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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第28期

第３四半期累計期間
第29期

第３四半期累計期間
第28期

会計期間
自平成28年４月１日
至平成28年12月31日

自平成29年４月１日
至平成29年12月31日

自平成28年４月１日
至平成29年３月31日

売上高 （千円） 12,975,602 14,348,042 18,487,702

経常利益 （千円） 659,292 839,532 1,011,528

四半期（当期）純利益 （千円） 447,956 575,076 707,592

持分法を適用した場合の

投資利益
（千円） － － －

資本金 （千円） 832,495 832,495 832,495

発行済株式総数 （株） 6,362,000 6,362,000 6,362,000

純資産額 （千円） 5,614,542 6,258,832 5,774,236

総資産額 （千円） 16,762,365 18,489,737 16,768,098

１株当たり四半期（当期）

純利益金額
（円） 70.54 91.85 111.74

潜在株式調整後１株当たり

四半期（当期）純利益金額
（円） 69.32 90.43 109.79

１株当たり配当額 （円） 10.00 14.00 20.00

自己資本比率 （％） 33.2 33.6 34.2

 

回次
第28期

第３四半期会計期間
第29期

第３四半期会計期間

会計期間
自平成28年10月１日
至平成28年12月31日

自平成29年10月１日
至平成29年12月31日

１株当たり四半期純利益金額 （円） 24.16 22.52

（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移につい

ては記載しておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がありませんので記載しておりません。

４．第28期より中間配当を実施しております。
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２【事業の内容】

　当第３四半期累計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第３四半期累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した

事業等のリスクについての重要な変更はありません。

 

２【経営上の重要な契約等】

　当第３四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。

 

(1）業績の状況

　当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、企業収益の増大や雇用情勢の改善により、個人消費の伸び悩みは

あるものの、景気は緩やかな回復基調が続いております。一方、海外では北朝鮮情勢の緊張状態が続いており、今

後の先行きは不透明となっております。

　当社が属する不動産業界、とりわけ中古住宅流通市場におきましては、公益財団法人東日本不動産流通機構（東

日本レインズ）によると、平成29年４月～12月度における首都圏中古マンションの成約件数は前年同期比0.4％の

微減となった一方で、成約価格は平成25年１月以降60ヶ月連続で前年同月を上回って推移しており、価格の上昇が

続いております。

　当社の主たる事業である中古住宅再生事業におきましては、競合の激しい仕入環境の中、利益率の向上を目指し

て物件を厳選する仕入方針を継続しております。当第３四半期累計期間の仕入件数は、首都圏エリアにおける競売

及び任売の仕入活動が順調に進んだことに加え、関西支店の仕入の出遅れが改善された結果、前年同四半期累計期

間の700件から789件（前年同期比12.7％増）となりました。

　販売につきましては、主に首都圏エリアの販売活動が好調に推移した結果、当第３四半期累計期間における販売

件数は、前年同四半期累計期間の606件から674件（前年同四半期比11.2％増）に増加いたしました。また、利益面

におきましては、利益率重視の仕入方針を進めたことにより、販売物件の利益率が全体的に改善された結果、売上

総利益率は前事業年度の15.9％から16.7％となりました。

　以上の結果、当第３四半期累計期間における売上高は14,348百万円（前年同四半期比10.6％増）、営業利益は

1,007百万円（同22.0％増）、経常利益は839百万円（同27.3％増）、四半期純利益は575百万円（同28.4％増）と

なりました。

　事業別の状況は次のとおりであります。

＜中古住宅再生事業＞

　中古住宅再生事業におきましては、居住用物件による売上が13,098百万円、収益用一棟マンションを含む収益用

物件による売上が959百万円となり、物件販売による売上高は14,057百万円となりました。また、収益用物件の保

有期間中の賃貸収入が74百万円となりました。その結果、当第３四半期累計期間における中古住宅再生事業の売上

高は14,160百万円（前年同四半期比10.7％増）となりました。

＜その他不動産事業＞

　その他不動産事業におきましては、賃貸用不動産の賃貸収入等によって、当第３四半期累計期間におけるその他

不動産事業の売上高は187百万円（前年同四半期比0.5％減）となりました。

 

(2）財政状態の分析

①　流動資産

　当第３四半期会計期間末における流動資産は、15,552百万円となり、前事業年度末の13,779百万円から

1,772百万円の増加となりました。これは主に、現金及び預金が195百万円、販売用不動産が1,075百万円、仕

掛販売用不動産が520百万円増加したことによります。

②　固定資産

　当第３四半期会計期間末における固定資産は、2,937百万円となり、前事業年度末の2,988百万円から51百万

円の減少となりました。これは主に、有形固定資産が72百万円減少したことによります。
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③　流動負債

　当第３四半期会計期間末における流動負債は、8,336百万円となり、前事業年度末の6,953百万円から1,383

百万円の増加となりました。これは主に、短期借入金が1,200百万円増加したことによります。

④　固定負債

　当第３四半期会計期間末における固定負債は、3,894百万円となり、前事業年度末の4,040百万円から146百

万円の減少となりました。これは主に、社債が48百万円、長期借入金が68百万円減少したことによります。

⑤　純資産

　当第３四半期会計期間末における純資産は、6,258百万円となり、前事業年度末の5,774百万円から484百万

円の増加となりました。これは主に、利益剰余金が424百万円増加したことによります。

 

(3）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第３四半期累計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。

 

(4）研究開発活動

　該当事項はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 16,000,000

計 16,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成29年12月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成30年２月５日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 6,362,000 6,362,000
東京証券取引所

市場第一部

　権利内容に何ら限

定のない当社におけ

る標準となる株式で

あり、単元株式数は

100株であります。

計 6,362,000 6,362,000 － －

（注）１．「提出日現在発行数」欄には、平成30年２月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により

発行された株式数は含まれておりません。

２．平成29年12月20日付で、当社株式は東京証券取引所市場第二部から同市場第一部に指定替えをしております。

 

（２）【新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

 

（４）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

 

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数

（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額

（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成29年10月１日～

平成29年12月31日
－ 6,362,000 － 832,495 － 807,495
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（６）【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

 

（７）【議決権の状況】

　当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、

記載することができないことから、直前の基準日（平成29年９月30日）に基づく株主名簿による記載をしてお

ります。

①【発行済株式】

平成29年12月31日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式　　　 66,800 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式　　6,294,000 62,940 －

単元未満株式 普通株式　　　　1,200 － －

発行済株式総数 6,362,000 － －

総株主の議決権 － 62,940 －

 

②【自己株式等】

平成29年９月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合

（％）

株式会社イーグランド
東京都千代田区神田

錦町１丁目２－１
66,800 － 66,800 1.04

計 － 66,800 － 66,800 1.04

（注）発行済株式総数に対する所有株式数の割合は、小数点第３位以下を切り捨てて記載しております。

 

 

２【役員の状況】

　該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について
　当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63

号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について
　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期会計期間（平成29年10月１日から平成29

年12月31日まで）及び第３四半期累計期間（平成29年４月１日から平成29年12月31日まで）に係る四半期財務諸表に

ついて、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。

 

３．四半期連結財務諸表について
　当社は子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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１【四半期財務諸表】

（１）【四半期貸借対照表】

  （単位：千円）

 
前事業年度

(平成29年３月31日)
当第３四半期会計期間
(平成29年12月31日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,667,148 3,862,298

販売用不動産 7,546,931 8,622,421

仕掛販売用不動産 2,168,258 2,689,123

貯蔵品 801 827

その他 396,546 377,781

貸倒引当金 △52 △4

流動資産合計 13,779,633 15,552,449

固定資産   

有形固定資産 2,839,095 2,766,496

無形固定資産 12,928 7,772

投資その他の資産   

その他 136,725 163,283

貸倒引当金 △284 △265

投資その他の資産合計 136,440 163,018

固定資産合計 2,988,464 2,937,287

資産合計 16,768,098 18,489,737

負債の部   

流動負債   

買掛金 281,635 348,717

短期借入金 5,732,296 6,933,238

1年内償還予定の社債 67,800 71,200

1年内返済予定の長期借入金 489,158 570,729

賞与引当金 - 71,459

未払法人税等 92,477 134,937

完成工事補償引当金 7,372 7,941

その他 282,433 198,122

流動負債合計 6,953,172 8,336,346

固定負債   

社債 1,380,200 1,332,000

長期借入金 2,466,581 2,397,793

役員退職慰労引当金 66,893 66,893

その他 127,015 97,872

固定負債合計 4,040,689 3,894,558

負債合計 10,993,861 12,230,904
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  （単位：千円）

 
前事業年度

(平成29年３月31日)
当第３四半期会計期間
(平成29年12月31日)

純資産の部   

株主資本   

資本金 832,495 832,495

資本剰余金 807,495 813,417

利益剰余金 4,188,326 4,613,099

自己株式 △99,942 △46,042

株主資本合計 5,728,373 6,212,970

新株予約権 45,862 45,862

純資産合計 5,774,236 6,258,832

負債純資産合計 16,768,098 18,489,737
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（２）【四半期損益計算書】

【第３四半期累計期間】

  （単位：千円）

 
前第３四半期累計期間
(自　平成28年４月１日
　至　平成28年12月31日)

当第３四半期累計期間
(自　平成29年４月１日
　至　平成29年12月31日)

売上高 12,975,602 14,348,042

売上原価 10,893,347 11,948,664

売上総利益 2,082,255 2,399,377

販売費及び一般管理費 1,256,413 1,391,941

営業利益 825,842 1,007,436

営業外収益   

受取利息 112 72

受取配当金 1,391 1,651

契約収入 8,900 4,398

その他 1,049 1,024

営業外収益合計 11,452 7,146

営業外費用   

支払利息 126,517 124,795

支払手数料 35,508 45,245

その他 15,976 5,009

営業外費用合計 178,002 175,050

経常利益 659,292 839,532

特別利益   

固定資産売却益 4,403 2,302

特別利益合計 4,403 2,302

税引前四半期純利益 663,695 841,834

法人税、住民税及び事業税 196,305 273,841

法人税等調整額 19,433 △7,083

法人税等合計 215,739 266,758

四半期純利益 447,956 575,076
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【注記事項】

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第３四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半期累計期

間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

 
前第３四半期累計期間

（自　平成28年４月１日
至　平成28年12月31日）

当第３四半期累計期間
（自　平成29年４月１日
至　平成29年12月31日）

減価償却費 81,854千円 85,790千円
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（株主資本等関係）

Ⅰ　前第３四半期累計期間（自　平成28年４月１日　至　平成28年12月31日）

１．配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成28年６月28日

定時株主総会
普通株式 127,000 20 平成28年３月31日 平成28年６月29日 利益剰余金

平成28年10月31日

取締役会
普通株式 63,500 10 平成28年９月30日 平成28年11月29日 利益剰余金

（注）平成28年６月28日開催の定時株主総会にて決議された１株当たり配当額20円には、市場変更記念配当５円が含ま

れております。

 

２．基準日が当第３四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期会計期間の末日後

となるもの

　該当事項はありません。

 

３．株主資本の金額の著しい変動

　株主資本の金額は、前事業年度の末日と比較して著しい変動はありません。

 

Ⅱ　当第３四半期累計期間（自　平成29年４月１日　至　平成29年12月31日）

１．配当金支払額

（決議） 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成29年６月28日

定時株主総会
普通株式 62,170 10 平成29年３月31日 平成29年６月29日 利益剰余金

平成29年10月30日

取締役会
普通株式 88,132 14 平成29年９月30日 平成29年11月29日 利益剰余金

 

２．基準日が当第３四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期会計期間の末日後

となるもの

　該当事項はありません。

 

３．株主資本の金額の著しい変動

　株主資本の金額は、前事業年度の末日と比較して著しい変動はありません。

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第３四半期累計期間（自　平成28年４月１日　至　平成28年12月31日）

当社は不動産事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

Ⅱ　当第３四半期累計期間（自　平成29年４月１日　至　平成29年12月31日）

当社は不動産事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎

は、以下のとおりであります。

 
前第３四半期累計期間

（自　平成28年４月１日
至　平成28年12月31日）

当第３四半期累計期間
（自　平成29年４月１日
至　平成29年12月31日）

(1)１株当たり四半期純利益金額 70円54銭 91円85銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額（千円） 447,956 575,076

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益金額（千円） 447,956 575,076

普通株式の期中平均株式数（株） 6,350,742 6,260,792

(2)潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 69円32銭 90円43銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益調整額（千円） － －

普通株式増加数（株） 110,974 98,534

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前事業年度末から重要な変動があったものの

概要

　― 　―

 

２【その他】

　平成29年10月30日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

(イ）配当金の総額

　88,132千円

(ロ）１株当たりの金額

　14円00銭

(ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日

　平成29年11月29日

（注）平成29年９月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対して支払いを行います。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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独 立 監 査 人 の 四 半 期 レ ビ ュ ー 報 告 書

 

 

平成30年２月２日
  
株 式 会 社 　イ ー グ ラ ン ド 

取 締 役 会 御中

 

 

有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ 

 指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員
 公 認 会 計 士 城 戸 和 弘 印

 指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員
 公 認 会 計 士 髙 木 政 秋 印

 

 

 

当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社

イーグランドの平成29年４月１日から平成30年３月31日までの第29期事業年度の第３四半期会計期間（平成29年10月１日

から平成29年12月31日まで）及び第３四半期累計期間（平成29年４月１日から平成29年12月31日まで）に係る四半期財務

諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レビューを行った。

 

四半期財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表

を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適正

に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に対する結

論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して

四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社イーグランドの平成29年12月31日現在の財政状態及び同日をもって

終了する第３四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められ

なかった。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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