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メルディアRIZAP
湘南スポーツ
パートナーズ

プロスエーレに50.00％出資子会社（50.00％）

特定子会社（100.00％）

連結子会社（100.00％）

連結子会社（100.00％）

連結子会社（56.41％）

子会社（100.00％）

子会社（100.00％）

子会社（100.00％）

三栄建築設計を親会社とする住宅総合生産企業グループ

連結対象

子会社（50.05％）

MELDIA RIZAP
Shonann Sports Partnerに
49.95％出資
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メルディアグループの概要

終の棲家を手に入れる喜び。栄光に輝くメダルを手に入れるような喜び。
真の喜びを手に入れていただきたいという気持ちを、このグループ名で表現いたしました。

メルディアグル―プでは、お客様にとって輝かしい人生を手に入れて頂くために、
高いデザイン性と高い居住性を持つ住宅を提供してまいります。

MELDIA（メルディア）＝メダル（勲章）

4

平成5年より、高いデザイン性と高い居住性を持った都市型住宅を提供し続けてきた三栄建築設計。
「同じ家は、つくらない。」家づくりを続けてきた結果、今では日本でも有数の住宅供給会社へと成長し、
各グループで様々な住宅を供給している。
このロゴは、そんな三栄建築設計の原点である3つの夢「お客様の夢、会社の夢、社員の夢」を表現した三栄建築設計の
イズムをグループに継承したものとなっている。
三栄建築設計のロゴをベースに「MELDIA」（メダル）をイメージさせるデザインへと変更し、ベース色をゴールドに合わ
せたブラウンカラーで高級感を演出している。
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メルディアグループの概要
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会社名 株式会社 三栄建築設計
代表取締役社長　小池 信三
代表取締役専務　小池 学

本社所在地 東京都新宿区西新宿一丁目25番1号　32階

設立日 1993年9月29日
東京証券取引所　第1部市場

名古屋証券取引所　第1部市場

証券コード 3228
シード平和 株式会社（東証JQ上場：証券コード1739）

株式会社 三建アーキテクト
株式会社 三栄リビングパートナー

MELDIA Investment Realty of America, Inc.　（メルディア インベスト オブ アメリア）
株式会社 三栄クラフター

サン住宅品質検査株式会社
株式会社 プロスエーレ

株式会社 メルディアRIZAP湘南スポーツパートナーズ（湘南ベルマーレへ出資）
株式会社 湘南ベルマーレ（筆頭株主・メインスポンサー）

子会社及び
関係会社

代表者の氏名

上場取引所


Sheet1

		会社名 カイシャメイ		株式会社 三栄建築設計 カブシキガイシャ サンエイ ケンチク セッケイ

		代表者の氏名 ダイヒョウシャ シメイ		代表取締役社長　小池 信三 ダイヒョウ トリシマリヤク シャチョウ コイケ シンゾウ

				代表取締役専務　小池 学 ダイヒョウ トリシマリヤク センム コイケ マナ

		本社所在地 ホンシャ ショザイチ		東京都新宿区西新宿一丁目25番1号　32階 トウキョウト シンジュクク ニシシンジュク イッチョウメ バン ゴウ カイ

		設立日 セツリツ ビ		reserved-34241x1F

		上場取引所 ジョウジョウ トリヒキ ジョ		東京証券取引所　第1部市場 トウキョウ ショウケン トリヒキ ジョ ダイ ブ シジョウ

				名古屋証券取引所　第1部市場 ナゴヤ ショウケン トリヒキ ジョ ダイ ブ シジョウ

		証券コード ショウケン		3228

		子会社及び
関係会社 コガイシャ オヨ カンケイ ガイシャ		シード平和 株式会社（東証JQ上場：証券コード1739） ヘイワ カブシキガイシャ トウショウ ジョウジョウ ショウケン

				株式会社 三建アーキテクト カブシキガイシャ サン

				株式会社 三栄リビングパートナー カブシキガイシャ サンエイ

				MELDIA Investment Realty of America, Inc.　（メルディア インベスト オブ アメリア）

				株式会社 三栄クラフター カブシキガイシャ サンエイ

				サン住宅品質検査株式会社 ジュウタク ヒンシツ ケンサ カブシキガイシャ

				株式会社 プロスエーレ カブシキガイシャ

				株式会社 メルディアRIZAP湘南スポーツパートナーズ（湘南ベルマーレへ出資） カブシキガイシャ ショウナン ショウナン シュッシ

				株式会社 湘南ベルマーレ（筆頭株主・メインスポンサー） カブシキガイシャ ショウナン ヒットウ カブヌシ







Sheet2

		P2　業績のサマリ　 ギョウセキ				前期比を短信と合わせる。 ゼンキヒ タンシン ア

				38537		売上違う ウリアゲ チガ

		P3
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ﾒﾙﾃﾞｨｱ ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ ﾘｱﾙﾃｨ ｵﾌﾞ ｱﾒﾘｶ（ロス）


子会社及び


関係会社


名古屋証券取引所　第１部市場


3228


シード平和 株式会社（東証JQ上場：証券ｺｰﾄﾞ1739）


株式会社 三建アーキテクト


株式会社 三栄リビングパートナー


株式会社 三栄クラフター


サン住宅品質検査株式会社


株式会社プロスエーレ


株式会社湘南ベルマーレ（筆頭株主及びﾒｲﾝｽﾎﾟﾝｻｰ）


証券コード


代表取締役社長　小池 信三


代表者の氏名


代表取締役専務　小池 学


東京都新宿区西新宿一丁目25番１号 32階


1993年9月29日


上場取引所


東京証券取引所　第１部市場


会社名


株式会社 三栄建築設計


本社所在地


設立日
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メルディアグループの概要（国内事業）

アンズ
デザイン・ワークス

マンション
事業

戸建分譲
事業

アセット
事業

インベスト
事業

請負
事業

建設
事業

不動産
事業

不動産
賃貸管理

事業
戸建分譲

事業

木造三階建 供給№1
デザイン、企画に強み

本社を大阪に移転し受注拡大
大幅成長を見込む
自社施工によりマンション分譲の優位

中古住宅の品質検査 自社・他社の不動産仲介
「住まいの窓口」プロの育成 自社建築大工の育成会社 アトリエ系建築設計会社

※2017年12月事業譲渡

海外投資
事業（50％出資） （三栄建築設計特定子会社）

連結子会社（56.41％）
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ロサンゼルス営業所

-賃貸収入事業
-不動産販売事業

海外不動産の売買及び不動産賃
貸事業を行う。
今後、土地取得から自社で開発
し販売する事業を進める。

＜アメリカ：カルフォルニア州イングルウッドPJ＞

（設立の目的）
-アセアン近隣諸国に出資するために設立。
-事業規模で中長期的にトータル1000億円
の不動産に関わる出資を実施。
-同エリアにおける住宅開発事業にも
参画する。

＜所有不動産：Moreno Valley＞

ASEAN

■積極的な海外展開へ

【ベトナム・ホテル事業】

7

三栄建築設計特定子会社
Meldia Investment Realty
of America

【ベトナム・大型分譲マンション開発事業】

【ベトナム・オフィスビル開発事業】

メルディアグループの概要（海外事業）



平成30年８月期 第2四半期
トピックス
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トピックス
平成30年8月期（第25期）上期TOPICS

リフォーム事業に参入

『グッドデザイン賞』2作品受賞

ホテルプロジェクト始動

シード平和㈱の決算状況について

海外事業 ベトナム・アメリカで新規プロジェクト始動

平成30年8月期第2四半期決算について

府中支店・亀有支店・刈谷営業所・㈱三栄リビングパートナー横浜支店開設

外部コンテスト受賞

インテリアメーカーの空間プロデュースプロジェクト

RIZAPグループと合弁会社設立

設計競技受賞作品『北沢住宅計画』販売開始
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トピックス：平成30年８月期第2四半期決算について

■平成30年8月期第2四半期は、前年同期比増収減益
売上高 38,573百万円（ 前年同期比： 14.2％）
営業利益 2,435百万円（ 〃 ： -11.8%）
経常利益 2,255百万円（ 〃 ： -17.1%）
親会社株主に帰属する
四半期純利益 1,440百万円（ 〃 ： -19.5％）

実績 売上比 実績 売上比 実績 売上比

売上高 33,754 - 42,560 - 38,537 - 14.2% -9.4%

営業利益 2,759 8.1% 3,087 7.2% 2,435 6.3% -11.8% -21.1%

経常利益 2,722 8.0% 2,867 6.7% 2,255 5.8% -17.1% 21.3%
親会社に帰属する

四半期純利益
1,790 5.3% 1,820 4.2% 1,440 3.7% -19.5% -20.8%

前年
同期比

平成30年8月期
第2四半期（予想）

平成29年8月期
第2四半期（実績） 予想比

（単位：百万円）

平成30年8月期
第2四半期（実績）


P L

																（単位：百万円） タンイヒャクマンエン

				平成29年8月期
第2四半期（実績） ヘイセイネンガツキダイシハンキジッセキ				平成30年8月期
第2四半期（予想） ヘイセイネンガツキダイシハンキヨソウ				平成30年8月期
第2四半期（実績） ヘイセイネンガツキダイシハンキジッセキ				前年
同期比 ゼンネンドウキヒ		予想比 ヨソウヒ

				実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲヒ		実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲヒ		実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲヒ

		売上高 ウリアゲダカ		33,754		-		42,560		-		38,537		-		14.2%		-9.4%

		営業利益 エイギョウリエキ		2,759		8.1%		3,087		7.2%		2,435		6.3%		-11.8%		-21.1%

		経常利益 ケイジョウリエキ		2,722		8.0%		2,867		6.7%		2,255		5.8%		-17.1%		21.3%

		親会社に帰属する
四半期純利益 オヤガイシャキゾクシハンキジュンリエキ		1,790		5.3%		1,820		4.2%		1,440		3.7%		-19.5%		-20.8%





売上高・営業利益増減分析

		





Sheet3

		







© 2018  SANEI ARCHITECTURE PLANNING CO.LTD, All Rights Reserved. 11

トピックス：RIZAPグループと合弁会社設立
平成30年4月9日、フィットネスクラブを運営するＲＩＺＡＰグループと、
湘南ベルマーレの運営を目的とした合弁会社
「株式会社メルディアＲＩＺＡＰ湘南スポーツパートナー」を新宿に設立

当社は２０１６年に湘南ベルマーレの株式を６８００株取得し、３３.３５６％出資する筆頭株主だが、
ライザップとの合弁会社を通じて湘南に出資。合弁会社設立は、サッカーチーム運営を中心に、
湘南の持つさまざまなスポーツコンテンツの運営及びチーム強化のためのマネジメントが目的。
当社は、保有する湘南の株式６８００株を新会社に現物出資し、新会社の株式を５０.０５％保有
（４９.９５％はライザップグループが保有）することで、引き続き実質的な筆頭株主を維持、
ユニフォームパートナー（胸）も続ける。
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トピックス：ホテルプロジェクト始動

敷地面積 ：292.64㎡
延床面積 ：1,135.96㎡予定
階数：地上9F
客室数：43室 予定
完成予定：2019年3月
開始予定：2019年４月

敷地面積：277㎡
延床面積：1,689.12㎡予定
階数：地上８F地下1Ｆ
客 室 数：58室 予定
完成予定：2019年4月
開始予定：2019年6月

敷地面積：193.63㎡
延床面積：1,428.07㎡予定
階数：地上９F 地下1F
客 室 数：48室 予定
完成予定：2019年４月
開始予定：2019年６月

大阪市西区江戸堀 京都市下京区丹波口 京都市下京区河原町

『拡大する、ホテル メルディア』

※ 情報は現時点の情報であり変更する場合がございます。

※ 京都市下京区河原町の土地取得は、
三栄建築設計（一部借地）

※ 京都市下京区丹波口の土地取得は、
シード平和

※ 大阪市西区江戸堀の土地取得は、
シード平和
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トピックス：海外事業（アメリカ）

住所
6111 Monteret Rd. Los
Angeles CA 90042

1333 Beverly Green Dr.
Los Angeles CA 90035

700 & 702 Sunset Ave. San
Gabriel CA 91776

プロジェクトタイプ
木造戸建８棟
（３階建て）

木造分譲マンション４戸
（３階建て）

木造戸建２棟
（２階建て）

延床面積 1250.06㎡ 932.72㎡ 574.21㎡

敷地面積 1109.69㎡ 758.81㎡ 1370.74㎡

Highland Park
Project

San Gabriel
Project

Beverlywood
Project

■ プロジェクト①
「Highland Park Project」

■ プロジェクト②
「Beverlywood Project」

■ プロジェクト③
「San Gabriel Project」

分譲案件3プロジェクトが一斉にスタート

①〜③は三栄建築設計 ロサンゼルス営業所で建設
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トピックス：海外事業（ベトナム）新プロジェクト参画

株式会社プロスエーレと不動産デベロッパー会社のTIEN PHAT社との間で
新たに合弁会社TIEN PHAT NORTH-EAST COMPANY LIMITEDを設立し
ベトナム・ホーチミン市で進める分譲住宅開発事業
「ノーチャンロン分譲マンション開発プロジェクト」に参画

敷地面積 4702.8㎡

建築面積 2,821.7㎡

延床
総面積 51,730.8㎡

分譲
総戸数 351戸

商業
施設数 未定

建設期間 2018年６月〜
2020年６月予定

販売開始 2019年４月〜
2020年６月予定

全体予定
売上高 約51.03億円
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トピックス：海外事業（ベトナム）不動産関連企業へ出資

ベトナムにおける不動産関連事業のさらなる強化を図るため
ベトナム・ハノイ市所在リードバイザー社の子会社
IDS EQUITY HOLDINGS に出資
会社名 IDS EQUITY HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY

所在地 №124＋126 Le Duan street，Cua Nam ward，
Hoan Kiem District，Hanoi

設立年 1986年

株主構成
（当社出資後の
2017年12月

末）

Leadvisors Capital Management.,JSC（50.28％）、
LE MINH THANH（27.06％）、当社（22.22％）、
その他少数株主（0.44%）

代表者名 LE MINH THANH

事業内容 賃貸・不動産開発・コンサルティング業務、印刷業等

資本金 15,794,410,000VND（約79百万円：2016年12月末日）

売上高 23,998,974,448VND（約1億20百万円）※2016年12月末

純利益 1,249,481,859VND（約6百万円）※2016年12月末 現在、ハノイ市でリードバイザーと進めている
「リードバイザータワー」外観パース
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トピックス：新店舗開設

平成30年2月1日
愛知県刈谷市に
刈谷営業所開設

平成30年4月1日
横浜市中区に
㈱三栄リビング
パートナー横浜支店
開設

平成29年12月7日
東京都府中市に府中支店開設

平成29年12月7日
東京都葛飾区に亀有支店開設
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トピックス：グッドデザイン賞2作品受賞

まちなみ共生型分譲住宅
「表情を愉しむ」

木造住宅用接合金物
「２L型 TCW-33」

４棟それぞれの外観のフォルム・間取りなどに
変化をもたせ、飽きを感じさせない工夫を
しつつ、同一のナチュラルな色・素材の外壁を
使用し一体感を持たせることで、歴史ある
住宅街にも溶け込み、調和しながらも新しさと
活気を呼び込む街並みを創造した。

戸建木造住宅の地震や台風等による振動への
さらなる耐久アップ、経年劣化・木痩せなど
によって起こるゆがみの防止というだけでは
なく、現場の施工者の作業簡素化・工程削減
も実現するため株式会社タツミと共同で木造
住宅用接合金物「２L型」を開発。
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トピックス：外壁メーカー賞受賞

NICHIHA SIDING AWARD2017
ニチハ賞を受賞
習志野市 K様邸

ケイミュー施工事例コンテスト2017
首都圏エリア賞を受賞
市川市若宮3丁目

東レACE「ラップサイディング」
フォトコンテスト2017 佳作を受賞
千葉県四街道市 F様邸
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トピックス：東京ガス賞受賞
「共働き世帯のための子育て支援住宅」が「住まいの環境・デザインアワード
2018」で東京ガス賞を受賞！

社員331人に自宅での日常生活に関するアンケートを実施するとともに、
社内で働く子育て中の女性にも座談会を実施したうえで、プロジェクトを始動。

共働き世帯が地域と交流しながら笑顔で家事や育児を協力してスムーズに行える住宅である。
リビングルーム・水回り・キッズ用のクローゼットをすべてワンフロアーで完結させ、
家事導線と後追い時期の子供に目を配れるという二点を両立する配置とした。
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トピックス：インテリアメーカーの空間プロデュー
ス

■足立区扇1丁目№4

■市川市南行徳1丁目№4

インテリアイメージ（実際の現場写真ではございません）

【ブランドコンセプト】
時流を加えたファッションのようなスタイルを提案
するJOURNAL STANDARDのインテリアショップ。
ヴィンテージを今に解釈したスタンダードな
オリジナルアイテムと、 トレンドが感じられる
外の旬なブランドを組み合わせたテイストミックスの
スタイルを提案。

【ブランドコンセプト】
『自分が自分らしくいられる時間』
『肩の力を抜いて心からリラックスできる空間』
『そんな日々の暮らしを楽しむこと』
自分にも地球にも心地よい、等身大のライフスタイルを
ご提案。“unico”はイタリア語で「たったひとつの」
「大切な」「ユニークな」などの意味を持つ言葉。

■藤沢市高倉№2
■神奈川県横浜市栄区桂台東（建築中）

完成現場写真

完成現場写真



© 2018  SANEI ARCHITECTURE PLANNING CO.LTD, All Rights Reserved. 21

トピックス：設計競技受賞作品第一期完成、販売開
始
「北沢住宅計画」
三栄建築設計住宅設計競技にて一般公募最優秀賞を受賞した作品1区画と、同様の審査
条件で選ばれたグループ会社内の作品、合計4区画分を世田谷区北沢に実際に建築し、
分譲住宅「MELDIA下北沢」として売り出す計画

第一期としてグループ会社内最優秀賞受賞作「SMALL HOUSE TOWN-緑と共に生活
する分譲住宅-」 3区画の販売をスタート
（設計担当：「Ans Design Works」保坂裕信）
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トピックス：リフォーム事業に参入

インターネット建材取引モールを運営する
カーサナビ株式会社と業務提携を行い
リフォーム事業「住まいグレードアップサポート」を開始

カーサナビ株式会社について
■代表者：代表取締役社長 中田泰輔 ■本社所在地：〒102-0083東京都千代田区麹町3-1-1麹町３１１ビル1F
■設立：2008年4月1日 ■事業内容：インターネット建材取引モール運営事業（一般向け・業者向け）・旭化成（ヘーベル
ハウス）への部材納入事業・広告宣伝事業・ＷＥＢ/グラフィックデザイン企画、制作事業・リフォーム/新築/エクステリア
プロデュース事業・酒類販売事業

お引き渡し後のライフスタイルの変化により
リフォームの需要にお応えできるよう開始。
自社一貫体制で建築された三栄建築設計の
住宅は、建築中からメンテナンスまで
全ての情報が自社で管理されているため
「住まいグレードアップサポート」を利用す
ることでリフォーム時にも安心して工事を
進めることができる。



© 2018  SANEI ARCHITECTURE PLANNING CO.LTD, All Rights Reserved. 23

シード平和 トピックス：2Q 売上と利益過去最高更新

実績

4,953 75.6%

310 71.3%

263 69.3%

197 46.5%

6.2%

増減
平成30年6月期

第2四半期
実績 売上比

8,697

445 5.1%

―

531 6.1%

289 3.3%
当期純利益

（四半期純利益）
3.9%

営業利益

経常利益

売上高

5.3%

平成29年6月期
第2四半期

売上比

―

■第２四半期として、過去最高の売上高、利益を更新
■売上高前年同期比 75.6%増 経常利益 69.2%増

『関西トップクラスの総合建設会社への飛躍』

（単位：百万円）


ＳＥＤＰＬ

		

								平成29年６月期第2四半期 ヘイセイネンガツキダイシハンキ				平成30年６月期第2四半期 ダイシハンキ						対前期比 タイゼンキヒ

								実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲヒ		実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲヒ

				売上高 ウリアゲダカ				4,953		―		8,697		―				75.6%

						総合建設事業 ソウゴウケンセツジギョウ		3,291		66.4%		6,693		77.0%				103.4%

						不動産事業 フドウサンジギョウ		101		2.0%		4		0.0%				-96.0%

						不動産賃貸管理事業 フドウサンチンタイカンリジギョウ		299		6.0%		318		3.7%				6.4%

						戸建分譲事業 コダテブンジョウジギョウ		1,262		25.5%		1,681		19.3%				33.2%

				売上総利益 ウリアゲソウリエキ				675		13.6%		972		11.2%				44.0%

				販売費および一般管理費 ハンバイヒイッパンカンリヒ				365		7.4%		441		5.1%				20.8%

				営業利益 エイギョウリエキ				310		6.3%		531		6.1%				71.3%

						総合建設事業 ソウゴウケンセツジギョウ		252		7.7%		521		7.8%				106.7%

						不動産事業 フドウサンジギョウ		14		13.9%		4		100.0%				-71.4%

						不動産賃貸管理事業 フドウサンチンタイカンリジギョウ		53		17.7%		72		22.6%				35.8%

						戸建分譲事業 コダテブンジョウジギョウ		145		11.5%		127		7.6%				-12.4%

						全社費用 ゼンシャヒヨウ		(155)		―		(193)		―				―

				経常利益 ケイジョウリエキ				263		5.3%		445		5.1%				69.2%

				四半期純利益 シハンキジュンリエキ				197		4.0%		289		3.3%				46.7%





ＳＥＤＰＬ通期予定

		

						平成29年6月期
第2四半期 ダイシハンキ						平成30年6月期
第2四半期 ダイシハンキ								増減 ゾウゲン

						実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲヒ				実績 ジッセキ				売上比 ウリアゲヒ

		売上高 ウリアゲダカ				4,953		―				8,697				―				75.6%						平成29年6月期
（実績） ヘイセイネンガツキジッセキ		平成30年6月期
（予算） ヨサン

		営業利益 エイギョウリエキ				310		6.2%				531				6.1%				71.3%						第24期 ダイキ		第25期 予

		経常利益 ケイジョウリエキ				263		5.3%				445				5.1%				69.3%						14501		20500

		当期純利益
（四半期純利益） トウキジュンリエキシハンキジュンリエキ				197		3.9%				289				3.3%				46.5%						1137		1375

																										1036		1250

																										721		815





ＳＥＤＢＳ

		

								平成29年６月期 ヘイセイネンガツキ		平成30年６月期第2四半期		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲンリツ

				流動資産 リュウドウシサン				9,731		13,055		3,324		34.2%

						現預金 ゲンヨキン		2,268		798		(1,470)		-64.8%				※前期末が期末に不動産の販売が集中したため ゼンキマツキマツフドウサンハンバイシュウチュウ

						受手・完成工事未収入金等 ウテカンセイコウジミシュウニュウキントウ		1,496		3,795		2,299		153.7%				※大型請負工事が順調に進捗 オオガタウケオイコウジジュンチョウシンチョク

						販売用・仕掛販売用不動産等 ハンバイヨウシカカリハンバイヨウフドウサントウ		5,868		8,357		2,489		42.4%				※順調な仕入れ ジュンチョウシイレ

						その他 タ		97		104		7		7.2%

				固定資産 コテイシサン				1,106		899		(207)		-18.7%

						有形・無形固定資産 ユウケイムケイコテイシサン		974		758		(216)		-22.2%				※旧本社を販売用不動産へ振替 キュウホンシャハンバイヨウフドウサンフリカエ

						投資その他の資産 トウシタシサン		131		141		10		7.6%

				資産合計 シサンゴウケイ				10,837		13,955		3,118		28.8%

				流動負債 リュウドウフサイ				6,128		7,002		874		14.3%

						借入金・社債 カリイレキンシャサイ		3,873		4,447		574		14.8%

						工事、不動産事業未払金 コウジフドウサンジギョウミハライキン		1,043		1,181		138		13.2%

						未成工事受入金 ミセイコウジウケイレキン		518		138		(380)		-73.4%				※大型請負工事の順調な進捗に伴う取崩し オオガタウケオイコウジジュンチョウシンチョクトモナトリクズ

						不動産事業受入金 フドウサンジギョウウケイレキン		127		758		631		496.9%				※3Ｑ売上計上予定の不動産販売前受金 ウリアゲケイジョウヨテイフドウサンハンバイマエウケキン

						その他 タ		565		477		(88)		-15.6%

				固定負債 コテイフサイ				2,341		4,302		1,961		83.8%

						借入金・社債 カリイレキンシャサイ		1,936		3,902		1,966		101.5%				※1棟卸Ｍの仕入資金、社債等長期安定資金の確保 トウオロシシイレシキンシャサイトウチョウキアンテイシキンカクホ

						その他 タ		405		400		(5)		-1.2%

				負債合計 フサイゴウケイ				8,469		11,305		2,836		33.5%

						資本金 シホンキン		100		100		0		0.0%

						資本準備金 シホンジュンビキン		360		360		0		0.0%

						その他資本剰余金 タシホンジョウヨキン		295		295		0		-

						利益準備金 リエキジュンビキン		13		13		0		0.0%

						繰越利益剰余金 クリコシリエキジョウヨキン		1,633		1,915		282		17.3%

						自己株式 ジコカブシキ		(34)		(34)		0		0.0%

						繰延ヘッジ損益 クリノベソンエキ		(0)		0		0		-100.0%

				純資産合計 ジュンシサンゴウケイ				2,367		2,649		282		11.9%

				負債および純資産合計 フサイジュンシサンゴウケイ				10,837		13,955		3,118		28.8%





ＳＥＤ中期計画

		

						平成28年6月期
（実績） ジッセキ		平成29年6月期
（実績） ヘイセイネンガツキジッセキ		平成30年6月期
（予算） ヨサン		平成31年6月期
（目標） モクヒョウ		平成32年6月期
（目標） モクヒョウ

						第23期 ダイキ		第24期 ダイキ		第25期		第26期		第27期

				売上高 ウリアゲダカ		10,191		14,501		20,500		25,000		27,000

				営業利益 エイギョウリエキ		805		1,137		1,375		1,700		1,900

				経常利益 ケイジョウリエキ		707		1,036		1,250		1,525		1,700

				当期純利益 トウキジュンリエキ		578		721		815		992		1,100

				営業利益率 エイギョウリエキリツ		7.90%		7.84%		6.71%		6.80%		7.04%

				経常利益率 ケイジョウリエキリツ		6.94%		7.14%		6.10%		6.10%		6.30%

				当期純利益率 トウキジュンリエキリツ		5.67%		4.97%		3.98%		3.97%		4.07%





ＳＥＤ中期売上経常

		

		20.3

		21.3

		22.3		23.3		24.3

								第20期
（Ｈ25.3）
（連結） ダイキレンケツ		第21期
（Ｈ26.3）
（連結） ダイキレンケツ		第22期
（Ｈ27.６）
（合併・単体） ダイキガッペイタンタイ		第23期
（Ｈ28.６）
（単体） ダイキタンタイ		第24期
（Ｈ29.６）
（単体） ダイキタンタイ		第25期予算
（Ｈ30.６）
（単体） ダイキヨサンタンタイ		第26期目標
（Ｈ31.６）
（単体） ダイキモクヒョウタンタイ		第27期目標
（Ｈ32.６）
（単体） ダイキモクヒョウタンタイ

						売上高 ウリアゲダカ		4,638		5,142		8,072		10,191		14,501		20,500		25,000		27,000

						経常利益 ケイジョウリエキエイリ		(105)		84		240		707		1,036		1,250		1,525		1,650





ＳＥＤ中期売上経常

		



売上高

経常利益



ＳＥＤ配当

		

		20.3

		21.3

		22.3		23.3		24.3

								第22期
（Ｈ27.６） ダイキ		第23期
（Ｈ28.６） ダイキ		第24期
（Ｈ29.６） ダイキ		第25期
（Ｈ30.６）
予定 ダイキヨテイ

						1株当たり当期純利益 カブアトウキジュンリエキ		118.50		189.96		236.93		268.10

						1株当たり配当金 カブアハイトウキン		0		2.5		2.5		7.5



売上高
百万円

経常利益
百万円

-105

240

84

707

1,036

1,250

1,525

1,700

4,638

8,072

5,142

10,191

14,501

20,500

25,000

27,000



ＳＥＤ配当

		



1株当たり当期純利益

1株当たり配当金



ＳＥＤＰ棚卸資産

		

										ワンルームマンション								ファミリーマンション								戸建分譲 コダテブンジョウ								収益物件 シュウエキブッケン								合計 ゴウケイ

										仕掛販売用 シカカリハンバイヨウ				販売用 ハンバイヨウ				仕掛販売用 シカカリハンバイヨウ				販売用 ハンバイヨウ				仕掛販売用 シカカリハンバイヨウ				販売用 ハンバイヨウ				仕掛販売用 シカカリハンバイヨウ				販売用 ハンバイヨウ

						平成29年6月期 ヘイセイネンガツキ				2,412				0				0				1,323				1,411				684				-				37				5,868

						平成30年6月期
第2四半期 ヘイセイネンガツキダイシハンキ				3,200				648				0				976				2,542				655				-				333				8,357

						増減 ゾウゲン				788				648				0				(347)				1,131				(29)				-				296				2,489



1株当たり
配当金

118.50

7.5円

2.5円

2.5円

無配

復配

189.96

236.93

268.10



Sheet1

		

		　　		平成26年6月期		平成27年6月期		平成28年6月期		平成30年6月期

										（目標）

		１株当たり配当金（円）		19.5		5.0		2.5		7.5

		１株当たり当期純利益（円）		120.1		189.96		236.93		310.4

		配当性向（％）		16.2		1.3		1.1		2.8

		平成27年６月期は決算期変更に伴い、15ヶ月の変則決算になっており、平成28年６月期累計期間は比較対

		象となる平成27年６月期累計期間と対象期間が異なり、平成28年６月期の対前期増減率は記載をしていません。

		また、平成28年10月１日付で普通株式１株につき普通株式２株の

		割合で株式分割を行っている。平成28年６月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、

		１株当たり当期純利益金額を算定。

		平成28年10月１日付で普通株式１株につき普通株式２株の割合で株式分割を行っている。

		平成28年６月期期末の１株当たり配当金は、当該株式分割前の実際の配当金額を記載しており、平成29年

		６月期期末及び平成30年６月期期末（予想）の１株当たり配当金は、当該株式分割後の金額を記載。





ＳＥＤＭＳＰＪ

		

						25期上半期プロジェクト完了 キカミハンキカンリョウ		区分 クブン		総戸数 ソウコスウコスウ

						大阪市西区立売堀計画 オオサカシニシクイタチボリケイカク		ワンルーム		152戸 コ		※アートプランニング様とのＪＶ サマ

						大阪市都島区中野町計画 オオサカシミヤコジマクナカノチョウケイカク		ワンルーム		56戸 コ

						販売中プロジェクト ハンバイチュウ		区分 クブン		総戸数 ソウコスウコスウ

				完成 カンセイ		ヴェリテ・ラウロ山科音羽川（京都市山科区） ヤマシナオトワガワキョウトシヤマシナク		ファミリー		88戸 コ		※南海不動産様とのＪＶ　※1月完売 ナンカイフドウサンサマガツカンバイ

				完成 カンセイ		ラウロ相川（大阪市東淀川区） アイカワオオサカシヒガシヨドガワク		ファミリー		37戸 コ

				完成 カンセイ		ラウロ須磨板宿 スマイタヤド		ファミリー		48戸 コ

						進行中プロジェクト シンコウチュウ		区分 クブン		総戸数 ソウコスウコスウ

				完成 カンセイ		大阪市浪速区戎本町１計画 オオサカシナニワクエビスホンマチケイカク		ワンルーム		84戸 コ		※アートプランニング様とのＪＶ サマ		※1月完了 ガツカンリョウ

				完成 カンセイ		大阪市浪速区桜川計画 オオサカシナニワクサクラガワケイカク		ワンルーム		37戸 コ

				完成 カンセイ		神戸市兵庫区本町計画 コウベシヒョウゴクホンマチケイカク		ワンルーム		32戸 コ

				未完成 ミカンセイ		京都市中京区壬生辻町計画 キョウトシナカギョウクミブツジマチケイカク		ワンルーム		72戸 コ

				未着工 ミチャッコウ		大阪市東成区中道№2計画 オオサカシヒガシナリクナカミチケイカク		ワンルーム		47戸 コ

				未着工 ミチャッコウ		大阪市東成区大今里南計画 オオサカシヒガシナリクオオイマザトミナミケイカク		ワンルーム		52戸 コ

				未着工 ミチャッコウ		大阪市東成区東小橋計画 オオサカシヒガシナリクヒガシオバセケイカク		ワンルーム		21戸 コ

				未着工 ミチャッコウ		大阪市福島区野田計画 オオサカシフクシマクノダケイカク		ワンルーム		36戸 コ

				未着工 ミチャッコウ		大阪市北区豊崎計画 オオサカシキタクトヨサキケイカク		ワンルーム		24戸 コ

				未着工 ミチャッコウ		大阪市西淀川区姫里計画 オオサカシニシヨドガワクヒメサトケイカク		ワンルーム		28戸 コ

				未着工 ミチャッコウ		大阪市淀川区宮原計画 オオサカシヨドガワクミヤハラケイカク		ワンルーム		154戸 コ		※プレサンスコーポレーション様とのＪＶ サマ

				未着工 ミチャッコウ		大阪市西淀川区姫里№2計画 オオサカシニシヨドガワクヒメサトケイカク		ワンルーム		56戸 コ

				未着工 ミチャッコウ		京都市中京区西ノ京計画 キョウトシナカギョウクニシキョウケイカク		ワンルーム		110戸 コ				※未決済除外 ミケッサイジョガイ





ＳＥＤ受注関連

		

						当初契約金額 トウショケイヤクキンガク		件数 ケンスウ		受注金額
（百万円） ジュチュウキンガクヒャクマンエン		受注残高
（百万円） ジュチュウザンダカヒャクマンエン		受注残高合計
に対する割合 ジュチュウザンダカゴウケイタイワリアイ

		1				1億円未満 オクエンミマン		4件 ケン		105		105		0.8%

		2				1～3億円 オクエン		7件 ケン		1,563		771		5.9%

		3				3～5億円 オクエン		9件 ケン		3,585		2,382		18.1%

		4				5～7億円 オクエン		3件 ケン		1,772		1,201		9.1%

		5				7～9億円 オクエン		5件 ケン		4,045		2,061		15.7%

		9				9億円以上 オクエンイジョウ		7件 ケン		8,342		6,640		50.4%

						合計 ゴウケイ				19,414		13,163		100.0%

										※本工事のみ ホンコウジ

						工事ＣＤ		発　　注　　者		工　　　　事　　　　名		県　名						①請　負　金　額		②進行基準既計上額
（売上） シンコウキジュンキケイジョウガクウリアゲ		③受注残高（①-②） ジュチュウザンダカ		④実施金額 ジッシキンガク		⑤進行基準既計上額
（原価） シンコウキジュンキケイジョウガクゲンカ		⑥棚卸金額（④-⑤） タナオロシキンガク		受領金額 ズリョウキンガク

						1123010		㈱ダイマルヤアネックス		ｲｰｸﾞﾙｺｰﾄｱﾈｯｸｽ大津なぎさ公園前新築工事				滋賀県 シガケン		9		905,000,000		785,161,453		119,838,547		733,262,779		733,262,779		0		488,700,000

						1123017		㈱ダイマルヤアネックス		(仮称)ｲｰｸﾞﾙｺｰﾄｱﾈｯｸｽ打出浜新築工事				滋賀県 シガケン		5		832,900,000		736,520,265		96,379,735		646,634,488		646,634,488		0		451,332,000

						1124002		㈱プレサンスコーポレーシ		(仮称)ﾌﾟﾚｻﾝｽ大正区三軒家西一丁目Ⅱ新築工				大阪府 オオサカフ		5		841,500,000		728,840,097		112,659,903		590,376,412		590,376,412		0		272,646,000

						1124004		㈱プレサンスコーポレーシ		(仮称)ﾌﾟﾚｻﾝｽ中央区谷町七丁目Ⅱ新築工事				大阪府 オオサカフ		4		642,600,000		506,535,028		136,064,972		444,018,183		444,018,183		0		69,400,800

						1124006		㈱ダイマルヤ		イーグルコート山科椥辻シエロガーデン新築				京都府 キョウトフ		9		1,742,000,000		605,584,888		1,136,415,112		535,842,569		535,842,569		0		376,272,000

						1124007		㈱ﾌﾟﾛｳﾞｧﾝｽｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ		(仮称)枳殻邸ゲストハウス新築工事				京都府 キョウトフ		2		120,000,000		117,330,681		2,669,319		103,251,000		103,251,000		0		51,840,000

						1124008		㈱ウェーブ		(仮称)ウェーブ大津駅前ビル新築工事				滋賀県 シガケン		3		416,000,000		396,705,241		19,294,759		351,676,336		351,676,336		0		269,568,000

						1124009		㈱　礎		(仮称)京都市右京区花園寺ノ前町（寮）計画				京都府 キョウトフ		3		480,000,000		262,424,591		217,575,409		238,252,999		238,252,999		0		311,040,000

						1124011		日本ホールディングス㈱		(仮称)京都西院共同住宅新築工事				京都府 キョウトフ		3		453,703,704		215,542,898		238,160,806		191,003,428		191,003,428		0		49,000,000

						1124013		㈱日本レジデンシャル		(仮称)北区西天満4丁目<東棟>・<西棟>計画				大阪府 オオサカフ		9		995,000,000		253,104,858		741,895,142		243,764,145		243,764,145		0		99,500,000

						1124014		㈲トゥラストワン		(仮称)南区唐橋平垣町マンション計画				京都府 キョウトフ		2		285,555,556		276,903,358		8,652,198		217,000,906		217,000,906		0		181,800,000

						1124015		楽総合計画㈱		(仮称)大津市中央4丁目マンション計画				滋賀県 シガケン		3		430,000,000		272,063,333		157,936,667		243,626,603		243,626,603		0		92,880,000

						1124016		㈱プレサンスコーポレーシ		(仮称)プレサンス北区神山町新築工事				大阪府 オオサカフ		5		725,000,000		120,410,103		604,589,897		113,690,622		113,690,622		0		39,150,000

						1124017		㈱プレサンスコーポレーシ		(仮称)兵庫区三川口町3丁目計画				兵庫県 ヒョウゴケン		3		360,000,000		56,158,703		303,841,297		51,211,267		51,211,267		0		19,440,000

						1124018		日本ホールディングス㈱		(仮称)七条御所ノ内北町共同住宅新築工事				京都府 キョウトフ		2		288,507,408		162,705,226		125,802,182		145,278,659		145,278,659		0		30,500,000

						1124020		㈱プレサンスコーポレーシ		(仮称)プレサンスロジェ丹波橋新築工事				京都府 キョウトフ		5		826,000,000		398,072,925		427,927,075		349,885,186		349,885,186		0		89,208,000

						1124021		清水　順子		(仮称)松ヶ崎小脇町共同住宅新築工事				京都府 キョウトフ		2		276,098,149		86,894,833		189,203,316		74,052,067		74,052,067		0		92,386,000

						1124022		㈱ﾌﾟﾚｻﾝｽﾘｱﾙｴｽﾃｰﾄ		(仮称)五条大宮ホテル計画新築工事				京都府 キョウトフ		9		960,000,000		57,330,046		902,669,954		49,983,916		49,983,916		0		51,840,000

						1124023		㈲トゥラストワン		(仮称)田中里ノ前町マンション新築工事				京都府 キョウトフ		2		157,407,408		100,997,720		56,409,688		89,768,604		89,768,604		0		102,000,000

						1125004		㈱ダイマルヤアネックス		ｲｰｸﾞﾙｺｰﾄｱﾈｯｸｽ大津におの浜新築工事				滋賀県 シガケン		4		630,000,000		64,492,882		565,507,118		57,771,911		57,771,911		0		136,080,000

						1125007		㈲トゥラストワン		仮称)田中南西浦町マンション新築工事				京都府 キョウトフ		2		175,925,926		47,012,530		128,913,396		42,002,004		42,002,004		0		57,000,000

						1125001		大八木ヨシヱ		(仮称)大八木様テラスハウス新築工事						1		57,000,000				57,000,000		19,371,520				19,371,520		37,160,000

						1125002		㈲京伸		(仮称)上京区天秤町計画新築工事				京都府 キョウトフ		3		378,000,000				378,000,000		89,780				89,780		0

						1125003		服部大輔		服部様邸新築工事				大阪府 オオサカフ		1		12,500,000				12,500,000		10,552,397				10,552,397		0

						1125005		㈱ダイマルヤ		(仮称)イーグルコート椥辻駅前計画				京都府 キョウトフ		9		1,050,000,000				1,050,000,000		0				0		0

						1125006		㈱サンレジデンシャル		豊中市上新田一丁目3号地　新築工事				大阪府 オオサカフ		1		12,962,963				12,962,963		10,956,612				10,956,612		0

						1125008		日本ホールディングス㈱		(仮称)西七条北月読町マンション新築工事				京都府 キョウトフ		3		330,000,000				330,000,000		150,000				150,000		0

						1125009		㈱プレサンスコーポレーシ		(仮称)プレサンス神戸花隈町新築工事				兵庫県 ヒョウゴケン		2		260,000,000				260,000,000		8,200				8,200		0

						1125010		アートプランニング㈱		(仮称)大阪市阿倍野区昭和町新築工事				大阪府 オオサカフ		3		399,600,000				399,600,000		0				0		0

						1125011		㈱プレサンスコーポレーシ		(仮称)プレサンス大淀北1丁目　新築工事				大阪府 オオサカフ		5		820,000,000				820,000,000		0				0		0

						1125012		㈱プレサンスコーポレーシ		(仮称)大淀北1丁目計画新築工事　設計業務				大阪府 オオサカフ		1		23,370,000				23,370,000		0				0		0

						1125013		㈱プレサンスコーポレーシ		(仮称)西区新町4丁目新築計画				大阪府 オオサカフ		3		338,000,000				338,000,000		0				0		0

						1125014		㈱三栄建築設計		(仮称)河原町仏光寺計画新築工事				京都府 キョウトフ		4		500,000,000				500,000,000		0				0		0

						1125015		㈱プレサンスコーポレーシ		(仮称)京都市下京区ト味金仏町ホテル計画				京都府 キョウトフ		9		1,690,000,000				1,690,000,000		0				0		0

						1125016		㈱ワールド・エステート		(仮称)ディモア福島野田PJ　新築工事				大阪府 オオサカフ		9		1,000,000,000				1,000,000,000		0				0		0

																												0		0

										営繕32件 エイゼンケン								39,848,057				39,848,057		13,233,050				13,233,050		1,507,880

										間接費 カンセツヒ														2,187,295				2,187,295		0

																		19,454,479,171		6,250,791,659		13,203,687,512		5,568,902,938		5,512,354,084		56,548,854		3,370,250,680

																						0.5340659324





ＳＥＤ戸建25期計画

		

		20.3

		21.3

		22.3		23.3		24.3

								第22期
（Ｈ27.６）
※15ヶ月決算 ダイキゲツケッサン		第23期
（Ｈ28.６） ダイキ		第24期
（Ｈ29.６） ダイキ		第25期
（Ｈ30.６）
（計画） ダイキケイカク

						売上高 ウリアゲダカ		805		2,279		3,716		4,989

						件数 ケンスウ		23		65		105		140





ＳＥＤ戸建25期計画

		



売上高

件数



ＳＥＤ訪日外国人

		

								2012年 ネン		2013年 ネン		2014年 ネン		2015年 ネン		2016年 ネン

						訪日外国人 ホウニチガイコクジン		8,358		10,363		13,413		19,737		24,029				日本政府観光局「訪日外客（年表）」 ニホンセイフカンコウキョクホウニチガイキャクネンピョウ

						関西空港（入国者数） カンサイクウコウニュウコクシャスウ		1,791		2,323		3,170		5,007		6,086

						羽田空港（入国者数） ハネダクウコウ		1,097		1,293		1,751		2,485		3,264				法務省「出入国管路統計統計表」 ホウムショウシュツニュウコクカンロトウケイトウケイヒョウ

						成田空港（入国者数） ナリタクウコウ		3,562		4,263		4,931		6,117		6,822



売上高
百万円

件数

805

3,716

2,279

4,989



ＳＥＤ訪日外国人

		



訪日外国人

関西空港（入国者数）

羽田空港（入国者数）

成田空港（入国者数）



ＳＥＤ京都

		

								2012年 ネン		2013年 ネン		2014年 ネン		2015年 ネン		2016年 ネン

						延べ宿泊者数（京都） ノシュクハクシャスウキョウト		16,240		20,087		16,986		18,255		17,649				観光庁「宿泊旅行統計調査」 カンコウチョウシュクハクリョコウトウケイチョウサ

						稼働率（京都） カドウリツキョウト		76.1		80.7		81.2		83.2		85.4

						外国人 ガイコクジン		1,652		2,625		3,291		4,578		4,602



港別入国者数（千人）

8,358

13,413

10,363

19,737

24,029

入国者数
（千人）



ＳＥＤ京都

		



延べ宿泊者数（京都）

稼働率（京都）



ＳＥＤ大阪

		

								2012年 ネン		2013年 ネン		2014年 ネン		2015年 ネン		2016年 ネン

						延べ宿泊者数（大阪） ノシュクハクシャスウオオサカ		23,343		23,881		28,369		30,366		31,010				官公庁「宿泊旅行統計調査」 カンコウチョウシュクハクリョコウトウケイチョウサ

						稼働率（大阪） カドウリツオオサカ		73.9		82.5		85.5		86.8		88.0

						外国人 ガイコクジン		2,890		4,314		6,200		8,965		10,008



稼働率

16,240

16,986

20,087

18,255

17,649

延べ宿泊者数（千人）

高い稼働率を維持

85.4％



ＳＥＤ大阪

		



延べ宿泊者数（大阪）

稼働率（大阪）



ＳＥＤ賃貸

		

				●管理物件 カンリブッケン

				棟数 トウスウ		14棟 トウ

				部屋数 ヘヤスウ		162室 シツ

				●借上物件 カリアブッケン

				棟数 トウスウ		24棟 トウ

				部屋数 ヘヤスウ		301室 シツ

				●自社物件 ジシャブッケン

				棟数 トウスウ		２棟 トウ

				部屋数 ヘヤスウ		24室 シツ



稼働率

23,343

28,369

23,881

30,366

31,010

延べ宿泊者数（千人）

88.0％

延べ宿泊者数の継続的な増加
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平成30年8月期の見通しについて：過去との比較
（単位：百万円）
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予想

■上半期下半期の売上割合

■今期及び過去3期分の四半期毎の売上の伸び率


Sheet1

						1Q		2Q		3Q		4Q

		22期 キ		平成27年8月期 ヘイセイ ネン ガツキ		10,688		23,533		38,630		63,709

		23期 キ		平成28年8月期 ヘイセイ ネン ガツキ		9,885		25,898		41,428		72,626

		24期 キ		平成29年8月期 ヘイセイ ネン ガツキ		12,121		33,754		54,749		100,572

		25期 キ		平成30年8月期 ヘイセイ ネン ガツキ		15,861		38,537		62,507		117,111



						上半期 カミハンキ		下半期 シモハンキ				上半期 カミハンキ		下半期 シモハンキ

		22期 キ		平成27年8月期 ヘイセイ ネン ガツキ		23,533		40,176		63,709		36.9%		63.1%

		23期 キ		平成28年8月期 ヘイセイ ネン ガツキ		25,898		46,728		72,626		35.7%		64.3%

		24期 キ		平成29年8月期 ヘイセイ ネン ガツキ		33,754		66,818		100,572		33.6%		66.4%

		25期 キ		平成30年8月期 ヘイセイ ネン ガツキ		38,537		78,574		117,111		32.9%		67.1%





Sheet2

		（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン
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25期	平成30年8月期	

上半期	下半期	38537	78574	
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売 上 ： 1,171億円
営業利益 ： 104億円
経常利益 ： 100億円
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売上高 経常利益 経常利益率
単位：百万円

メルディアグループの概要：平成30年8月期の展望



平成30年８月期第2四半期
連結決算概要
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連結損益計算書概要

実績 売上比 実績 売上比

売上高 33,754 - 38,537 - 14.2%

売上総利益 5,742 17.0% 5,862 15.2% 2.1%
販売及び

一般管理費
2,982 8.8% 3,427 8.4% 8.8%

営業利益 2,759 8.1% 2,435 6.3% -11.8%

営業外収益 259 0.7% 107 0.2% -58.7%

営業外費用 297 0.8% 286 0.7% -17.1%

経常利益 2,722 8.0% 2,255 5.8% -17.1%

親会社に帰属する

当期純利益
1,790 5.3% 1,440 3.7% -19.5%

平成30年8月期
第2四半期

平成29年8月期
第2四半期 増減

（単位：百万円）

■ 売上高385.7億円達成。前年同期比14.2%増、経常利益は同17.1％減となった。

■ 利益率の低い大型収益不動産とシード平和の売上比率が前年第2四半期連結累計期間
と比較して高くなり積極的な人員採用に伴う販管費の増加により増収ながら経常減益
となった。


P L

										（単位：百万円） タンイヒャクマンエン

				平成29年8月期
第2四半期 ヘイセイネンガツキダイシハンキ				平成30年8月期
第2四半期 ヘイセイネンガツキダイシハンキ				増減 ゾウゲン

				実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲヒ		実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲヒ

		売上高 ウリアゲダカ		33,754		-		38,537		-		14.2%

		売上総利益 ウリアゲソウリエキ		5,742		17.0%		5,862		15.2%		2.1%

		販売及び
一般管理費 ハンバイオヨイッパンカンリヒ		2,982		8.8%		3,427		8.4%		8.8%

		営業利益 エイギョウリエキ		2,759		8.1%		2,435		6.3%		-11.8%

		営業外収益 エイギョウガイシュウエキ		259		0.7%		107		0.2%		-58.7%

		営業外費用 エイギョウガイヒヨウ		297		0.8%		286		0.7%		-17.1%

		経常利益 ケイジョウリエキ		2,722		8.0%		2,255		5.8%		-17.1%

		親会社に帰属する
当期純利益 オヤガイシャキゾクトウキジュンリエキ		1,790		5.3%		1,440		3.7%		-19.5%





売上高・営業利益増減分析

		





Sheet3
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セグメント情報

実績 売上比 実績 売上比
売上高 33,753 - 38,537 - 14.2%

不動産販売事業 28,022 83.0% 29,291 76.0% 4.5%
不動産請負事業 4,629 13.7% 8,206 21.3% 77.2%

賃貸収入事業 1,102 3.2% 1,038 2.7% -5.8%
営業利益 2,759 8.1% 2,435 6.3% -11.8%

不動産販売事業 2,799 9.9% 2,652 9.1% -5.2%
不動産請負事業 427 9.2% 667 8.1% 56.1%

賃貸収入事業 552 50.0% 364 35.1% -34.0%
全社費用 (1,018) - (1,248) - -

前年同期比

（単位：百万円）

平成30年8月期 第2四半期平成29年8月期 第2四半期

■ 不動産販売事業は、売上が微増、営業利益が減益となった。
戸建分譲事業の販売件数が、当初予定件数を若干下回り、前年同期比でも減少。

■ 不動産請負事業は、法人からの受注を中心とした戸建住宅の請負が順調に推移。
シード平和において、前期からの繰越工事を中心として、順調に進捗。大手デベロッパーとの関係強化
により、大型建設の割合が増加。

■ 賃貸収入事業は、前期に取得した賃貸用不動産を売却。前年同期比で売上が減少。
賃貸用不動産全体の稼働率は引き続き高水準で推移。


P L

										（単位：百万円） タンイヒャクマンエン

				2016年8月期 ネンガツキ				2017年8月期 ネンガツキ				増減 ゾウゲン

				実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲヒ		実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲヒ

		売上高 ウリアゲダカ		72,626		-		100,572		-		38.5%

		売上総利益 ウリアゲソウリエキ		12,656		17.4%		16,772		16.7%		32.5%

		販売及び
一般管理費 ハンバイオヨイッパンカンリヒ		5,406		74.0%		7,276		7.2%		42.9%

		営業利益 エイギョウリエキ		7,249		10.0%		9,496		9.4%		31.0%

		営業外収益 エイギョウガイシュウエキ		272		0.4%		358		0.4%		31.6%

		営業外費用 エイギョウガイヒヨウ		457		0.6%		734		0.7%		60.6%

		経常利益 ケイジョウリエキ		7,065		9.7%		9,120		9.1%		29.1%

		親会社に帰属する
当期純利益 オヤガイシャキゾクトウキジュンリエキ		4,220		5.8%		6,040		6.0%		43.1%





セグメント

												（単位：百万円） タンイヒャクマンエン

						平成29年8月期 第2四半期 ヘイセイネンガツキダイシハンキ				平成30年8月期 第2四半期 ヘイセイネンガツキダイシハンキ				前年同期比 ゼンネンドウキヒ

						実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲヒ		実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲヒ

		売上高 ウリアゲダカ				33,753		-		38,537		-		14.2%

				不動産販売事業 フドウサンハンバイジギョウ		28,022		83.0%		29,291		76.0%		4.5%

				不動産請負事業 フドウサンウケオイジギョウ		4,629		13.7%		8,206		21.3%		77.2%

				賃貸収入事業 チンタイシュウニュウジギョウ		1,102		3.2%		1,038		2.7%		-5.8%

		売上総利益 ウリアゲソウリエキ				5,742		17.0%		5,862		15.2%		2.1%

				不動産販売事業 フドウサンハンバイジギョウ		4,513		16.1%		4,491		15.3%		-0.5%

				不動産請負事業 フドウサンウケオイジギョウ		630		13.6%		926		11.3%		47.0%

				賃貸収入事業 チンタイシュウニュウジギョウ		598		54.3%		444		42.8%		-25.8%

		営業利益 エイギョウリエキ				2,759		8.1%		2,435		6.3%		-11.8%

				不動産販売事業 フドウサンハンバイジギョウ		2,799		9.9%		2,652		9.1%		-5.2%

				不動産請負事業 フドウサンウケオイジギョウ		427		9.2%		667		8.1%		56.1%

				賃貸収入事業 チンタイシュウニュウジギョウ		552		50.0%		364		35.1%		-34.0%

				全社費用 ゼンシャヒヨウ		(1,018)		-		(1,248)		-		-
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セグメント情報 不動産販売事業
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売上高 営業利益 営業利益率

■ 戸建分譲事業の販売件数が497件（前年同期537件）と前年同期比で減少し、当初予定を若干下回った。
戸建分譲住宅の引き渡しが、当期においても下期偏重となっている。
平成30年3月末日時点で契約ベースでの進捗率は、54.2%となっている。

■ 主力事業が伸び悩んだが、投資事業において、大型投資物件が販売できたため、全体の売上増に寄与。
■ マンション事業は、上半期での売上計上はない。下半期で売上が計上される予定となっている。

単位：（百万円）


Graph1



売上高	平成26年8月期	
第2四半期	平成27年8月期	
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第2四半期	21190	17712	19631	28022	29291	営業利益	
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第2四半期	平成27年8月期	
第2四半期	平成28年8月期	
第2四半期	平成29年8月期	
第2四半期	平成30年8月期	
第2四半期	2376	1608	2138	2799	2652	営業利益率	

平成26年8月期	
第2四半期	平成27年8月期	
第2四半期	平成28年8月期	
第2四半期	平成29年8月期	
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Sheet1

						売上高 ウリアゲ ダカ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

		平成26年8月期
第2四半期 ヘイセイ ネン ガツキ ダイ シハンキ				21,190		2,376		11.2%

		平成27年8月期
第2四半期 ヘイセイ ネン ガツキ				17,712		1,608		9.1%

		平成28年8月期
第2四半期 ヘイセイ ネン ガツキ				19,631		2,138		10.9%

		平成29年8月期
第2四半期 ヘイセイ ネン ガツキ				28,022		2,799		10.0%

		平成30年8月期
第2四半期 ヘイセイ ネン ガツキ				29,291		2,652		9.1%
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セグメント情報 不動産請負事業
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売上高 営業利益 営業利益率

（単位：百万円）

■ 請負事業全体では、三栄建築設計の戸建請負で7.3億円、シード平和の建設請負で28億円増加。
これは、戸建請負、建設請負共に受注が好調であったことが要因。

■ 売上は大幅増であったが、粗利益については、シード平和の受注価格競争の激化で2.35ポイント
減少したことによって、セグメント全体で2.34ポイント減少。


Graph1
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Sheet1

						売上高 ウリアゲ ダカ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

		平成26年8月期
第2四半期 ダイ シハンキ				4,368		187		4.3%

		平成27年8月期
第2四半期 ダイ シハンキ				4,770		186		3.9%

		平成28年8月期
第2四半期 ダイ シハンキ				5,178		374		7.2%

		平成29年8月期
第2四半期 ダイ シハンキ				4,629		427		9.2%

		平成30年8月期
第2四半期 ダイ シハンキ				8,206		667		8.1%
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セグメント情報 賃貸収入事業
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売上高 営業利益 営業利益率

（単位：百万円）

■ 三栄の国内、ロスの粗利益がそれぞれ減少。国内は大型投資物件の固定資産税増、
ロサンゼルスは減価償却費が増加したため。セグメント粗利益は54.28％から42.80％
と11.48％減少した。
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第2四半期	平成27年8月期	
第2四半期	平成28年8月期	
第2四半期	平成29年8月期	
第2四半期	平成30年8月期	
第2四半期	0.41642788920725882	0.43279313632030503	0.42555147058823528	0.50090744101633389	0.35067437379576105	











Sheet1

						売上高 ウリアゲ ダカ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

		平成26年8月期
第2四半期 ダイ シハンキ				1,047		436		41.6%

		平成27年8月期
第2四半期				1,049		454		43.3%

		平成28年8月期
第2四半期				1,088		463		42.6%

		平成29年8月期
第2四半期				1,102		552		50.1%

		平成30年8月期
第2四半期				1,038		364		35.1%
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連結貸借対照表

平成29年8月期
第4四半期末

平成30年8月期
第2四半期末

増減 平成29年8月期
第4四半期末

平成30年8月期
第2四半期末

増減

流動資産 63,052 78,598 24.7% 負債 39,091 60,130 53.8%

現金及び預金 25,336 15,358 -39.3% 流動負債 26,860 29,177 8.6%

受取手形及び売掛金 1,519 3,772 148.3% 支払手形及び買掛金 7,801 6,720 -13.9%

販売用不動産 13,094 18,050 37.8% 有利子負債 13,211 18,810 42.4%

仕掛販売用不動産 19,300 37,313 93.3% その他 13,648 10,367 -24.0%

未成工事支出金 1,685 1,806 7.1% 固定負債 12,232 30,952 153.0%

その他 2,205 2,372 7.5% 社債 1,366 1,473 7.8%

貸倒引当金 (89) (74) -16.8% 転換社債型新株予約権付社債
長期借入金

9,406 27,885 196.4%

固定資産 9,722 15,799 62.5% その他 1,458 1,593 9.2%

有形固定資産 5,678 7,864 38.4% 純資産 33,682 34,268 1.7%

無形固定資産 1,297 1,321 1.8% 株主資本 32,771 33,278 1.5%

投資その他の資産 2,746 6,613 140.8% その他 912 990 8.5%

資産合計 72,774 94,398 29.7% 負債・純資産合計 72,774 94,398 29.7%

（単位：百万円）

■資産について
資産は、前連結会計年度末に比べ21,623百万円増加。
法人税等の支払い買掛金の支払いなどにより、現金及び預金が9,978百万円
減少。
たな卸資産（販売用不動産、仕掛販売用不動産、未成工事支出金）
が23,090百万円増加。

■負債について
負債は、前連結会計年度末に比べ21,038百万円増加。
支払手形・買掛金が1,080百万円、未払法人税等が1,553百万円減少。
不動産販売事業における戸建分譲用地仕入決済資金、転売用不動産購入資金及
び事業資金として調達。
短期借入金及び長期借入金がそれぞれ5,574百万円、8,558百万円増加。
総額10,000百万円のユーロ円建転換社債型新株予約権付社債発行。
■純資産について
純資産は、前連結会計年度末に比べ585百万円増加。
配当金の支払いによる利益剰余金が933百万円が減少。
当第２四半期連結累計期間において親会社株主に帰属する四半期純利益1,440
百万円を計上し、利益剰余金が507百万円増加。


P L

										（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

				2016年8月期 ネン ガツキ				2017年8月期 ネン ガツキ				増減 ゾウゲン



				実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ		実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ

		売上高 ウリアゲ ダカ		72,626		-		100,572		-		38.5%

		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		12,656		17.4%		16,772		16.7%		32.5%

		販売及び
一般管理費 ハンバイ オヨ イッパン カンリヒ		5,406		74.0%		7,276		7.2%		42.9%

		営業利益 エイギョウ リエキ		7,249		10.0%		9,496		9.4%		31.0%

		営業外収益 エイギョウガイ シュウエキ		272		0.4%		358		0.4%		31.6%

		営業外費用 エイギョウガイ ヒヨウ		457		0.6%		734		0.7%		60.6%

		経常利益 ケイジョウ リエキ		7,065		9.7%		9,120		9.1%		29.1%

		親会社に帰属する
当期純利益 オヤガイシャ キゾク トウキ ジュンリエキ		4,220		5.8%		6,040		6.0%		43.1%





セグメント

												（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

						2016年8月期 ネン ガツキ				2017年8月期 ネン ガツキ				前期比 ゼンキ ヒ

						実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ		実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ

		売上高 ウリアゲ ダカ				72,626		-		100,572		-		38.5%

				不動産販売事業 フドウサン ハンバイ ジギョウ		58,886		81.1%		87,334		86.8%		48.3%

				不動産請負事業 フドウサン ウケオイ ジギョウ		11,506		15.8%		11,029		11.0%		-4.1%

				賃貸収入事業 チンタイ シュウニュウ ジギョウ		2,234		3.1%		2,208		2.2%		-1.2%

		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ				12,656		17.4%		16,772		16.7%		32.5%

				不動産販売事業 フドウサン ハンバイ ジギョウ		10040		17.0%		14,141		16.2%		40.8%

				不動産請負事業 フドウサン ウケオイ ジギョウ		1505		13.1%		1,527		13.8%		1.5%

				賃貸収入事業 チンタイ シュウニュウ ジギョウ		1021		45.7%		1,102		49.9%		7.9%

		営業利益 エイギョウ リエキ				7,249		10.0%		9,496		9.4%		31.0%

				不動産販売事業 フドウサン ハンバイ ジギョウ		6,553		11.1%		9,595		11.0%		46.4%

				不動産請負事業 フドウサン ウケオイ ジギョウ		1,024		8.9%		1,118		10.1%		9.2%

				賃貸収入事業 チンタイ シュウニュウ ジギョウ		1,021		45.7%		1,001		45.3%		-2.0%

				全社費用 ゼンシャ ヒヨウ		(1,349)		-		(2,219)		-		-





不動産販売売上分解

						通期 ツウキ						1Q						2Q						3Q						4Q

		不動産販売売上 フドウサン ハンバイ ウリアゲ				売上(百万円） ウリアゲ ヒャクマンエン		売上（円） ウリアゲ エン		販売総件数 ハンバイ ソウ ケンスウ		売上 ウリアゲ				販売件数 ハンバイ ケンスウ		売上 ウリアゲ				販売件数 ハンバイ ケンスウ		売上 ウリアゲ				販売件数 ハンバイ ケンスウ		売上 ウリアゲ				販売件数 ハンバイ ケンスウ

				内訳 ウチワケ		87,334		87,334,374,184		1,990

		三栄 サンエイ		総売上 ソウ ウ ア		67,966		67,965,597,478		1,289		7,778		7,777,867,391		166		14,014		14,013,723,864		290		13,687		13,687,390,833		265		32,487		32,486,615,390		568

				2階建住宅		16,200		16,200,351,703		365		2,030		2,029,819,761		42		3,561		3,560,516,386		78		4,107		4,107,370,778		92		6,503		6,502,644,778		153

				3階建住宅		31,947		31,946,908,693		750		5,045		5,044,796,986		115		7,146		7,145,800,090		170		6,457		6,456,601,973		149		13,300		13,299,709,644		316

				土地売 トチ ウ		2,989		2,988,934,396		42		106		106,000,000		2		22		22,085,590		1		7		7,009,788		1		2,854		2,853,839,018		38

				ロサンゼルス不動産販売		1,742		1,741,864,653		9		140		139,697,190		1		190		189,829,898		2		136		135,881,758		1		1,276		1,276,455,807		5

				その他 タ		(23)		(22,737,839)				7		7,176,364				(2)		(1,777,656)				(10)		(9,651,592)				(18)		(18,484,955)

				マンション分譲		1,446		1,446,492,506		41		0		0		0		822		821,952,894		21		232		232,442,872		7		392		392,096,740		13

				所有不動産販売 ショユウ フドウサン ハンバイ		9,693		9,693,137,548		21		124		123,951,874		1		1,332		1,331,937,644		4		2,078		2,077,572,428		4		6,160		6,159,675,602		12

				販売用アパート		3,971		3,970,645,818		61		326		326,425,216		5		943		943,379,018		14		680		680,162,828		11		2,021		2,020,678,756		31

		三建 サン ケン		総売上 ソウ ウ ア		9,554		9,553,583,891		281		1,227		1,226,615,758		38		2,100		2,099,558,232		66		2,661		2,661,107,767		75		3,566		3,566,302,134		102

				2階建住宅		7,963		7,962,632,254		237		1,108		1,108,461,109		34		1,672		1,672,424,600		53		2,440		2,440,151,657		69		2,742		2,741,594,888		81

				3階建住宅		1,439		1,438,600,228		42		92		92,138,247		3		429		429,247,174		13		224		224,497,313		6		693		692,717,494		20

				土地売 トチ ウ		161		160,868,697		2		26		25,811,415		1		0		0		0		0		0		0		135		135,057,282		1

				その他 タ		(9)		(8,517,288)				0		204,987				(2)		(2,113,542)				(4)		(3,541,203)				(3)		(3,067,530)

		シード		総売上 ソウ ウ ア		9,675		9,675,443,142		420		555		554,509,698		23		2,302		2,302,485,421		122		1,410		1,409,750,630		84		5,409		5,408,697,393		191

				2階建住宅		2,047		2,047,097,603		62		236		236,422,982		7		277		276,521,484		9		613		612,514,496		19		922		921,638,641		27

				3階建住宅		1,008		1,007,779,007		30		38		37,837,007		1		463		463,352,659		12		143		142,556,108		5		364		364,033,233		12

				土地売 トチ ウ		1,052		1,051,875,804		8		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1,052		1,051,875,804		8

				その他 タ		4		3,833,632				0		320,186				1		849,000				3		2,529,446				0		135,000

				マンション分譲		4,379		4,378,503,086		307		159		159,076,349		13		1,334		1,334,377,172		98		652		652,150,580		60		2,233		2,232,898,985		136

				所有不動産販売 ショユウ フドウサン ハンバイ		772		771,681,394		6		0		0		0		100		100,323,931		1		0		0		0		671		671,357,463		5

				販売用アパート		415		414,672,616		7		121		120,853,174		2		127		127,061,175		2		0		0		0		167		166,758,267		3

		リビンパートナー		不動産販売仲介 フドウサン ハンバイ チュウカイ		140		139,749,673		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-



				2階建住宅		26,210		26,210,081,560		664

				3階建住宅		34,393		34,393,287,928		822

				販売用アパート		4,385		4,385,318,434		68

				マンション分譲 ブンジョウ		5,825		5,824,995,592		348

				所有不動産販売 ショユウ フドウサン ハンバイ		10,465		10,464,818,942		27

				ロサンゼルス不動産販売 フドウサン ハンバイ		1,742		1,741,864,653		9

				土地売 トチ ウ		4,202		4,201,678,897		52

				不動産販売仲介等
その他付帯事業 フドウサン ハンバイ チュウカイ ナド タ フタイ ジギョウ		112		112,328,178		-







		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ				7,524										売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ						1,631

		営業利益 エイギョウ リエキ				4,950										営業利益 エイギョウ リエキ						1,017





BS

																（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

				平成29年8月期
第4四半期末 ヘイセイ ネン ガツキ ダイ シハンキ マツ		平成30年8月期
第2四半期末		増減 ゾウゲン						平成29年8月期
第4四半期末 ヘイセイ ネン ガツキ ダイ シハンキ マツ		平成30年8月期
第2四半期末 ヘイセイ ネン ガツキ ダイ シハンキ マツ		増減 ゾウゲン

		流動資産 リュウドウ シサン		63,052		78,598		24.7%				負債 フサイ		39,091		60,130		53.8%

		現金及び預金 ゲンキン オヨ ヨキン		25,336		15,358		-39.3%				流動負債 リュウドウ フサイ		26,860		29,177		8.6%

		受取手形及び売掛金 ウケトリ テガタ オヨ ウリカケ キン		1,519		3,772		148.3%				支払手形及び買掛金 シハライ テガタ オヨ カイカケキン		7,801		6,720		-13.9%

		販売用不動産 ハンバイヨウ フドウサン		13,094		18,050		37.8%				有利子負債 ユウ リシ フサイ		13,211		18,810		42.4%

		仕掛販売用不動産 シカカリ ハンバイヨウ フドウサン		19,300		37,313		93.3%				その他 タ		13,648		10,367		-24.0%

		未成工事支出金 ミセイコウジ シシュツキン		1,685		1,806		7.1%				固定負債 コテイ フサイ		12,232		30,952		153.0%

		その他 タ		2,205		2,372		7.5%				社債 シャサイ		1,366		1,473		7.8%

		貸倒引当金 カシダオレ ヒキアテ キン		(89)		(74)		-16.8%				転換社債型新株予約権付社債長期借入金 チョウキ カリイレ キン		9,406		27,885		196.4%

		固定資産 コテイ シサン		9,722		15,799		62.5%				その他 タ		1,458		1,593		9.2%

		有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン		5,678		7,864		38.4%				純資産 ジュンシサン		33,682		34,268		1.7%

		無形固定資産 ムケイ コテイ シサン		1,297		1,321		1.8%				株主資本 カブヌシ シホン		32,771		33,278		1.5%

		投資その他の資産 トウシ タ シサン		2,746		6,613		140.8%				その他 タ		912		990		8.5%

		資産合計 シサン ゴウケイ		72,774		94,398		29.7%				負債・純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ		72,774		94,398		29.7%
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連結キャッシュフロー計算書
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営業ＣＦ 投資ＣＦ 財務ＣＦ

平成29年8月期 平成30年8月期
第2四半期末 第2四半期末

（単位：百万円）

【 営 業 活 動 キャッシュ・フロー 】 △27,169
税 引 前 四 半 期 純 利 益 2,255
減 価 償 却 費 218
売 上 債 権 の 増 加 △2,253
た な 卸 資 産 の 増 加 △22,713
法 人 税 等 の 支 払 額 △2,052

【 投 資 活 動 キャッシュ・フロー 】 △7,217
有 形 固 定 資産 の取 得 に よる 支 出 △2,786

【 財 務 活 動 キャッシュ・フロー 】 23,290

短 期 借 入 金 の 純 増 5,596

長 期 借 入 金 の 純 増 8,577

配 当 金 の 支 払 額 △933

（単位：百万円）

現金及び現金同等物四半期末残高 14,175
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株主配当

平成26年8月期 平成27年8月期 平成28年8月期 平成29年8月期 平成30年8月期
（予想）

１株当たり配当金（円） 19.5 28.0 33.0 44.0 48.0

１株当たり当期純利益（円） 120.1 163.0 198.9 284.7 310.4

配当性向（％） 16.2 17.2 16.6 15.5 15.5

120.1

163

163.0

284.7
310.4

19.5 28.0 33.0 44.0 48.0 

16.2

17.2

16.6

15.5 15.5

14.5

15

15.5

16

16.5

17

17.5

0

50

100

150

200

250

300

350

平成26年8月期 平成27年8月期 平成28年8月期 平成29年8月期P 平成30年8月期E

ＥＰＳ 配当 配当性向

（円） （％）



© 2018  SANEI ARCHITECTURE PLANNING CO.LTD, All Rights Reserved. 36

参考資料
第25期（平成29年9月1日〜平成30年2月28日）の株価の数位
（3228 三栄建築設計 1739シード平和 日経平均で比較）

（出所:東洋経済新報社）

三栄建築設計

シード平和
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 提供情報のうち、将来の業績等に関する見通しは歴史的事実ではありません。
資料作成時における一定の前提に基づいて作られていますので、実際の業績は
多様な不確定要素により、見通しとは大きく異なる結果となり得ることをご承知ください。

 本資料の目的は、当社への理解を深めていただくための一般的なIR情報を
提供することで、投資勧誘を目的としたものではありません。
投資に関する決定は、情報利用者ご自身の判断に基づいて実施願います。

 掲載情報については細心の注意を払っておりますが、内容について
いかなる保証を行うものではなく、本資料の情報を使用したことによって
生じたあらゆる障害や損害についても、当社は一切責任を負うものではありません。

□本資料に関するお問合せ

株式会社 三栄建築設計
〒163-0632 東京都新宿区西新宿1-25-1 新宿センタービル32階
電話 03-5381-3212（直通）Web http://www.san-a.com
経営企画部長 榎本
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