1,528		1,671		1,545								持家 モ イエ				990		1,006		937		873		972		1,049		1,196		998		971		771		799		883		947		1,023		1,138		977		974		1,004		1,129		1,195		1,079		1,015		894		825		781		787		827		761		798		877		799		828		791		664		767		720		749		793		886		809		752		794		885		764		796		724		798		807		792		809		923		846		809		834		807		823		830		638		786		709		711

																																分譲マンション ブンジョウ		251		204		675		182		424		1,235		424		0		159		373		227		331		0		346								貸家 カシヤ				745		501		715		755		597		909		1,228		827		583		492		631		610		662		524		608		724		610		847		795		915		905		731		908		703		695		626		548		857		643		719		733		717		727		650		516		917		788		620		707		906		880		838		1,061		662		646		496		786		746		631		735		730		840		774		1,130		1,297		582		812		537		715		734		606

																																持家 モ イエ		5,827		5,618		6,063		6,137		4,831		4,569		4,783		4,774		5,013		4,593		4,781		4,476		4,940		4,769								給与住宅 キュウヨ ジュウタク				3		5		2		12		3		4		0		0		1		2		1		14		18		2		2		8		3		2		5		32		19		5		1		58		1		2		4		1		0		2		4		6		6		6		3		1		4		10		63		5		4		5		14		8		20		0		151		241		2		2		0		1		97		1		2		8		8		2		75		16		4

																																貸家 カシヤ		4,222		4,371		3,975		4,957		4,088		4,260		4,739		4,397		4,840		4,677		4,241		3,561		3,674		2,836								分譲住宅 ブンジョウ ジュウタク		戸建 コダ		115		131		156		153		148		138		114		146		160		139		153		137		167		161		193		153		267		157		229		185		146		180		166		219		194		192		186		210		201		260		210		211		241		193		228		177		231		254		203		193		250		274		264		227		241		192		272		285		200		261		330		257		230		240		263		224		237		218		211		265		219

																																給与住宅 キュウヨ ジュウタク		29		18		35		120		10		26		91		434		103		111		61		60		25		52										ﾏﾝｼｮﾝ		106		74		0		0		18		53		0		82		0		83		0		39		49		0		86		322		0		218		132		0		50		0		0		0		201		0		0		149		74		0		445		0		352		110		281		47		0		105		275		44		0		0		0		0		0		0		0		0		109		50		0		0		0		0		0		2		324		47		0		0		0



																																群馬 グンマ		H25.3期 キ				H26.3期 キ				H27.3期 キ				H28.3期 キ				H29.3期 キ				H30.3期 キ				H31.3期 キ				R2.3期 キ						群馬 グンマ

																																		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ				年月 ネンゲツ				H24/4月 ツキ		H24/5月 ツキ		H24/6月 ツキ		H24/7月 ツキ		H24/8月 ツキ		H24/9月 ツキ		H24/10月 ツキ		H24/11月 ツキ		H24/12月 ツキ		H25/1月 ツキ		H25/2月 ツキ		H25/3月 ツキ		H25/4月 ツキ		H25/5月 ツキ		H25/6月 ツキ		H25/7月 ツキ		H25/8月 ツキ		H25/9月 ツキ		H25/10月 ツキ		H25/11月 ツキ		H25/12月 ツキ		H26/1月 ツキ		H26/2月 ツキ		H26/3月 ツキ		H26/4月 ツキ		H26/5月 ツキ		H26/6月 ツキ		H26/7月 ツキ		H26/8月 ツキ		H26/9月 ツキ		H26/10月 ツキ		H26/11月 ツキ		H26/12月 ツキ		H27/1月 ツキ		H27/2月 ツキ		H27/3月 ツキ		H27/4月 ツキ		H27/5月 ツキ		H27/6月 ツキ		H27/7月 ツキ		H27/8月 ツキ		H27/9月 ツキ		H27/10月 ツキ		H27/11月 ツキ		H27/12月 ツキ		H28/1月 ツキ		H28/2月 ツキ		H28/3月 ツキ		H28/4月 ツキ		H28/5月 ツキ		H28/6月 ツキ		H28/7月 ツキ		H28/8月 ツキ		H28/9月 ツキ		H28/10月 ツキ		H28/11月 ツキ		H28/12月 ツキ		H29/1月 ツキ		H29/2月 ツキ		H29/3月 ツキ		H29/4月 ツキ		H29/5月 ツキ		H29/6月 ツキ		H29/7月 ツキ		H29/8月 ツキ

								・		大手住宅会社のH30年度予測の平均（回答14社）では、94万1千戸（10月公表） オオテ ジュウタク ガイシャ ネンド ヨソク ヘイキン カイトウ シャ マン センコ ガツ コウヒョウ																						総着工 ソウ チャッコウ		6,043		6,191		6,695		7,510		5,457		6,105		6,826		6,692		6,969		6,817		7,509		6,634		6,513		6,346								総計 ソウケイ				785		1,085		916		1,076		1,053		1,128		1,071		1,172		966		973		873		1,136		977		1,067		1,269		1,113		1,067		1,202		1,266		1,523		1,310		1,093		1,130		1,188		879		784		1,013		1,029		887		865		1,007		1,168		1,130		1,133		860		807		937		1,096		1,033		1,128		1,374		1,258		1,306		1,143		1,099		1,014		1,071		1,059		1,210		1,032		1,202		1,232		1,170		1,123		1,123		1,245		1,129		1,053		1,087		1,180		1,175

										（住宅生産団体連合会　経営者の住宅景況感調査より） ジュウタク セイサン ダンタイ レンゴウカイ ケイエイシャ ジュウタク ケイキョウカン チョウサ																						戸建分譲 コダ ブンジョウ		747		793		964		1,022		878		923		1,030		1,071		1,103		1,106		1,206		1,290		1,316		1,195								持家 モ イエ				527		587		531		603		589		636		584		624		557		533		510		662		551		680		589		691		672		699		781		832		741		645		632		560		530		459		511		505		527		524		571		613		566		593		472		434		519		584		596		619		584		614		626		529		512		474		512		535		562		526		573		565		588		558		615		578		537		467		480		533		511

																																分譲マンション ブンジョウ		0		161		196		213		70		0		83		0		2		120		225		0		0		0								貸家 カシヤ				144		371		259		343		356		335		391		328		210		278		197		308		235		244		375		254		235		299		264		384		419		283		345		384		219		147		356		331		219		170		279		374		350		391		231		275		257		327		289		322		590		365		527		450		425		341		370		317		457		316		424		465		423		397		342		471		418		393		383		372		454

																																持家 モ イエ		3,473		3,470		3,882		4,191		3,056		3,249		3,516		3,188		3,372		3,210		3,358		3,041		3,182		3,151								給与住宅 キュウヨ ジュウタク				1		0		0		12		1		1		2		52		1		0		0		0		7		1		0		0		0		3		1		1		1		2		0		0		0		1		2		0		0		8		1		30		2		0		0		0		5		0		1		32		1		4		1		0		1		0		1		0		1		3		3		0		0		3		1		0		0		0		1		0		3

																																貸家 カシヤ		1,808		1,712		1,642		2,079		1,442		1,900		2,150		2,430		2,482		2,379		2,687		2,295		1,995		1,951								分譲住宅 ブンジョウ ジュウタク		戸建 コダ		113		127		126		118		107		156		94		110		95		162		166		166		148		142		188		168		160		158		150		163		149		163		153		244		130		107		144		193		141		163		156		151		212		149		157		98		156		185		143		155		199		192		152		164		161		199		188		207		190		187		202		202		159		163		165		196		174		193		223		155		207

																																給与住宅 キュウヨ ジュウタク		15		55		11		5		11		33		43		3		10		2		33		8		20		49										ﾏﾝｼｮﾝ		0		0		0		0		0		0		0		58		103		0		0		0		36		0		117		0		0		43		70		143		0		0		0		0		0		70		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		83		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2		0		0		0		0		0		120		0



																																千葉 チバ		H25.3期 キ				H26.3期 キ				H27.3期 キ				H28.3期 キ				H29.3期 キ				H30.3期 キ				H31.3期 キ				R2.3期 キ						千葉 チバ

																																		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ				年月 ネンゲツ				H24/4月 ツキ		H24/5月 ツキ		H24/6月 ツキ		H24/7月 ツキ		H24/8月 ツキ		H24/9月 ツキ		H24/10月 ツキ		H24/11月 ツキ		H24/12月 ツキ		H25/1月 ツキ		H25/2月 ツキ		H25/3月 ツキ		H25/4月 ツキ		H25/5月 ツキ		H25/6月 ツキ		H25/7月 ツキ		H25/8月 ツキ		H25/9月 ツキ		H25/10月 ツキ		H25/11月 ツキ		H25/12月 ツキ		H26/1月 ツキ		H26/2月 ツキ		H26/3月 ツキ		H26/4月 ツキ		H26/5月 ツキ		H26/6月 ツキ		H26/7月 ツキ		H26/8月 ツキ		H26/9月 ツキ		H26/10月 ツキ		H26/11月 ツキ		H26/12月 ツキ		H27/1月 ツキ		H27/2月 ツキ		H27/3月 ツキ		H27/4月 ツキ		H27/5月 ツキ		H27/6月 ツキ		H27/7月 ツキ		H27/8月 ツキ		H27/9月 ツキ		H27/10月 ツキ		H27/11月 ツキ		H27/12月 ツキ		H28/1月 ツキ		H28/2月 ツキ		H28/3月 ツキ		H28/4月 ツキ		H28/5月 ツキ		H28/6月 ツキ		H28/7月 ツキ		H28/8月 ツキ		H28/9月 ツキ		H28/10月 ツキ		H28/11月 ツキ		H28/12月 ツキ		H29/1月 ツキ		H29/2月 ツキ		H29/3月 ツキ		H29/4月 ツキ		H29/5月 ツキ		H29/6月 ツキ		H29/7月 ツキ		H29/8月 ツキ

																																総着工 ソウ チャッコウ		22,972		21,835		25,712		24,274		22,845		22,153		24,653		22,754		26,160		24,102		28,530		22,883		23,729		23,615								総計 ソウケイ				4,660		3,023		4,192		3,138		3,846		4,113		4,019		4,804		3,972		3,736		3,059		2,245		4,474		3,588		4,984		4,467		4,410		3,789		4,206		4,608		3,178		5,023		4,050		3,209		4,233		3,297		3,759		3,984		3,431		4,141		4,732		4,165		3,410		3,709		3,509		2,628		4,286		4,483		4,465		3,878		3,908		3,633		2,891		4,959		3,435		4,261		3,881		3,327		4,205		2,848		4,320		4,606		4,608		5,573		3,863		4,534		3,546		4,588		3,916		3,655		6,078

																																戸建分譲 コダ ブンジョウ		4,473		4,465		5,279		5,074		5,471		4,787		5,267		4,955		5,584		5,445		5,953		5,020		5,506		5,938								持家 モ イエ				1,105		1,024		1,318		1,166		1,352		1,307		1,278		1,267		1,165		1,264		1,190		800		1,358		1,073		1,481		1,351		1,459		1,332		1,440		1,578		1,157		1,391		1,110		879		1,065		957		1,038		1,053		1,115		1,067		1,045		1,186		1,000		990		1,008		792		1,201		828		1,192		1,131		1,074		1,091		833		1,297		870		1,015		1,014		925		1,101		785		1,182		1,196		1,165		1,149		932		1,216		892		981		1,027		799		1,187

																																分譲マンション ブンジョウ		3,717		2,763		2,869		3,150		2,898		2,765		3,238		2,261		3,064		2,059		4,213		1,525		1,434		2,459								貸家 カシヤ				1,113		1,097		1,258		946		1,435		1,339		1,393		1,759		1,125		1,507		884		930		1,561		1,241		1,918		1,726		1,755		1,190		1,568		1,839		913		1,449		1,150		1,337		1,861		1,301		1,303		1,175		1,283		1,175		1,660		1,787		1,210		1,432		1,312		1,120		1,686		1,310		1,607		1,647		1,579		1,498		1,408		1,926		1,627		1,462		1,666		1,421		1,751		1,149		1,680		1,931		2,106		2,108		1,826		2,156		1,464		1,959		1,764		1,517		2,100

																																持家 モ イエ		7,272		6,964		8,054		7,555		6,295		6,021		6,517		5,954		6,578		5,847		6,684		5,996		6,275		6,331								給与住宅 キュウヨ ジュウタク				94		2		154		1		3		30		0		2		10		4		20		2		6		0		47		20		2		8		166		10		2		4		6		1		1		12		27		2		5		4		8		6		1		8		2		1		19		4		41		92		17		46		8		3		6		11		0		2		19		2		35		3		3		13		13		1		10		9		21		11		24

																																貸家 カシヤ		7,188		7,598		9,391		8,256		8,098		8,521		9,327		9,510		10,725		10,686		11,517		10,058		9,967		8,194								分譲住宅 ブンジョウ ジュウタク		戸建 コダ		605		727		893		677		819		752		718		847		805		771		811		513		926		708		998		827		942		878		926		950		710		984		801		703		892		917		933		1,002		928		799		845		981		754		826		808		573		935		661		934		1,003		1,015		719		642		973		769		883		847		841		927		763		978		966		926		1,024		881		1,148		811		969		836		800		1,154

																																給与住宅 キュウヨ ジュウタク		284		38		83		189		51		26		219		30		75		65		115		227		502		633										ﾏﾝｼｮﾝ		1,739		163		553		340		237		685		630		929		864		190		150		0		623		562		525		526		252		381		106		217		382		1,183		973		289		407		107		450		742		96		1,096		1,174		205		423		453		368		142		408		1,670		675		0		210		275		0		756		136		886		352		131		386		147		445		399		408		1,279		211		13		369		670		268		528		1,613



																																全国 ゼンコク		H25.3期 キ				H26.3期 キ				H27.3期 キ				H28.3期 キ				H29.3期 キ				H30.3期 キ				H31.3期 キ				R2.3期 キ						全国 ゼンコク

																																		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ				年月 ネンゲツ				H24/4月 ツキ		H24/5月 ツキ		H24/6月 ツキ		H24/7月 ツキ		H24/8月 ツキ		H24/9月 ツキ		H24/10月 ツキ		H24/11月 ツキ		H24/12月 ツキ		H25/1月 ツキ		H25/2月 ツキ		H25/3月 ツキ		H25/4月 ツキ		H25/5月 ツキ		H25/6月 ツキ		H25/7月 ツキ		H25/8月 ツキ		H25/9月 ツキ		H25/10月 ツキ		H25/11月 ツキ		H25/12月 ツキ		H26/1月 ツキ		H26/2月 ツキ		H26/3月 ツキ		H26/4月 ツキ		H26/5月 ツキ		H26/6月 ツキ		H26/7月 ツキ		H26/8月 ツキ		H26/9月 ツキ		H26/10月 ツキ		H26/11月 ツキ		H26/12月 ツキ		H27/1月 ツキ		H27/2月 ツキ		H27/3月 ツキ		H27/4月 ツキ		H27/5月 ツキ		H27/6月 ツキ		H27/7月 ツキ		H27/8月 ツキ		H27/9月 ツキ		H27/10月 ツキ		H27/11月 ツキ		H27/12月 ツキ		H28/1月 ツキ		H28/2月 ツキ		H28/3月 ツキ		H28/4月 ツキ		H28/5月 ツキ		H28/6月 ツキ		H28/7月 ツキ		H28/8月 ツキ		H28/9月 ツキ		H28/10月 ツキ		H28/11月 ツキ		H28/12月 ツキ		H29/1月 ツキ		H29/2月 ツキ		H29/3月 ツキ		H29/4月 ツキ		H29/5月 ツキ		H29/6月 ツキ		H29/7月 ツキ		H29/8月 ツキ

																																総着工 ソウ チャッコウ		442,948		450,054		499,032		488,222		441,367		439,103		471,845		448,692		500,151		473,986		496,840		449,556		491,418		461,518		466,692						総計 ソウケイ				73,647		69,638		72,566		75,421		77,500		74,176		84,251		80,145		75,944		69,289		68,969		71,456		77,894		79,751		83,704		84,801		84,343		88,539		90,226		91,475		89,578		77,843		69,689		69,411		75,286		67,791		75,757		72,880		73,771		75,882		79,171		78,364		76,416		67,713		67,552		69,887		75,617		71,720		88,118		78,263		80,255		77,872		77,153		79,697		75,452		67,815		72,831		75,744		82,398		78,728		85,953		85,208		82,242		85,622		87,239		85,051		78,406		76,491		70,912		75,887		83,979

																																戸建分譲 コダ ブンジョウ		61,006		63,530		67,775		66,131		63,682		60,539		61,907		64,328		67,872		66,828		69,156		68,693		72,010		72,895		74,892						持家 モ イエ				24,137		25,468		26,971		28,338		28,208		28,125		28,894		28,216		26,748		23,561		22,987		24,879		28,357		28,902		30,699		31,475		31,379		32,128		33,967		34,580		31,858		24,955		22,891		21,650		23,799		22,288		24,864		23,524		24,250		24,617		24,245		24,462		23,725		20,282		20,813		21,352		23,294		22,542		26,643		25,396		25,245		25,219		24,830		25,310		22,440		20,264		20,984		22,274		23,567		23,501		26,944		26,910		26,341		25,573		26,046		25,993		23,890		20,228		21,322		21,468		23,751

																																分譲マンション ブンジョウ		59,859		64,119		67,631		56,187		53,111		57,104		61,903		56,529		58,377		55,855		61,658		46,620		59,243		60,440		59,023						貸家 カシヤ				25,823		23,853		26,976		25,982		27,616		26,253		33,939		30,106		27,451		24,649		22,257		25,986		27,842		26,614		30,504		31,012		29,548		31,892		35,059		35,266		35,634		29,953		27,744		28,925		31,177		27,434		31,057		28,623		28,435		30,082		33,628		32,655		32,478		26,856		25,672		30,243		30,603		28,208		35,600		33,977		33,470		34,092		32,757		33,505		33,735		28,288		28,871		30,572		35,504		32,427		36,910		37,745		36,784		38,400		39,950		38,617		34,475		31,684		30,842		33,937		36,194

																																持家 モ イエ		161,247		155,285		182,940		169,901		143,342		134,879		148,339		136,102		152,836		138,947		148,266		133,845		146,498		141,212		152,973						給与住宅 キュウヨ ジュウタク				718		673		895		619		448		388		354		344		301		285		487		407		307		324		472		610		374		551		698		360		184		355		669		368		600		632		420		691		417		887		478		1,247		607		533		622		732		600		376		386		651		328		322		728		379		357		360		572		773		298		587		482		656		608		310		661		314		254		518		350		755		326

																																貸家 カシヤ		156,503		164,388		177,412		192,581		176,808		181,532		195,950		187,728		217,770		209,505		213,971		196,384		208,068		182,025		175,372						分譲住宅 ブンジョウ ジュウタク		戸建 コダ		9,147		9,881		10,647		10,428		10,768		10,135		10,656		10,806		10,858		10,561		10,154		10,495		10,559		10,881		11,651		11,305		11,983		11,396		11,766		12,111		12,026		10,530		9,654		10,044		10,737		10,026		11,491		10,882		10,299		10,247		10,146		10,602		10,763		9,511		9,630		9,887		9,893		9,148		11,160		10,587		10,768		10,351		10,030		11,471		11,188		10,359		10,602		10,678		10,933		10,796		11,279		11,863		11,401		11,600		11,294		11,683		11,251		10,863		10,696		11,041		11,504

																																給与住宅 キュウヨ ジュウタク		3,741		2,178		2,638		2,634		3,647		4,219		2,663		3,169		2,941		2,852		2,605		2,830		4,449		3,509		3,361								ﾏﾝｼｮﾝ		13,734		9,688		7,036		9,920		10,262		9,219		10,334		10,583		10,516		10,067		13,043		9,576		10,718		12,893		10,274		10,320		10,929		12,497		8,509		9,037		9,736		11,941		8,674		8,290		8,902		7,307		7,754		9,011		10,188		9,949		10,495		9,255		8,709		10,377		10,693		7,575		11,071		11,322		14,173		7,424		10,189		7,724		8,690		8,880		7,534		8,383		11,752		11,290		12,051		11,373		10,263		7,980		7,066		9,644		9,288		8,444		8,537		13,198		7,702		8,686		12,204

																																								住団連予測 ジュウ ダン レン ヨソク







																																全国 ゼンコク		H25.3期 キ				H26.3期 キ				H27.3期 キ				H28.3期 キ				H29.3期 キ				H30.3期 キ				H31.3期 キ				R2.3期 キ

																																		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ

																																総着工 ソウ チャッコウ		442,948		450,054		499,032		488,222		441,367		439,103		471,845		448,692		500,151		473,986		496,840		449,556		491,418		461,518		466,692		416,995

																																戸建分譲 コダ ブンジョウ		61,006		63,530		67,775		66,131		63,682		60,539		61,907		64,328		67,879		66,828		69,156		68,693		72,010		72,895		74,892		71,262

																																分譲マンション ブンジョウ		59,859		64,119		67,631		56,187		53,111		57,104		61,903		56,529		58,379		56,856		61,658		46,620		59,243		60,440		59,023		52,592

																																持家 モ イエ		161,247		155,285		182,940		169,901		143,342		134,879		148,339		136,102		154,681		138,947		148,266		133,845		146,498		141,212		152,973		130,365

																																貸家 カシヤ		156,503		164,388		177,412		192,581		176,808		181,532		195,950		187,728		219,056		209,505		213,971		196,384		208,068		182,025		175,372		159,137

																																給与住宅 キュウヨ ジュウタク		3,741		2,178		2,638		2,634		3,647		4,219		2,663		3,169		3,562		2,852		2,605		2,830		4,449		3,509		3,361		2,747



																																北関東 キタ カントウ

																																総着工 ソウ チャッコウ		24,826		24,966		25,508		27,482		22,914		24,073		24,749		24,419		26,009		25,184		24,792		23,625		23,398		22,055		0		0



																																		H26年度 ネンド		H27年度 ネンド		H28年度 ネンド		H29年度 ネンド		H30年度 ネン ド		H31年度 ネンド		R2年度 ネンド

																																総着工 ソウ チャッコウ		880,470		920,537		974,137		946,396		952,936		883,687

																																戸建分譲 ト ダテ ブンジョウ		124,221		126,235		134,707		137,849		144,905		146,154





















																																茨城 イバラキ		H25.3期 キ				H26.3期 キ				H27.3期 キ				H28.3期 キ

																																		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ		上 カミ		下 シモ

																																総着工 ソウ チャッコウ		11170		11060		11846		12521		10596		11350		11442		10714.3333333333

																																戸建分譲 コダ ブンジョウ		7.5%		7.7%		9.3%		9.0%		11.7%		11.1%		12.3%		13.4%

																																分譲マンション ブンジョウ		2.2%		1.8%		5.7%		1.5%		4.0%		10.9%		3.7%		0.0%

																																持家 モ イエ		52.2%		50.8%		51.2%		49.0%		45.6%		40.3%		41.8%		44.2%

																																貸家 カシヤ		37.8%		39.5%		33.6%		39.6%		38.6%		37.5%		41.4%		40.1%

																																給与住宅 キュウヨ ジュウタク		0.3%		0.2%		0.3%		1.0%		0.1%		0.2%		0.8%		2.3%

																																												全国 ゼンコク		H28.3期 キ

																																														上(平均) カミ ヘイキン		下(平均) シモ ヘイキン		変動率 ヘンドウリツ

																																												総計 ソウケイ		78,641		74,782		-4.91%

																																												持家 モ イエ		24,723		22,684		-8.25%

																																												貸家 カシヤ		32,658		31,288		-4.20%

																																												給与住宅 キュウヨ ジュウタク		444		528		19.00%

																																												戸建分譲 コダ ブンジョウ		10,318		10,721		3.91%

																																												分譲ﾏﾝｼｮﾝ ブンジョウ		10,317		9,422		-8.68%



住宅着工数と戸建分譲戸数の推移

総着工	

449

上	下	上	下	上	下	上	下	上	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	471845	448692	500151	473986	496840	449556	491418	461518	466692	予想	1	戸建分譲	63682	60539	61907	64328	67872	66828	69156	68693	72010	

総着工



戸建分譲



北関東着工総数と県別分譲戸建着工数

総着工	上	下	上	下	上	下	上	下	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	24749	24419	26009	25184	24792	23625	23398	22055	栃木	上	下	上	下	上	下	上	下	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	1053	1024	1041	1221	1106	1327	1212	1097	茨城	上	下	上	下	上	下	上	下	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	1405	1481	1518	1418	1624	1528	1671	1545	群馬	上	下	上	下	上	下	上	下	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	1030	1071	1103	1106	1206	1290	1316	1195	

総着工



県別着工





茨城　利用別割合

戸建分譲	7.5

7.7

9.3

9.0

11.7

11.1

12.3

13.4

上	下	上	下	上	下	上	下	H25.3期	H26.3期	H27.3期	H28.3期	7.5290957923008051E-2	7.6763110307414104E-2	9.2689515448252574E-2	8.984905358996885E-2	0.11730841827104568	0.11101321585903083	0.12279321796888656	0.13355940640263819	持家	52.2

50.8

51.2

49.0

45.6

40.3

41.8

44.2

上	下	上	下	上	下	上	下	H25.3期	H26.3期	H27.3期	H28.3期	0.52166517457475381	0.50795660036166368	0.51181833530305587	0.49013657056145676	0.45592676481691202	0.40255506607929514	0.41802132494319177	0.4423669228136764	貸家	37.8

39.5

33.6

39.6

38.6

37.5

41.4

40.1

上	下	上	下	上	下	上	下	H25.3期	H26.3期	H27.3期	H28.3期	0.37797672336615934	0.39520795660036168	0.33555630592605101	0.39589489657375609	0.38580596451491128	0.37533039647577093	0.41417584338402375	0.40074044115359486	分譲マンション	上	下	上	下	上	下	上	下	H25.3期	H26.3期	H27.3期	H28.3期	2.2470904207699195E-2	1.8444846292947559E-2	5.6981259496876581E-2	1.4535580225221627E-2	4.0015100037750093E-2	0.10881057268722467	3.7056458661073238E-2	0	給与住宅	上	下	上	下	上	下	上	下	H25.3期	H26.3期	H27.3期	H28.3期	2.5962399283795882E-3	1.6274864376130199E-3	2.9545838257639709E-3	9.5838990495966773E-3	9.4375235938089848E-4	2.2907488986784142E-3	7.9531550428246812E-3	2.3333229630090532E-2	



住宅着工数と戸建分譲戸数の推移

総着工	

449

H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	920537	974137	946396	952936	883687	予想	952936	1	戸建分譲	883687	126235	134707	137849	144905	146154	

総着工



戸建分譲





金利

		金利 キンリ

		・		フラット35　（返済期間：21年以上35年以下　融資率：90％以下　での最低金利　）												Ｈ25				Ｈ25																				H26																								H27																								H28																								H29																								H30																								H31																								H32

																1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12				26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36

																				1.990		1.800		1.810		2.030		2.050		1.990		1.940		1.930		1.810		1.800		1.800		1.790		1.740		1.750		1.730		1.730		1.730		1.690		1.660		1.650		1.610		1.560		1.470		1.370		1.470		1.540		1.460		1.540		1.610		1.580		1.540		1.590		1.550		1.550		1.540		1.480		1.250		1.190		1.080		1.100		0.930		0.900		1.020		1.060		1.030		1.100		1.120		1.100		1.120		1.120		1.060		1.090		1.090		1.120		1.080		1.360		1.370		1.340		1.360		1.400		1.360		1.350		1.350		1.370		1.340		1.340		1.390		1.410		1.450		1.410		1.33		1.31		1.27		1.27		1.29		1.27		1.18		1.17		1.11		1.11



																		返済シミュ(元利均等) ヘンサイ ガンリキントウ

																		借入額 カリイレ ガク		返済期間 ヘンサイ キカン		利率 リリツ		→		月支払 ツキ シハライ		総額 ソウガク

																H27.11　足銀提携 アシ ギン テイケイ		25,000,000		35		0.775%				67,980		28,551,745

																H27.11　フラット35		25,000,000		35		1.550%				77,160		32,407,154

																H28.4　フラット35		25,000,000		35		1.080%				71,507		30,033,084



																H29.4　フラット35		25,000,000		35		1.12%				71,978		30,230,833

																H29.5　フラット35		25,000,000		35		1.06%				71,273		29,934,511



		・		足銀提携ローンの変動金利				(％)

				固定期間 コテイ キカン		H27.11		H28.5																				Ｈ25								H26								H27								H28								H29								H30								R1								R2

				0年(変動金利)		0.775		0.775																				3		6		9		12		3		6		9		12		3		6		9		12		3		6		9		12		3		6		9		12		3		6		9		12		3		6		9		12		3		6		9		12

				3年		0.900		0.750																				1.990		2.030		1.940		1.800		1.740		1.730		1.660		1.560		1.470		1.540		1.540		1.550		1.250		1.100		1.020		1.100		1.120		1.090		1.080		1.340		1.360		1.370		1.390		1.410		1.27		1.27		1.11		1.16		1.19

				5年		1.000		0.800

				10年		1.150		0.900

				20年		1.800		1.550

		・		返済シミュレーション

				借入額2,500万、返済期間35年、元利均等返済

				条件 ジョウケン		金利 キンリ		月々返済 ツキヅキ ヘンサイ		総返済額 ソウ ヘンサイ ガク

				フラット35
H27.11時点 ジテン		1.550%		77,160		32,407,154

				フラット35
H28.4時点		1.080%		71,507		30,033,084

				足銀提携ローン
H27.11時点 ジテン		0.775%		67,980		28,551,745

				フラット35
H29.4時点 ジテン		1.120%		71,978		30,230,760

				フラット35
H29.5時点 ジテン		1.060%		71,273		29,934,660



		・		フラット35S

				H28.1.29まで		0.6%引き下げ ヒ サ

				↓

				H28.1.30～
　　　H29.9.30		0.3%引き下げ ヒ サ

				↓

				H29.10.1～		0.25%引き下げ ヒ サ













3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	H27	H28	H29	H30	1.74	1.73	1.73	1.66	1.61	1.47	1.47	1.46	1.61	1.54	1.55	1.54	1.25	1.08	0.93	1.02	1.03	1.1200000000000001	1.1200000000000001	1.06	1.0900000000000001	1.08	1.37	1.36	1.36	

3	6	9	12	3	6	9	12	3	6	9	12	2	3	6	9	12	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Ｈ25	H30	1.99	2.0299999999999998	1.94	1.8	1.74	1.73	1.66	1.56	1.47	1.54	1.54	1.55	1.48	1.25	1.1000000000000001	1.02	1.1000000000000001	1.1200000000000001	1.1200000000000001	1.06	1.0900000000000001	1.0900000000000001	1.1200000000000001	1.08	1.36	1.37	1.34	1.36	1.4	1.36	1.35	1.35	1.37	1.34	1.34	1.39	

3	6	9	12	3	6	9	12	3	6	9	12	3	6	9	12	3	6	9	12	3	6	9	12	3	6	9	12	3	Ｈ25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	1.99	2.0299999999999998	1.94	1.8	1.74	1.73	1.66	1.56	1.47	1.54	1.54	1.55	1.25	1.1000000000000001	1.02	1.1000000000000001	1.1200000000000001	1.0900000000000001	1.08	1.34	1.36	1.37	1.39	1.41	1.27	1.27	1.1100000000000001	1.1599999999999999	1.19	

マイナス金利
H28.2.16より導入



北関東

								県勢および地価変動率(基準地価) ケン セイ チカ ヘンドウリツ キジュン チカ キチ						（）内は前年同期 ウチ ドウキ

										人口 (万)		有効求人倍率(倍) ユウコウ キュウジン バイリツ バイ		公示地価(H31.1) コウジ チカ

														住宅地		商業地

								栃木		194.4		1.45(1.42)		▲0.7(▲0.8)		▲0.5(▲0.6)

								茨城		287.1		1.62(1.59)		▲0.5(▲0.7)		▲0.5(▲0.7)

								群馬		194.1		1.74(1.67)		▲0.6(▲0.6)		▲0.2(▲0.4)

								(千葉)		626.8		1.31(1.34)		　 0.6(　 0.4)		　 2.9(   1.7)









北関東着工総数と県別分譲戸建着工数

総着工	上	下	上	下	上	下	上	下	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	24749	24419	26009	25184	24792	23625	23398	22055	栃木	上	下	上	下	上	下	上	下	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	1053	1024	1041	1221	1106	1327	1212	1097	茨城	上	下	上	下	上	下	上	下	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	1405	1481	1518	1418	1624	1528	1671	1545	群馬	上	下	上	下	上	下	上	下	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	1030	1071	1103	1106	1206	1290	1316	1195	

総着工



県別着工







PP用図表























				前年度比：7.3％減 ゼンネンド ヒ ゲン













		条件 ジョウケン		金利 キンリ		月々返済 ツキヅキ ヘンサイ

		借入額 2,500万円
頭金・賞与返済なし
返済期間 35年 カリイレ ガク マンエン アタマキン ショウヨ ヘンサイ ヘンサイ キカン ネン		フラット35　  1.190%		72,800円









3	6	9	12	3	6	9	12	3	6	9	12	3	6	9	12	3	6	9	12	3	6	9	12	3	6	9	12	3	Ｈ25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	1.99	2.0299999999999998	1.94	1.8	1.74	1.73	1.66	1.56	1.47	1.54	1.54	1.55	1.25	1.1000000000000001	1.02	1.1000000000000001	1.1200000000000001	1.0900000000000001	1.08	1.34	1.36	1.37	1.39	1.41	1.27	1.27	1.1100000000000001	1.1599999999999999	1.19	

住宅着工数と戸建分譲戸数の推移

総着工	

449

H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	920537	974137	946396	952936	883687	予想	952936	1	戸建分譲	883687	126235	134707	137849	144905	146154	

総着工



戸建分譲



マイナス金利
H28.2.16より導入



制度 (2)

				住宅ローン減税 ジュウタク ゲンゼイ

						消費税率８％ ショウヒゼイ リツ		消費税率１０％ ショウヒゼイ リツ

				住宅ローン残高限度額 ジュウタク ザンダカ ゲンドガク		4,000万円 マンエン		4,000万円 マンエン

				控除期間 コウジョ キカン		１～１０年目 ネン メ		１～１０年目 ネン メ		１１～１３年目 ネンメ

				住宅ローン控除額 ジュウタク ガク		住宅ローン残高×１％ ジュウタク ザンダカ		住宅ローン残高×１％ ジュウタク ザンダカ		「住宅ローン残高×１％」または
「建物価格×２％÷３」の低い方









制度 (4)

				贈与税の非課税枠 ゾウヨゼイ ヒカゼイ ワク

				贈与年 ゾウヨ ネン		消費税率８％ ショウヒゼイ リツ				消費税率１０％ ショウヒゼイ リツ

						省エネ性又は
耐震性を満たす住宅 ショウ セイ マタ タイシンセイ ミ ジュウタク		左記以外の住宅 サキ イガイ ジュウタク		省エネ性又は
耐震性を満たす住宅 ショウ セイ マタ タイシンセイ ミ ジュウタク		左記以外の住宅 サキ イガイ ジュウタク

				Ｒ２.４ ～Ｒ３.３		1,000万円 マンエン		  500万円 マンエン		1,500万円 マンエン		1,000万円 マンエン

				Ｒ３.４ ～Ｒ３.12		　　   800万円      マンエン		  300万円 マンエン		1,200万円 マンエン		  700万円 マンエン

























































































































































































































制度 (3)

				すまい給付金 キュウフ キン										すまい給付金 キュウフ キン



				消費税率８％ ショウヒゼイ リツ				消費税率１０％ ショウヒゼイ リツ						消費税率８％ ショウヒゼイ リツ				消費税率１０％ ショウヒゼイ リツ

				給付基礎額 キュウフ キソ ガク		年収 ネンシュウ		年収 ネンシュウ		給付基礎額 キュウフ キソ ガク				年収 ネンシュウ		給付基礎額 キュウフ キソ ガク		給付基礎額 キュウフ キソ ガク		年収 ネンシュウ

				30万円 マンエン		425万円以下 マンエン イカ		450万円以下 マンエン イカ		50万円 マンエン				425万円以下 マンエン イカ		30万円 マンエン		50万円 マンエン		450万円以下 マンエン イカ

				20万円 マンエン		425万円超～475万円以下 マンエン チョウ マンエン イカ								425万円超～475万円以下 マンエン チョウ マンエン イカ		20万円 マンエン

								450万円超～525万円以下 マンエン チョウ マンエン イカ		40万円 マンエン								40万円 マンエン		450万円超～525万円以下 マンエン チョウ マンエン イカ

				10万円 マンエン		475万円超～510万円以下 マンエン チョウ マンエン イカ								475万円超～510万円以下 マンエン チョウ マンエン イカ		10万円 マンエン



								525万円超～600万円以下 マンエン チョウ マンエン イカ		30万円 マンエン								30万円 マンエン		525万円超～600万円以下 マンエン チョウ マンエン イカ

								600万円超～675万円以下 マンエン チョウ マンエン イカ		20万円 マンエン								20万円 マンエン		600万円超～675万円以下 マンエン チョウ マンエン イカ

								675万円超～775万円以下 マンエン チョウ マンエン イカ		10万円 マンエン								10万円 マンエン		675万円超～775万円以下 マンエン チョウ マンエン イカ





制度

				すまい給付金 キュウフ キン

				消費税率８％ ショウヒゼイ リツ								消費税率１０％ ショウヒゼイ リツ

				年収 ネンシュウ				給付基礎額 キュウフ キソ ガク				年収 ネンシュウ				給付基礎額 キュウフ キソ ガク

				425万円以下 マンエン イカ				30万円 マンエン				450万円以下 マンエン イカ				50万円 マンエン

				425万円超～475万円以下 マンエン チョウ マンエン イカ				20万円 マンエン				450万円超～525万円以下 マンエン チョウ マンエン イカ				40万円 マンエン

				475万円超～510万円以下 マンエン チョウ マンエン イカ				10万円 マンエン				525万円超～600万円以下 マンエン チョウ マンエン イカ				30万円 マンエン

												600万円超～675万円以下 マンエン チョウ マンエン イカ				20万円 マンエン

												675万円超～775万円以下 マンエン チョウ マンエン イカ				10万円 マンエン



				贈与税の非課税枠 ゾウヨゼイ ヒカゼイ ワク

				消費税率８％ ショウヒゼイ リツ								消費税率１０％ ショウヒゼイ リツ

				贈与年 ゾウヨ ネン		省エネ性又は
耐震性を満たす住宅 ショウ セイ マタ タイシンセイ ミ ジュウタク		左記以外の住宅 サキ イガイ ジュウタク				贈与年 ゾウヨ ネン		省エネ性又は
耐震性を満たす住宅 ショウ セイ マタ タイシンセイ ミ ジュウタク		左記以外の住宅 サキ イガイ ジュウタク

				H28. 1 ～H31.3		1,200万円 マンエン		  700万円 マンエン				H28. 1 ～H31.3		―		―

				H31. 4 ～R02.3								H31. 4 ～R02.3		3,000万円 マン エン		2,500万円 マンエン

				R02. 4 ～R03.3		1,000万円 マンエン		  500万円 マンエン				R02. 4 ～R03.3		1,500万円 マンエン		1,000万円 マンエン

				R03. 4 ～   12		　　   800万円      マンエン		  300万円 マンエン				R03. 4 ～   12		1,200万円 マンエン		  700万円 マンエン







																				住宅ローン減税 ジュウタク ゲンゼイ



																				消費税率 ショウヒゼイリツ		８％				消費税率 ショウヒゼイリツ		１０％

																				控除期間 コウジョ キカン		１～１０年目 ネン メ				控除期間 コウジョ キカン		１～１０年目 ネン メ		１１～１３年目 ネンメ

																				住宅ローン
残高限度額 ジュウタク ザンダカ ゲンドガク		４，０００万円 マンエン				住宅ローン
残高限度額 ジュウタク ザンダカ ゲンドガク		４，０００万円 マンエン

																				住宅ローン
控除額 ジュウタク ガク		住宅ローン残高×１％ ジュウタク ザンダカ				住宅ローン
控除額 ジュウタク ガク		住宅ローン残高×１％ ジュウタク ザンダカ		「住宅ローン残高×１％」または
「建物価格×２％÷３」の低い方







































































































































































































住宅ローン減税

				住宅ローン減税　PP案① ジュウタク ゲンゼイ アン

				居住開始
年月日 キョジュウ カイシ ネン ガッピ		消費税率 ショウヒ ゼイリツ		住宅ローン残高
限度額 ジュウタク ザンダカ ゲンドガク		１０年目までの
住宅ローン控除額 ネンメ ジュウタク コウジョ ガク		11年目～１３年目の
住宅ローン控除額 ネン メ ネンメ ジュウタク コウジョ ガク

				～R01.9		８％		４，０００万円 エン		住宅ローン残高×１％ ジュウタク ザンダカ		―

				R01.10～R02.12		１０％						「住宅ローン残高×１％」または
「建物価格×２％÷３」の低い方 ジュウタク ザンダカ タテモノ カカク ヒク ホウ

				※H31.3までに契約した場合は、消費税率８％が適用される ケイヤク バアイ ショウヒ ゼイリツ テキヨウ



																住宅ローン減税　PP案② ジュウタク ゲンゼイ アン

																消費税率 ショウヒゼイリツ		８％

																控除期間 コウジョ キカン		１～１０年目 ネン メ

																住宅ローン残高
限度額 ジュウタク ザンダカ ゲンドガク		４，０００万円 マンエン

																住宅ローン控除額 ジュウタク ガク		住宅ローン残高×１％ ジュウタク ザンダカ





																消費税率 ショウヒゼイリツ		１０％

																控除期間 コウジョ キカン		１～１０年目 ネン メ		１１～１３年目 ネンメ

																住宅ローン残高
限度額 ジュウタク ザンダカ ゲンドガク		４，０００万円 マンエン

																住宅ローン控除額 ジュウタク ガク		住宅ローン残高×１％ ジュウタク ザンダカ		「住宅ローン残高×１％」または
「建物価格×２％÷３」の低い方





経過措置

														消費税増税経過措置 ショウヒゼイゾウゼイ ケイカ ソチ

																						税率引き上げ ゼイリツ ヒ ア

																(平成31年4月1日) ヘイセイ ネン ガツ ニチ						(平成31年10月1日) ヘイセイ ネン ガツ ニチ

																												消費税率
８％ ショウヒ ゼイリツ









																												消費税率
１０％ ショウヒ ゼイリツ









																契約日 ケイヤク ビ		引渡日 ヒ ワタ ビ







（注意事項）

本資料は、当社が信頼できると判断した情報に基づいて作成しておりますが、当社がその正確性を保

証するものではありません。また、本資料中には、将来の予測に関する内容が含まれていますが、これら

は現在入手可能な情報を基に、当社の判断および仮定を加えたものであり、その不確定性及び今後の

事業環境の変化等、様々な要因によって実際に生じる結果が予測内容とは実質的に異なる可能性があ

ります。当社は、将来予測に関するいかなる内容についても、改訂する義務を負うものではありません。

お問い合わせ先

グランディハウス株式会社 管理部ＩＲ担当

ＴＥＬ 028-650-7768 ＦＡＸ 028-650-7782
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