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１．2020年３月期第３四半期の連結業績（2019年４月１日～2019年12月31日）

（１）連結経営成績(累計) (％表示は、対前年同四半期増減率)

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属する

四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2020年３月期第３四半期 5,980 － 789 － 764 － 520 －

2019年３月期第３四半期 － － － － － － － －
(注) 包括利益 2020年３月期第３四半期 520百万円(－％) 2019年３月期第３四半期 －百万円( －％)
　

１株当たり
四半期純利益

潜在株式調整後
１株当たり
四半期純利益

円 銭 円 銭

2020年３月期第３四半期 221.22 212.45

2019年３月期第３四半期 － －
　

(注)１．当社は2019年３月期第３四半期については四半期連結財務諸表を作成していないため、2019年３月期第３四
半期の数値及び2020年３月期第３四半期の対前年同四半期増減率については記載しておりません。

２．2019年３月期第３四半期の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在するもの
の、当社株式は非上場であり、期中平均株価が把握できないため記載しておりません。

３．当社株式は2020年12月19日に東京証券取引所マザーズ市場に上場したため、2020年３月期第３四半期の潜在
株式調整後１株当たり四半期純利益については、新規上場日から2020年３月期第３四半期連結会計期間末日
までの平均株価を期中平均株価とみなして算定しております。

　

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2020年３月期第３四半期 7,705 4,275 55.5

2019年３月期 6,813 3,191 46.8
(参考) 自己資本 2020年３月期第３四半期 4,275百万円 2019年３月期 3,191百万円

２．配当の状況

年間配当金

第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

2019年３月期 － － － 16.00 16.00

2020年３月期 － － －

2020年３月期(予想) 48.00 48.00
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 有

2020年３月期（予想）期末配当金の内訳 普通配当 43円00銭 記念配当 5円00銭

３．2020年３月期の連結業績予想（2019年４月１日～2020年３月31日）

(％表示は、対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する当期純利益

１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭
通期 7,848 － 1,003 － 938 － 646 － 263.94

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
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※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 無

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 有

（注）詳細は、四半期決算短信（添付資料）７ページ「２．四半期連結財務諸表及び主な注記（３）四半期連結財務
諸表に関する注記事項（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）」をご覧ください。

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無

② ①以外の会計方針の変更 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 無

④ 修正再表示 ： 無
　

　

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 2020年３月期３Ｑ 2,734,693株 2019年３月期 2,334,693株

② 期末自己株式数 2020年３月期３Ｑ －株 2019年３月期 －株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2020年３月期３Ｑ 2,355,056株 2019年３月期３Ｑ －株

　
（注）当社は2019年３月期第３四半期については四半期連結財務諸表を作成していないため、2019年３月期第３四半

期の期中平均株式数（四半期累計）を記載しておりません。

　

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

　本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的である
と判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際
の業績等は様々な要因により異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用に当た
っての注意事項については、添付資料Ｐ．２「1．当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績予想などの
将来予測情報に関する説明」をご覧ください。
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

　当第３四半期連結累計期間における我が国経済は、雇用・所得環境の改善により緩やかな回復基調が続いており

ましたが、米中貿易摩擦の長期化や中東諸国での地政学的リスクの高まりなどに加え、10月の消費税率の引き上げ

に伴う駆け込み需要の反動など、先行きが不透明な状況で推移しました。

そのような環境のもと、当社グループの不動産売買においては、仕入部門と販売部門の２軸を併せ持つ当社の強

みを最大限に生かし、より高い収益率を見込む不動産の仕入および販売に注力し、結果として連結売上総利益率が

26.5％という結果となりました。

当社では、不動産売買のさらなる高収益実現のため、自社の不動産売買サイトの機能・サービス拡充へのシステ

ム開発を進めた結果、土地取得後の住宅建築業者とのマッチング機能のサービス「sumuzu Matching」を予定通り当

第３四半期連結累計期間にリリースしました。現在のＰＶ数やユニークユーザー数は着実に増加していますが、引

き続き豊富に保有する富裕層顧客データを重要資源として対面取引におけるサービスに力を注ぐとともに、ＩＴに

よる効率的な不動産販売の実現と自社サイトでのマッチングビジネス拡充に取り組んでまいります。

そのような状況下において、売上高は5,980,486千円、営業利益は789,297千円、経常利益は764,013千円、親会社

株主に帰属する四半期純利益は520,994千円となりました。

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。

①sumuzu事業

当セグメントにつきましては、消費税率が2019年10月から10％に増税される前の駆け込み需要の反動や景況感の

下振れもありましたが、当四半期連結累計期間にオーダーメイド住宅マッチングサイト「sumuzu Matching」へアク

セスする購入意欲の高い登録会員の取り込みに注力し会員数も堅調に増加し、販売高は概ね堅調に推移しました。

これにより、売上高は5,924,222千円、営業利益は930,951千円となりました。

②賃貸事業

　当セグメントにつきましては、入居者の中途解約等もなく安定した賃料収入により堅調に推移しました。これに

より、売上高は54,574千円、営業利益は30,917千円となりました。

（２）財政状態に関する説明

（資産）

当第３四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ、891,188千円増加の7,705,043千円となり

ました。流動資産は、前連結会計年度末に比べ、911,056千円増加の6,510,564千円となりました。これは主に現金

及び預金が1,031,520千円増加したことによるものであります。固定資産は、前連結会計年度末に比べ、19,867千円

減少の1,194,478千円となりました。これは主に有形固定資産が14,863千円減少したことによるものであります。

（負債）

当第３四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ、192,291千円減少の3,429,944千円となり

ました。流動負債は、前連結会計年度末に比べ、178,725千円増加の2,452,371千円となりました。これは主に短期

借入金が219,881千円増加したことによるものであります。固定負債は、前連結会計年度末に比べ、371,016千円減

少の977,572千円となりました。これは主に長期借入金が366,282千円減少したことによるものであります。

（純資産）

当第３四半期連結会計期間末の純資産合計は、前連結会計年度末に比べ、1,083,479千円増加の4,275,099千円と

なりました。これは増資により資本金が299,920千円、資本剰余金が299,920千円増加したこと及び利益剰余金が

483,639千円増加したことによるものであります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

連結業績予想につきましては、当第３四半期連結累計期間の業績及び今後の動向等を勘案して検討した結果、売

上高、営業利益、経常利益及び親会社株主に帰属する当期純利益は、年度当初の計画通りとなる見通しです。な

お、連結業績予想は現在入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績等は様々な要因により異なる可

能性があります。
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(2019年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2019年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,593,398 3,624,918

たな卸資産 2,857,436 2,726,753

その他 148,673 158,892

流動資産合計 5,599,508 6,510,564

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 420,047 420,047

減価償却累計額 △82,955 △94,295

建物及び構築物（純額） 337,092 325,752

車両運搬具 28,380 28,380

減価償却累計額 △18,452 △21,451

車両運搬具（純額） 9,927 6,928

工具、器具及び備品 17,992 19,338

減価償却累計額 △10,091 △11,961

工具、器具及び備品（純額） 7,901 7,377

土地 734,410 734,410

有形固定資産合計 1,089,331 1,074,468

無形固定資産 215 436

投資その他の資産 124,798 119,573

固定資産合計 1,214,346 1,194,478

資産合計 6,813,854 7,705,043
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2019年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2019年12月31日)

負債の部

流動負債

短期借入金 1,504,299 1,724,180

1年内返済予定の長期借入金 327,883 99,059

未払法人税等 198,892 153,470

賞与引当金 1,414 32,008

その他 241,156 443,652

流動負債合計 2,273,646 2,452,371

固定負債

長期借入金 1,284,176 917,893

その他 64,412 59,678

固定負債合計 1,348,588 977,572

負債合計 3,622,235 3,429,944

純資産の部

株主資本

資本金 136,498 436,418

資本剰余金 349,366 649,286

利益剰余金 2,705,754 3,189,394

株主資本合計 3,191,619 4,275,099

純資産合計 3,191,619 4,275,099

負債純資産合計 6,813,854 7,705,043
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

四半期連結損益計算書

第３四半期連結累計期間

(単位：千円)
当第３四半期連結累計期間

(自 2019年４月１日
　至 2019年12月31日)

売上高 5,980,486

売上原価 4,394,417

売上総利益 1,586,069

販売費及び一般管理費 796,771

営業利益 789,297

営業外収益

違約金収入 10,120

その他 1,650

営業外収益合計 11,770

営業外費用

支払利息 25,147

株式公開費用 11,906

その他 0

営業外費用合計 37,055

経常利益 764,013

特別利益

保険解約返戻金 55,658

特別利益合計 55,658

税金等調整前四半期純利益 819,672

法人税、住民税及び事業税 298,677

法人税等合計 298,677

四半期純利益 520,994

親会社株主に帰属する四半期純利益 520,994
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四半期連結包括利益計算書

第３四半期連結累計期間

(単位：千円)
当第３四半期連結累計期間

(自 2019年４月１日
　至 2019年12月31日)

四半期純利益 520,994

四半期包括利益 520,994

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 520,994

非支配株主に係る四半期包括利益 －
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（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

　2019年12月19日に東京証券取引所マザーズ市場に上場いたしました。上場にあたり2019年12月18日を払込期日と

する有償の一般募集（ブックビルディングによる募集）による新株式400,000株の発行により、資本金及び資本準備

金がそれぞれ299,920千円増加しています。

　これらの結果、当第３四半期連結会計期間末における資本金は436,418千円、資本剰余金は649,286千円となって

おります。

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用）

当第３四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日 至 2019年12月31日)

税金費用の計算 税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引

前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前

四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠

く結果となる場合には、法定実効税率を使用する方法によっております。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

当第３四半期累計期間(自 2019年４月１日 至 2019年12月30日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

　 （単位：千円）

報告セグメント その他
（注）１

合計
調整額
（注）２

四半期連結損益
計算書計上額
（注）３sumuzu 賃貸 計

売上高

外部顧客への売上高 5,924,222 54,574 5,978,797 1,689 5,980,486 ― 5,980,486

セグメント間の内
部売上高又は振替高

― ― ― ― ― ― ―

計 5,924,222 54,574 5,978,797 1,689 5,980,486 ― 5,980,486

セグメント利益 930,951 30,917 961,868 1,689 963,558 △174,260 789,297

（注）１.「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、賃貸物件管理事業及び保険代理

店事業を含んでおります。

２．セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去1,656千円、各報告セグメントに配分していない全社

費用△174,260千円であります。

３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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