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投資家の皆様へ

本来、2020年８月期第２四半期の決算説明会を

実施させて頂く予定ではございましたが、新型コ

ロナウイルス感染症の拡大、並びに緊急事態宣言

を含む政府自治体等の要請を勘案し、実施しない

という判断をさせて頂きました。

通常、決算説明会開催後に当社ホームページに

説明会資料を掲載させて頂いておりますので、同

資料を公表させて頂きます。

株式会社三栄建築設計
代表取締役社長小池信三
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2020年8月期第2四半期事業TOPICS

●業績TOPICS
・売上高・各利益ともに概ね期初予算通りの進捗。
売上高97.7％、営業利益93.2％、経常利益99.2％、親会社株主に帰属する当期純利益99.8％

・前年同期比と比較して大幅減少要因は、前期、大型販売用不動産の売却
という特殊事案が要因。

●事業TOPICS
分譲
事業

・３年連続でグッドデザイン賞を受賞。その他各コンテストにお
いて、様々な賞を受賞。

仲介
事業

・自社分譲商品販売のメルディアリアルティが首都圏５店舗目の
溝の口支店、中京圏初の名古屋支店を開設。

ﾎﾃﾙ
事業 ・京都市内３つ目のホテル「ホテルメルディア四条河原町」を開設。

その他

・総額１５０億円のシンジケートローンを締結。
・産学協同による「メルディア高機能木材研究所」が完成。
・ＩＴ戦略推進のため、ＣＩＯを設立・就任。
・投資家向けにグループ初木造４階建てアパートの販売開始。
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2020年8月期第2四半期事業TOPICS
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グッドデザイン賞2019をはじめ、様々な賞を受賞。
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2020年8月期第2四半期事業TOPICS
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産学協同で木材の可能性を追及する研究施設を建設。
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2020年8月期第2四半期事業TOPICS ※重要な後発事象

４月に東武東上線で戸建分譲供給拡大するマックホームの
全株式を取得。
➡当社の供給が少ない同エリアを補完する買収となった。
➡家づくりへの取り組みが、当社理念と合致。
➡マックホームの子会社田村工務店も同時にクループ化。
➡年間供給約200棟がグループ供給棟数に上積み。
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MELDIA GROUP

ｼﾞｬｽﾀﾞｯｸｸﾞﾛｰｽ上場の建設請負
会社。関西エリアでの戸建分
譲も行う。

投資物件販売会社。アパート
分譲や私募ファンド組成など
の事業を行う。

メルディアの戸建分譲住宅の
販売仲介会社。

グループが所有するホテルの
オペレーション会社。

グループの広告・販促ツール
制作、各会社のHPの作成管理
を行う。

LAで住宅開発、日本の投資家
向けの投資物件紹介・管理を
行う。

連
結
子
会
社

FAWDO

若手大工を育成する会社。

中古住宅のインスペクショ
ン、新築戸建ての検査、リ
フォーム受注などを行う。

建売や注文住宅では満足で
きない拘りの強いお客様の
ためのｱﾄﾘｴ系設計事務所。

ベトナム・ホーチミンでグ
ループの設計図面やパース
の作成を行う会社。

プレサンスコーポレーショ
ンと共に、ASEAN圏で大型
開発、投資を行う会社。

RIZAP GROUPと共に、J１
リーグの湘南ベルマーレの
運営・強化を行う。

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
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2020年８月期第２四半期
連結決算の概況
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連結損益計算書の概要

■当第2四半期の売上高48,859百万円（前年同期比：91.8%、予算比97.7%）
売上総利益6,891百万円（前年同期比：76.6%）
営業利益2,981百万円（前年同期比：56.2%、予算比：93.2%）
経常利益2,727百万円（前年同期比：57.7%、予算比：99.2%）
親会社に帰属する四半期純利益1,696百万円（前年同期比：54.0％、予算比：99.8%）
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実績 売上比 予想 売上比 実績 売上比

売上高 53,224 - 50,000 - 48,859 - 91.8% 97.7%

売上総利益 8,994 16.8% - - 6,891 14.1% 76.6% -
販売及び
一般管理費

3,691 6.9% - - 3,909 8.0% 105.9% -

営業利益 5,302 9.9% 3,200 6.4% 2,981 6.1% 56.2% 93.2%

営業外収益 145 0.2% - - 226 0.4% 155.9% -

営業外費用 717 1.3% - - 480 0.9% 66.9% -

経常利益 4,730 8.8% 2,750 5.5% 2,727 5.5% 57.7% 99.2%

親会社に帰属する

四半期純利益
3,140 5.8% 1,700 3.4% 1,696 3.4% 54.0% 99.8%

予算比

（単位：百万円）

2020年8月期2Q2019年8月期2Q
前年同期比

2020年8月期2Q


業ト_売上推移

												単位：百万円 タンイ ヒャクマンエン

				2016年8月期
2Q ネン ガツ キ		2017年8月期
2Q ネン ガツ キ		2018年8月期
2Q ネン ガツ キ		2019年8月期
2Q ネン ガツ キ		2020年8月期
2Q ネン ガツ キ

		売上高 ウリアゲ ダカ		25,898		33,754		38,537		53,224		48,859

		経常利益 ケイジョウ リエキ		2,161		2,722		2,255		4,730		2,727

		経常利益率 ケイジョウ リエキ リツ		8.3%		8.1%		5.9%		8.9%		5.6%



業績の推移



売上高	

2016年8月期	
2Q	2017年8月期	
2Q	2018年8月期	
2Q	2019年8月期	
2Q	2020年8月期	
2Q	25898	337	54	38537	53224	48859	経常利益	

2016年8月期	
2Q	2017年8月期	
2Q	2018年8月期	
2Q	2019年8月期	
2Q	2020年8月期	
2Q	2161	2722	2255	4730	2727	経常利益率	

2016年8月期	
2Q	2017年8月期	
2Q	2018年8月期	
2Q	2019年8月期	
2Q	2020年8月期	
2Q	8.344273689087961E-2	8.0642294246607807E-2	5.8515193190959339E-2	8.8869682849842174E-2	5.5813667901512515E-2	











業ト_売上クウォータ

				2015年8月期
 ネン ガツ キ				2016年8月期
 ネン ガツ キ				2017年8月期
 ネン ガツ キ				2018年8月期
 ネン ガツ キ				2019年8月期
 ネン ガツ キ				2020年8月期
 ネン ガツ キ																		2015年8月期
 ネン ガツ キ		2016年8月期
 ネン ガツ キ		2017年8月期
 ネン ガツ キ		2018年8月期
 ネン ガツ キ		2019年8月期 ネン ガツ キ		2020年8月期 ネン ガツ キ

		1Q		10.688982		1Q		9.885197		1Q		12.121629		1Q		15.861818		1Q		28.913364		1Q		21,518,943																1Q		10.688982		9.885197		12.121629		15.861818		28.913364		21,518,943

		2Q		12.844319		2Q		16.012885		2Q		21.632497		2Q		22.675256		2Q		24.311248		2Q		27,340,323																2Q		23.533301		25.898082		33.754126		38.537074		53.224612		48,859,266

		3Q		15.097322		3Q		15.530637		3Q		20.995360		3Q		20.819818		3Q		26.202688		3Q-4Q		86,140,734																3Q		38.630623		41.428719		54.749486		59.356892		79.427300

		4Q		25.078943		4Q		31.197933		4Q		45.822694		4Q		41.285675		4Q		41.590616																				4Q		63.709566		72.626652		100.572180		100.642567		121.017916		135,387,024

		通期 ツウキ		63.709566		通期 ツウキ		72.626652		通期 ツウキ		100.57218		通期 ツウキ		100.642567		通期 ツウキ		121.017916		通期 ツウキ		135,000,000																通期 ツウキ

				〇				〇				〇				〇				〇



				2015年8月期
 ネン ガツ キ		2016年8月期
 ネン ガツ キ		2017年8月期
 ネン ガツ キ		2018年8月期
 ネン ガツ キ		2019年8月期
 ネン ガツ キ

		1Q		10,689		9,885		12,122		15,862		28,913

		2Q		12,844		16,013		21,632		22,675		24,311

		3Q		15,097		15,531		2,100		20,820		26,203

		4Q		25,079		31,198		45,823		41,286		41,591

		通期 ツウキ		63,710		72,627		10,057		100,643		12,102



		(単位：百万円) タンイ ヒャクマンエン





2015年8月期	
	

1Q	2Q	3Q	4Q	10.688981999999999	12.844319000000002	15.097321999999998	25.078943000000002	





2016年8月期	
	

1Q	2Q	3Q	4Q	9.8851969999999998	16.012884999999997	15.530637000000002	31.197933000000006	





2017年8月期	
	

1Q	2Q	3Q	4Q	12.121629	21.632497000000001	20.995359999999998	45.822694000000006	





2018年8月期	
	

1Q	2Q	3Q	4Q	15.861818	22.675255999999997	20.819818000000005	41.285674999999998	





2019年8月期	
	

1Q	2Q	3Q	4Q	28.913364000000001	24.311247999999999	26.202688000000002	41.590615999999997	



四半期ごとの売上推移



1Q	

2015年8月期	
	2016年8月期	
	2017年8月期	
	2018年8月期	
	2019年8月期	
	10688.982	9885.1970000000001	12121.629000000001	15861.817999999999	28913.364000000001	2Q	

2015年8月期	
	2016年8月期	
	2017年8月期	
	2018年8月期	
	2019年8月期	
	12844.319	16012.885	21632.496999999999	22675.256000000001	24311.248	3Q	

2015年8月期	
	2016年8月期	
	2017年8月期	
	2018年8月期	
	2019年8月期	
	15097.322	15530.637000000001	2099.5360000000001	20819.817999999999	26202.687999999998	4Q	

2015年8月期	
	2016年8月期	
	2017年8月期	
	2018年8月期	
	2019年8月期	
	25078.942999999999	31197.933000000001	45822.694000000003	41285.675000000003	41590.616000000002	









2020年8月期	
	

1Q	2Q	3Q-4Q	21518943	27340323	86140734	





業ト_販売件数

		戸建分譲引渡し件数推移 コダテ ブンジョウ ヒキワタ ケンスウ スイイ								請負住宅引渡し件数推移 ウケオイ ジュウタク ヒキワタ ケンスウ スイイ								仲介契約件数推移

		2017年8月期（実績） ネン ガツ キ ジッセキ		2018年8月期（実績） ネン ガツ キ ジッセキ		2019年8月期（実績） ネン ガツ キ ジッセキ		2020年8月期（予想） ネン ガツ キ ヨソウ		2017年8月期 ネン ガツ キ		2018年8月期 ネン ガツ キ		2019年8月期 ネン ガツ キ				2018年8月期 ネン ガツ キ		2019年8月期 ネン ガツ キ

		1,486		1,279		1,600		2,150		423		454		327		グループ		179		284

																他社・個人 タシャ コジン		51		76

																		230		360



戸建分譲引渡し件数推移





2017年8月期（実績）	2018年8月期（実績）	2019年8月期（実績）	1486	1279	1600	





請負住宅引渡し件数推移





2017年8月期	2018年8月期	2019年8月期	423	454	327	





仲介件数推移



グループ	

2018年8月期	2019年8月期	179	284	他社・個人	

2018年8月期	2019年8月期	51	76	







戸建分譲引渡し件数推移





2018年8月期（実績）	2019年8月期（実績）	2020年8月期（予想）	1279	1600	2150	







販売件数分解

		2019年8月期 ネン ガツ キ

						引渡し件数 ヒキワタ ケンスウ		販売価格（百万円） ハンバイ カカク ヒャクマンエン

		三栄 サンエイ		2F		720		31,664

		三栄 サンエイ		3F		748		31,361

		MAI（三建残） サン タツル ザン		2F		7		241

		MAI（三建残） サン タツル ザン		3F		0		0

		シード平和 ヘイワ		2F		96		3,641

		シード平和 ヘイワ		3F		29		1,026

		戸建分譲計 コダ ブンジョウ ケイ				1,600		67,933

		土地 トチ

		三栄 サンエイ

		MAI				15		121

		シード				10		183





P L

		利益率なし リエキ リツ

														（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

				2019年8月期2Q ネン ガツキ				2020年8月期2Q ネン ガツキ				2020年8月期2Q ネン ガツキ				前年同期比 ゼンネン ドウキヒ		予算比 ヨサン ヒ



				実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ		予想 ヨソウ		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		53,224		-		50,000		-		48,859		-		91.8%		97.7%

		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		8,994		16.8%		-		-		6,891		14.1%		76.6%		-

		販売及び
一般管理費 ハンバイ オヨ イッパン カンリヒ		3,691		6.9%		-		-		3,909		8.0%		105.9%		-

		営業利益 エイギョウ リエキ		5,302		9.9%		3,200		6.4%		2,981		6.1%		56.2%		93.2%

		営業外収益 エイギョウガイ シュウエキ		145		0.2%		-		-		226		0.4%		155.9%		-

		営業外費用 エイギョウガイ ヒヨウ		717		1.3%		-		-		480		0.9%		66.9%		-

		経常利益 ケイジョウ リエキ		4,730		8.8%		2,750		5.5%		2,727		5.5%		57.7%		99.2%

		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		3,140		5.8%		1,700		3.4%		1,696		3.4%		54.0%		99.8%





セグメント

																（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

						2020年8月期2Q ネン ガツキ				2019年8月期2Q ネン ガツキ				2020年8月期2Q ネン ガツキ				前年同期比 ゼンネン ドウキ ヒ		予算比 ヨサン ヒ

						予算 ヨサン		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				50,000		-		53,224		-		48,859		-		91.8%		97.7%

				不動産分譲事業 フドウサン ブンジョウ ジギョウ		34,978		70.0%		29,274		55.0%		33,912		69.4%		115.8%		97.0%

				不動産販売事業 フドウサン ハンバイ ジギョウ		5,645		11.3%		15,284		28.7%		5,317		10.9%		34.8%		94.2%

				不動産請負事業 フドウサン ウケオイ ジギョウ		8,460		16.9%		7,317		13.7%		8,248		16.9%		112.7%		97.5%

				賃貸収入事業 チンタイ シュウニュウ ジギョウ		917		1.8%		1,348		2.5%		1,380		2.8%		102.4%		150.5%

		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ				7,182		14.4%		15,455		29.0%		6,891		14.1%		44.6%		95.9%

				不動産分譲事業 フドウサン ブンジョウ ジギョウ		5,351		15.3%		10,664		36.4%		4,817		14.2%		45.2%		90.0%

				不動産販売事業 フドウサン ハンバイ ジギョウ		700		12.4%		1,882		12.3%		708		13.3%		37.6%		101.1%

				不動産請負事業 フドウサン ウケオイ ジギョウ		868		10.3%		1,819		24.9%		744		9.0%		40.9%		85.7%

				賃貸収入事業 チンタイ シュウニュウ ジギョウ		264		28.8%		1,089		80.8%		620		44.9%		56.9%		235.0%

		営業利益 エイギョウ リエキ								5,302		10.0%		2,981		6.1%		56.2%		61.2%

				不動産分譲事業 フドウサン ブンジョウ ジギョウ						2,470		8.4%		2,913		8.6%		117.9%		101.8%

				不動産販売事業 フドウサン ハンバイ ジギョウ						3,020		19.8%		423		8.0%		14.0%		40.3%

				不動産請負事業 フドウサン ウケオイ ジギョウ						590		8.1%		481		5.8%		81.5%		72.3%

				賃貸収入事業 チンタイ シュウニュウ ジギョウ						509		37.8%		507		36.7%		99.6%		97.3%

				全社費用 ゼンシャ ヒヨウ						(1,288)		-		(1,344)		-		-		-





販管費

				2018年8月期 ネン ガツ キ				2019年8月期 ネン ガツ キ				前年同期比 ゼンネン ドウキヒ		増減理由 ゾウゲン リユウ

				実績 ジッセキ		売上対比 ウリアゲ タイヒ		実績 ジッセキ		売上対比 ウリアゲ タイヒ

		売上高 ウリアゲ ダカ		100,642,567,478				121,017,916,747		-

		販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパンカンリヒ		7,297,833,540		7.3%		7,899,011,523		6.5%		108.2%

		役員報酬		181,546,750		2.5%		204,773,340		2.6%		112.8%

		給与手当		1,298,741,253		17.8%		1,407,823,315		17.8%		108.4%		社員増加による。

		雑給 ザッキュウ		0		0.0%		647,084		0.0%		ERROR:#DIV/0!

		従業員賞与		233,537,108		3.2%		231,726,772		2.9%		99.2%

		退職金 タイショクキン		0		0.0%		0		0.0%		ERROR:#DIV/0!

		法定福利費		273,264,679		3.7%		291,844,176		3.7%		106.8%		社員増加による。

		福利厚生費		56,442,451		0.8%		65,950,923		0.8%		116.8%		社員増加による。

		賞与引当金繰入額		262,399,498		3.6%		267,234,893		3.4%		101.8%

		役員退職慰労引当金繰		0		0.0%		0		0.0%		ERROR:#DIV/0!

		退職給付債務繰入額		39,677,152		0.5%		41,173,333		0.5%		103.8%

		地代家賃		253,652,657		3.5%		358,309,878		4.5%		141.3%		各営業所出店による。 カク エイギョウショ シュッテン

		支払ﾘｰｽ料		41,349,129		0.6%		63,816,775		0.8%		154.3%		社員増加による。車両増加のため シャリョウ ゾウカ

		保険料		18,556,945		0.3%		18,822,218		0.2%		101.4%

		備品・消耗品費		59,806,115		0.8%		49,406,167		0.6%		82.6%		経費削減取組による。 ケイヒ サクゲン トリクミ

		租税公課		824,549,984		11.3%		876,098,410		11.1%		106.3%		MAIによる投資用不動産購入のため。 トウシヨウ フドウサン コウニュウ

		減価償却費		79,756,521		1.1%		88,869,348		1.1%		111.4%

		貸倒引当金繰入		30,548,901		0.4%		7,458,377		0.1%		24.4%

		貸倒損失 カシダオレ ソンシツ		158,480		0.0%		1,605,422		0.0%		1013.0%

		配達配送費		5,004,979		0.1%		5,266,795		0.1%		105.2%

		通信費		40,654,288		0.6%		41,026,343		0.5%		100.9%

		水道光熱費		34,026,374		0.5%		35,375,441		0.4%		104.0%

		支払手数料		84,187,105		1.2%		69,810,519		0.9%		82.9%

		仲介手数料		1,885,041,138		25.8%		2,263,357,431		28.7%		120.1%		分譲販売数増加及び、投資用不動産売却による。 ブンジョウ ハンバイ スウ ゾウカ オヨ トウシ ヨウ フドウサン バイキャク

		広告宣伝費		950,070,123		13.0%		787,053,658		10.0%		82.8%		MMP設立による内製化のため セツリツ ナイセイカ

		接待交際費		41,321,105		0.6%		76,353,902		1.0%		184.8%		25周年パーティー及び、年2回の決算パーティー開催による。 シュウネン オヨ ネン カイ ケッサン カイサイ

		諸会費		36,279,558		0.5%		52,811,517		0.7%		145.6%		Gマーク、システム関連による。 カンレン

		寄付金		3,450,000		0.0%		1,176,471		0.0%		34.1%

		会議費		4,381,939		0.1%		5,829,934		0.1%		133.0%

		管理諸費		115,115,372		1.6%		129,413,723		1.6%		112.4%		海外M&Aアドバイス等、弁護士費用の発生。 カイガイ ナド ベンゴシ ヒヨウ ハッセイ

		車両費		13,049,295		0.2%		11,298,663		0.1%		86.6%

		通勤交通費		49,513,982		0.7%		53,792,207		0.7%		108.6%		社員増加による。

		業務交通費		49,923,829		0.7%		58,462,889		0.7%		117.1%		社員増加による。

		求人費		144,890,355		2.0%		115,239,304		1.5%		79.5%		昨期からの削減による。 サク キ サクゲン

		ガソリン費		19,984,141		0.3%		27,780,805		0.4%		139.0%		社員増加による。

		複写費		59,000		0.0%		38,870		0.0%		65.9%

		備品費		36,328,291		0.5%		14,329,183		0.2%		39.4%		経費削減取組による。 ケイヒ サクゲン トリクミ

		社員研修費		35,024,935		0.5%		22,997,604		0.3%		65.7%		経費削減取組による。 ケイヒ サクゲン トリクミ

		修繕費		6,966,918		0.1%		4,537,498		0.1%		65.1%

		新聞図書費		1,632,806		0.0%		1,997,003		0.0%		122.3%

		雑費		9,835,258		0.1%		12,511,887		0.2%		127.2%

		商標権償却		17,780		0.0%		17,780		0.0%		100.0%

		監査費用		38,000,001		0.5%		35,000,000		0.4%		92.1%

		株主優待引当金繰入額		7,278,420		0.1%		8,022,504		0.1%		110.2%

		資産除去債務利息費用 シサン ジョキョ サイム リソク ヒヨウ		64,218		0.0%		13,388		0.0%		20.8%

		役退慰労引当金戻入額 ヤク タイ イロウ ヒキアテ キン モド イ ガク		0		0.0%		0		0.0%		ERROR:#DIV/0!

		研究開発費 ケンキュウ カイハツヒ		24,656,955		0.3%		82,848,021		1.0%		336.0%		S-CREW開発研究費等。 カイハツ ケンキュウ ヒ ナド

		のれん償却 ショウキャク		7,087,752		0.1%		7,087,752		0.1%		100.0%

														単位：百万円 タンイ ヒャクマンエン

				2018年8月期 ネン ガツ キ				2019年8月期 ネン ガツ キ				前年同期比 ゼンネン ドウキヒ		増減理由 ゾウゲン リユウ

				実績 ジッセキ		売上対比 ウリアゲ タイヒ		実績 ジッセキ		売上対比 ウリアゲ タイヒ

		販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパンカンリヒ		7,297		7.3%		7,899		6.5%		108.2%		-

		給与手当		1,298		17.8%		1,407		17.8%		108.4%		社員増加による。

		法定福利費		273		3.7%		291		3.7%		106.8%		社員増加による。

		福利厚生費		56		0.8%		65		0.8%		116.8%		社員増加による。

		地代家賃		253		3.5%		358		4.5%		141.3%		各営業所出店による。 カク エイギョウショ シュッテン

		支払ﾘｰｽ料		41		0.6%		63		0.8%		154.3%		社員増加による。車両増加のため シャリョウ ゾウカ

		備品・消耗品費		59		0.8%		49		0.6%		82.6%		経費削減取組による。 ケイヒ サクゲン トリクミ

		租税公課		824		11.3%		876		11.1%		106.3%		MAIによる投資用不動産購入のため。 トウシヨウ フドウサン コウニュウ

		仲介手数料		1,885		25.8%		2,263		28.7%		120.1%		分譲販売数増加及び、投資用不動産売却による。 ブンジョウ ハンバイ スウ ゾウカ オヨ トウシ ヨウ フドウサン バイキャク

		広告宣伝費		950		13.0%		787		10.0%		82.8%		MMP設立による内製化のため セツリツ ナイセイカ

		接待交際費		41		0.6%		76		1.0%		184.8%		25周年パーティー及び、年2回の決算パーティー開催による。 シュウネン オヨ ネン カイ ケッサン カイサイ

		諸会費		36		0.5%		52		0.7%		145.6%		Gマーク、システム関連による。 カンレン

		管理諸費		115		1.6%		129		1.6%		112.4%		海外M&Aアドバイス等、弁護士費用の発生。 カイガイ ナド ベンゴシ ヒヨウ ハッセイ

		通勤交通費		49		0.7%		53		0.7%		108.6%		社員増加による。

		業務交通費		49		0.7%		58		0.7%		117.1%		社員増加による。

		求人費		144		2.0%		115		1.5%		79.5%		昨期からの削減による。 サク キ サクゲン

		ガソリン費		19		0.3%		27		0.4%		139.0%		社員増加による。

		備品費		36		0.5%		14		0.2%		39.4%		経費削減取組による。 ケイヒ サクゲン トリクミ

		社員研修費		35		0.5%		22		0.3%		65.7%		経費削減取組による。 ケイヒ サクゲン トリクミ

		研究開発費 ケンキュウ カイハツヒ		24		0.3%		82		1.0%		336.0%		S-CREW開発研究費等。 カイハツ ケンキュウ ヒ ナド





営業外収益・費用

														単位：百万円 タンイ ヒャクマンエン

				2018年8月期 ネン ガツ キ				2019年8月期 ネン ガツ キ				前年同期比 ゼンネン ドウキヒ		増減理由 ゾウゲン リユウ

				実績 ジッセキ		売上対比 ウリアゲ タイヒ		実績 ジッセキ		売上対比 ウリアゲ タイヒ

		営業外収益 エイギョウガイ シュウエキ		206		0.20%		183		0.15%		88.8%

		受取利息 ウケトリ リソク		15		0.02%		21		0.02%		136.5%

		為替差益 カワセ サエキ		43		0.04%		0		-		-

		その他 タ		146		0.14%		161		0.13%		109.9%

		営業外費用 エイギョウガイ ヒヨウ		630		0.63%		1,193		0.99%		189.4%

		支払利息 シハライ リソク		394		0.39%		534		0.44%		135.6%		融資の増加による。 ユウシ ゾウカ

		融資等手数料 ユウシ ナド テスウリョウ		162		0.16%		518		0.43%		319.6%		融資の増加による。 ユウシ ゾウカ

		その他 タ		73		0.07%		140		0.11%		190.1%

				2018年8月期 ネン ガツ キ				2019年8月期 ネン ガツ キ

				実績 ジッセキ		売上対比 ウリアゲ タイヒ		実績 ジッセキ		売上対比 ウリアゲ タイヒ

		売上高 ウリアゲ ダカ		100,642,567,478		-		121,017,916,747		-

		営業外収益

		受取利息		15,911,504		0.02%		21,714,872		0.02%

		受取配当金 ウケトリ ハイトウキン		323,385		0.00%		2,055,500		0.00%

		為替差益		43,432,870		0.04%		0		0.00%

		解約手付金収入 カイヤク テツケ キン シュウニュウ		15,700,000		0.02%		12,800,000		0.01%

		保険代理店収入		8,401,238		0.01%		9,283,193		0.01%

		紹介手数料 ショウカイ テスウリョウ		28,196,289		0.03%		32,640,178		0.03%

		その他 タ		94,161,653		0.09%		104,565,834		0.09%

		営業外収益 エイギョウガイ シュウエキ		206,126,939		0.20%		183,059,577		0.15%

		支払利息		394,119,074		0.39%		534,379,687		0.44%

		融資等手数料 ユウシトウ テスウリョウ		162,286,277		0.16%		518,741,420		0.43%

		貸倒引当金繰入額		22,163,964		0.02%		881,087		0.00%

		ﾃﾞﾘﾊﾞﾃｨﾌﾞ評価損 ヒョウカ ソン		0		0.00%		0		0.00%

		その他 タ		51,504,492		0.05%		139,163,311		0.11%

		営業外費用 エイギョウガイ ヒヨウ		630,073,807		0.63%		1,193,165,505		0.99%





BS

																（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン								2019年8月期 ネン ガツ キ																2020年8月期2Q ネン ガツ キ

				2019年8月期4Q ネン ヘイネン ガツキ		2020年8月期2Q ネン ヘイネン ガツキ		増減 ゾウゲン						2019年8月期4Q ネン ガツキ		2020年8月期2Q ネン ガツキ		増減 ゾウゲン						固定資産 コテイ シサン		28,656														固定資産 コテイ シサン		28,658

		流動資産 リュウドウ シサン		99,263		105,599		106.4%				負債 フサイ		84,815		89,918		106.0%						流動資産 リュウドウ シサン		99,263														流動資産 リュウドウ シサン		105,599

		現金及び預金 ゲンキン オヨ ヨキン		25,048		17,529		70.0%				流動負債 リュウドウ フサイ		45,047		48,219		107.0%						純資産 ジュンシサン				43,103												純資産 ジュンシサン				44,339

		受取手形及び売掛金 ウケトリ テガタ オヨ ウリカケ キン		4,583		5,609		122.4%				短期借入金 タンキ カリイレ キン		23,712		31,189		131.5%						固定負債 コテイ フサイ				39,768												固定負債 コテイ フサイ				41,699

		販売用不動産 ハンバイヨウ フドウサン		27,897		39,540		141.7%				1年以内返済予定長期借入金
1年以内償還予定社債 ネン イナイ ヘンサイ ヨテイ チョウキ カリイレ キン ネン イナイ ショウカン ヨテイ シャサイ		7,642		5,101		66.7%						流動負債 リュウドウ フサイ				45,047												流動負債 リュウドウ フサイ				48,219

		仕掛販売用不動産 シカカリ ハンバイヨウ フドウサン		38,045		38,079		100.1%				その他 タ		13,691		11,928		87.1%								127,919		127,919														134,257		134,257

		未成工事支出金 ミセイコウジ シシュツキン		870		1,088		125.1%				固定負債 コテイ フサイ		39,768		41,699		104.9%

		その他 タ		2,843		3,803		133.8%				社債
転換社債型新株予約権付社債 シャサイ テンカン シャサイガタ シンカブヨヤクケン ツキ シャサイ		14,239		13,920		97.8%

		貸倒引当金 カシダオレ ヒキアテ キン		(27)		(78)		-				長期借入金 チョウキ カリイレ キン		23,681		25,832		109.1%

		固定資産 コテイ シサン		28,656		28,658		100.0%				その他 タ		1,847		1,945		105.3%

		有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン		18,974		19,052		100.4%				純資産 ジュンシサン		43,103		44,339		102.9%

		無形固定資産 ムケイ コテイ シサン		711		766		107.7%				株主資本 カブヌシ シホン		41,560		42,747		102.9%

		投資その他の資産 トウシ タ シサン		8,969		8,839		98.6%				その他 タ		1,543		1,591		103.1%

		資産合計 シサン ゴウケイ		127,919		134,258		105.0%				負債・純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ		127,919		134,258		105.0%















																						自己資本比率 ジコ シホン ヒリツ				2019年8月期 ネン ガツ キ				2020年8月期2Q ネン ガツ キ

																										32.4%				31.7%



2019年8月期貸借対照表



固定資産	

28656	流動資産	

99263	純資産	

43103	固定負債	

39768.400000000001	流動負債	

45047.4	



2020年8月期2Q時点貸借対照表



固定資産	[系列名]

[値]





28658	流動資産	[系列名]
[値]

105599	純資産	[系列名]
[値]

44339	固定負債	[系列名]
 [値]

41699	流動負債	[系列名]
 [値]

48219	



たな卸内訳



				事業 ジギョウ		区分 クブン		完成/未成 カンセイ ミセイ		棟数 トウ スウ		契約済棟数 ケイヤク スミ トウ スウ		たな卸し金額 オロ キンガク

		三栄建築設計 サンエイ ケンチク セッケイ		戸建分譲事業 コダ ブンジョウ ジギョウ		戸建 コダ		販売用不動産 ハンバイ ヨウ フドウサン		324				12,096,480,355

		三栄建築設計 サンエイ ケンチク セッケイ		アパート		アパート		販売用不動産 ハンバイヨウ フドウサン		23				1,360,566,216

		三栄建築設計 サンエイ ケンチク セッケイ		ロサンゼルス		アパート		販売用不動産 ハンバイ ヨウ フドウサン		1				0

		三栄建築設計 サンエイ ケンチク セッケイ		戸建分譲 コダ ブンジョウ		戸建 コダ		仕掛用販売不動産 シカカリ ヨウ ハンバイ フドウサン		716				19,418,038,931

		三栄建築設計 サンエイ ケンチク セッケイ		アパート		アパート		仕掛用販売不動産 シカカリ ヨウ ハンバイ フドウサン		105				3,379,463,298		白金ホテル含む シロガネ フク

		三栄建築設計 サンエイ ケンチク セッケイ		請負/注文完成 ウケオイ チュウモン カンセイ		注文/請負 チュウモン ウケオイ		未成工事支出金 ミセイコウジ シシュツキン		21				265,083,136

		三栄建築設計 サンエイ ケンチク セッケイ		請負/注文仕掛 ウケオイ チュウモン シカカリ		注文/請負 チュウモン ウケオイ		未成工事支出金 ミセイコウジ シシュツキン		146				511,291,629

				合計 ゴウケイ						1336				37,030,923,565

				投資目的 トウシ モクテキ		収益売買 シュウエキ バイバイ		販売用不動産 ハンバイ ヨウ フドウサン		15				6,032,209,712		名古屋MS1 ナゴヤ		LS投資1 トウシ

		三栄建築設計 サンエイ ケンチク セッケイ		棚卸資産合計 タナオロシ シサン ゴウケイ										43,063,133,277

		MAI		アパート		アパート		販売用不動産 ハンバイヨウフドウサン		0				0

		MAI		アパート		アパート		仕掛用販売不動産 シカカリ ヨウ ハンバイ フドウサン		30				1,001,220,901

		MAI		投資目的 トウシ モクテキ		収益売買 シュウエキ バイバイ		販売用不動産 ハンバイ ヨウ フドウサン		13				5,807,270,124

				投資目的 トウシ モクテキ		ホテル		仕掛用販売不動産 シカカリ ヨウ ハンバイ フドウサン		2				4,270,786,645		福岡中央区天神ホテル フクオカ チュウオウク テンジン		天王寺ホテル用地

		MAI		棚卸資産合計 タナオロシ シサン ゴウケイ										11,079,277,670

		シード平和 ヘイワ		ワンルームマンション他 ホカ		ワンルームマンション		仕掛販売用不動産 シカカリ ハンバイヨウ フドウサン		21				6,739,831,540		プロジェクト数 スウ

		シード平和 ヘイワ		戸建分譲事業 コダ ブンジョウ ジギョウ		戸建 コダ		販売用不動産 ハンバイヨウフドウサン		28				963,819,884

		シード平和 ヘイワ		戸建分譲事業 コダ ブンジョウ ジギョウ		戸建 コダ		仕掛販売用不動産 シカカリ ハンバイヨウ フドウサン		50				3,234,482,026

		シード平和 ヘイワ		投資目的 トウシ モクテキ		収益売買 シュウエキ バイバイ		販売用不動産 ハンバイヨウフドウサン		5				1,418,769,379

		シード平和 ヘイワ		営繕工事等 エイゼン コウジ ナド		営繕工事等 エイゼン コウジ ナド		未成工事支出金 ミセイコウジ シシュツキン						94,622,000

														12,451,524,829

		アメリカ		アパート		収益売買 シュウエキ バイバイ		販売不動産 ハンバイフドウサン		5				283,214,748

		アメリカ		棚卸資産合計 タナオロシシサン ゴウケイ										283,214,748

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

																						戸建分譲 コダ ブンジョウ				アパート分譲 ブンジョウ				戸建・注文/請負 コダ チュウモン ウケオイ		収益不動産売買 シュウエキ フドウサン バイバイ				マンション				営繕工事等 エイゼン コウジ ナド		たな卸し資産計 オロ シサン 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

																				三栄建築設計 サンエイ ケンチク セッケイ		19,418		12,096		3,379		1,360		776		0		6,032		0		0		0		43,063

																				MAI		0		0		1,001		0		0		4,271		5,807		0		0		0		11,079

																				シード平和 ヘイワ		3,234		963		0		0		0		0		1,418		6,739		0		94		12,453

																				MIROA		0		0		0		0		0		0		283		0		0		0		283

																				連結調整 レンケツ チョウセイ		0		0		0		0		0		0		-64		0		0		0		(64)

																				合計 ゴウケイ		22,653		13,060		4,381		1,360		776		4,271		13,476		6,739		0		94		66,814

																				三栄建築設計 サンエイ ケンチク セッケイ								MAI								シード平和 ヘイワ						MIROA						連結 レンケツ

																				戸建分譲 コダ ブンジョウ		31,515						アパート分譲 ブンジョウ		1,001						戸建分譲 コダ ブンジョウ		4,198				収益不動産 シュウエキ フドウサン		283				戸建分譲 コダ ブンジョウ		35,713

																				アパート分譲 ブンジョウ		4,739						収益不動産売買 シュウエキ フドウサン バイバイ		10,078						収益不動産売買 シュウエキ フドウサン バイバイ		1,354										アパート分譲 ブンジョウ		5,741

																				戸建・注文/請負 コダ チュウモン ウケオイ		776														マンション		6,739										戸建・注文/請負 コダ チュウモン ウケオイ		776

																				収益不動産売買 シュウエキ フドウサン バイバイ		6,032														営繕工事 エイゼン コウジ		94										収益不動産売買 シュウエキ フドウサン バイバイ		17,747

																																																マンション		6,739

																																																営繕工事 エイゼン コウジ		94

						1Q		2Q		3Q		4Q

				売上累計 2016年8月期 ウリアゲ ルイケイ ネン ガツキ		9,885		25,898		41,428		72,626

				売上累計 2017年8月期 ウリアゲ ルイケイ ネン ガツキ		12,121		33,754		54,749		100,572

				売上累計 2018年8月期 ウリアゲ ルイケイ ネン ガツキ		15,861		38,537		59,356		100,642

				売上累計 2019年8月期 ウリアゲ ルイケイ ネン ガツ キ		28,913		53,224		79,427		121,017

				たな卸在庫 2016年8月期 ネン ガツキ		22,807		29,625		43,094		34,855

				たな卸在庫 2017年8月期 ネン ガツキ		43,591		45,338		49,426		34,080

				たな卸在庫 2018年8月期 ネン ガツキ		49,238		57,170		75,692		66,551

				たな卸在庫 2019年8月期 ネン ガツキ		76,753		82,673		87,395		66,814



三栄建築設計　たな卸し資産の内訳





戸建分譲	アパート分譲	戸建・注文/請負	収益不動産売買	31514.800000000003	4739.3999999999996	776.3	6032.2	



MAI　たな卸し資産の内訳





アパート分譲	収益不動産売買	1001.2	10077.6	



シード平和　たな卸し資産の内訳





戸建分譲	収益不動産売買	マンション	営繕工事	4197.93	1354	6739.45	94	



MIROA　たな卸し資産の内訳







収益不動産	283	



メルディアグループ　たな卸し資産の内訳





戸建分譲	アパート分譲	戸建・注文/請負	収益不動産売買	マンション	営繕工事	35712.730000000003	5740.6	776.3	17746.800000000003	6739.45	94.44	



売上累計 2016年8月期	

1Q	2Q	3Q	4Q	9885	25898	41428	72626	売上累計 2017年8月期	

1Q	2Q	3Q	4Q	12121	33754	54749	100572	売上累計 2018年8月期	

1Q	2Q	3Q	4Q	15861	38537	59356	100642	売上累計 2019年8月期	

1Q	2Q	3Q	4Q	28913	53224	79427	121017	たな卸在庫 2016年8月期	

1Q	2Q	3Q	4Q	22807	29625	43094	34855	たな卸在庫 2017年8月期	

1Q	2Q	3Q	4Q	43591	45338	49426	34080	たな卸在庫 2018年8月期	

1Q	2Q	3Q	4Q	49238	57170	75692	66551	たな卸在庫 2019年8月期	

1Q	2Q	3Q	4Q	76753	82673	87395	66814	









CF

		 		営業ＣＦ エイギョウ		投資ＣＦ トウシ		財務ＣＦ ザイム

				(27,827)		(6,799)		36,078										営業活動によるキャッシュフロー エイギョウ カツドウ

				(5,514)		(4,181)		6,741



営業ＣＦ	

-27827	-5514	投資ＣＦ	

-6799	-4181	財務ＣＦ	

36078	6741	









配当

				2016年8月期 ネン ガツ キ		2017年8月期 ネン ガツ キ		2018年8月期 ネン ガツ キ		2019年8月期 ネン ガツ キ		2020年8月期 ネン ガツ キ

												（目標） モクヒョウ

		１株当たり配当金（円） カブ ア ハイトウキン エン		33.0		44.0		48.0		48.0		48.0

		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		198.92		284.70		244.20		286.04		306.36

		配当性向（％） ハイトウ セイコウ		16.6		15.5		19.7		16.8		15.7

		純資産配当率（％） ジュンシサン ハイトウ リツ		2.7		3.1		2.6		2.9		-

		 		1株当たり当期純利益（円） エン		1株当たり配当金（円） ハイトウ キン エン		配当性向（％） ハイトウ セイコウ		純資産配当率（％） ジュンシサン ハイトウ リツ

		2016年8月期 ネン ガツキ		198.92		33		16.6		2.7

		2017年8月期 ネン ガツキ		284.70		44		15.5		3.1

		2018年8月期 ネン ガツキ		244.24		48		19.7		2.6

		2019年8月期 ネン ガツキ		286.04		48		16.8		2.9

		2020年8月期E ネン ガツキ		306.36		48		15.7







1株当たり当期純利益（円）	

2016年8月期	2017年8月期	2018年8月期	2019年8月期	2020年8月期E	198.92	284.7	244.24	286.04000000000002	306.36	1株当たり配当金（円）	

2016年8月期	2017年8月期	2018年8月期	2019年8月期	2020年8月期E	33	44	48	48	48	配当性向（％）	

2016年8月期	2017年8月期	2018年8月期	2019年8月期	2020年8月期E	16.600000000	000001	15.5	19.7	16.8	15.7	純資産配当率（％）	2016年8月期	2017年8月期	2018年8月期	2019年8月期	2020年8月期E	2.7	3.1	2.6	2.9	











業績予想

		（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

				2018年8月期 ネン ガツキ		2019年8月期 ネン ガツキ				20120年8月期 ネン ガツキ



				実績 ジッセキ		実績 ジッセキ		増減 ゾウゲン		予想 ヨソウ		増減 ゾウゲン

		売上高 ウリアゲ ダカ		100,642		121,017		20.2%		135,000		11.6%

		営業利益 エイギョウ リエキ		8,179		10,441		27.7%		11,350		8.7%

		経常利益 ケイジョウ リエキ		7,755		9,431		21.6%		10,400		10.3%

		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		5,182		6,068		17.1%		6,500		7.1%





		（1株当たり指標、配当性向） カブ ア シヒョウ ハイトウ セイコウ						（単位：円 銭） セン

				2018年8月期 ネン ガツキ		2019年8月期 ネン ガツキ				2020年8月期 ネン ガツキ



				実績 ジッセキ		実績 ジッセキ		増減 ゾウゲン		予想 ヨソウ		増減 ゾウゲン

		1株当たり当期純利益 カブ ア トウキ ジュンリエキ		244.24		286.04		-		306.36		-

		1株当たり配当金 カブ ア ハイトウキン		48.0		48.0		0.0		48.0		0.0

		配当性向 ハイトウ セイコウ		19.7%		16.8%		-		15.7%		-





中長期グラフ

				2016年8月期
（実績） ネン ガツキ ジッセキ		2017年8月期
（実績） ネン ガツキ ジッセキ		2018年8月期
（実績） ネン ガツキ ジッセキ		2019年8月期
（実績） ネン ガツキ ジッセキ		2020年8月期
（予想） ネン ガツキ ヨソウ		2021年8月期
（予想） ネン ガツキ ヨソウ

		売上高 ウリアゲ ダカ		72,626		100,572		100,642		121,017		135,000		150,000

		経常利益 ケイジョウ リエキ		7,065		9,120		7,755		9,431		10,400		12,500

		経常利益 ケイジョウ リエキ		9.7%		9.1%		7.7%		7.7%		7.7%		8.3%

		単位：百万円 タンイ ヒャクマンエン



メルディアグループの成長（



売上高	

2016年8月期	
（実績）	2017年8月期	
（実績）	2018年8月期	
（実績）	2019年8月期	
（実績）	2020年8月期	
（予想）	2021年8月期	
（予想）	72626	100572	100642	121017	135000	150000	経常利益	

2016年8月期	
（実績）	2017年8月期	
（実績）	2018年8月期	
（実績）	2019年8月期	
（実績）	2020年8月期	
（予想）	2021年8月期	
（予想）	7065	9120	7755	9431	10400	12500	経常利益	

2016年8月期	
（実績）	2017年8月期	
（実績）	2018年8月期	
（実績）	2019年8月期	
（実績）	2020年8月期	
（予想）	2021年8月期	
（予想）	9.7000000000000003E-2	9.0999999999999998E-2	7.6999999999999999E-2	7.6999999999999999E-2	7.6999999999999999E-2	8.3333333333333329E-2	
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セグメント情報

実績 売上比 実績 売上比
売上高 53,224 - 48,859 - 91.8%

不動産分譲事業 29,274 55.0% 33,912 69.4% 115.8%
不動産販売事業 15,284 28.7% 5,317 10.9% 34.8%
不動産請負事業 7,317 13.7% 8,248 16.9% 112.7%
賃貸収入事業 1,348 2.5% 1,380 2.8% 102.4%

売上総利益 8,994 16.9% 6,891 14.1% 76.6%
不動産分譲事業 4,193 14.3% 4,817 14.2% 114.9%
不動産販売事業 3,474 22.7% 708 13.3% 20.4%
不動産請負事業 718 9.8% 744 9.0% 103.6%
賃貸収入事業 608 45.1% 620 44.9% 102.0%

営業利益 5,302 10.0% 2,981 6.1% 56.2%
不動産分譲事業 2,470 8.4% 2,913 8.6% 117.9%
不動産販売事業 3,020 19.8% 423 8.0% 14.0%
不動産請負事業 590 8.1% 481 5.8% 81.5%
賃貸収入事業 509 37.8% 507 36.7% 99.6%

全社費用 (1,288) - (1,344) - -

前年同期比

（単位：百万円）

2020年8月期2Q2019年8月期2Q

■不動産分譲事業において、戸建分譲販売件数、770件（前年同期663件）+107件増加。
シード平和におけるワンルーム MS引渡件数、139件（前年同期0件）+139件増加。
分譲AP販売件数20件（前年同期12件）+8件増加。

■不動産販売事業は大幅な減少。前第2四半期において売却した大型の販売用不動産が
高額かつ高利益であったために減少している。

■不動産請負事業において、戸建住宅請負の販売件数は73件（前年同期133件）-60件減少。
シード平和において、前期まで受注した大型請負工事の施工が順調であり、売上に寄与。
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業ト_売上推移

												単位：百万円 タンイ ヒャクマンエン

				2016年8月期
2Q ネン ガツ キ		2017年8月期
2Q ネン ガツ キ		2018年8月期
2Q ネン ガツ キ		2019年8月期
2Q ネン ガツ キ		2020年8月期
2Q ネン ガツ キ

		売上高 ウリアゲ ダカ		25,898		33,754		38,537		53,224		48,859

		経常利益 ケイジョウ リエキ		2,161		2,722		2,255		4,730		2,727

		経常利益率 ケイジョウ リエキ リツ		8.3%		8.1%		5.9%		8.9%		5.6%



業績の推移



売上高	

2016年8月期	
2Q	2017年8月期	
2Q	2018年8月期	
2Q	2019年8月期	
2Q	2020年8月期	
2Q	25898	337	54	38537	53224	48859	経常利益	

2016年8月期	
2Q	2017年8月期	
2Q	2018年8月期	
2Q	2019年8月期	
2Q	2020年8月期	
2Q	2161	2722	2255	4730	2727	経常利益率	

2016年8月期	
2Q	2017年8月期	
2Q	2018年8月期	
2Q	2019年8月期	
2Q	2020年8月期	
2Q	8.344273689087961E-2	8.0642294246607807E-2	5.8515193190959339E-2	8.8869682849842174E-2	5.5813667901512515E-2	











業ト_売上クウォータ

				2015年8月期
 ネン ガツ キ				2016年8月期
 ネン ガツ キ				2017年8月期
 ネン ガツ キ				2018年8月期
 ネン ガツ キ				2019年8月期
 ネン ガツ キ				2020年8月期
 ネン ガツ キ																		2015年8月期
 ネン ガツ キ		2016年8月期
 ネン ガツ キ		2017年8月期
 ネン ガツ キ		2018年8月期
 ネン ガツ キ		2019年8月期 ネン ガツ キ		2020年8月期 ネン ガツ キ

		1Q		10.688982		1Q		9.885197		1Q		12.121629		1Q		15.861818		1Q		28.913364		1Q		21,518,943																1Q		10.688982		9.885197		12.121629		15.861818		28.913364		21,518,943

		2Q		12.844319		2Q		16.012885		2Q		21.632497		2Q		22.675256		2Q		24.311248		2Q		27,340,323																2Q		23.533301		25.898082		33.754126		38.537074		53.224612		48,859,266

		3Q		15.097322		3Q		15.530637		3Q		20.995360		3Q		20.819818		3Q		26.202688		3Q-4Q		86,140,734																3Q		38.630623		41.428719		54.749486		59.356892		79.427300

		4Q		25.078943		4Q		31.197933		4Q		45.822694		4Q		41.285675		4Q		41.590616																				4Q		63.709566		72.626652		100.572180		100.642567		121.017916		135,387,024

		通期 ツウキ		63.709566		通期 ツウキ		72.626652		通期 ツウキ		100.57218		通期 ツウキ		100.642567		通期 ツウキ		121.017916		通期 ツウキ		135,000,000																通期 ツウキ

				〇				〇				〇				〇				〇



				2015年8月期
 ネン ガツ キ		2016年8月期
 ネン ガツ キ		2017年8月期
 ネン ガツ キ		2018年8月期
 ネン ガツ キ		2019年8月期
 ネン ガツ キ

		1Q		10,689		9,885		12,122		15,862		28,913

		2Q		12,844		16,013		21,632		22,675		24,311

		3Q		15,097		15,531		2,100		20,820		26,203

		4Q		25,079		31,198		45,823		41,286		41,591

		通期 ツウキ		63,710		72,627		10,057		100,643		12,102



		(単位：百万円) タンイ ヒャクマンエン





2015年8月期	
	

1Q	2Q	3Q	4Q	10.688981999999999	12.844319000000002	15.097321999999998	25.078943000000002	





2016年8月期	
	

1Q	2Q	3Q	4Q	9.8851969999999998	16.012884999999997	15.530637000000002	31.197933000000006	





2017年8月期	
	

1Q	2Q	3Q	4Q	12.121629	21.632497000000001	20.995359999999998	45.822694000000006	





2018年8月期	
	

1Q	2Q	3Q	4Q	15.861818	22.675255999999997	20.819818000000005	41.285674999999998	





2019年8月期	
	

1Q	2Q	3Q	4Q	28.913364000000001	24.311247999999999	26.202688000000002	41.590615999999997	



四半期ごとの売上推移



1Q	

2015年8月期	
	2016年8月期	
	2017年8月期	
	2018年8月期	
	2019年8月期	
	10688.982	9885.1970000000001	12121.629000000001	15861.817999999999	28913.364000000001	2Q	

2015年8月期	
	2016年8月期	
	2017年8月期	
	2018年8月期	
	2019年8月期	
	12844.319	16012.885	21632.496999999999	22675.256000000001	24311.248	3Q	

2015年8月期	
	2016年8月期	
	2017年8月期	
	2018年8月期	
	2019年8月期	
	15097.322	15530.637000000001	2099.5360000000001	20819.817999999999	26202.687999999998	4Q	

2015年8月期	
	2016年8月期	
	2017年8月期	
	2018年8月期	
	2019年8月期	
	25078.942999999999	31197.933000000001	45822.694000000003	41285.675000000003	41590.616000000002	









2020年8月期	
	

1Q	2Q	3Q-4Q	21518943	27340323	86140734	





業ト_販売件数

		戸建分譲引渡し件数推移 コダテ ブンジョウ ヒキワタ ケンスウ スイイ								請負住宅引渡し件数推移 ウケオイ ジュウタク ヒキワタ ケンスウ スイイ								仲介契約件数推移

		2017年8月期（実績） ネン ガツ キ ジッセキ		2018年8月期（実績） ネン ガツ キ ジッセキ		2019年8月期（実績） ネン ガツ キ ジッセキ		2020年8月期（予想） ネン ガツ キ ヨソウ		2017年8月期 ネン ガツ キ		2018年8月期 ネン ガツ キ		2019年8月期 ネン ガツ キ				2018年8月期 ネン ガツ キ		2019年8月期 ネン ガツ キ

		1,486		1,279		1,600		2,150		423		454		327		グループ		179		284

																他社・個人 タシャ コジン		51		76

																		230		360



戸建分譲引渡し件数推移





2017年8月期（実績）	2018年8月期（実績）	2019年8月期（実績）	1486	1279	1600	





請負住宅引渡し件数推移





2017年8月期	2018年8月期	2019年8月期	423	454	327	





仲介件数推移



グループ	

2018年8月期	2019年8月期	179	284	他社・個人	

2018年8月期	2019年8月期	51	76	







戸建分譲引渡し件数推移





2018年8月期（実績）	2019年8月期（実績）	2020年8月期（予想）	1279	1600	2150	







販売件数分解

		2019年8月期 ネン ガツ キ

						引渡し件数 ヒキワタ ケンスウ		販売価格（百万円） ハンバイ カカク ヒャクマンエン

		三栄 サンエイ		2F		720		31,664

		三栄 サンエイ		3F		748		31,361

		MAI（三建残） サン タツル ザン		2F		7		241

		MAI（三建残） サン タツル ザン		3F		0		0

		シード平和 ヘイワ		2F		96		3,641

		シード平和 ヘイワ		3F		29		1,026

		戸建分譲計 コダ ブンジョウ ケイ				1,600		67,933

		土地 トチ

		三栄 サンエイ

		MAI				15		121

		シード				10		183





P L

		利益率なし リエキ リツ

														（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

				2019年8月期2Q ネン ガツキ				2020年8月期2Q ネン ガツキ				2020年8月期2Q ネン ガツキ				前年同期比 ゼンネン ドウキヒ		予算比 ヨサン ヒ



				実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ		予想 ヨソウ		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		53,224		-		50,000		-		48,859		-		91.8%		97.7%

		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		8,994		16.8%		-		-		6,891		14.1%		76.6%		-

		販売及び
一般管理費 ハンバイ オヨ イッパン カンリヒ		3,691		6.9%		-		-		3,909		8.0%		105.9%		-

		営業利益 エイギョウ リエキ		5,302		9.9%		3,200		6.4%		2,981		6.1%		56.2%		93.2%

		営業外収益 エイギョウガイ シュウエキ		145		0.2%		-		-		226		0.4%		155.9%		-

		営業外費用 エイギョウガイ ヒヨウ		717		1.3%		-		-		480		0.9%		66.9%		-

		経常利益 ケイジョウ リエキ		4,730		8.8%		2,750		5.5%		2,727		5.5%		57.7%		99.2%

		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		3,140		5.8%		1,700		3.4%		1,696		3.4%		54.0%		99.8%





セグメント

																（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

						2020年8月期2Q ネン ガツキ				2019年8月期2Q ネン ガツキ				2020年8月期2Q ネン ガツキ				前年同期比 ゼンネン ドウキ ヒ		予算比 ヨサン ヒ

						予算 ヨサン		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				50,000		-		53,224		-		48,859		-		91.8%		97.7%

				不動産分譲事業 フドウサン ブンジョウ ジギョウ		34,978		70.0%		29,274		55.0%		33,912		69.4%		115.8%		97.0%

				不動産販売事業 フドウサン ハンバイ ジギョウ		5,645		11.3%		15,284		28.7%		5,317		10.9%		34.8%		94.2%

				不動産請負事業 フドウサン ウケオイ ジギョウ		8,460		16.9%		7,317		13.7%		8,248		16.9%		112.7%		97.5%

				賃貸収入事業 チンタイ シュウニュウ ジギョウ		917		1.8%		1,348		2.5%		1,380		2.8%		102.4%		150.5%

		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ				7,182		14.4%		8,994		16.9%		6,891		14.1%		76.6%		95.9%

				不動産分譲事業 フドウサン ブンジョウ ジギョウ		5,351		15.3%		4,193		14.3%		4,817		14.2%		114.9%		90.0%

				不動産販売事業 フドウサン ハンバイ ジギョウ		700		12.4%		3,474		22.7%		708		13.3%		20.4%		101.1%

				不動産請負事業 フドウサン ウケオイ ジギョウ		868		10.3%		718		9.8%		744		9.0%		103.6%		85.7%

				賃貸収入事業 チンタイ シュウニュウ ジギョウ		264		28.8%		608		45.1%		620		44.9%		102.0%		235.0%

		営業利益 エイギョウ リエキ								5,302		10.0%		2,981		6.1%		56.2%		61.2%

				不動産分譲事業 フドウサン ブンジョウ ジギョウ						2,470		8.4%		2,913		8.6%		117.9%		101.8%

				不動産販売事業 フドウサン ハンバイ ジギョウ						3,020		19.8%		423		8.0%		14.0%		40.3%

				不動産請負事業 フドウサン ウケオイ ジギョウ						590		8.1%		481		5.8%		81.5%		72.3%

				賃貸収入事業 チンタイ シュウニュウ ジギョウ						509		37.8%		507		36.7%		99.6%		97.3%

				全社費用 ゼンシャ ヒヨウ						(1,288)		-		(1,344)		-		-		-





販管費

				2018年8月期 ネン ガツ キ				2019年8月期 ネン ガツ キ				前年同期比 ゼンネン ドウキヒ		増減理由 ゾウゲン リユウ

				実績 ジッセキ		売上対比 ウリアゲ タイヒ		実績 ジッセキ		売上対比 ウリアゲ タイヒ

		売上高 ウリアゲ ダカ		100,642,567,478				121,017,916,747		-

		販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパンカンリヒ		7,297,833,540		7.3%		7,899,011,523		6.5%		108.2%

		役員報酬		181,546,750		2.5%		204,773,340		2.6%		112.8%

		給与手当		1,298,741,253		17.8%		1,407,823,315		17.8%		108.4%		社員増加による。

		雑給 ザッキュウ		0		0.0%		647,084		0.0%		ERROR:#DIV/0!

		従業員賞与		233,537,108		3.2%		231,726,772		2.9%		99.2%

		退職金 タイショクキン		0		0.0%		0		0.0%		ERROR:#DIV/0!

		法定福利費		273,264,679		3.7%		291,844,176		3.7%		106.8%		社員増加による。

		福利厚生費		56,442,451		0.8%		65,950,923		0.8%		116.8%		社員増加による。

		賞与引当金繰入額		262,399,498		3.6%		267,234,893		3.4%		101.8%

		役員退職慰労引当金繰		0		0.0%		0		0.0%		ERROR:#DIV/0!

		退職給付債務繰入額		39,677,152		0.5%		41,173,333		0.5%		103.8%

		地代家賃		253,652,657		3.5%		358,309,878		4.5%		141.3%		各営業所出店による。 カク エイギョウショ シュッテン

		支払ﾘｰｽ料		41,349,129		0.6%		63,816,775		0.8%		154.3%		社員増加による。車両増加のため シャリョウ ゾウカ

		保険料		18,556,945		0.3%		18,822,218		0.2%		101.4%

		備品・消耗品費		59,806,115		0.8%		49,406,167		0.6%		82.6%		経費削減取組による。 ケイヒ サクゲン トリクミ

		租税公課		824,549,984		11.3%		876,098,410		11.1%		106.3%		MAIによる投資用不動産購入のため。 トウシヨウ フドウサン コウニュウ

		減価償却費		79,756,521		1.1%		88,869,348		1.1%		111.4%

		貸倒引当金繰入		30,548,901		0.4%		7,458,377		0.1%		24.4%

		貸倒損失 カシダオレ ソンシツ		158,480		0.0%		1,605,422		0.0%		1013.0%

		配達配送費		5,004,979		0.1%		5,266,795		0.1%		105.2%

		通信費		40,654,288		0.6%		41,026,343		0.5%		100.9%

		水道光熱費		34,026,374		0.5%		35,375,441		0.4%		104.0%

		支払手数料		84,187,105		1.2%		69,810,519		0.9%		82.9%

		仲介手数料		1,885,041,138		25.8%		2,263,357,431		28.7%		120.1%		分譲販売数増加及び、投資用不動産売却による。 ブンジョウ ハンバイ スウ ゾウカ オヨ トウシ ヨウ フドウサン バイキャク

		広告宣伝費		950,070,123		13.0%		787,053,658		10.0%		82.8%		MMP設立による内製化のため セツリツ ナイセイカ

		接待交際費		41,321,105		0.6%		76,353,902		1.0%		184.8%		25周年パーティー及び、年2回の決算パーティー開催による。 シュウネン オヨ ネン カイ ケッサン カイサイ

		諸会費		36,279,558		0.5%		52,811,517		0.7%		145.6%		Gマーク、システム関連による。 カンレン

		寄付金		3,450,000		0.0%		1,176,471		0.0%		34.1%

		会議費		4,381,939		0.1%		5,829,934		0.1%		133.0%

		管理諸費		115,115,372		1.6%		129,413,723		1.6%		112.4%		海外M&Aアドバイス等、弁護士費用の発生。 カイガイ ナド ベンゴシ ヒヨウ ハッセイ

		車両費		13,049,295		0.2%		11,298,663		0.1%		86.6%

		通勤交通費		49,513,982		0.7%		53,792,207		0.7%		108.6%		社員増加による。

		業務交通費		49,923,829		0.7%		58,462,889		0.7%		117.1%		社員増加による。

		求人費		144,890,355		2.0%		115,239,304		1.5%		79.5%		昨期からの削減による。 サク キ サクゲン

		ガソリン費		19,984,141		0.3%		27,780,805		0.4%		139.0%		社員増加による。

		複写費		59,000		0.0%		38,870		0.0%		65.9%

		備品費		36,328,291		0.5%		14,329,183		0.2%		39.4%		経費削減取組による。 ケイヒ サクゲン トリクミ

		社員研修費		35,024,935		0.5%		22,997,604		0.3%		65.7%		経費削減取組による。 ケイヒ サクゲン トリクミ

		修繕費		6,966,918		0.1%		4,537,498		0.1%		65.1%

		新聞図書費		1,632,806		0.0%		1,997,003		0.0%		122.3%

		雑費		9,835,258		0.1%		12,511,887		0.2%		127.2%

		商標権償却		17,780		0.0%		17,780		0.0%		100.0%

		監査費用		38,000,001		0.5%		35,000,000		0.4%		92.1%

		株主優待引当金繰入額		7,278,420		0.1%		8,022,504		0.1%		110.2%

		資産除去債務利息費用 シサン ジョキョ サイム リソク ヒヨウ		64,218		0.0%		13,388		0.0%		20.8%

		役退慰労引当金戻入額 ヤク タイ イロウ ヒキアテ キン モド イ ガク		0		0.0%		0		0.0%		ERROR:#DIV/0!

		研究開発費 ケンキュウ カイハツヒ		24,656,955		0.3%		82,848,021		1.0%		336.0%		S-CREW開発研究費等。 カイハツ ケンキュウ ヒ ナド

		のれん償却 ショウキャク		7,087,752		0.1%		7,087,752		0.1%		100.0%

														単位：百万円 タンイ ヒャクマンエン

				2018年8月期 ネン ガツ キ				2019年8月期 ネン ガツ キ				前年同期比 ゼンネン ドウキヒ		増減理由 ゾウゲン リユウ

				実績 ジッセキ		売上対比 ウリアゲ タイヒ		実績 ジッセキ		売上対比 ウリアゲ タイヒ

		販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパンカンリヒ		7,297		7.3%		7,899		6.5%		108.2%		-

		給与手当		1,298		17.8%		1,407		17.8%		108.4%		社員増加による。

		法定福利費		273		3.7%		291		3.7%		106.8%		社員増加による。

		福利厚生費		56		0.8%		65		0.8%		116.8%		社員増加による。

		地代家賃		253		3.5%		358		4.5%		141.3%		各営業所出店による。 カク エイギョウショ シュッテン

		支払ﾘｰｽ料		41		0.6%		63		0.8%		154.3%		社員増加による。車両増加のため シャリョウ ゾウカ

		備品・消耗品費		59		0.8%		49		0.6%		82.6%		経費削減取組による。 ケイヒ サクゲン トリクミ

		租税公課		824		11.3%		876		11.1%		106.3%		MAIによる投資用不動産購入のため。 トウシヨウ フドウサン コウニュウ

		仲介手数料		1,885		25.8%		2,263		28.7%		120.1%		分譲販売数増加及び、投資用不動産売却による。 ブンジョウ ハンバイ スウ ゾウカ オヨ トウシ ヨウ フドウサン バイキャク

		広告宣伝費		950		13.0%		787		10.0%		82.8%		MMP設立による内製化のため セツリツ ナイセイカ

		接待交際費		41		0.6%		76		1.0%		184.8%		25周年パーティー及び、年2回の決算パーティー開催による。 シュウネン オヨ ネン カイ ケッサン カイサイ

		諸会費		36		0.5%		52		0.7%		145.6%		Gマーク、システム関連による。 カンレン

		管理諸費		115		1.6%		129		1.6%		112.4%		海外M&Aアドバイス等、弁護士費用の発生。 カイガイ ナド ベンゴシ ヒヨウ ハッセイ

		通勤交通費		49		0.7%		53		0.7%		108.6%		社員増加による。

		業務交通費		49		0.7%		58		0.7%		117.1%		社員増加による。

		求人費		144		2.0%		115		1.5%		79.5%		昨期からの削減による。 サク キ サクゲン

		ガソリン費		19		0.3%		27		0.4%		139.0%		社員増加による。

		備品費		36		0.5%		14		0.2%		39.4%		経費削減取組による。 ケイヒ サクゲン トリクミ

		社員研修費		35		0.5%		22		0.3%		65.7%		経費削減取組による。 ケイヒ サクゲン トリクミ

		研究開発費 ケンキュウ カイハツヒ		24		0.3%		82		1.0%		336.0%		S-CREW開発研究費等。 カイハツ ケンキュウ ヒ ナド





営業外収益・費用

														単位：百万円 タンイ ヒャクマンエン

				2018年8月期 ネン ガツ キ				2019年8月期 ネン ガツ キ				前年同期比 ゼンネン ドウキヒ		増減理由 ゾウゲン リユウ

				実績 ジッセキ		売上対比 ウリアゲ タイヒ		実績 ジッセキ		売上対比 ウリアゲ タイヒ

		営業外収益 エイギョウガイ シュウエキ		206		0.20%		183		0.15%		88.8%

		受取利息 ウケトリ リソク		15		0.02%		21		0.02%		136.5%

		為替差益 カワセ サエキ		43		0.04%		0		-		-

		その他 タ		146		0.14%		161		0.13%		109.9%

		営業外費用 エイギョウガイ ヒヨウ		630		0.63%		1,193		0.99%		189.4%

		支払利息 シハライ リソク		394		0.39%		534		0.44%		135.6%		融資の増加による。 ユウシ ゾウカ

		融資等手数料 ユウシ ナド テスウリョウ		162		0.16%		518		0.43%		319.6%		融資の増加による。 ユウシ ゾウカ

		その他 タ		73		0.07%		140		0.11%		190.1%

				2018年8月期 ネン ガツ キ				2019年8月期 ネン ガツ キ

				実績 ジッセキ		売上対比 ウリアゲ タイヒ		実績 ジッセキ		売上対比 ウリアゲ タイヒ

		売上高 ウリアゲ ダカ		100,642,567,478		-		121,017,916,747		-

		営業外収益

		受取利息		15,911,504		0.02%		21,714,872		0.02%

		受取配当金 ウケトリ ハイトウキン		323,385		0.00%		2,055,500		0.00%

		為替差益		43,432,870		0.04%		0		0.00%

		解約手付金収入 カイヤク テツケ キン シュウニュウ		15,700,000		0.02%		12,800,000		0.01%

		保険代理店収入		8,401,238		0.01%		9,283,193		0.01%

		紹介手数料 ショウカイ テスウリョウ		28,196,289		0.03%		32,640,178		0.03%

		その他 タ		94,161,653		0.09%		104,565,834		0.09%

		営業外収益 エイギョウガイ シュウエキ		206,126,939		0.20%		183,059,577		0.15%

		支払利息		394,119,074		0.39%		534,379,687		0.44%

		融資等手数料 ユウシトウ テスウリョウ		162,286,277		0.16%		518,741,420		0.43%

		貸倒引当金繰入額		22,163,964		0.02%		881,087		0.00%

		ﾃﾞﾘﾊﾞﾃｨﾌﾞ評価損 ヒョウカ ソン		0		0.00%		0		0.00%

		その他 タ		51,504,492		0.05%		139,163,311		0.11%

		営業外費用 エイギョウガイ ヒヨウ		630,073,807		0.63%		1,193,165,505		0.99%





BS

																（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン																																2018年8月期4Q ネン ガツ キ																2019年8月期2Q ネン ガツ キ												2019年8月期 ネン ガツ キ														2020年8月期2Q ネン ガツ キ

				2019年8月期4Q ネン ヘイネン ガツキ		2020年8月期2Q ネン ヘイネン ガツキ		増減 ゾウゲン						2019年8月期4Q ネン ガツキ		2020年8月期2Q ネン ガツキ		増減 ゾウゲン																														固定資産 コテイ シサン		13,880														固定資産 コテイ シサン		15,189										固定資産 コテイ シサン		28,656												固定資産 コテイ シサン		28,658

		流動資産 リュウドウ シサン		99,263		105,599		106.4%				負債 フサイ		84,815		89,918		106.0%																														流動資産 リュウドウ シサン		99,243														流動資産 リュウドウ シサン		107,831										流動資産 リュウドウ シサン		99,263												流動資産 リュウドウ シサン		105,599

		現金及び預金 ゲンキン オヨ ヨキン		25,048		17,529		70.0%				流動負債 リュウドウ フサイ		45,047		48,219		107.0%																														純資産 ジュンシサン				38,293												純資産 ジュンシサン				40,498								純資産 ジュンシサン				43,103										純資産 ジュンシサン				44,339

		受取手形及び売掛金 ウケトリ テガタ オヨ ウリカケ キン		4,583		5,609		122.4%				短期借入金 タンキ カリイレ キン		23,712		31,189		131.5%																														固定負債 コテイ フサイ				38,610												固定負債 コテイ フサイ				40,470								固定負債 コテイ フサイ				39,768										固定負債 コテイ フサイ				41,699

		販売用不動産 ハンバイヨウ フドウサン		27,897		39,540		141.7%				1年以内返済予定長期借入金
1年以内償還予定社債 ネン イナイ ヘンサイ ヨテイ チョウキ カリイレ キン ネン イナイ ショウカン ヨテイ シャサイ		7,642		5,101		66.7%																														流動負債 リュウドウ フサイ				36,220												流動負債 リュウドウ フサイ				42,051								流動負債 リュウドウ フサイ				45,047										流動負債 リュウドウ フサイ				48,219

		仕掛販売用不動産 シカカリ ハンバイヨウ フドウサン		38,045		38,079		100.1%				その他 タ		13,691		11,928		87.1%																																113,124		113,124														123,020		123,020										127,919		127,919												134,257		134,257

		未成工事支出金 ミセイコウジ シシュツキン		870		1,088		125.1%				固定負債 コテイ フサイ		39,768		41,699		104.9%

		その他 タ		2,843		3,803		133.8%				社債
転換社債型新株予約権付社債 シャサイ テンカン シャサイガタ シンカブヨヤクケン ツキ シャサイ		14,239		13,920		97.8%

		貸倒引当金 カシダオレ ヒキアテ キン		(27)		(78)		-				長期借入金 チョウキ カリイレ キン		23,681		25,832		109.1%

		固定資産 コテイ シサン		28,656		28,658		100.0%				その他 タ		1,847		1,945		105.3%

		有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン		18,974		19,052		100.4%				純資産 ジュンシサン		43,103		44,339		102.9%

		無形固定資産 ムケイ コテイ シサン		711		766		107.7%				株主資本 カブヌシ シホン		41,560		42,747		102.9%

		投資その他の資産 トウシ タ シサン		8,969		8,839		98.6%				その他 タ		1,543		1,591		103.1%

		資産合計 シサン ゴウケイ		127,919		134,258		105.0%				負債・純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ		127,919		134,258		105.0%















																																																												自己資本比率 ジコ シホン ヒリツ				2018年8月期2Q ネン ガツ キ				2019年8月期2Q ネン ガツ キ				2019年8月期4Q ネン ガツ キ				2020年8月期2Q ネン ガツ キ

																																																																32.6%				31.8%				32.4%				31.7%





2019年8月期2Q貸借対照表



固定資産	

15189	流動資産	

107831	純資産	

40498.400000000001	固定負債	

40470.300000000003	流動負債	

42051	



2019年8月期4Q貸借対照表



固定資産	

28656	流動資産	

99263	純資産	

43103	固定負債	

39768.400000000001	流動負債	

45047.4	



2020年8月期2Q時点貸借対照表



固定資産	[系列名]

[値]





28658	流動資産	[系列名]
[値]

105599	純資産	[系列名]
[値]

44339	固定負債	[系列名]
 [値]

41699	流動負債	[系列名]
 [値]

48219	

2018年8月期4Q貸借対照表

固定資産	
13880.4	流動資産	
99243.4	純資産	
38293.4	固定負債	
38610.400000000001	流動負債	
36220	

（単位：百万円）



たな卸内訳



				事業 ジギョウ		区分 クブン		完成/未成 カンセイ ミセイ		棟数 トウ スウ		契約済棟数 ケイヤク スミ トウ スウ		たな卸し金額 オロ キンガク

		三栄建築設計 サンエイ ケンチク セッケイ		戸建分譲事業 コダ ブンジョウ ジギョウ		戸建 コダ		販売用不動産 ハンバイ ヨウ フドウサン		324				12,096,480,355

		三栄建築設計 サンエイ ケンチク セッケイ		アパート		アパート		販売用不動産 ハンバイヨウ フドウサン		23				1,360,566,216

		三栄建築設計 サンエイ ケンチク セッケイ		ロサンゼルス		アパート		販売用不動産 ハンバイ ヨウ フドウサン		1				0

		三栄建築設計 サンエイ ケンチク セッケイ		戸建分譲 コダ ブンジョウ		戸建 コダ		仕掛用販売不動産 シカカリ ヨウ ハンバイ フドウサン		716				19,418,038,931

		三栄建築設計 サンエイ ケンチク セッケイ		アパート		アパート		仕掛用販売不動産 シカカリ ヨウ ハンバイ フドウサン		105				3,379,463,298		白金ホテル含む シロガネ フク

		三栄建築設計 サンエイ ケンチク セッケイ		請負/注文完成 ウケオイ チュウモン カンセイ		注文/請負 チュウモン ウケオイ		未成工事支出金 ミセイコウジ シシュツキン		21				265,083,136

		三栄建築設計 サンエイ ケンチク セッケイ		請負/注文仕掛 ウケオイ チュウモン シカカリ		注文/請負 チュウモン ウケオイ		未成工事支出金 ミセイコウジ シシュツキン		146				511,291,629

				合計 ゴウケイ						1336				37,030,923,565

				投資目的 トウシ モクテキ		収益売買 シュウエキ バイバイ		販売用不動産 ハンバイ ヨウ フドウサン		15				6,032,209,712		名古屋MS1 ナゴヤ		LS投資1 トウシ

		三栄建築設計 サンエイ ケンチク セッケイ		棚卸資産合計 タナオロシ シサン ゴウケイ										43,063,133,277

		MAI		アパート		アパート		販売用不動産 ハンバイヨウフドウサン		0				0

		MAI		アパート		アパート		仕掛用販売不動産 シカカリ ヨウ ハンバイ フドウサン		30				1,001,220,901

		MAI		投資目的 トウシ モクテキ		収益売買 シュウエキ バイバイ		販売用不動産 ハンバイ ヨウ フドウサン		13				5,807,270,124

				投資目的 トウシ モクテキ		ホテル		仕掛用販売不動産 シカカリ ヨウ ハンバイ フドウサン		2				4,270,786,645		福岡中央区天神ホテル フクオカ チュウオウク テンジン		天王寺ホテル用地

		MAI		棚卸資産合計 タナオロシ シサン ゴウケイ										11,079,277,670

		シード平和 ヘイワ		ワンルームマンション他 ホカ		ワンルームマンション		仕掛販売用不動産 シカカリ ハンバイヨウ フドウサン		21				6,739,831,540		プロジェクト数 スウ

		シード平和 ヘイワ		戸建分譲事業 コダ ブンジョウ ジギョウ		戸建 コダ		販売用不動産 ハンバイヨウフドウサン		28				963,819,884

		シード平和 ヘイワ		戸建分譲事業 コダ ブンジョウ ジギョウ		戸建 コダ		仕掛販売用不動産 シカカリ ハンバイヨウ フドウサン		50				3,234,482,026

		シード平和 ヘイワ		投資目的 トウシ モクテキ		収益売買 シュウエキ バイバイ		販売用不動産 ハンバイヨウフドウサン		5				1,418,769,379

		シード平和 ヘイワ		営繕工事等 エイゼン コウジ ナド		営繕工事等 エイゼン コウジ ナド		未成工事支出金 ミセイコウジ シシュツキン						94,622,000

														12,451,524,829

		アメリカ		アパート		収益売買 シュウエキ バイバイ		販売不動産 ハンバイフドウサン		5				283,214,748

		アメリカ		棚卸資産合計 タナオロシシサン ゴウケイ										283,214,748

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

																						戸建分譲 コダ ブンジョウ				アパート分譲 ブンジョウ				戸建・注文/請負 コダ チュウモン ウケオイ		収益不動産売買 シュウエキ フドウサン バイバイ				マンション				営繕工事等 エイゼン コウジ ナド		たな卸し資産計 オロ シサン 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

																				三栄建築設計 サンエイ ケンチク セッケイ		19,418		12,096		3,379		1,360		776		0		6,032		0		0		0		43,063

																				MAI		0		0		1,001		0		0		4,271		5,807		0		0		0		11,079

																				シード平和 ヘイワ		3,234		963		0		0		0		0		1,418		6,739		0		94		12,453

																				MIROA		0		0		0		0		0		0		283		0		0		0		283

																				連結調整 レンケツ チョウセイ		0		0		0		0		0		0		-64		0		0		0		(64)

																				合計 ゴウケイ		22,653		13,060		4,381		1,360		776		4,271		13,476		6,739		0		94		66,814

																				三栄建築設計 サンエイ ケンチク セッケイ								MAI								シード平和 ヘイワ						MIROA						連結 レンケツ

																				戸建分譲 コダ ブンジョウ		31,515						アパート分譲 ブンジョウ		1,001						戸建分譲 コダ ブンジョウ		4,198				収益不動産 シュウエキ フドウサン		283				戸建分譲 コダ ブンジョウ		35,713

																				アパート分譲 ブンジョウ		4,739						収益不動産売買 シュウエキ フドウサン バイバイ		10,078						収益不動産売買 シュウエキ フドウサン バイバイ		1,354										アパート分譲 ブンジョウ		5,741

																				戸建・注文/請負 コダ チュウモン ウケオイ		776														マンション		6,739										戸建・注文/請負 コダ チュウモン ウケオイ		776

																				収益不動産売買 シュウエキ フドウサン バイバイ		6,032														営繕工事 エイゼン コウジ		94										収益不動産売買 シュウエキ フドウサン バイバイ		17,747

																																																マンション		6,739

																																																営繕工事 エイゼン コウジ		94

						1Q		2Q		3Q		4Q

				売上累計 2016年8月期 ウリアゲ ルイケイ ネン ガツキ		9,885		25,898		41,428		72,626

				売上累計 2017年8月期 ウリアゲ ルイケイ ネン ガツキ		12,121		33,754		54,749		100,572

				売上累計 2018年8月期 ウリアゲ ルイケイ ネン ガツキ		15,861		38,537		59,356		100,642

				売上累計 2019年8月期 ウリアゲ ルイケイ ネン ガツ キ		28,913		53,224		79,427		121,017

				たな卸在庫 2016年8月期 ネン ガツキ		22,807		29,625		43,094		34,855

				たな卸在庫 2017年8月期 ネン ガツキ		43,591		45,338		49,426		34,080

				たな卸在庫 2018年8月期 ネン ガツキ		49,238		57,170		75,692		66,551

				たな卸在庫 2019年8月期 ネン ガツキ		76,753		82,673		87,395		66,814



三栄建築設計　たな卸し資産の内訳





戸建分譲	アパート分譲	戸建・注文/請負	収益不動産売買	31514.800000000003	4739.3999999999996	776.3	6032.2	



MAI　たな卸し資産の内訳





アパート分譲	収益不動産売買	1001.2	10077.6	



シード平和　たな卸し資産の内訳





戸建分譲	収益不動産売買	マンション	営繕工事	4197.93	1354	6739.45	94	



MIROA　たな卸し資産の内訳







収益不動産	283	



メルディアグループ　たな卸し資産の内訳





戸建分譲	アパート分譲	戸建・注文/請負	収益不動産売買	マンション	営繕工事	35712.730000000003	5740.6	776.3	17746.800000000003	6739.45	94.44	



売上累計 2016年8月期	

1Q	2Q	3Q	4Q	9885	25898	41428	72626	売上累計 2017年8月期	

1Q	2Q	3Q	4Q	12121	33754	54749	100572	売上累計 2018年8月期	

1Q	2Q	3Q	4Q	15861	38537	59356	100642	売上累計 2019年8月期	

1Q	2Q	3Q	4Q	28913	53224	79427	121017	たな卸在庫 2016年8月期	

1Q	2Q	3Q	4Q	22807	29625	43094	34855	たな卸在庫 2017年8月期	

1Q	2Q	3Q	4Q	43591	45338	49426	34080	たな卸在庫 2018年8月期	

1Q	2Q	3Q	4Q	49238	57170	75692	66551	たな卸在庫 2019年8月期	

1Q	2Q	3Q	4Q	76753	82673	87395	66814	









CF

		 		営業ＣＦ エイギョウ		投資ＣＦ トウシ		財務ＣＦ ザイム

				(27,827)		(6,799)		36,078										営業活動によるキャッシュフロー エイギョウ カツドウ

				(5,514)		(4,181)		6,741



営業ＣＦ	

-27827	-5514	投資ＣＦ	

-6799	-4181	財務ＣＦ	

36078	6741	









配当

				2016年8月期 ネン ガツ キ		2017年8月期 ネン ガツ キ		2018年8月期 ネン ガツ キ		2019年8月期 ネン ガツ キ		2020年8月期 ネン ガツ キ

												（目標） モクヒョウ

		１株当たり配当金（円） カブ ア ハイトウキン エン		33.0		44.0		48.0		48.0		48.0

		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		198.92		284.70		244.20		286.04		306.36

		配当性向（％） ハイトウ セイコウ		16.6		15.5		19.7		16.8		15.7

		純資産配当率（％） ジュンシサン ハイトウ リツ		2.7		3.1		2.6		2.9		-

		 		1株当たり当期純利益（円） エン		1株当たり配当金（円） ハイトウ キン エン		配当性向（％） ハイトウ セイコウ		純資産配当率（％） ジュンシサン ハイトウ リツ

		2016年8月期 ネン ガツキ		198.92		33		16.6		2.7

		2017年8月期 ネン ガツキ		284.70		44		15.5		3.1

		2018年8月期 ネン ガツキ		244.24		48		19.7		2.6

		2019年8月期 ネン ガツキ		286.04		48		16.8		2.9

		2020年8月期E ネン ガツキ		306.36		48		15.7







1株当たり当期純利益（円）	

2016年8月期	2017年8月期	2018年8月期	2019年8月期	2020年8月期E	198.92	284.7	244.24	286.04000000000002	306.36	1株当たり配当金（円）	

2016年8月期	2017年8月期	2018年8月期	2019年8月期	2020年8月期E	33	44	48	48	48	配当性向（％）	

2016年8月期	2017年8月期	2018年8月期	2019年8月期	2020年8月期E	16.600000000	000001	15.5	19.7	16.8	15.7	純資産配当率（％）	2016年8月期	2017年8月期	2018年8月期	2019年8月期	2020年8月期E	2.7	3.1	2.6	2.9	











業績予想

		（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

				2018年8月期 ネン ガツキ		2019年8月期 ネン ガツキ				20120年8月期 ネン ガツキ



				実績 ジッセキ		実績 ジッセキ		増減 ゾウゲン		予想 ヨソウ		増減 ゾウゲン

		売上高 ウリアゲ ダカ		100,642		121,017		20.2%		135,000		11.6%

		営業利益 エイギョウ リエキ		8,179		10,441		27.7%		11,350		8.7%

		経常利益 ケイジョウ リエキ		7,755		9,431		21.6%		10,400		10.3%

		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		5,182		6,068		17.1%		6,500		7.1%





		（1株当たり指標、配当性向） カブ ア シヒョウ ハイトウ セイコウ						（単位：円 銭） セン

				2018年8月期 ネン ガツキ		2019年8月期 ネン ガツキ				2020年8月期 ネン ガツキ



				実績 ジッセキ		実績 ジッセキ		増減 ゾウゲン		予想 ヨソウ		増減 ゾウゲン

		1株当たり当期純利益 カブ ア トウキ ジュンリエキ		244.24		286.04		-		306.36		-

		1株当たり配当金 カブ ア ハイトウキン		48.0		48.0		0.0		48.0		0.0

		配当性向 ハイトウ セイコウ		19.7%		16.8%		-		15.7%		-





中長期グラフ

				2016年8月期
（実績） ネン ガツキ ジッセキ		2017年8月期
（実績） ネン ガツキ ジッセキ		2018年8月期
（実績） ネン ガツキ ジッセキ		2019年8月期
（実績） ネン ガツキ ジッセキ		2020年8月期
（予想） ネン ガツキ ヨソウ		2021年8月期
（予想） ネン ガツキ ヨソウ

		売上高 ウリアゲ ダカ		72,626		100,572		100,642		121,017		135,000		150,000

		経常利益 ケイジョウ リエキ		7,065		9,120		7,755		9,431		10,400		12,500

		経常利益 ケイジョウ リエキ		9.7%		9.1%		7.7%		7.7%		7.7%		8.3%

		単位：百万円 タンイ ヒャクマンエン



メルディアグループの成長（



売上高	

2016年8月期	
（実績）	2017年8月期	
（実績）	2018年8月期	
（実績）	2019年8月期	
（実績）	2020年8月期	
（予想）	2021年8月期	
（予想）	72626	100572	100642	121017	135000	150000	経常利益	

2016年8月期	
（実績）	2017年8月期	
（実績）	2018年8月期	
（実績）	2019年8月期	
（実績）	2020年8月期	
（予想）	2021年8月期	
（予想）	7065	9120	7755	9431	10400	12500	経常利益	

2016年8月期	
（実績）	2017年8月期	
（実績）	2018年8月期	
（実績）	2019年8月期	
（実績）	2020年8月期	
（予想）	2021年8月期	
（予想）	9.7000000000000003E-2	9.0999999999999998E-2	7.6999999999999999E-2	7.6999999999999999E-2	7.6999999999999999E-2	8.3333333333333329E-2	
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連結損益計算書の概要（販管費）
■売上に対する販管費率は前年同期6.9％→8.0％（1.1pt増加）

■ウィズ・ワン展示場取得による販管費の増加。北九州研究開発棟の寄付を販管費に計上。

従業員数（人）

社員（役員含む）

契約

パート

その他

36 68

0 2

666 887

617 807

13 10

2019年８月期2Q 2020年８月期2Q

（2018/9~2019/2） （2019/9~2020/2）

単位：百万円

実績 売上対比 実績 売上対比
販売費及び一般管理費 3,691 6.9% 3,909 8.0% 105.9% -
給与手当 669 18.1% 780 20.0% 116.6% 従業員増加による
退職給付債務繰入額 21 3.7% 26 3.7% 123.5% 従業員増加による

地代家賃 145 0.8% 232 0.8% 159.5%
事務所移転（メルディア横浜）
リアルティ出店
ウィズ・ワン展示場賃料

減価償却費 32 3.5% 58 4.5% 178.1% ウィズ・ワン展示場取得の為
配達配送費 2 0.6% 3 0.8% 145.1% 拠店増加に伴う増加
支払手数料 33 0.8% 59 0.6% 174.9% 借入金増加による金利支払い増加
接待交際費 63 11.3% 20 11.1% 31.4% 前期において、25周年パーティーの開催による。
寄付金 0 25.8% 69 28.7% #DIV/0! 北九州研究棟の資産を寄付
求人費 61 13.0% 75 10.0% 120.9% 採用活動による増加

備品費 4 0.6% 24 1.0% 514.5%
仏光寺ホテル建設仮勘定振替
PC購入の為（Windows7→Windows10入替）

2019年8月期2Q
前年同期比 増減理由

2020年8月期2Q

12


業ト_売上推移

												単位：百万円 タンイ ヒャクマンエン

				2016年8月期
2Q ネン ガツ キ		2017年8月期
2Q ネン ガツ キ		2018年8月期
2Q ネン ガツ キ		2019年8月期
2Q ネン ガツ キ		2020年8月期
2Q ネン ガツ キ

		売上高 ウリアゲ ダカ		25,898		33,754		38,537		53,224		48,859

		経常利益 ケイジョウ リエキ		2,161		2,722		2,255		4,730		2,727

		経常利益率 ケイジョウ リエキ リツ		8.3%		8.1%		5.9%		8.9%		5.6%



業績の推移



売上高	

2016年8月期	
2Q	2017年8月期	
2Q	2018年8月期	
2Q	2019年8月期	
2Q	2020年8月期	
2Q	25898	337	54	38537	53224	48859	経常利益	

2016年8月期	
2Q	2017年8月期	
2Q	2018年8月期	
2Q	2019年8月期	
2Q	2020年8月期	
2Q	2161	2722	2255	4730	2727	経常利益率	

2016年8月期	
2Q	2017年8月期	
2Q	2018年8月期	
2Q	2019年8月期	
2Q	2020年8月期	
2Q	8.344273689087961E-2	8.0642294246607807E-2	5.8515193190959339E-2	8.8869682849842174E-2	5.5813667901512515E-2	











業ト_売上クウォータ

				2015年8月期
 ネン ガツ キ				2016年8月期
 ネン ガツ キ				2017年8月期
 ネン ガツ キ				2018年8月期
 ネン ガツ キ				2019年8月期
 ネン ガツ キ				2020年8月期
 ネン ガツ キ																		2015年8月期
 ネン ガツ キ		2016年8月期
 ネン ガツ キ		2017年8月期
 ネン ガツ キ		2018年8月期
 ネン ガツ キ		2019年8月期 ネン ガツ キ		2020年8月期 ネン ガツ キ

		1Q		10.688982		1Q		9.885197		1Q		12.121629		1Q		15.861818		1Q		28.913364		1Q		21,518,943																1Q		10.688982		9.885197		12.121629		15.861818		28.913364		21,518,943

		2Q		12.844319		2Q		16.012885		2Q		21.632497		2Q		22.675256		2Q		24.311248		2Q		27,340,323																2Q		23.533301		25.898082		33.754126		38.537074		53.224612		48,859,266

		3Q		15.097322		3Q		15.530637		3Q		20.995360		3Q		20.819818		3Q		26.202688		3Q-4Q		86,140,734																3Q		38.630623		41.428719		54.749486		59.356892		79.427300

		4Q		25.078943		4Q		31.197933		4Q		45.822694		4Q		41.285675		4Q		41.590616																				4Q		63.709566		72.626652		100.572180		100.642567		121.017916		135,387,024

		通期 ツウキ		63.709566		通期 ツウキ		72.626652		通期 ツウキ		100.57218		通期 ツウキ		100.642567		通期 ツウキ		121.017916		通期 ツウキ		135,000,000																通期 ツウキ

				〇				〇				〇				〇				〇



				2015年8月期
 ネン ガツ キ		2016年8月期
 ネン ガツ キ		2017年8月期
 ネン ガツ キ		2018年8月期
 ネン ガツ キ		2019年8月期
 ネン ガツ キ

		1Q		10,689		9,885		12,122		15,862		28,913

		2Q		12,844		16,013		21,632		22,675		24,311

		3Q		15,097		15,531		2,100		20,820		26,203

		4Q		25,079		31,198		45,823		41,286		41,591

		通期 ツウキ		63,710		72,627		10,057		100,643		12,102



		(単位：百万円) タンイ ヒャクマンエン





2015年8月期	
	

1Q	2Q	3Q	4Q	10.688981999999999	12.844319000000002	15.097321999999998	25.078943000000002	





2016年8月期	
	

1Q	2Q	3Q	4Q	9.8851969999999998	16.012884999999997	15.530637000000002	31.197933000000006	





2017年8月期	
	

1Q	2Q	3Q	4Q	12.121629	21.632497000000001	20.995359999999998	45.822694000000006	





2018年8月期	
	

1Q	2Q	3Q	4Q	15.861818	22.675255999999997	20.819818000000005	41.285674999999998	





2019年8月期	
	

1Q	2Q	3Q	4Q	28.913364000000001	24.311247999999999	26.202688000000002	41.590615999999997	



四半期ごとの売上推移



1Q	

2015年8月期	
	2016年8月期	
	2017年8月期	
	2018年8月期	
	2019年8月期	
	10688.982	9885.1970000000001	12121.629000000001	15861.817999999999	28913.364000000001	2Q	

2015年8月期	
	2016年8月期	
	2017年8月期	
	2018年8月期	
	2019年8月期	
	12844.319	16012.885	21632.496999999999	22675.256000000001	24311.248	3Q	

2015年8月期	
	2016年8月期	
	2017年8月期	
	2018年8月期	
	2019年8月期	
	15097.322	15530.637000000001	2099.5360000000001	20819.817999999999	26202.687999999998	4Q	

2015年8月期	
	2016年8月期	
	2017年8月期	
	2018年8月期	
	2019年8月期	
	25078.942999999999	31197.933000000001	45822.694000000003	41285.675000000003	41590.616000000002	









2020年8月期	
	

1Q	2Q	3Q-4Q	21518943	27340323	86140734	





業ト_販売件数

		戸建分譲引渡し件数推移 コダテ ブンジョウ ヒキワタ ケンスウ スイイ								請負住宅引渡し件数推移 ウケオイ ジュウタク ヒキワタ ケンスウ スイイ								仲介契約件数推移

		2017年8月期（実績） ネン ガツ キ ジッセキ		2018年8月期（実績） ネン ガツ キ ジッセキ		2019年8月期（実績） ネン ガツ キ ジッセキ		2020年8月期（予想） ネン ガツ キ ヨソウ		2017年8月期 ネン ガツ キ		2018年8月期 ネン ガツ キ		2019年8月期 ネン ガツ キ				2018年8月期 ネン ガツ キ		2019年8月期 ネン ガツ キ

		1,486		1,279		1,600		2,150		423		454		327		グループ		179		284

																他社・個人 タシャ コジン		51		76

																		230		360



戸建分譲引渡し件数推移





2017年8月期（実績）	2018年8月期（実績）	2019年8月期（実績）	1486	1279	1600	





請負住宅引渡し件数推移





2017年8月期	2018年8月期	2019年8月期	423	454	327	





仲介件数推移



グループ	

2018年8月期	2019年8月期	179	284	他社・個人	

2018年8月期	2019年8月期	51	76	







戸建分譲引渡し件数推移





2018年8月期（実績）	2019年8月期（実績）	2020年8月期（予想）	1279	1600	2150	







販売件数分解

		2019年8月期 ネン ガツ キ

						引渡し件数 ヒキワタ ケンスウ		販売価格（百万円） ハンバイ カカク ヒャクマンエン

		三栄 サンエイ		2F		720		31,664

		三栄 サンエイ		3F		748		31,361

		MAI（三建残） サン タツル ザン		2F		7		241

		MAI（三建残） サン タツル ザン		3F		0		0

		シード平和 ヘイワ		2F		96		3,641

		シード平和 ヘイワ		3F		29		1,026

		戸建分譲計 コダ ブンジョウ ケイ				1,600		67,933

		土地 トチ

		三栄 サンエイ

		MAI				15		121

		シード				10		183





P L

		利益率なし リエキ リツ

														（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

				2019年8月期2Q ネン ガツキ				2020年8月期2Q ネン ガツキ				2020年8月期2Q ネン ガツキ				前年同期比 ゼンネン ドウキヒ		予算比 ヨサン ヒ



				実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ		予想 ヨソウ		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		53,224		-		50,000		-		48,859		-		91.8%		97.7%

		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		8,994		16.8%		-		-		6,891		14.1%		76.6%		-

		販売及び
一般管理費 ハンバイ オヨ イッパン カンリヒ		3,691		6.9%		-		-		3,909		8.0%		105.9%		-

		営業利益 エイギョウ リエキ		5,302		9.9%		3,200		6.4%		2,981		6.1%		56.2%		93.2%

		営業外収益 エイギョウガイ シュウエキ		145		0.2%		-		-		226		0.4%		155.9%		-

		営業外費用 エイギョウガイ ヒヨウ		717		1.3%		-		-		480		0.9%		66.9%		-

		経常利益 ケイジョウ リエキ		4,730		8.8%		2,750		5.5%		2,727		5.5%		57.7%		99.2%

		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		3,140		5.8%		1,700		3.4%		1,696		3.4%		54.0%		99.8%





セグメント

																（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

						2020年8月期2Q ネン ガツキ				2019年8月期2Q ネン ガツキ				2020年8月期2Q ネン ガツキ				前年同期比 ゼンネン ドウキ ヒ		予算比 ヨサン ヒ

						予算 ヨサン		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				50,000		-		53,224		-		48,859		-		91.8%		97.7%

				不動産分譲事業 フドウサン ブンジョウ ジギョウ		34,978		70.0%		29,274		55.0%		33,912		69.4%		115.8%		97.0%

				不動産販売事業 フドウサン ハンバイ ジギョウ		5,645		11.3%		15,284		28.7%		5,317		10.9%		34.8%		94.2%

				不動産請負事業 フドウサン ウケオイ ジギョウ		8,460		16.9%		7,317		13.7%		8,248		16.9%		112.7%		97.5%

				賃貸収入事業 チンタイ シュウニュウ ジギョウ		917		1.8%		1,348		2.5%		1,380		2.8%		102.4%		150.5%

		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ				7,182		14.4%		15,455		29.0%		6,891		14.1%		44.6%		95.9%

				不動産分譲事業 フドウサン ブンジョウ ジギョウ		5,351		15.3%		10,664		36.4%		4,817		14.2%		45.2%		90.0%

				不動産販売事業 フドウサン ハンバイ ジギョウ		700		12.4%		1,882		12.3%		708		13.3%		37.6%		101.1%

				不動産請負事業 フドウサン ウケオイ ジギョウ		868		10.3%		1,819		24.9%		744		9.0%		40.9%		85.7%

				賃貸収入事業 チンタイ シュウニュウ ジギョウ		264		28.8%		1,089		80.8%		620		44.9%		56.9%		235.0%

		営業利益 エイギョウ リエキ								5,302		10.0%		2,981		6.1%		56.2%		61.2%

				不動産分譲事業 フドウサン ブンジョウ ジギョウ						2,470		8.4%		2,913		8.6%		117.9%		101.8%

				不動産販売事業 フドウサン ハンバイ ジギョウ						3,020		19.8%		423		8.0%		14.0%		40.3%

				不動産請負事業 フドウサン ウケオイ ジギョウ						590		8.1%		481		5.8%		81.5%		72.3%

				賃貸収入事業 チンタイ シュウニュウ ジギョウ						509		37.8%		507		36.7%		99.6%		97.3%

				全社費用 ゼンシャ ヒヨウ						(1,288)		-		(1,344)		-		-		-





販管費

				2019年8月期2Q ネン ガツ キ				2020年8月期２Q ネン ガツ キ				前年同期比 ゼンネン ドウキヒ		増減理由 ゾウゲン リユウ

				実績 ジッセキ		売上対比 ウリアゲ タイヒ		実績 ジッセキ		売上対比 ウリアゲ タイヒ

		売上高 ウリアゲ ダカ		53,224,612,327				48,859,266,903		-

		販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパンカンリヒ		3,691,904,914		6.9%		3,909,572,334		8.0%		105.9%						3691.904914		3909.572334				役員報酬		102,113,340		〇		役員報酬		110,414,500

		役員報酬		102,113,340		2.8%		110,414,500		2.8%		108.1%						102.11334		110.4145				給与手当		669,163,656		〇		給与手当		780,455,451

		給与手当		669,163,656		18.1%		780,455,451		20.0%		116.6%		従業員増加による ジュウギョウイン ゾウカ				669.163656		780.455451				雑給		0		〇		雑給		2,663,849

		雑給		0		0.0%		2,663,849		0.1%		ERROR:#DIV/0!						0		2.663849				従業員賞与		-3,748,440		〇		従業員賞与		54,035,126

		従業員賞与		(3,748,440)		-0.1%		54,035,126		1.4%		-1441.5%						-3.74844		54.035126				法定福利費		132,696,628		〇		法定福利費		156,064,873

		法定福利費		132,696,628		3.6%		156,064,873		4.0%		117.6%						132.696628		156.064873				福利厚生費		47,158,346		〇		福利厚生費		42,660,569

		福利厚生費		47,158,346		1.3%		42,660,569		1.1%		90.5%						47.158346		42.660569				賞与引当金繰入額		190,690,785		〇		賞与引当金繰入額		155,607,471

		賞与引当金繰入額		190,690,785		5.2%		155,607,471		4.0%		81.6%						190.690785		155.607471				退職給付債務繰入額		21,385,666		〇		退職給付債務繰入額		26,420,992

		退職給付債務繰入額		21,385,666		0.6%		26,420,992		0.7%		123.5%		従業員増加による ジュウギョウイン ゾウカ				21.385666		26.420992				地代家賃		145,630,121		〇		地代家賃		232,305,667

		地代家賃		145,630,121		3.9%		232,305,667		5.9%		159.5%		事務所移転（メルディア横浜）
リアルティー出店
ウィズ・ワン展示場賃料 ジムショ イテン ヨコハマ シュッテン テンジジョウ チンリョウ				145.630121		232.305667				支払ﾘｰｽ料		30,051,072		〇		支払ﾘｰｽ料		31,243,508

		支払ﾘｰｽ料		30,051,072		0.8%		31,243,508		0.8%		104.0%						30.051072		31.243508				保険料		9,757,971		〇		保険料		10,305,585

		保険料		9,757,971		0.3%		10,305,585		0.3%		105.6%						9.757971		10.305585				備品・消耗品費		25,876,489		〇		備品・消耗品費		20,381,875

		備品・消耗品費		25,876,489		0.7%		20,381,875		0.5%		78.8%						25.876489		20.381875				租税公課		429,426,175		〇		租税公課		415,327,308

		租税公課		429,426,175		11.6%		415,327,308		10.6%		96.7%						429.426175		415.327308				減価償却費		32,969,458		〇		減価償却費		58,734,478

		減価償却費		32,969,458		0.9%		58,734,478		1.5%		178.1%		ウィズ・ワン展示場取得の為 テンジジョウ シュトク タメ				32.969458		58.734478				貸倒引当金繰入		-24,166,005		〇		貸倒引当金繰入		50,440,264

		貸倒引当金繰入		(24,166,005)		-0.7%		50,440,264		1.3%		-208.7%						-24.166005		50.440264				貸倒損失		556,242		〇		貸倒損失		46,133,349

		貸倒損失		556,242		0.0%		46,133,349		1.2%		8293.8%						0.556242		46.133349				配達配送費		2,586,656		〇		配達配送費		3,753,429

		配達配送費		2,586,656		0.1%		3,753,429		0.1%		145.1%		拠店増加に伴う増加 キョテン ゾウカ トモナ ゾウカ				2.586656		3.753429				通信費		20,365,105		〇		通信費		20,831,494

		通信費		20,365,105		0.6%		20,831,494		0.5%		102.3%						20.365105		20.831494				水道光熱費		17,258,680		〇		水道光熱費		20,558,575

		水道光熱費		17,258,680		0.5%		20,558,575		0.5%		119.1%						17.25868		20.558575				支払手数料		33,982,480		〇		支払手数料		59,438,176

		支払手数料		33,982,480		0.9%		59,438,176		1.5%		174.9%		借入金増加による金利支払い増加 カリイレ キン ゾウカ キンリ シハラ ゾウカ				33.98248		59.438176				仲介手数料		1,107,303,210		〇		仲介手数料		873,025,536

		仲介手数料		1,107,303,210		30.0%		873,025,536		22.3%		78.8%						1107.30321		873.025536				広告宣伝費		348,545,416		〇		広告宣伝費		336,835,626

		広告宣伝費		348,545,416		9.4%		336,835,626		8.6%		96.6%						348.545416		336.835626				接待交際費		63,344,293		〇		接待交際費		19,918,640

		接待交際費		63,344,293		1.7%		19,918,640		0.5%		31.4%		経費削減取組による。 ケイヒ サクゲン トリクミ				63.344293		19.91864				諸会費		25,312,636		〇		諸会費		29,716,684

		諸会費		25,312,636		0.7%		29,716,684		0.8%		117.4%						25.312636		29.716684				寄付金		0		〇		寄付金		68,773,606

		寄付金		0		0.0%		68,773,606		1.8%		ERROR:#DIV/0!		北九州研究棟の資産を寄付 キタキュウシュウ ケンキュウ トウ シサン キフ				0		68.773606				会議費		3,181,084		〇		会議費		3,112,587

		会議費		3,181,084		0.1%		3,112,587		0.1%		97.8%						3.181084		3.112587				管理諸費		48,992,559		〇		管理諸費		55,859,669

		管理諸費		48,992,559		1.3%		55,859,669		1.4%		114.0%						48.992559		55.859669				車両費		5,585,295		〇		車両費		6,350,814

		車両費		5,585,295		0.2%		6,350,814		0.2%		113.7%						5.585295		6.350814				通勤交通費		25,565,115		〇		通勤交通費		26,835,101

		通勤交通費		25,565,115		0.7%		26,835,101		0.7%		105.0%						25.565115		26.835101				業務交通費		28,081,173		〇		業務交通費		32,218,723

		業務交通費		28,081,173		0.8%		32,218,723		0.8%		114.7%						28.081173		32.218723				求人費		61,902,826		〇		求人費		74,846,602

		求人費		61,902,826		1.7%		74,846,602		1.9%		120.9%		採用活動による増加 サイヨウ カツドウ ゾウカ				61.902826		74.846602				ガソリン費		12,330,635		〇		ガソリン費		13,145,083

		ガソリン費		12,330,635		0.3%		13,145,083		0.3%		106.6%						12.330635		13.145083				複写費		16,099		〇		複写費		24,950

		複写費		16,099		0.0%		24,950		0.0%		155.0%						0.016099		0.02495				備品費		4,721,325		〇		備品費		24,292,324

		備品費		4,721,325		0.1%		24,292,324		0.6%		514.5%		仏光寺ホテル建設仮勘定振替
PC購入の為（Windows7→Windows10入替） ブッコウジ ケンセツ カリ カンジョウ フリカエ コウニュウ タメ イレカエ				4.721325		24.292324				社員研修費		10,778,421		〇		社員研修費		7,970,219

		社員研修費		10,778,421		0.3%		7,970,219		0.2%		73.9%		経費削減取組による。 ケイヒ サクゲン トリクミ				10.778421		7.970219				修繕費		2,757,150		〇		修繕費		625,753

		修繕費		2,757,150		0.1%		625,753		0.0%		22.7%						2.75715		0.625753				新聞図書費		1,413,025		〇		新聞図書費		615,814

		新聞図書費		1,413,025		0.0%		615,814		0.0%		43.6%		経費削減取組による。 ケイヒ サクゲン トリクミ				1.413025		0.615814				雑費		5,367,580		〇		雑費		5,713,491

		雑費		5,367,580		0.1%		5,713,491		0.1%		106.4%						5.36758		5.713491				商標権償却		8,888		〇		商標権償却		8,888

		商標権償却		8,888		0.0%		8,888		0.0%		100.0%						0.008888		0.008888				監査費用		17,500,001		〇		監査費用		17,500,002

		監査費用		17,500,001		0.5%		17,500,002		0.4%		100.0%						17.500001		17.500002				資産除去債務利息費用		6,694		〇		資産除去債務利息費用		6,798

		資産除去債務利息費用		6,694		0.0%		6,798		0.0%		101.6%						0.006694		0.006798				株主優待引当金繰入額		7,938,234		〇		株主優待引当金繰入額		9,520,000

		株主優待引当金繰入額		7,938,234		0.2%		9,520,000		0.2%		119.9%						7.938234		9.52				研究開発費		23,954,954		〇		研究開発費		1,335,000

		研究開発費		23,954,954		0.6%		1,335,000		0.0%		5.6%		S-CREW開発研究費				23.954954		1.335				のれん償却		3,543,876		〇		のれん償却		3,543,885

		のれん償却		3,543,876		0.1%		3,543,885		0.1%		100.0%						3.543876		3.543885

														単位：百万円 タンイ ヒャクマンエン

				2019年8月期2Q ネン ガツ キ				2020年8月期2Q ネン ガツ キ				前年同期比 ゼンネン ドウキヒ		増減理由 ゾウゲン リユウ

				実績 ジッセキ		売上対比 ウリアゲ タイヒ		実績 ジッセキ		売上対比 ウリアゲ タイヒ

		販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパンカンリヒ		3,691		6.9%		3,909		8.0%		105.9%		-

		給与手当		669		18.1%		780		20.0%		116.6%		従業員増加による ジュウギョウイン ゾウカ

		退職給付債務繰入額		21		3.7%		26		3.7%		123.5%		従業員増加による ジュウギョウイン ゾウカ

		地代家賃		145		0.8%		232		0.8%		159.5%		事務所移転（メルディア横浜）
リアルティー出店
ウィズ・ワン展示場賃料 ジムショ イテン ヨコハマ シュッテン テンジジョウ チンリョウ

		減価償却費		32		3.5%		58		4.5%		178.1%		ウィズ・ワン展示場取得の為 テンジジョウ シュトク タメ

		配達配送費		2		0.6%		3		0.8%		145.1%		拠店増加に伴う増加 キョテン ゾウカ トモナ ゾウカ

		支払手数料		33		0.8%		59		0.6%		174.9%		借入金増加による金利支払い増加 カリイレ キン ゾウカ キンリ シハラ ゾウカ

		接待交際費		63		11.3%		20		11.1%		31.4%		経費削減取組による。 ケイヒ サクゲン トリクミ

		寄付金		0		25.8%		69		28.7%		ERROR:#DIV/0!		北九州研究棟の資産を寄付 キタキュウシュウ ケンキュウ トウ シサン キフ

		求人費		61		13.0%		75		10.0%		120.9%		採用活動による増加 サイヨウ カツドウ ゾウカ

		備品費		4		0.6%		24		1.0%		514.5%		仏光寺ホテル建設仮勘定振替
PC購入の為（Windows7→Windows10入替） ブッコウジ ケンセツ カリ カンジョウ フリカエ コウニュウ タメ イレカエ

						2019年８月期2Q ネン ガツキ				2020年８月期2Q ネン ガツキ

						（2018/9~2019/2）				（2019/9~2020/2）

				従業員数（人） ジュウギョウイン スウ ヒト		666				887

				社員（役員含む） シャイン ヤクイン フク		617				807

				契約 ケイヤク		13				10

				パート		36				68

				その他 タ		0				2







営業外収益・費用

														単位：百万円 タンイ ヒャクマンエン

				2018年8月期 ネン ガツ キ				2019年8月期 ネン ガツ キ				前年同期比 ゼンネン ドウキヒ		増減理由 ゾウゲン リユウ

				実績 ジッセキ		売上対比 ウリアゲ タイヒ		実績 ジッセキ		売上対比 ウリアゲ タイヒ

		営業外収益 エイギョウガイ シュウエキ		206		0.20%		183		0.15%		88.8%

		受取利息 ウケトリ リソク		15		0.02%		21		0.02%		136.5%

		為替差益 カワセ サエキ		43		0.04%		0		-		-

		その他 タ		146		0.14%		161		0.13%		109.9%

		営業外費用 エイギョウガイ ヒヨウ		630		0.63%		1,193		0.99%		189.4%

		支払利息 シハライ リソク		394		0.39%		534		0.44%		135.6%		融資の増加による。 ユウシ ゾウカ

		融資等手数料 ユウシ ナド テスウリョウ		162		0.16%		518		0.43%		319.6%		融資の増加による。 ユウシ ゾウカ

		その他 タ		73		0.07%		140		0.11%		190.1%

				2018年8月期 ネン ガツ キ				2019年8月期 ネン ガツ キ

				実績 ジッセキ		売上対比 ウリアゲ タイヒ		実績 ジッセキ		売上対比 ウリアゲ タイヒ

		売上高 ウリアゲ ダカ		100,642,567,478		-		121,017,916,747		-

		営業外収益

		受取利息		15,911,504		0.02%		21,714,872		0.02%

		受取配当金 ウケトリ ハイトウキン		323,385		0.00%		2,055,500		0.00%

		為替差益		43,432,870		0.04%		0		0.00%

		解約手付金収入 カイヤク テツケ キン シュウニュウ		15,700,000		0.02%		12,800,000		0.01%

		保険代理店収入		8,401,238		0.01%		9,283,193		0.01%

		紹介手数料 ショウカイ テスウリョウ		28,196,289		0.03%		32,640,178		0.03%

		その他 タ		94,161,653		0.09%		104,565,834		0.09%

		営業外収益 エイギョウガイ シュウエキ		206,126,939		0.20%		183,059,577		0.15%

		支払利息		394,119,074		0.39%		534,379,687		0.44%

		融資等手数料 ユウシトウ テスウリョウ		162,286,277		0.16%		518,741,420		0.43%

		貸倒引当金繰入額		22,163,964		0.02%		881,087		0.00%

		ﾃﾞﾘﾊﾞﾃｨﾌﾞ評価損 ヒョウカ ソン		0		0.00%		0		0.00%

		その他 タ		51,504,492		0.05%		139,163,311		0.11%

		営業外費用 エイギョウガイ ヒヨウ		630,073,807		0.63%		1,193,165,505		0.99%





BS

																（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン																																2018年8月期4Q ネン ガツ キ																2019年8月期2Q ネン ガツ キ												2019年8月期 ネン ガツ キ														2020年8月期2Q ネン ガツ キ

				2019年8月期4Q ネン ヘイネン ガツキ		2020年8月期2Q ネン ヘイネン ガツキ		増減 ゾウゲン						2019年8月期4Q ネン ガツキ		2020年8月期2Q ネン ガツキ		増減 ゾウゲン																														固定資産 コテイ シサン		13,880														固定資産 コテイ シサン		15,189										固定資産 コテイ シサン		28,656												固定資産 コテイ シサン		28,658

		流動資産 リュウドウ シサン		99,263		105,599		106.4%				負債 フサイ		84,815		89,918		106.0%																														流動資産 リュウドウ シサン		99,243														流動資産 リュウドウ シサン		107,831										流動資産 リュウドウ シサン		99,263												流動資産 リュウドウ シサン		105,599

		現金及び預金 ゲンキン オヨ ヨキン		25,048		17,529		70.0%				流動負債 リュウドウ フサイ		45,047		48,219		107.0%																														純資産 ジュンシサン				38,293												純資産 ジュンシサン				40,498								純資産 ジュンシサン				43,103										純資産 ジュンシサン				44,339

		受取手形及び売掛金 ウケトリ テガタ オヨ ウリカケ キン		4,583		5,609		122.4%				短期借入金 タンキ カリイレ キン		23,712		31,189		131.5%																														固定負債 コテイ フサイ				38,610												固定負債 コテイ フサイ				40,470								固定負債 コテイ フサイ				39,768										固定負債 コテイ フサイ				41,699

		販売用不動産 ハンバイヨウ フドウサン		27,897		39,540		141.7%				1年以内返済予定長期借入金
1年以内償還予定社債 ネン イナイ ヘンサイ ヨテイ チョウキ カリイレ キン ネン イナイ ショウカン ヨテイ シャサイ		7,642		5,101		66.7%																														流動負債 リュウドウ フサイ				36,220												流動負債 リュウドウ フサイ				42,051								流動負債 リュウドウ フサイ				45,047										流動負債 リュウドウ フサイ				48,219

		仕掛販売用不動産 シカカリ ハンバイヨウ フドウサン		38,045		38,079		100.1%				その他 タ		13,691		11,928		87.1%																																113,124		113,124														123,020		123,020										127,919		127,919												134,257		134,257

		未成工事支出金 ミセイコウジ シシュツキン		870		1,088		125.1%				固定負債 コテイ フサイ		39,768		41,699		104.9%

		その他 タ		2,843		3,803		133.8%				社債
転換社債型新株予約権付社債 シャサイ テンカン シャサイガタ シンカブヨヤクケン ツキ シャサイ		14,239		13,920		97.8%

		貸倒引当金 カシダオレ ヒキアテ キン		(27)		(78)		-				長期借入金 チョウキ カリイレ キン		23,681		25,832		109.1%

		固定資産 コテイ シサン		28,656		28,658		100.0%				その他 タ		1,847		1,945		105.3%

		有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン		18,974		19,052		100.4%				純資産 ジュンシサン		43,103		44,339		102.9%

		無形固定資産 ムケイ コテイ シサン		711		766		107.7%				株主資本 カブヌシ シホン		41,560		42,747		102.9%

		投資その他の資産 トウシ タ シサン		8,969		8,839		98.6%				その他 タ		1,543		1,591		103.1%

		資産合計 シサン ゴウケイ		127,919		134,258		105.0%				負債・純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ		127,919		134,258		105.0%















																																																												自己資本比率 ジコ シホン ヒリツ				2018年8月期2Q ネン ガツ キ				2019年8月期2Q ネン ガツ キ				2019年8月期4Q ネン ガツ キ				2020年8月期2Q ネン ガツ キ

																																																																32.6%				31.8%				32.4%				31.7%





2019年8月期2Q貸借対照表



固定資産	

15189	流動資産	

107831	純資産	

40498.400000000001	固定負債	

40470.300000000003	流動負債	

42051	



2019年8月期4Q貸借対照表



固定資産	

28656	流動資産	

99263	純資産	

43103	固定負債	

39768.400000000001	流動負債	

45047.4	



2020年8月期2Q時点貸借対照表



固定資産	[系列名]

[値]





28658	流動資産	[系列名]
[値]

105599	純資産	[系列名]
[値]

44339	固定負債	[系列名]
 [値]

41699	流動負債	[系列名]
 [値]

48219	

2018年8月期4Q貸借対照表

固定資産	
13880.4	流動資産	
99243.4	純資産	
38293.4	固定負債	
38610.400000000001	流動負債	
36220	

（単位：百万円）



たな卸内訳



				事業 ジギョウ		区分 クブン		完成/未成 カンセイ ミセイ		棟数 トウ スウ		契約済棟数 ケイヤク スミ トウ スウ		たな卸し金額 オロ キンガク

		三栄建築設計 サンエイ ケンチク セッケイ		戸建分譲事業 コダ ブンジョウ ジギョウ		戸建 コダ		販売用不動産 ハンバイ ヨウ フドウサン		324				12,096,480,355

		三栄建築設計 サンエイ ケンチク セッケイ		アパート		アパート		販売用不動産 ハンバイヨウ フドウサン		23				1,360,566,216

		三栄建築設計 サンエイ ケンチク セッケイ		ロサンゼルス		アパート		販売用不動産 ハンバイ ヨウ フドウサン		1				0

		三栄建築設計 サンエイ ケンチク セッケイ		戸建分譲 コダ ブンジョウ		戸建 コダ		仕掛用販売不動産 シカカリ ヨウ ハンバイ フドウサン		716				19,418,038,931

		三栄建築設計 サンエイ ケンチク セッケイ		アパート		アパート		仕掛用販売不動産 シカカリ ヨウ ハンバイ フドウサン		105				3,379,463,298		白金ホテル含む シロガネ フク

		三栄建築設計 サンエイ ケンチク セッケイ		請負/注文完成 ウケオイ チュウモン カンセイ		注文/請負 チュウモン ウケオイ		未成工事支出金 ミセイコウジ シシュツキン		21				265,083,136

		三栄建築設計 サンエイ ケンチク セッケイ		請負/注文仕掛 ウケオイ チュウモン シカカリ		注文/請負 チュウモン ウケオイ		未成工事支出金 ミセイコウジ シシュツキン		146				511,291,629

				合計 ゴウケイ						1336				37,030,923,565

				投資目的 トウシ モクテキ		収益売買 シュウエキ バイバイ		販売用不動産 ハンバイ ヨウ フドウサン		15				6,032,209,712		名古屋MS1 ナゴヤ		LS投資1 トウシ

		三栄建築設計 サンエイ ケンチク セッケイ		棚卸資産合計 タナオロシ シサン ゴウケイ										43,063,133,277

		MAI		アパート		アパート		販売用不動産 ハンバイヨウフドウサン		0				0

		MAI		アパート		アパート		仕掛用販売不動産 シカカリ ヨウ ハンバイ フドウサン		30				1,001,220,901

		MAI		投資目的 トウシ モクテキ		収益売買 シュウエキ バイバイ		販売用不動産 ハンバイ ヨウ フドウサン		13				5,807,270,124

				投資目的 トウシ モクテキ		ホテル		仕掛用販売不動産 シカカリ ヨウ ハンバイ フドウサン		2				4,270,786,645		福岡中央区天神ホテル フクオカ チュウオウク テンジン		天王寺ホテル用地

		MAI		棚卸資産合計 タナオロシ シサン ゴウケイ										11,079,277,670

		シード平和 ヘイワ		ワンルームマンション他 ホカ		ワンルームマンション		仕掛販売用不動産 シカカリ ハンバイヨウ フドウサン		21				6,739,831,540		プロジェクト数 スウ

		シード平和 ヘイワ		戸建分譲事業 コダ ブンジョウ ジギョウ		戸建 コダ		販売用不動産 ハンバイヨウフドウサン		28				963,819,884

		シード平和 ヘイワ		戸建分譲事業 コダ ブンジョウ ジギョウ		戸建 コダ		仕掛販売用不動産 シカカリ ハンバイヨウ フドウサン		50				3,234,482,026

		シード平和 ヘイワ		投資目的 トウシ モクテキ		収益売買 シュウエキ バイバイ		販売用不動産 ハンバイヨウフドウサン		5				1,418,769,379

		シード平和 ヘイワ		営繕工事等 エイゼン コウジ ナド		営繕工事等 エイゼン コウジ ナド		未成工事支出金 ミセイコウジ シシュツキン						94,622,000

														12,451,524,829

		アメリカ		アパート		収益売買 シュウエキ バイバイ		販売不動産 ハンバイフドウサン		5				283,214,748

		アメリカ		棚卸資産合計 タナオロシシサン ゴウケイ										283,214,748

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

																						戸建分譲 コダ ブンジョウ				アパート分譲 ブンジョウ				戸建・注文/請負 コダ チュウモン ウケオイ		収益不動産売買 シュウエキ フドウサン バイバイ				マンション				営繕工事等 エイゼン コウジ ナド		たな卸し資産計 オロ シサン 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

																				三栄建築設計 サンエイ ケンチク セッケイ		19,418		12,096		3,379		1,360		776		0		6,032		0		0		0		43,063

																				MAI		0		0		1,001		0		0		4,271		5,807		0		0		0		11,079

																				シード平和 ヘイワ		3,234		963		0		0		0		0		1,418		6,739		0		94		12,453

																				MIROA		0		0		0		0		0		0		283		0		0		0		283

																				連結調整 レンケツ チョウセイ		0		0		0		0		0		0		-64		0		0		0		(64)

																				合計 ゴウケイ		22,653		13,060		4,381		1,360		776		4,271		13,476		6,739		0		94		66,814

																				三栄建築設計 サンエイ ケンチク セッケイ								MAI								シード平和 ヘイワ						MIROA						連結 レンケツ

																				戸建分譲 コダ ブンジョウ		31,515						アパート分譲 ブンジョウ		1,001						戸建分譲 コダ ブンジョウ		4,198				収益不動産 シュウエキ フドウサン		283				戸建分譲 コダ ブンジョウ		35,713

																				アパート分譲 ブンジョウ		4,739						収益不動産売買 シュウエキ フドウサン バイバイ		10,078						収益不動産売買 シュウエキ フドウサン バイバイ		1,354										アパート分譲 ブンジョウ		5,741

																				戸建・注文/請負 コダ チュウモン ウケオイ		776														マンション		6,739										戸建・注文/請負 コダ チュウモン ウケオイ		776

																				収益不動産売買 シュウエキ フドウサン バイバイ		6,032														営繕工事 エイゼン コウジ		94										収益不動産売買 シュウエキ フドウサン バイバイ		17,747

																																																マンション		6,739

																																																営繕工事 エイゼン コウジ		94

						1Q		2Q		3Q		4Q

				売上累計 2016年8月期 ウリアゲ ルイケイ ネン ガツキ		9,885		25,898		41,428		72,626

				売上累計 2017年8月期 ウリアゲ ルイケイ ネン ガツキ		12,121		33,754		54,749		100,572

				売上累計 2018年8月期 ウリアゲ ルイケイ ネン ガツキ		15,861		38,537		59,356		100,642

				売上累計 2019年8月期 ウリアゲ ルイケイ ネン ガツ キ		28,913		53,224		79,427		121,017

				たな卸在庫 2016年8月期 ネン ガツキ		22,807		29,625		43,094		34,855

				たな卸在庫 2017年8月期 ネン ガツキ		43,591		45,338		49,426		34,080

				たな卸在庫 2018年8月期 ネン ガツキ		49,238		57,170		75,692		66,551

				たな卸在庫 2019年8月期 ネン ガツキ		76,753		82,673		87,395		66,814



三栄建築設計　たな卸し資産の内訳





戸建分譲	アパート分譲	戸建・注文/請負	収益不動産売買	31514.800000000003	4739.3999999999996	776.3	6032.2	



MAI　たな卸し資産の内訳





アパート分譲	収益不動産売買	1001.2	10077.6	



シード平和　たな卸し資産の内訳





戸建分譲	収益不動産売買	マンション	営繕工事	4197.93	1354	6739.45	94	



MIROA　たな卸し資産の内訳







収益不動産	283	



メルディアグループ　たな卸し資産の内訳





戸建分譲	アパート分譲	戸建・注文/請負	収益不動産売買	マンション	営繕工事	35712.730000000003	5740.6	776.3	17746.800000000003	6739.45	94.44	



売上累計 2016年8月期	

1Q	2Q	3Q	4Q	9885	25898	41428	72626	売上累計 2017年8月期	

1Q	2Q	3Q	4Q	12121	33754	54749	100572	売上累計 2018年8月期	

1Q	2Q	3Q	4Q	15861	38537	59356	100642	売上累計 2019年8月期	

1Q	2Q	3Q	4Q	28913	53224	79427	121017	たな卸在庫 2016年8月期	

1Q	2Q	3Q	4Q	22807	29625	43094	34855	たな卸在庫 2017年8月期	

1Q	2Q	3Q	4Q	43591	45338	49426	34080	たな卸在庫 2018年8月期	

1Q	2Q	3Q	4Q	49238	57170	75692	66551	たな卸在庫 2019年8月期	

1Q	2Q	3Q	4Q	76753	82673	87395	66814	









CF

		 		営業ＣＦ エイギョウ		投資ＣＦ トウシ		財務ＣＦ ザイム

				(27,827)		(6,799)		36,078										営業活動によるキャッシュフロー エイギョウ カツドウ

				(5,514)		(4,181)		6,741



営業ＣＦ	

-27827	-5514	投資ＣＦ	

-6799	-4181	財務ＣＦ	

36078	6741	









配当

				2016年8月期 ネン ガツ キ		2017年8月期 ネン ガツ キ		2018年8月期 ネン ガツ キ		2019年8月期 ネン ガツ キ		2020年8月期 ネン ガツ キ

												（目標） モクヒョウ

		１株当たり配当金（円） カブ ア ハイトウキン エン		33.0		44.0		48.0		48.0		48.0

		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		198.92		284.70		244.20		286.04		306.36

		配当性向（％） ハイトウ セイコウ		16.6		15.5		19.7		16.8		15.7

		純資産配当率（％） ジュンシサン ハイトウ リツ		2.7		3.1		2.6		2.9		-

		 		1株当たり当期純利益（円） エン		1株当たり配当金（円） ハイトウ キン エン		配当性向（％） ハイトウ セイコウ		純資産配当率（％） ジュンシサン ハイトウ リツ

		2016年8月期 ネン ガツキ		198.92		33		16.6		2.7

		2017年8月期 ネン ガツキ		284.70		44		15.5		3.1

		2018年8月期 ネン ガツキ		244.24		48		19.7		2.6

		2019年8月期 ネン ガツキ		286.04		48		16.8		2.9

		2020年8月期E ネン ガツキ		306.36		48		15.7







1株当たり当期純利益（円）	

2016年8月期	2017年8月期	2018年8月期	2019年8月期	2020年8月期E	198.92	284.7	244.24	286.04000000000002	306.36	1株当たり配当金（円）	

2016年8月期	2017年8月期	2018年8月期	2019年8月期	2020年8月期E	33	44	48	48	48	配当性向（％）	

2016年8月期	2017年8月期	2018年8月期	2019年8月期	2020年8月期E	16.600000000	000001	15.5	19.7	16.8	15.7	純資産配当率（％）	2016年8月期	2017年8月期	2018年8月期	2019年8月期	2020年8月期E	2.7	3.1	2.6	2.9	











業績予想

		（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

				2018年8月期 ネン ガツキ		2019年8月期 ネン ガツキ				20120年8月期 ネン ガツキ



				実績 ジッセキ		実績 ジッセキ		増減 ゾウゲン		予想 ヨソウ		増減 ゾウゲン

		売上高 ウリアゲ ダカ		100,642		121,017		20.2%		135,000		11.6%

		営業利益 エイギョウ リエキ		8,179		10,441		27.7%		11,350		8.7%

		経常利益 ケイジョウ リエキ		7,755		9,431		21.6%		10,400		10.3%

		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		5,182		6,068		17.1%		6,500		7.1%





		（1株当たり指標、配当性向） カブ ア シヒョウ ハイトウ セイコウ						（単位：円 銭） セン

				2018年8月期 ネン ガツキ		2019年8月期 ネン ガツキ				2020年8月期 ネン ガツキ



				実績 ジッセキ		実績 ジッセキ		増減 ゾウゲン		予想 ヨソウ		増減 ゾウゲン

		1株当たり当期純利益 カブ ア トウキ ジュンリエキ		244.24		286.04		-		306.36		-

		1株当たり配当金 カブ ア ハイトウキン		48.0		48.0		0.0		48.0		0.0

		配当性向 ハイトウ セイコウ		19.7%		16.8%		-		15.7%		-





中長期グラフ

				2016年8月期
（実績） ネン ガツキ ジッセキ		2017年8月期
（実績） ネン ガツキ ジッセキ		2018年8月期
（実績） ネン ガツキ ジッセキ		2019年8月期
（実績） ネン ガツキ ジッセキ		2020年8月期
（予想） ネン ガツキ ヨソウ		2021年8月期
（予想） ネン ガツキ ヨソウ

		売上高 ウリアゲ ダカ		72,626		100,572		100,642		121,017		135,000		150,000

		経常利益 ケイジョウ リエキ		7,065		9,120		7,755		9,431		10,400		12,500

		経常利益 ケイジョウ リエキ		9.7%		9.1%		7.7%		7.7%		7.7%		8.3%

		単位：百万円 タンイ ヒャクマンエン



メルディアグループの成長（



売上高	

2016年8月期	
（実績）	2017年8月期	
（実績）	2018年8月期	
（実績）	2019年8月期	
（実績）	2020年8月期	
（予想）	2021年8月期	
（予想）	72626	100572	100642	121017	135000	150000	経常利益	

2016年8月期	
（実績）	2017年8月期	
（実績）	2018年8月期	
（実績）	2019年8月期	
（実績）	2020年8月期	
（予想）	2021年8月期	
（予想）	7065	9120	7755	9431	10400	12500	経常利益	

2016年8月期	
（実績）	2017年8月期	
（実績）	2018年8月期	
（実績）	2019年8月期	
（実績）	2020年8月期	
（予想）	2021年8月期	
（予想）	9.7000000000000003E-2	9.0999999999999998E-2	7.6999999999999999E-2	7.6999999999999999E-2	7.6999999999999999E-2	8.3333333333333329E-2	
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業ト_売上推移

												単位：百万円 タンイ ヒャクマンエン

				2016年8月期
2Q ネン ガツ キ		2017年8月期
2Q ネン ガツ キ		2018年8月期
2Q ネン ガツ キ		2019年8月期
2Q ネン ガツ キ		2020年8月期
2Q ネン ガツ キ

		売上高 ウリアゲ ダカ		25,898		33,754		38,537		53,224		48,859

		経常利益 ケイジョウ リエキ		2,161		2,722		2,255		4,730		2,727

		経常利益率 ケイジョウ リエキ リツ		8.3%		8.1%		5.9%		8.9%		5.6%



業績の推移



売上高	

2016年8月期	
2Q	2017年8月期	
2Q	2018年8月期	
2Q	2019年8月期	
2Q	2020年8月期	
2Q	25898	337	54	38537	53224	48859	経常利益	

2016年8月期	
2Q	2017年8月期	
2Q	2018年8月期	
2Q	2019年8月期	
2Q	2020年8月期	
2Q	2161	2722	2255	4730	2727	経常利益率	

2016年8月期	
2Q	2017年8月期	
2Q	2018年8月期	
2Q	2019年8月期	
2Q	2020年8月期	
2Q	8.344273689087961E-2	8.0642294246607807E-2	5.8515193190959339E-2	8.8869682849842174E-2	5.5813667901512515E-2	











業ト_売上クウォータ

				2015年8月期
 ネン ガツ キ				2016年8月期
 ネン ガツ キ				2017年8月期
 ネン ガツ キ				2018年8月期
 ネン ガツ キ				2019年8月期
 ネン ガツ キ				2020年8月期
 ネン ガツ キ																		2015年8月期
 ネン ガツ キ		2016年8月期
 ネン ガツ キ		2017年8月期
 ネン ガツ キ		2018年8月期
 ネン ガツ キ		2019年8月期 ネン ガツ キ		2020年8月期 ネン ガツ キ

		1Q		10.688982		1Q		9.885197		1Q		12.121629		1Q		15.861818		1Q		28.913364		1Q		21,518,943																1Q		10.688982		9.885197		12.121629		15.861818		28.913364		21,518,943

		2Q		12.844319		2Q		16.012885		2Q		21.632497		2Q		22.675256		2Q		24.311248		2Q		27,340,323																2Q		23.533301		25.898082		33.754126		38.537074		53.224612		48,859,266

		3Q		15.097322		3Q		15.530637		3Q		20.995360		3Q		20.819818		3Q		26.202688		3Q-4Q		86,140,734																3Q		38.630623		41.428719		54.749486		59.356892		79.427300

		4Q		25.078943		4Q		31.197933		4Q		45.822694		4Q		41.285675		4Q		41.590616																				4Q		63.709566		72.626652		100.572180		100.642567		121.017916		135,387,024

		通期 ツウキ		63.709566		通期 ツウキ		72.626652		通期 ツウキ		100.57218		通期 ツウキ		100.642567		通期 ツウキ		121.017916		通期 ツウキ		135,000,000																通期 ツウキ

				〇				〇				〇				〇				〇



				2015年8月期
 ネン ガツ キ		2016年8月期
 ネン ガツ キ		2017年8月期
 ネン ガツ キ		2018年8月期
 ネン ガツ キ		2019年8月期
 ネン ガツ キ

		1Q		10,689		9,885		12,122		15,862		28,913

		2Q		12,844		16,013		21,632		22,675		24,311

		3Q		15,097		15,531		2,100		20,820		26,203

		4Q		25,079		31,198		45,823		41,286		41,591

		通期 ツウキ		63,710		72,627		10,057		100,643		12,102



		(単位：百万円) タンイ ヒャクマンエン





2015年8月期	
	

1Q	2Q	3Q	4Q	10.688981999999999	12.844319000000002	15.097321999999998	25.078943000000002	





2016年8月期	
	

1Q	2Q	3Q	4Q	9.8851969999999998	16.012884999999997	15.530637000000002	31.197933000000006	





2017年8月期	
	

1Q	2Q	3Q	4Q	12.121629	21.632497000000001	20.995359999999998	45.822694000000006	





2018年8月期	
	

1Q	2Q	3Q	4Q	15.861818	22.675255999999997	20.819818000000005	41.285674999999998	





2019年8月期	
	

1Q	2Q	3Q	4Q	28.913364000000001	24.311247999999999	26.202688000000002	41.590615999999997	



四半期ごとの売上推移



1Q	

2015年8月期	
	2016年8月期	
	2017年8月期	
	2018年8月期	
	2019年8月期	
	10688.982	9885.1970000000001	12121.629000000001	15861.817999999999	28913.364000000001	2Q	

2015年8月期	
	2016年8月期	
	2017年8月期	
	2018年8月期	
	2019年8月期	
	12844.319	16012.885	21632.496999999999	22675.256000000001	24311.248	3Q	

2015年8月期	
	2016年8月期	
	2017年8月期	
	2018年8月期	
	2019年8月期	
	15097.322	15530.637000000001	2099.5360000000001	20819.817999999999	26202.687999999998	4Q	

2015年8月期	
	2016年8月期	
	2017年8月期	
	2018年8月期	
	2019年8月期	
	25078.942999999999	31197.933000000001	45822.694000000003	41285.675000000003	41590.616000000002	









2020年8月期	
	

1Q	2Q	3Q-4Q	21518943	27340323	86140734	





業ト_販売件数

		戸建分譲引渡し件数推移 コダテ ブンジョウ ヒキワタ ケンスウ スイイ								請負住宅引渡し件数推移 ウケオイ ジュウタク ヒキワタ ケンスウ スイイ								仲介契約件数推移

		2017年8月期（実績） ネン ガツ キ ジッセキ		2018年8月期（実績） ネン ガツ キ ジッセキ		2019年8月期（実績） ネン ガツ キ ジッセキ		2020年8月期（予想） ネン ガツ キ ヨソウ		2017年8月期 ネン ガツ キ		2018年8月期 ネン ガツ キ		2019年8月期 ネン ガツ キ				2018年8月期 ネン ガツ キ		2019年8月期 ネン ガツ キ

		1,486		1,279		1,600		2,150		423		454		327		グループ		179		284

																他社・個人 タシャ コジン		51		76

																		230		360



戸建分譲引渡し件数推移





2017年8月期（実績）	2018年8月期（実績）	2019年8月期（実績）	1486	1279	1600	





請負住宅引渡し件数推移





2017年8月期	2018年8月期	2019年8月期	423	454	327	





仲介件数推移



グループ	

2018年8月期	2019年8月期	179	284	他社・個人	

2018年8月期	2019年8月期	51	76	







戸建分譲引渡し件数推移





2018年8月期（実績）	2019年8月期（実績）	2020年8月期（予想）	1279	1600	2150	







販売件数分解

		2019年8月期 ネン ガツ キ

						引渡し件数 ヒキワタ ケンスウ		販売価格（百万円） ハンバイ カカク ヒャクマンエン

		三栄 サンエイ		2F		720		31,664

		三栄 サンエイ		3F		748		31,361

		MAI（三建残） サン タツル ザン		2F		7		241

		MAI（三建残） サン タツル ザン		3F		0		0

		シード平和 ヘイワ		2F		96		3,641

		シード平和 ヘイワ		3F		29		1,026

		戸建分譲計 コダ ブンジョウ ケイ				1,600		67,933

		土地 トチ

		三栄 サンエイ

		MAI				15		121

		シード				10		183





P L

		利益率なし リエキ リツ

														（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

				2019年8月期2Q ネン ガツキ				2020年8月期2Q ネン ガツキ				2020年8月期2Q ネン ガツキ				前年同期比 ゼンネン ドウキヒ		予算比 ヨサン ヒ



				実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ		予想 ヨソウ		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		53,224		-		50,000		-		48,859		-		91.8%		97.7%

		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		8,994		16.8%		-		-		6,891		14.1%		76.6%		-

		販売及び
一般管理費 ハンバイ オヨ イッパン カンリヒ		3,691		6.9%		-		-		3,909		8.0%		105.9%		-

		営業利益 エイギョウ リエキ		5,302		9.9%		3,200		6.4%		2,981		6.1%		56.2%		93.2%

		営業外収益 エイギョウガイ シュウエキ		145		0.2%		-		-		226		0.4%		155.9%		-

		営業外費用 エイギョウガイ ヒヨウ		717		1.3%		-		-		480		0.9%		66.9%		-

		経常利益 ケイジョウ リエキ		4,730		8.8%		2,750		5.5%		2,727		5.5%		57.7%		99.2%

		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		3,140		5.8%		1,700		3.4%		1,696		3.4%		54.0%		99.8%





セグメント

																（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

						2020年8月期2Q ネン ガツキ				2019年8月期2Q ネン ガツキ				2020年8月期2Q ネン ガツキ				前年同期比 ゼンネン ドウキ ヒ		予算比 ヨサン ヒ

						予算 ヨサン		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				50,000		-		53,224		-		48,859		-		91.8%		97.7%

				不動産分譲事業 フドウサン ブンジョウ ジギョウ		34,978		70.0%		29,274		55.0%		33,912		69.4%		115.8%		97.0%

				不動産販売事業 フドウサン ハンバイ ジギョウ		5,645		11.3%		15,284		28.7%		5,317		10.9%		34.8%		94.2%

				不動産請負事業 フドウサン ウケオイ ジギョウ		8,460		16.9%		7,317		13.7%		8,248		16.9%		112.7%		97.5%

				賃貸収入事業 チンタイ シュウニュウ ジギョウ		917		1.8%		1,348		2.5%		1,380		2.8%		102.4%		150.5%

		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ				7,182		14.4%		15,455		29.0%		6,891		14.1%		44.6%		95.9%

				不動産分譲事業 フドウサン ブンジョウ ジギョウ		5,351		15.3%		10,664		36.4%		4,817		14.2%		45.2%		90.0%

				不動産販売事業 フドウサン ハンバイ ジギョウ		700		12.4%		1,882		12.3%		708		13.3%		37.6%		101.1%

				不動産請負事業 フドウサン ウケオイ ジギョウ		868		10.3%		1,819		24.9%		744		9.0%		40.9%		85.7%

				賃貸収入事業 チンタイ シュウニュウ ジギョウ		264		28.8%		1,089		80.8%		620		44.9%		56.9%		235.0%

		営業利益 エイギョウ リエキ								5,302		10.0%		2,981		6.1%		56.2%		61.2%

				不動産分譲事業 フドウサン ブンジョウ ジギョウ						2,470		8.4%		2,913		8.6%		117.9%		101.8%

				不動産販売事業 フドウサン ハンバイ ジギョウ						3,020		19.8%		423		8.0%		14.0%		40.3%

				不動産請負事業 フドウサン ウケオイ ジギョウ						590		8.1%		481		5.8%		81.5%		72.3%

				賃貸収入事業 チンタイ シュウニュウ ジギョウ						509		37.8%		507		36.7%		99.6%		97.3%

				全社費用 ゼンシャ ヒヨウ						(1,288)		-		(1,344)		-		-		-





販管費

				2019年8月期2Q ネン ガツ キ				2020年8月期２Q ネン ガツ キ				前年同期比 ゼンネン ドウキヒ		増減理由 ゾウゲン リユウ

				実績 ジッセキ		売上対比 ウリアゲ タイヒ		実績 ジッセキ		売上対比 ウリアゲ タイヒ

		売上高 ウリアゲ ダカ		53,224,612,327				48,859,266,903		-

		販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパンカンリヒ		3,691,904,914		6.9%		3,909,572,334		8.0%		105.9%						3691.904914		3909.572334				役員報酬		102,113,340		〇		役員報酬		110,414,500

		役員報酬		102,113,340		2.8%		110,414,500		2.8%		108.1%						102.11334		110.4145				給与手当		669,163,656		〇		給与手当		780,455,451

		給与手当		669,163,656		18.1%		780,455,451		20.0%		116.6%		従業員増加による ジュウギョウイン ゾウカ				669.163656		780.455451				雑給		0		〇		雑給		2,663,849

		雑給		0		0.0%		2,663,849		0.1%		ERROR:#DIV/0!						0		2.663849				従業員賞与		-3,748,440		〇		従業員賞与		54,035,126

		従業員賞与		(3,748,440)		-0.1%		54,035,126		1.4%		-1441.5%						-3.74844		54.035126				法定福利費		132,696,628		〇		法定福利費		156,064,873

		法定福利費		132,696,628		3.6%		156,064,873		4.0%		117.6%						132.696628		156.064873				福利厚生費		47,158,346		〇		福利厚生費		42,660,569

		福利厚生費		47,158,346		1.3%		42,660,569		1.1%		90.5%						47.158346		42.660569				賞与引当金繰入額		190,690,785		〇		賞与引当金繰入額		155,607,471

		賞与引当金繰入額		190,690,785		5.2%		155,607,471		4.0%		81.6%						190.690785		155.607471				退職給付債務繰入額		21,385,666		〇		退職給付債務繰入額		26,420,992

		退職給付債務繰入額		21,385,666		0.6%		26,420,992		0.7%		123.5%		従業員増加による ジュウギョウイン ゾウカ				21.385666		26.420992				地代家賃		145,630,121		〇		地代家賃		232,305,667

		地代家賃		145,630,121		3.9%		232,305,667		5.9%		159.5%		事務所移転（メルディア横浜）
リアルティー出店
ウィズ・ワン展示場賃料 ジムショ イテン ヨコハマ シュッテン テンジジョウ チンリョウ				145.630121		232.305667				支払ﾘｰｽ料		30,051,072		〇		支払ﾘｰｽ料		31,243,508

		支払ﾘｰｽ料		30,051,072		0.8%		31,243,508		0.8%		104.0%						30.051072		31.243508				保険料		9,757,971		〇		保険料		10,305,585

		保険料		9,757,971		0.3%		10,305,585		0.3%		105.6%						9.757971		10.305585				備品・消耗品費		25,876,489		〇		備品・消耗品費		20,381,875

		備品・消耗品費		25,876,489		0.7%		20,381,875		0.5%		78.8%						25.876489		20.381875				租税公課		429,426,175		〇		租税公課		415,327,308

		租税公課		429,426,175		11.6%		415,327,308		10.6%		96.7%						429.426175		415.327308				減価償却費		32,969,458		〇		減価償却費		58,734,478

		減価償却費		32,969,458		0.9%		58,734,478		1.5%		178.1%		ウィズ・ワン展示場取得の為 テンジジョウ シュトク タメ				32.969458		58.734478				貸倒引当金繰入		-24,166,005		〇		貸倒引当金繰入		50,440,264

		貸倒引当金繰入		(24,166,005)		-0.7%		50,440,264		1.3%		-208.7%						-24.166005		50.440264				貸倒損失		556,242		〇		貸倒損失		46,133,349

		貸倒損失		556,242		0.0%		46,133,349		1.2%		8293.8%						0.556242		46.133349				配達配送費		2,586,656		〇		配達配送費		3,753,429

		配達配送費		2,586,656		0.1%		3,753,429		0.1%		145.1%		拠店増加に伴う増加 キョテン ゾウカ トモナ ゾウカ				2.586656		3.753429				通信費		20,365,105		〇		通信費		20,831,494

		通信費		20,365,105		0.6%		20,831,494		0.5%		102.3%						20.365105		20.831494				水道光熱費		17,258,680		〇		水道光熱費		20,558,575

		水道光熱費		17,258,680		0.5%		20,558,575		0.5%		119.1%						17.25868		20.558575				支払手数料		33,982,480		〇		支払手数料		59,438,176

		支払手数料		33,982,480		0.9%		59,438,176		1.5%		174.9%		借入金増加による金利支払い増加 カリイレ キン ゾウカ キンリ シハラ ゾウカ				33.98248		59.438176				仲介手数料		1,107,303,210		〇		仲介手数料		873,025,536

		仲介手数料		1,107,303,210		30.0%		873,025,536		22.3%		78.8%						1107.30321		873.025536				広告宣伝費		348,545,416		〇		広告宣伝費		336,835,626

		広告宣伝費		348,545,416		9.4%		336,835,626		8.6%		96.6%						348.545416		336.835626				接待交際費		63,344,293		〇		接待交際費		19,918,640

		接待交際費		63,344,293		1.7%		19,918,640		0.5%		31.4%		経費削減取組による。 ケイヒ サクゲン トリクミ				63.344293		19.91864				諸会費		25,312,636		〇		諸会費		29,716,684

		諸会費		25,312,636		0.7%		29,716,684		0.8%		117.4%						25.312636		29.716684				寄付金		0		〇		寄付金		68,773,606

		寄付金		0		0.0%		68,773,606		1.8%		ERROR:#DIV/0!		北九州研究棟の資産を寄付 キタキュウシュウ ケンキュウ トウ シサン キフ				0		68.773606				会議費		3,181,084		〇		会議費		3,112,587

		会議費		3,181,084		0.1%		3,112,587		0.1%		97.8%						3.181084		3.112587				管理諸費		48,992,559		〇		管理諸費		55,859,669

		管理諸費		48,992,559		1.3%		55,859,669		1.4%		114.0%						48.992559		55.859669				車両費		5,585,295		〇		車両費		6,350,814

		車両費		5,585,295		0.2%		6,350,814		0.2%		113.7%						5.585295		6.350814				通勤交通費		25,565,115		〇		通勤交通費		26,835,101

		通勤交通費		25,565,115		0.7%		26,835,101		0.7%		105.0%						25.565115		26.835101				業務交通費		28,081,173		〇		業務交通費		32,218,723

		業務交通費		28,081,173		0.8%		32,218,723		0.8%		114.7%						28.081173		32.218723				求人費		61,902,826		〇		求人費		74,846,602

		求人費		61,902,826		1.7%		74,846,602		1.9%		120.9%		採用活動による増加 サイヨウ カツドウ ゾウカ				61.902826		74.846602				ガソリン費		12,330,635		〇		ガソリン費		13,145,083

		ガソリン費		12,330,635		0.3%		13,145,083		0.3%		106.6%						12.330635		13.145083				複写費		16,099		〇		複写費		24,950

		複写費		16,099		0.0%		24,950		0.0%		155.0%						0.016099		0.02495				備品費		4,721,325		〇		備品費		24,292,324

		備品費		4,721,325		0.1%		24,292,324		0.6%		514.5%		仏光寺ホテル建設仮勘定振替
PC購入の為（Windows7→Windows10入替） ブッコウジ ケンセツ カリ カンジョウ フリカエ コウニュウ タメ イレカエ				4.721325		24.292324				社員研修費		10,778,421		〇		社員研修費		7,970,219

		社員研修費		10,778,421		0.3%		7,970,219		0.2%		73.9%		経費削減取組による。 ケイヒ サクゲン トリクミ				10.778421		7.970219				修繕費		2,757,150		〇		修繕費		625,753

		修繕費		2,757,150		0.1%		625,753		0.0%		22.7%						2.75715		0.625753				新聞図書費		1,413,025		〇		新聞図書費		615,814

		新聞図書費		1,413,025		0.0%		615,814		0.0%		43.6%		経費削減取組による。 ケイヒ サクゲン トリクミ				1.413025		0.615814				雑費		5,367,580		〇		雑費		5,713,491

		雑費		5,367,580		0.1%		5,713,491		0.1%		106.4%						5.36758		5.713491				商標権償却		8,888		〇		商標権償却		8,888

		商標権償却		8,888		0.0%		8,888		0.0%		100.0%						0.008888		0.008888				監査費用		17,500,001		〇		監査費用		17,500,002

		監査費用		17,500,001		0.5%		17,500,002		0.4%		100.0%						17.500001		17.500002				資産除去債務利息費用		6,694		〇		資産除去債務利息費用		6,798

		資産除去債務利息費用		6,694		0.0%		6,798		0.0%		101.6%						0.006694		0.006798				株主優待引当金繰入額		7,938,234		〇		株主優待引当金繰入額		9,520,000

		株主優待引当金繰入額		7,938,234		0.2%		9,520,000		0.2%		119.9%						7.938234		9.52				研究開発費		23,954,954		〇		研究開発費		1,335,000

		研究開発費		23,954,954		0.6%		1,335,000		0.0%		5.6%		S-CREW開発研究費				23.954954		1.335				のれん償却		3,543,876		〇		のれん償却		3,543,885

		のれん償却		3,543,876		0.1%		3,543,885		0.1%		100.0%						3.543876		3.543885

														単位：百万円 タンイ ヒャクマンエン

				2019年8月期2Q ネン ガツ キ				2020年8月期2Q ネン ガツ キ				前年同期比 ゼンネン ドウキヒ		増減理由 ゾウゲン リユウ

				実績 ジッセキ		売上対比 ウリアゲ タイヒ		実績 ジッセキ		売上対比 ウリアゲ タイヒ

		販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパンカンリヒ		3,691		6.9%		3,909		8.0%		105.9%		-

		給与手当		669		18.1%		780		20.0%		116.6%		従業員増加による ジュウギョウイン ゾウカ

		退職給付債務繰入額		21		3.7%		26		3.7%		123.5%		従業員増加による ジュウギョウイン ゾウカ

		地代家賃		145		0.8%		232		0.8%		159.5%		事務所移転（メルディア横浜）
リアルティ出店
ウィズ・ワン展示場賃料 ジムショ イテン ヨコハマ シュッテン テンジジョウ チンリョウ

		減価償却費		32		3.5%		58		4.5%		178.1%		ウィズ・ワン展示場取得の為 テンジジョウ シュトク タメ

		配達配送費		2		0.6%		3		0.8%		145.1%		拠店増加に伴う増加 キョテン ゾウカ トモナ ゾウカ

		支払手数料		33		0.8%		59		0.6%		174.9%		借入金増加による金利支払い増加 カリイレ キン ゾウカ キンリ シハラ ゾウカ

		接待交際費		63		11.3%		20		11.1%		31.4%		前期において、25周年パーティーの開催による。 ゼンキ シュウネン カイサイ

		寄付金		0		25.8%		69		28.7%		ERROR:#DIV/0!		北九州研究棟の資産を寄付 キタキュウシュウ ケンキュウ トウ シサン キフ

		求人費		61		13.0%		75		10.0%		120.9%		採用活動による増加 サイヨウ カツドウ ゾウカ

		備品費		4		0.6%		24		1.0%		514.5%		仏光寺ホテル建設仮勘定振替
PC購入の為（Windows7→Windows10入替） ブッコウジ ケンセツ カリ カンジョウ フリカエ コウニュウ タメ イレカエ

						2019年８月期2Q ネン ガツキ				2020年８月期2Q ネン ガツキ

						（2018/9~2019/2）				（2019/9~2020/2）

				従業員数（人） ジュウギョウイン スウ ヒト		666				887

				社員（役員含む） シャイン ヤクイン フク		617				807

				契約 ケイヤク		13				10

				パート		36				68

				その他 タ		0				2







営業外収益・費用

														単位：百万円 タンイ ヒャクマンエン

				2019年8月期2Q ネン ガツ キ				2020年8月期2Q ネン ガツ キ				前年同期比 ゼンネン ドウキヒ		増減理由 ゾウゲン リユウ

				実績 ジッセキ		売上対比 ウリアゲ タイヒ		実績 ジッセキ		売上対比 ウリアゲ タイヒ

		営業外収益 エイギョウガイ シュウエキ		206		0.20%		183		0.15%		88.8%

		受取利息 ウケトリ リソク		15		0.02%		21		0.02%		136.5%

		為替差益 カワセ サエキ		43		0.04%		0		-		-

		その他 タ		146		0.14%		161		0.13%		109.9%

		営業外費用 エイギョウガイ ヒヨウ		630		0.63%		1,193		0.99%		189.4%

		支払利息 シハライ リソク		394		0.39%		534		0.44%		135.6%		融資の増加による。 ユウシ ゾウカ

		融資等手数料 ユウシ ナド テスウリョウ		162		0.16%		518		0.43%		319.6%		融資の増加による。 ユウシ ゾウカ

		その他 タ		73		0.07%		140		0.11%		190.1%

				2018年8月期 ネン ガツ キ				2019年8月期 ネン ガツ キ

				実績 ジッセキ		売上対比 ウリアゲ タイヒ		実績 ジッセキ		売上対比 ウリアゲ タイヒ

		売上高 ウリアゲ ダカ		100,642,567,478		-		121,017,916,747		-

		営業外収益

		受取利息		15,911,504		0.02%		21,714,872		0.02%

		受取配当金 ウケトリ ハイトウキン		323,385		0.00%		2,055,500		0.00%

		為替差益		43,432,870		0.04%		0		0.00%

		解約手付金収入 カイヤク テツケ キン シュウニュウ		15,700,000		0.02%		12,800,000		0.01%

		保険代理店収入		8,401,238		0.01%		9,283,193		0.01%

		紹介手数料 ショウカイ テスウリョウ		28,196,289		0.03%		32,640,178		0.03%

		その他 タ		94,161,653		0.09%		104,565,834		0.09%

		営業外収益 エイギョウガイ シュウエキ		206,126,939		0.20%		183,059,577		0.15%

		支払利息		394,119,074		0.39%		534,379,687		0.44%

		融資等手数料 ユウシトウ テスウリョウ		162,286,277		0.16%		518,741,420		0.43%

		貸倒引当金繰入額		22,163,964		0.02%		881,087		0.00%

		ﾃﾞﾘﾊﾞﾃｨﾌﾞ評価損 ヒョウカ ソン		0		0.00%		0		0.00%

		その他 タ		51,504,492		0.05%		139,163,311		0.11%

		営業外費用 エイギョウガイ ヒヨウ		630,073,807		0.63%		1,193,165,505		0.99%





BS

																（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン																																2018年8月期4Q ネン ガツ キ																2019年8月期2Q ネン ガツ キ												2019年8月期 ネン ガツ キ														2020年8月期2Q ネン ガツ キ

				2019年8月期4Q ネン ヘイネン ガツキ		2020年8月期2Q ネン ヘイネン ガツキ		増減 ゾウゲン						2019年8月期4Q ネン ガツキ		2020年8月期2Q ネン ガツキ		増減 ゾウゲン																														固定資産 コテイ シサン		13,880														固定資産 コテイ シサン		15,189										固定資産 コテイ シサン		28,656												固定資産 コテイ シサン		28,658

		流動資産 リュウドウ シサン		99,263		105,599		106.4%				負債 フサイ		84,815		89,918		106.0%																														流動資産 リュウドウ シサン		99,243														流動資産 リュウドウ シサン		107,831										流動資産 リュウドウ シサン		99,263												流動資産 リュウドウ シサン		105,599

		現金及び預金 ゲンキン オヨ ヨキン		25,048		17,529		70.0%				流動負債 リュウドウ フサイ		45,047		48,219		107.0%																														純資産 ジュンシサン				38,293												純資産 ジュンシサン				40,498								純資産 ジュンシサン				43,103										純資産 ジュンシサン				44,339

		受取手形及び売掛金 ウケトリ テガタ オヨ ウリカケ キン		4,583		5,609		122.4%				短期借入金 タンキ カリイレ キン		23,712		31,189		131.5%																														固定負債 コテイ フサイ				38,610												固定負債 コテイ フサイ				40,470								固定負債 コテイ フサイ				39,768										固定負債 コテイ フサイ				41,699

		販売用不動産 ハンバイヨウ フドウサン		27,897		39,540		141.7%				1年以内返済予定長期借入金
1年以内償還予定社債 ネン イナイ ヘンサイ ヨテイ チョウキ カリイレ キン ネン イナイ ショウカン ヨテイ シャサイ		7,642		5,101		66.7%																														流動負債 リュウドウ フサイ				36,220												流動負債 リュウドウ フサイ				42,051								流動負債 リュウドウ フサイ				45,047										流動負債 リュウドウ フサイ				48,219

		仕掛販売用不動産 シカカリ ハンバイヨウ フドウサン		38,045		38,079		100.1%				その他 タ		13,691		11,928		87.1%																																113,124		113,124														123,020		123,020										127,919		127,919												134,257		134,257

		未成工事支出金 ミセイコウジ シシュツキン		870		1,088		125.1%				固定負債 コテイ フサイ		39,768		41,699		104.9%

		その他 タ		2,843		3,803		133.8%				社債
転換社債型新株予約権付社債 シャサイ テンカン シャサイガタ シンカブヨヤクケン ツキ シャサイ		14,239		13,920		97.8%

		貸倒引当金 カシダオレ ヒキアテ キン		(27)		(78)		-				長期借入金 チョウキ カリイレ キン		23,681		25,832		109.1%

		固定資産 コテイ シサン		28,656		28,658		100.0%				その他 タ		1,847		1,945		105.3%

		有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン		18,974		19,052		100.4%				純資産 ジュンシサン		43,103		44,339		102.9%

		無形固定資産 ムケイ コテイ シサン		711		766		107.7%				株主資本 カブヌシ シホン		41,560		42,747		102.9%

		投資その他の資産 トウシ タ シサン		8,969		8,839		98.6%				その他 タ		1,543		1,591		103.1%

		資産合計 シサン ゴウケイ		127,919		134,258		105.0%				負債・純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ		127,919		134,258		105.0%















																																																												自己資本比率 ジコ シホン ヒリツ				2018年8月期2Q ネン ガツ キ				2019年8月期2Q ネン ガツ キ				2019年8月期4Q ネン ガツ キ				2020年8月期2Q ネン ガツ キ

																																																																32.6%				31.8%				32.4%				31.7%





2019年8月期2Q貸借対照表



固定資産	

15189	流動資産	

107831	純資産	

40498.400000000001	固定負債	

40470.300000000003	流動負債	

42051	



2019年8月期4Q貸借対照表



固定資産	

28656	流動資産	

99263	純資産	

43103	固定負債	

39768.400000000001	流動負債	

45047.4	



2020年8月期2Q時点貸借対照表



固定資産	[系列名]

[値]





28658	流動資産	[系列名]
[値]

105599	純資産	[系列名]
[値]

44339	固定負債	[系列名]
 [値]

41699	流動負債	[系列名]
 [値]

48219	

2018年8月期4Q貸借対照表

固定資産	
13880.4	流動資産	
99243.4	純資産	
38293.4	固定負債	
38610.400000000001	流動負債	
36220	

（単位：百万円）



たな卸内訳



				事業 ジギョウ		区分 クブン		完成/未成 カンセイ ミセイ		棟数 トウ スウ		契約済棟数 ケイヤク スミ トウ スウ		たな卸し金額 オロ キンガク

		三栄建築設計 サンエイ ケンチク セッケイ		戸建分譲事業 コダ ブンジョウ ジギョウ		戸建 コダ		販売用不動産 ハンバイ ヨウ フドウサン		324				12,096,480,355

		三栄建築設計 サンエイ ケンチク セッケイ		アパート		アパート		販売用不動産 ハンバイヨウ フドウサン		23				1,360,566,216

		三栄建築設計 サンエイ ケンチク セッケイ		ロサンゼルス		アパート		販売用不動産 ハンバイ ヨウ フドウサン		1				0

		三栄建築設計 サンエイ ケンチク セッケイ		戸建分譲 コダ ブンジョウ		戸建 コダ		仕掛用販売不動産 シカカリ ヨウ ハンバイ フドウサン		716				19,418,038,931

		三栄建築設計 サンエイ ケンチク セッケイ		アパート		アパート		仕掛用販売不動産 シカカリ ヨウ ハンバイ フドウサン		105				3,379,463,298		白金ホテル含む シロガネ フク

		三栄建築設計 サンエイ ケンチク セッケイ		請負/注文完成 ウケオイ チュウモン カンセイ		注文/請負 チュウモン ウケオイ		未成工事支出金 ミセイコウジ シシュツキン		21				265,083,136

		三栄建築設計 サンエイ ケンチク セッケイ		請負/注文仕掛 ウケオイ チュウモン シカカリ		注文/請負 チュウモン ウケオイ		未成工事支出金 ミセイコウジ シシュツキン		146				511,291,629

				合計 ゴウケイ						1336				37,030,923,565

				投資目的 トウシ モクテキ		収益売買 シュウエキ バイバイ		販売用不動産 ハンバイ ヨウ フドウサン		15				6,032,209,712		名古屋MS1 ナゴヤ		LS投資1 トウシ

		三栄建築設計 サンエイ ケンチク セッケイ		棚卸資産合計 タナオロシ シサン ゴウケイ										43,063,133,277

		MAI		アパート		アパート		販売用不動産 ハンバイヨウフドウサン		0				0

		MAI		アパート		アパート		仕掛用販売不動産 シカカリ ヨウ ハンバイ フドウサン		30				1,001,220,901

		MAI		投資目的 トウシ モクテキ		収益売買 シュウエキ バイバイ		販売用不動産 ハンバイ ヨウ フドウサン		13				5,807,270,124

				投資目的 トウシ モクテキ		ホテル		仕掛用販売不動産 シカカリ ヨウ ハンバイ フドウサン		2				4,270,786,645		福岡中央区天神ホテル フクオカ チュウオウク テンジン		天王寺ホテル用地

		MAI		棚卸資産合計 タナオロシ シサン ゴウケイ										11,079,277,670

		シード平和 ヘイワ		ワンルームマンション他 ホカ		ワンルームマンション		仕掛販売用不動産 シカカリ ハンバイヨウ フドウサン		21				6,739,831,540		プロジェクト数 スウ

		シード平和 ヘイワ		戸建分譲事業 コダ ブンジョウ ジギョウ		戸建 コダ		販売用不動産 ハンバイヨウフドウサン		28				963,819,884

		シード平和 ヘイワ		戸建分譲事業 コダ ブンジョウ ジギョウ		戸建 コダ		仕掛販売用不動産 シカカリ ハンバイヨウ フドウサン		50				3,234,482,026

		シード平和 ヘイワ		投資目的 トウシ モクテキ		収益売買 シュウエキ バイバイ		販売用不動産 ハンバイヨウフドウサン		5				1,418,769,379

		シード平和 ヘイワ		営繕工事等 エイゼン コウジ ナド		営繕工事等 エイゼン コウジ ナド		未成工事支出金 ミセイコウジ シシュツキン						94,622,000

														12,451,524,829

		アメリカ		アパート		収益売買 シュウエキ バイバイ		販売不動産 ハンバイフドウサン		5				283,214,748

		アメリカ		棚卸資産合計 タナオロシシサン ゴウケイ										283,214,748

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

																						戸建分譲 コダ ブンジョウ				アパート分譲 ブンジョウ				戸建・注文/請負 コダ チュウモン ウケオイ		収益不動産売買 シュウエキ フドウサン バイバイ				マンション				営繕工事等 エイゼン コウジ ナド		たな卸し資産計 オロ シサン 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

																				三栄建築設計 サンエイ ケンチク セッケイ		19,418		12,096		3,379		1,360		776		0		6,032		0		0		0		43,063

																				MAI		0		0		1,001		0		0		4,271		5,807		0		0		0		11,079

																				シード平和 ヘイワ		3,234		963		0		0		0		0		1,418		6,739		0		94		12,453

																				MIROA		0		0		0		0		0		0		283		0		0		0		283

																				連結調整 レンケツ チョウセイ		0		0		0		0		0		0		-64		0		0		0		(64)

																				合計 ゴウケイ		22,653		13,060		4,381		1,360		776		4,271		13,476		6,739		0		94		66,814

																				三栄建築設計 サンエイ ケンチク セッケイ								MAI								シード平和 ヘイワ						MIROA						連結 レンケツ

																				戸建分譲 コダ ブンジョウ		31,515						アパート分譲 ブンジョウ		1,001						戸建分譲 コダ ブンジョウ		4,198				収益不動産 シュウエキ フドウサン		283				戸建分譲 コダ ブンジョウ		35,713

																				アパート分譲 ブンジョウ		4,739						収益不動産売買 シュウエキ フドウサン バイバイ		10,078						収益不動産売買 シュウエキ フドウサン バイバイ		1,354										アパート分譲 ブンジョウ		5,741

																				戸建・注文/請負 コダ チュウモン ウケオイ		776														マンション		6,739										戸建・注文/請負 コダ チュウモン ウケオイ		776

																				収益不動産売買 シュウエキ フドウサン バイバイ		6,032														営繕工事 エイゼン コウジ		94										収益不動産売買 シュウエキ フドウサン バイバイ		17,747

																																																マンション		6,739

																																																営繕工事 エイゼン コウジ		94

						1Q		2Q		3Q		4Q

				売上累計 2016年8月期 ウリアゲ ルイケイ ネン ガツキ		9,885		25,898		41,428		72,626

				売上累計 2017年8月期 ウリアゲ ルイケイ ネン ガツキ		12,121		33,754		54,749		100,572

				売上累計 2018年8月期 ウリアゲ ルイケイ ネン ガツキ		15,861		38,537		59,356		100,642

				売上累計 2019年8月期 ウリアゲ ルイケイ ネン ガツ キ		28,913		53,224		79,427		121,017

				たな卸在庫 2016年8月期 ネン ガツキ		22,807		29,625		43,094		34,855

				たな卸在庫 2017年8月期 ネン ガツキ		43,591		45,338		49,426		34,080

				たな卸在庫 2018年8月期 ネン ガツキ		49,238		57,170		75,692		66,551

				たな卸在庫 2019年8月期 ネン ガツキ		76,753		82,673		87,395		66,814



三栄建築設計　たな卸し資産の内訳





戸建分譲	アパート分譲	戸建・注文/請負	収益不動産売買	31514.800000000003	4739.3999999999996	776.3	6032.2	



MAI　たな卸し資産の内訳





アパート分譲	収益不動産売買	1001.2	10077.6	



シード平和　たな卸し資産の内訳





戸建分譲	収益不動産売買	マンション	営繕工事	4197.93	1354	6739.45	94	



MIROA　たな卸し資産の内訳







収益不動産	283	



メルディアグループ　たな卸し資産の内訳





戸建分譲	アパート分譲	戸建・注文/請負	収益不動産売買	マンション	営繕工事	35712.730000000003	5740.6	776.3	17746.800000000003	6739.45	94.44	



売上累計 2016年8月期	

1Q	2Q	3Q	4Q	9885	25898	41428	72626	売上累計 2017年8月期	

1Q	2Q	3Q	4Q	12121	33754	54749	100572	売上累計 2018年8月期	

1Q	2Q	3Q	4Q	15861	38537	59356	100642	売上累計 2019年8月期	

1Q	2Q	3Q	4Q	28913	53224	79427	121017	たな卸在庫 2016年8月期	

1Q	2Q	3Q	4Q	22807	29625	43094	34855	たな卸在庫 2017年8月期	

1Q	2Q	3Q	4Q	43591	45338	49426	34080	たな卸在庫 2018年8月期	

1Q	2Q	3Q	4Q	49238	57170	75692	66551	たな卸在庫 2019年8月期	

1Q	2Q	3Q	4Q	76753	82673	87395	66814	









CF

		 		営業ＣＦ エイギョウ		投資ＣＦ トウシ		財務ＣＦ ザイム

				(27,827)		(6,799)		36,078										営業活動によるキャッシュフロー エイギョウ カツドウ

				(5,514)		(4,181)		6,741



営業ＣＦ	

-27827	-5514	投資ＣＦ	

-6799	-4181	財務ＣＦ	

36078	6741	









配当

				2016年8月期 ネン ガツ キ		2017年8月期 ネン ガツ キ		2018年8月期 ネン ガツ キ		2019年8月期 ネン ガツ キ		2020年8月期 ネン ガツ キ

												（目標） モクヒョウ

		１株当たり配当金（円） カブ ア ハイトウキン エン		33.0		44.0		48.0		48.0		48.0

		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		198.92		284.70		244.20		286.04		306.36

		配当性向（％） ハイトウ セイコウ		16.6		15.5		19.7		16.8		15.7

		純資産配当率（％） ジュンシサン ハイトウ リツ		2.7		3.1		2.6		2.9		-

		 		1株当たり当期純利益（円） エン		1株当たり配当金（円） ハイトウ キン エン		配当性向（％） ハイトウ セイコウ		純資産配当率（％） ジュンシサン ハイトウ リツ

		2016年8月期 ネン ガツキ		198.92		33		16.6		2.7

		2017年8月期 ネン ガツキ		284.70		44		15.5		3.1

		2018年8月期 ネン ガツキ		244.24		48		19.7		2.6

		2019年8月期 ネン ガツキ		286.04		48		16.8		2.9

		2020年8月期E ネン ガツキ		306.36		48		15.7







1株当たり当期純利益（円）	

2016年8月期	2017年8月期	2018年8月期	2019年8月期	2020年8月期E	198.92	284.7	244.24	286.04000000000002	306.36	1株当たり配当金（円）	

2016年8月期	2017年8月期	2018年8月期	2019年8月期	2020年8月期E	33	44	48	48	48	配当性向（％）	

2016年8月期	2017年8月期	2018年8月期	2019年8月期	2020年8月期E	16.600000000	000001	15.5	19.7	16.8	15.7	純資産配当率（％）	2016年8月期	2017年8月期	2018年8月期	2019年8月期	2020年8月期E	2.7	3.1	2.6	2.9	











業績予想

		（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

				2018年8月期 ネン ガツキ		2019年8月期 ネン ガツキ				20120年8月期 ネン ガツキ



				実績 ジッセキ		実績 ジッセキ		増減 ゾウゲン		予想 ヨソウ		増減 ゾウゲン

		売上高 ウリアゲ ダカ		100,642		121,017		20.2%		135,000		11.6%

		営業利益 エイギョウ リエキ		8,179		10,441		27.7%		11,350		8.7%

		経常利益 ケイジョウ リエキ		7,755		9,431		21.6%		10,400		10.3%

		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		5,182		6,068		17.1%		6,500		7.1%





		（1株当たり指標、配当性向） カブ ア シヒョウ ハイトウ セイコウ						（単位：円 銭） セン

				2018年8月期 ネン ガツキ		2019年8月期 ネン ガツキ				2020年8月期 ネン ガツキ



				実績 ジッセキ		実績 ジッセキ		増減 ゾウゲン		予想 ヨソウ		増減 ゾウゲン

		1株当たり当期純利益 カブ ア トウキ ジュンリエキ		244.24		286.04		-		306.36		-

		1株当たり配当金 カブ ア ハイトウキン		48.0		48.0		0.0		48.0		0.0

		配当性向 ハイトウ セイコウ		19.7%		16.8%		-		15.7%		-





中長期グラフ

				2016年8月期
（実績） ネン ガツキ ジッセキ		2017年8月期
（実績） ネン ガツキ ジッセキ		2018年8月期
（実績） ネン ガツキ ジッセキ		2019年8月期
（実績） ネン ガツキ ジッセキ		2020年8月期
（予想） ネン ガツキ ヨソウ		2021年8月期
（予想） ネン ガツキ ヨソウ

		売上高 ウリアゲ ダカ		72,626		100,572		100,642		121,017		135,000		150,000

		経常利益 ケイジョウ リエキ		7,065		9,120		7,755		9,431		10,400		12,500

		経常利益 ケイジョウ リエキ		9.7%		9.1%		7.7%		7.7%		7.7%		8.3%

		単位：百万円 タンイ ヒャクマンエン



メルディアグループの成長（



売上高	

2016年8月期	
（実績）	2017年8月期	
（実績）	2018年8月期	
（実績）	2019年8月期	
（実績）	2020年8月期	
（予想）	2021年8月期	
（予想）	72626	100572	100642	121017	135000	150000	経常利益	

2016年8月期	
（実績）	2017年8月期	
（実績）	2018年8月期	
（実績）	2019年8月期	
（実績）	2020年8月期	
（予想）	2021年8月期	
（予想）	7065	9120	7755	9431	10400	12500	経常利益	

2016年8月期	
（実績）	2017年8月期	
（実績）	2018年8月期	
（実績）	2019年8月期	
（実績）	2020年8月期	
（予想）	2021年8月期	
（予想）	9.7000000000000003E-2	9.0999999999999998E-2	7.6999999999999999E-2	7.6999999999999999E-2	7.6999999999999999E-2	8.3333333333333329E-2	
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連結貸借対照表の概要

2019年8月期4Q 2020年8月期2Q 増減 2019年8月期4Q 2020年8月期2Q 増減

流動資産 99,263 105,599 106.4% 負債 84,815 89,918 106.0%
現金及び預金 25,048 17,529 70.0% 流動負債 45,047 48,219 107.0%
受取手形及び売掛金 4,583 5,609 122.4% 短期借入金 23,712 31,189 131.5%

販売用不動産 27,897 33,608 120.5% 1年以内返済予定長期借入金
1年以内償還予定社債

7,642 5,101 66.7%

仕掛販売用不動産 38,045 44,012 115.7% その他 13,691 11,928 87.1%
未成工事支出金 870 1,088 125.1% 固定負債 39,768 41,699 104.9%
その他 2,843 3,803 133.8% 社債

転換社債型新株予約権付社債 14,239 13,920 97.8%

貸倒引当金 (27) (78) - 長期借入金 23,681 25,832 109.1%
固定資産 28,656 28,658 100.0% その他 1,847 1,945 105.3%
有形固定資産 18,974 19,052 100.4% 純資産 43,103 44,339 102.9%
無形固定資産 711 766 107.7% 株主資本 41,560 42,747 102.9%
投資その他の資産 8,969 8,839 98.6% その他 1,543 1,591 103.1%
資産合計 127,919 134,258 105.0% 負債・純資産合計 127,919 134,258 105.0%

（単位：百万円）

■ 資産について
総資産は、前連結会計年度末に比べ6,338百万円増加し、134,258
百万円となった。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7,519百万円減少。
しかし、連結子会社のシード平和株式会社における工事進行基
準適用の大型請負工事の施工が順調に進捗したことなどにより
受取手形及び売掛金が1,025百万円増加したことに加え、たな卸
資産（販売用不動産、仕掛販売用不動産及び未成工事支出金）
が11,894百万円増加した。

■負債について
負債は5,103百万円増加し、89,918百万円となった。
支払手形及び買掛金が836百万円、未払法人税等が995百万円減少、
不動産分譲事業における戸建分譲用地仕入決済資金及び大型請負
工事の建築資金として調達した短期借入金が7,476百万円増加し
た。

■純資産について
純資産は1,235百万円増加し、44,339百万円になった。配当金の支
払い509百万円があったものの、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1,696百万円を計上した為、
利益剰余金が1,186百万円増加した。
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業ト_売上推移

												単位：百万円 タンイ ヒャクマンエン

				2016年8月期
2Q ネン ガツ キ		2017年8月期
2Q ネン ガツ キ		2018年8月期
2Q ネン ガツ キ		2019年8月期
2Q ネン ガツ キ		2020年8月期
2Q ネン ガツ キ

		売上高 ウリアゲ ダカ		25,898		33,754		38,537		53,224		48,859

		経常利益 ケイジョウ リエキ		2,161		2,722		2,255		4,730		2,727

		経常利益率 ケイジョウ リエキ リツ		8.3%		8.1%		5.9%		8.9%		5.6%



業績の推移



売上高	

2016年8月期	
2Q	2017年8月期	
2Q	2018年8月期	
2Q	2019年8月期	
2Q	2020年8月期	
2Q	25898	337	54	38537	53224	48859	経常利益	

2016年8月期	
2Q	2017年8月期	
2Q	2018年8月期	
2Q	2019年8月期	
2Q	2020年8月期	
2Q	2161	2722	2255	4730	2727	経常利益率	

2016年8月期	
2Q	2017年8月期	
2Q	2018年8月期	
2Q	2019年8月期	
2Q	2020年8月期	
2Q	8.344273689087961E-2	8.0642294246607807E-2	5.8515193190959339E-2	8.8869682849842174E-2	5.5813667901512515E-2	











業ト_売上クウォータ

				2015年8月期
 ネン ガツ キ				2016年8月期
 ネン ガツ キ				2017年8月期
 ネン ガツ キ				2018年8月期
 ネン ガツ キ				2019年8月期
 ネン ガツ キ				2020年8月期
 ネン ガツ キ																		2015年8月期
 ネン ガツ キ		2016年8月期
 ネン ガツ キ		2017年8月期
 ネン ガツ キ		2018年8月期
 ネン ガツ キ		2019年8月期 ネン ガツ キ		2020年8月期 ネン ガツ キ

		1Q		10.688982		1Q		9.885197		1Q		12.121629		1Q		15.861818		1Q		28.913364		1Q		21,518,943																1Q		10.688982		9.885197		12.121629		15.861818		28.913364		21,518,943

		2Q		12.844319		2Q		16.012885		2Q		21.632497		2Q		22.675256		2Q		24.311248		2Q		27,340,323																2Q		23.533301		25.898082		33.754126		38.537074		53.224612		48,859,266

		3Q		15.097322		3Q		15.530637		3Q		20.995360		3Q		20.819818		3Q		26.202688		3Q-4Q		86,140,734																3Q		38.630623		41.428719		54.749486		59.356892		79.427300

		4Q		25.078943		4Q		31.197933		4Q		45.822694		4Q		41.285675		4Q		41.590616																				4Q		63.709566		72.626652		100.572180		100.642567		121.017916		135,387,024

		通期 ツウキ		63.709566		通期 ツウキ		72.626652		通期 ツウキ		100.57218		通期 ツウキ		100.642567		通期 ツウキ		121.017916		通期 ツウキ		135,000,000																通期 ツウキ

				〇				〇				〇				〇				〇



				2015年8月期
 ネン ガツ キ		2016年8月期
 ネン ガツ キ		2017年8月期
 ネン ガツ キ		2018年8月期
 ネン ガツ キ		2019年8月期
 ネン ガツ キ

		1Q		10,689		9,885		12,122		15,862		28,913

		2Q		12,844		16,013		21,632		22,675		24,311

		3Q		15,097		15,531		2,100		20,820		26,203

		4Q		25,079		31,198		45,823		41,286		41,591

		通期 ツウキ		63,710		72,627		10,057		100,643		12,102



		(単位：百万円) タンイ ヒャクマンエン





2015年8月期	
	

1Q	2Q	3Q	4Q	10.688981999999999	12.844319000000002	15.097321999999998	25.078943000000002	





2016年8月期	
	

1Q	2Q	3Q	4Q	9.8851969999999998	16.012884999999997	15.530637000000002	31.197933000000006	





2017年8月期	
	

1Q	2Q	3Q	4Q	12.121629	21.632497000000001	20.995359999999998	45.822694000000006	





2018年8月期	
	

1Q	2Q	3Q	4Q	15.861818	22.675255999999997	20.819818000000005	41.285674999999998	





2019年8月期	
	

1Q	2Q	3Q	4Q	28.913364000000001	24.311247999999999	26.202688000000002	41.590615999999997	



四半期ごとの売上推移



1Q	

2015年8月期	
	2016年8月期	
	2017年8月期	
	2018年8月期	
	2019年8月期	
	10688.982	9885.1970000000001	12121.629000000001	15861.817999999999	28913.364000000001	2Q	

2015年8月期	
	2016年8月期	
	2017年8月期	
	2018年8月期	
	2019年8月期	
	12844.319	16012.885	21632.496999999999	22675.256000000001	24311.248	3Q	

2015年8月期	
	2016年8月期	
	2017年8月期	
	2018年8月期	
	2019年8月期	
	15097.322	15530.637000000001	2099.5360000000001	20819.817999999999	26202.687999999998	4Q	

2015年8月期	
	2016年8月期	
	2017年8月期	
	2018年8月期	
	2019年8月期	
	25078.942999999999	31197.933000000001	45822.694000000003	41285.675000000003	41590.616000000002	









2020年8月期	
	

1Q	2Q	3Q-4Q	21518943	27340323	86140734	





業ト_販売件数

		戸建分譲引渡し件数推移 コダテ ブンジョウ ヒキワタ ケンスウ スイイ								請負住宅引渡し件数推移 ウケオイ ジュウタク ヒキワタ ケンスウ スイイ								仲介契約件数推移

		2017年8月期（実績） ネン ガツ キ ジッセキ		2018年8月期（実績） ネン ガツ キ ジッセキ		2019年8月期（実績） ネン ガツ キ ジッセキ		2020年8月期（予想） ネン ガツ キ ヨソウ		2017年8月期 ネン ガツ キ		2018年8月期 ネン ガツ キ		2019年8月期 ネン ガツ キ				2018年8月期 ネン ガツ キ		2019年8月期 ネン ガツ キ

		1,486		1,279		1,600		2,150		423		454		327		グループ		179		284

																他社・個人 タシャ コジン		51		76

																		230		360



戸建分譲引渡し件数推移





2017年8月期（実績）	2018年8月期（実績）	2019年8月期（実績）	1486	1279	1600	





請負住宅引渡し件数推移





2017年8月期	2018年8月期	2019年8月期	423	454	327	





仲介件数推移



グループ	

2018年8月期	2019年8月期	179	284	他社・個人	

2018年8月期	2019年8月期	51	76	







戸建分譲引渡し件数推移





2018年8月期（実績）	2019年8月期（実績）	2020年8月期（予想）	1279	1600	2150	







販売件数分解

		2019年8月期 ネン ガツ キ

						引渡し件数 ヒキワタ ケンスウ		販売価格（百万円） ハンバイ カカク ヒャクマンエン

		三栄 サンエイ		2F		720		31,664

		三栄 サンエイ		3F		748		31,361

		MAI（三建残） サン タツル ザン		2F		7		241

		MAI（三建残） サン タツル ザン		3F		0		0

		シード平和 ヘイワ		2F		96		3,641

		シード平和 ヘイワ		3F		29		1,026

		戸建分譲計 コダ ブンジョウ ケイ				1,600		67,933

		土地 トチ

		三栄 サンエイ

		MAI				15		121

		シード				10		183





P L

		利益率なし リエキ リツ

														（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

				2019年8月期2Q ネン ガツキ				2020年8月期2Q ネン ガツキ				2020年8月期2Q ネン ガツキ				前年同期比 ゼンネン ドウキヒ		予算比 ヨサン ヒ



				実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ		予想 ヨソウ		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		53,224		-		50,000		-		48,859		-		91.8%		97.7%

		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		8,994		16.8%		-		-		6,891		14.1%		76.6%		-

		販売及び
一般管理費 ハンバイ オヨ イッパン カンリヒ		3,691		6.9%		-		-		3,909		8.0%		105.9%		-

		営業利益 エイギョウ リエキ		5,302		9.9%		3,200		6.4%		2,981		6.1%		56.2%		93.2%

		営業外収益 エイギョウガイ シュウエキ		145		0.2%		-		-		226		0.4%		155.9%		-

		営業外費用 エイギョウガイ ヒヨウ		717		1.3%		-		-		480		0.9%		66.9%		-

		経常利益 ケイジョウ リエキ		4,730		8.8%		2,750		5.5%		2,727		5.5%		57.7%		99.2%

		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		3,140		5.8%		1,700		3.4%		1,696		3.4%		54.0%		99.8%





セグメント

																（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

						2020年8月期2Q ネン ガツキ				2019年8月期2Q ネン ガツキ				2020年8月期2Q ネン ガツキ				前年同期比 ゼンネン ドウキ ヒ		予算比 ヨサン ヒ

						予算 ヨサン		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				50,000		-		53,224		-		48,859		-		91.8%		97.7%

				不動産分譲事業 フドウサン ブンジョウ ジギョウ		34,978		70.0%		29,274		55.0%		33,912		69.4%		115.8%		97.0%

				不動産販売事業 フドウサン ハンバイ ジギョウ		5,645		11.3%		15,284		28.7%		5,317		10.9%		34.8%		94.2%

				不動産請負事業 フドウサン ウケオイ ジギョウ		8,460		16.9%		7,317		13.7%		8,248		16.9%		112.7%		97.5%

				賃貸収入事業 チンタイ シュウニュウ ジギョウ		917		1.8%		1,348		2.5%		1,380		2.8%		102.4%		150.5%

		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ				7,182		14.4%		15,455		29.0%		6,891		14.1%		44.6%		95.9%

				不動産分譲事業 フドウサン ブンジョウ ジギョウ		5,351		15.3%		10,664		36.4%		4,817		14.2%		45.2%		90.0%

				不動産販売事業 フドウサン ハンバイ ジギョウ		700		12.4%		1,882		12.3%		708		13.3%		37.6%		101.1%

				不動産請負事業 フドウサン ウケオイ ジギョウ		868		10.3%		1,819		24.9%		744		9.0%		40.9%		85.7%

				賃貸収入事業 チンタイ シュウニュウ ジギョウ		264		28.8%		1,089		80.8%		620		44.9%		56.9%		235.0%

		営業利益 エイギョウ リエキ								5,302		10.0%		2,981		6.1%		56.2%		61.2%

				不動産分譲事業 フドウサン ブンジョウ ジギョウ						2,470		8.4%		2,913		8.6%		117.9%		101.8%

				不動産販売事業 フドウサン ハンバイ ジギョウ						3,020		19.8%		423		8.0%		14.0%		40.3%

				不動産請負事業 フドウサン ウケオイ ジギョウ						590		8.1%		481		5.8%		81.5%		72.3%

				賃貸収入事業 チンタイ シュウニュウ ジギョウ						509		37.8%		507		36.7%		99.6%		97.3%

				全社費用 ゼンシャ ヒヨウ						(1,288)		-		(1,344)		-		-		-





販管費

				2018年8月期 ネン ガツ キ				2019年8月期 ネン ガツ キ				前年同期比 ゼンネン ドウキヒ		増減理由 ゾウゲン リユウ

				実績 ジッセキ		売上対比 ウリアゲ タイヒ		実績 ジッセキ		売上対比 ウリアゲ タイヒ

		売上高 ウリアゲ ダカ		100,642,567,478				121,017,916,747		-

		販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパンカンリヒ		7,297,833,540		7.3%		7,899,011,523		6.5%		108.2%

		役員報酬		181,546,750		2.5%		204,773,340		2.6%		112.8%

		給与手当		1,298,741,253		17.8%		1,407,823,315		17.8%		108.4%		社員増加による。

		雑給 ザッキュウ		0		0.0%		647,084		0.0%		ERROR:#DIV/0!

		従業員賞与		233,537,108		3.2%		231,726,772		2.9%		99.2%

		退職金 タイショクキン		0		0.0%		0		0.0%		ERROR:#DIV/0!

		法定福利費		273,264,679		3.7%		291,844,176		3.7%		106.8%		社員増加による。

		福利厚生費		56,442,451		0.8%		65,950,923		0.8%		116.8%		社員増加による。

		賞与引当金繰入額		262,399,498		3.6%		267,234,893		3.4%		101.8%

		役員退職慰労引当金繰		0		0.0%		0		0.0%		ERROR:#DIV/0!

		退職給付債務繰入額		39,677,152		0.5%		41,173,333		0.5%		103.8%

		地代家賃		253,652,657		3.5%		358,309,878		4.5%		141.3%		各営業所出店による。 カク エイギョウショ シュッテン

		支払ﾘｰｽ料		41,349,129		0.6%		63,816,775		0.8%		154.3%		社員増加による。車両増加のため シャリョウ ゾウカ

		保険料		18,556,945		0.3%		18,822,218		0.2%		101.4%

		備品・消耗品費		59,806,115		0.8%		49,406,167		0.6%		82.6%		経費削減取組による。 ケイヒ サクゲン トリクミ

		租税公課		824,549,984		11.3%		876,098,410		11.1%		106.3%		MAIによる投資用不動産購入のため。 トウシヨウ フドウサン コウニュウ

		減価償却費		79,756,521		1.1%		88,869,348		1.1%		111.4%

		貸倒引当金繰入		30,548,901		0.4%		7,458,377		0.1%		24.4%

		貸倒損失 カシダオレ ソンシツ		158,480		0.0%		1,605,422		0.0%		1013.0%

		配達配送費		5,004,979		0.1%		5,266,795		0.1%		105.2%

		通信費		40,654,288		0.6%		41,026,343		0.5%		100.9%

		水道光熱費		34,026,374		0.5%		35,375,441		0.4%		104.0%

		支払手数料		84,187,105		1.2%		69,810,519		0.9%		82.9%

		仲介手数料		1,885,041,138		25.8%		2,263,357,431		28.7%		120.1%		分譲販売数増加及び、投資用不動産売却による。 ブンジョウ ハンバイ スウ ゾウカ オヨ トウシ ヨウ フドウサン バイキャク

		広告宣伝費		950,070,123		13.0%		787,053,658		10.0%		82.8%		MMP設立による内製化のため セツリツ ナイセイカ

		接待交際費		41,321,105		0.6%		76,353,902		1.0%		184.8%		25周年パーティー及び、年2回の決算パーティー開催による。 シュウネン オヨ ネン カイ ケッサン カイサイ

		諸会費		36,279,558		0.5%		52,811,517		0.7%		145.6%		Gマーク、システム関連による。 カンレン

		寄付金		3,450,000		0.0%		1,176,471		0.0%		34.1%

		会議費		4,381,939		0.1%		5,829,934		0.1%		133.0%

		管理諸費		115,115,372		1.6%		129,413,723		1.6%		112.4%		海外M&Aアドバイス等、弁護士費用の発生。 カイガイ ナド ベンゴシ ヒヨウ ハッセイ

		車両費		13,049,295		0.2%		11,298,663		0.1%		86.6%

		通勤交通費		49,513,982		0.7%		53,792,207		0.7%		108.6%		社員増加による。

		業務交通費		49,923,829		0.7%		58,462,889		0.7%		117.1%		社員増加による。

		求人費		144,890,355		2.0%		115,239,304		1.5%		79.5%		昨期からの削減による。 サク キ サクゲン

		ガソリン費		19,984,141		0.3%		27,780,805		0.4%		139.0%		社員増加による。

		複写費		59,000		0.0%		38,870		0.0%		65.9%

		備品費		36,328,291		0.5%		14,329,183		0.2%		39.4%		経費削減取組による。 ケイヒ サクゲン トリクミ

		社員研修費		35,024,935		0.5%		22,997,604		0.3%		65.7%		経費削減取組による。 ケイヒ サクゲン トリクミ

		修繕費		6,966,918		0.1%		4,537,498		0.1%		65.1%

		新聞図書費		1,632,806		0.0%		1,997,003		0.0%		122.3%

		雑費		9,835,258		0.1%		12,511,887		0.2%		127.2%

		商標権償却		17,780		0.0%		17,780		0.0%		100.0%

		監査費用		38,000,001		0.5%		35,000,000		0.4%		92.1%

		株主優待引当金繰入額		7,278,420		0.1%		8,022,504		0.1%		110.2%

		資産除去債務利息費用 シサン ジョキョ サイム リソク ヒヨウ		64,218		0.0%		13,388		0.0%		20.8%

		役退慰労引当金戻入額 ヤク タイ イロウ ヒキアテ キン モド イ ガク		0		0.0%		0		0.0%		ERROR:#DIV/0!

		研究開発費 ケンキュウ カイハツヒ		24,656,955		0.3%		82,848,021		1.0%		336.0%		S-CREW開発研究費等。 カイハツ ケンキュウ ヒ ナド

		のれん償却 ショウキャク		7,087,752		0.1%		7,087,752		0.1%		100.0%

														単位：百万円 タンイ ヒャクマンエン

				2018年8月期 ネン ガツ キ				2019年8月期 ネン ガツ キ				前年同期比 ゼンネン ドウキヒ		増減理由 ゾウゲン リユウ

				実績 ジッセキ		売上対比 ウリアゲ タイヒ		実績 ジッセキ		売上対比 ウリアゲ タイヒ

		販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパンカンリヒ		7,297		7.3%		7,899		6.5%		108.2%		-

		給与手当		1,298		17.8%		1,407		17.8%		108.4%		社員増加による。

		法定福利費		273		3.7%		291		3.7%		106.8%		社員増加による。

		福利厚生費		56		0.8%		65		0.8%		116.8%		社員増加による。

		地代家賃		253		3.5%		358		4.5%		141.3%		各営業所出店による。 カク エイギョウショ シュッテン

		支払ﾘｰｽ料		41		0.6%		63		0.8%		154.3%		社員増加による。車両増加のため シャリョウ ゾウカ

		備品・消耗品費		59		0.8%		49		0.6%		82.6%		経費削減取組による。 ケイヒ サクゲン トリクミ

		租税公課		824		11.3%		876		11.1%		106.3%		MAIによる投資用不動産購入のため。 トウシヨウ フドウサン コウニュウ

		仲介手数料		1,885		25.8%		2,263		28.7%		120.1%		分譲販売数増加及び、投資用不動産売却による。 ブンジョウ ハンバイ スウ ゾウカ オヨ トウシ ヨウ フドウサン バイキャク

		広告宣伝費		950		13.0%		787		10.0%		82.8%		MMP設立による内製化のため セツリツ ナイセイカ

		接待交際費		41		0.6%		76		1.0%		184.8%		25周年パーティー及び、年2回の決算パーティー開催による。 シュウネン オヨ ネン カイ ケッサン カイサイ

		諸会費		36		0.5%		52		0.7%		145.6%		Gマーク、システム関連による。 カンレン

		管理諸費		115		1.6%		129		1.6%		112.4%		海外M&Aアドバイス等、弁護士費用の発生。 カイガイ ナド ベンゴシ ヒヨウ ハッセイ

		通勤交通費		49		0.7%		53		0.7%		108.6%		社員増加による。

		業務交通費		49		0.7%		58		0.7%		117.1%		社員増加による。

		求人費		144		2.0%		115		1.5%		79.5%		昨期からの削減による。 サク キ サクゲン

		ガソリン費		19		0.3%		27		0.4%		139.0%		社員増加による。

		備品費		36		0.5%		14		0.2%		39.4%		経費削減取組による。 ケイヒ サクゲン トリクミ

		社員研修費		35		0.5%		22		0.3%		65.7%		経費削減取組による。 ケイヒ サクゲン トリクミ

		研究開発費 ケンキュウ カイハツヒ		24		0.3%		82		1.0%		336.0%		S-CREW開発研究費等。 カイハツ ケンキュウ ヒ ナド





営業外収益・費用

														単位：百万円 タンイ ヒャクマンエン

				2018年8月期 ネン ガツ キ				2019年8月期 ネン ガツ キ				前年同期比 ゼンネン ドウキヒ		増減理由 ゾウゲン リユウ

				実績 ジッセキ		売上対比 ウリアゲ タイヒ		実績 ジッセキ		売上対比 ウリアゲ タイヒ

		営業外収益 エイギョウガイ シュウエキ		206		0.20%		183		0.15%		88.8%

		受取利息 ウケトリ リソク		15		0.02%		21		0.02%		136.5%

		為替差益 カワセ サエキ		43		0.04%		0		-		-

		その他 タ		146		0.14%		161		0.13%		109.9%

		営業外費用 エイギョウガイ ヒヨウ		630		0.63%		1,193		0.99%		189.4%

		支払利息 シハライ リソク		394		0.39%		534		0.44%		135.6%		融資の増加による。 ユウシ ゾウカ

		融資等手数料 ユウシ ナド テスウリョウ		162		0.16%		518		0.43%		319.6%		融資の増加による。 ユウシ ゾウカ

		その他 タ		73		0.07%		140		0.11%		190.1%

				2018年8月期 ネン ガツ キ				2019年8月期 ネン ガツ キ

				実績 ジッセキ		売上対比 ウリアゲ タイヒ		実績 ジッセキ		売上対比 ウリアゲ タイヒ

		売上高 ウリアゲ ダカ		100,642,567,478		-		121,017,916,747		-

		営業外収益

		受取利息		15,911,504		0.02%		21,714,872		0.02%

		受取配当金 ウケトリ ハイトウキン		323,385		0.00%		2,055,500		0.00%

		為替差益		43,432,870		0.04%		0		0.00%

		解約手付金収入 カイヤク テツケ キン シュウニュウ		15,700,000		0.02%		12,800,000		0.01%

		保険代理店収入		8,401,238		0.01%		9,283,193		0.01%

		紹介手数料 ショウカイ テスウリョウ		28,196,289		0.03%		32,640,178		0.03%

		その他 タ		94,161,653		0.09%		104,565,834		0.09%

		営業外収益 エイギョウガイ シュウエキ		206,126,939		0.20%		183,059,577		0.15%

		支払利息		394,119,074		0.39%		534,379,687		0.44%

		融資等手数料 ユウシトウ テスウリョウ		162,286,277		0.16%		518,741,420		0.43%

		貸倒引当金繰入額		22,163,964		0.02%		881,087		0.00%

		ﾃﾞﾘﾊﾞﾃｨﾌﾞ評価損 ヒョウカ ソン		0		0.00%		0		0.00%

		その他 タ		51,504,492		0.05%		139,163,311		0.11%

		営業外費用 エイギョウガイ ヒヨウ		630,073,807		0.63%		1,193,165,505		0.99%





BS

																（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン								2019年8月期 ネン ガツ キ																2020年8月期2Q ネン ガツ キ

				2019年8月期4Q ネン ヘイネン ガツキ		2020年8月期2Q ネン ヘイネン ガツキ		増減 ゾウゲン						2019年8月期4Q ネン ガツキ		2020年8月期2Q ネン ガツキ		増減 ゾウゲン						固定資産 コテイ シサン		28,656														固定資産 コテイ シサン		28,658

		流動資産 リュウドウ シサン		99,263		105,599		106.4%				負債 フサイ		84,815		89,918		106.0%						流動資産 リュウドウ シサン		99,263														流動資産 リュウドウ シサン		105,599

		現金及び預金 ゲンキン オヨ ヨキン		25,048		17,529		70.0%				流動負債 リュウドウ フサイ		45,047		48,219		107.0%						純資産 ジュンシサン				43,103												純資産 ジュンシサン				44,339

		受取手形及び売掛金 ウケトリ テガタ オヨ ウリカケ キン		4,583		5,609		122.4%				短期借入金 タンキ カリイレ キン		23,712		31,189		131.5%						固定負債 コテイ フサイ				39,768												固定負債 コテイ フサイ				41,699

		販売用不動産 ハンバイヨウ フドウサン		27,897		33,608		120.5%				1年以内返済予定長期借入金
1年以内償還予定社債 ネン イナイ ヘンサイ ヨテイ チョウキ カリイレ キン ネン イナイ ショウカン ヨテイ シャサイ		7,642		5,101		66.7%						流動負債 リュウドウ フサイ				45,047												流動負債 リュウドウ フサイ				48,219

		仕掛販売用不動産 シカカリ ハンバイヨウ フドウサン		38,045		44,012		115.7%				その他 タ		13,691		11,928		87.1%								127,919		127,919														134,257		134,257

		未成工事支出金 ミセイコウジ シシュツキン		870		1,088		125.1%				固定負債 コテイ フサイ		39,768		41,699		104.9%

		その他 タ		2,843		3,803		133.8%				社債
転換社債型新株予約権付社債 シャサイ テンカン シャサイガタ シンカブヨヤクケン ツキ シャサイ		14,239		13,920		97.8%

		貸倒引当金 カシダオレ ヒキアテ キン		(27)		(78)		-				長期借入金 チョウキ カリイレ キン		23,681		25,832		109.1%

		固定資産 コテイ シサン		28,656		28,658		100.0%				その他 タ		1,847		1,945		105.3%

		有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン		18,974		19,052		100.4%				純資産 ジュンシサン		43,103		44,339		102.9%

		無形固定資産 ムケイ コテイ シサン		711		766		107.7%				株主資本 カブヌシ シホン		41,560		42,747		102.9%

		投資その他の資産 トウシ タ シサン		8,969		8,839		98.6%				その他 タ		1,543		1,591		103.1%

		資産合計 シサン ゴウケイ		127,919		134,258		105.0%				負債・純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ		127,919		134,258		105.0%















																						自己資本比率 ジコ シホン ヒリツ				2019年8月期 ネン ガツ キ				2020年8月期2Q ネン ガツ キ

																										32.4%				31.7%



2019年8月期貸借対照表



固定資産	

28656	流動資産	

99263	純資産	

43103	固定負債	

39768.400000000001	流動負債	

45047.4	



2020年8月期2Q時点貸借対照表



固定資産	[系列名]

[値]





28658	流動資産	[系列名]
[値]

105599	純資産	[系列名]
[値]

44339	固定負債	[系列名]
 [値]

41699	流動負債	[系列名]
 [値]

48219	



たな卸内訳



				事業 ジギョウ		区分 クブン		完成/未成 カンセイ ミセイ		棟数 トウ スウ		契約済棟数 ケイヤク スミ トウ スウ		たな卸し金額 オロ キンガク

		三栄建築設計 サンエイ ケンチク セッケイ		戸建分譲事業 コダ ブンジョウ ジギョウ		戸建 コダ		販売用不動産 ハンバイ ヨウ フドウサン		324				12,096,480,355

		三栄建築設計 サンエイ ケンチク セッケイ		アパート		アパート		販売用不動産 ハンバイヨウ フドウサン		23				1,360,566,216

		三栄建築設計 サンエイ ケンチク セッケイ		ロサンゼルス		アパート		販売用不動産 ハンバイ ヨウ フドウサン		1				0

		三栄建築設計 サンエイ ケンチク セッケイ		戸建分譲 コダ ブンジョウ		戸建 コダ		仕掛用販売不動産 シカカリ ヨウ ハンバイ フドウサン		716				19,418,038,931

		三栄建築設計 サンエイ ケンチク セッケイ		アパート		アパート		仕掛用販売不動産 シカカリ ヨウ ハンバイ フドウサン		105				3,379,463,298		白金ホテル含む シロガネ フク

		三栄建築設計 サンエイ ケンチク セッケイ		請負/注文完成 ウケオイ チュウモン カンセイ		注文/請負 チュウモン ウケオイ		未成工事支出金 ミセイコウジ シシュツキン		21				265,083,136

		三栄建築設計 サンエイ ケンチク セッケイ		請負/注文仕掛 ウケオイ チュウモン シカカリ		注文/請負 チュウモン ウケオイ		未成工事支出金 ミセイコウジ シシュツキン		146				511,291,629

				合計 ゴウケイ						1336				37,030,923,565

				投資目的 トウシ モクテキ		収益売買 シュウエキ バイバイ		販売用不動産 ハンバイ ヨウ フドウサン		15				6,032,209,712		名古屋MS1 ナゴヤ		LS投資1 トウシ

		三栄建築設計 サンエイ ケンチク セッケイ		棚卸資産合計 タナオロシ シサン ゴウケイ										43,063,133,277

		MAI		アパート		アパート		販売用不動産 ハンバイヨウフドウサン		0				0

		MAI		アパート		アパート		仕掛用販売不動産 シカカリ ヨウ ハンバイ フドウサン		30				1,001,220,901

		MAI		投資目的 トウシ モクテキ		収益売買 シュウエキ バイバイ		販売用不動産 ハンバイ ヨウ フドウサン		13				5,807,270,124

				投資目的 トウシ モクテキ		ホテル		仕掛用販売不動産 シカカリ ヨウ ハンバイ フドウサン		2				4,270,786,645		福岡中央区天神ホテル フクオカ チュウオウク テンジン		天王寺ホテル用地

		MAI		棚卸資産合計 タナオロシ シサン ゴウケイ										11,079,277,670

		シード平和 ヘイワ		ワンルームマンション他 ホカ		ワンルームマンション		仕掛販売用不動産 シカカリ ハンバイヨウ フドウサン		21				6,739,831,540		プロジェクト数 スウ

		シード平和 ヘイワ		戸建分譲事業 コダ ブンジョウ ジギョウ		戸建 コダ		販売用不動産 ハンバイヨウフドウサン		28				963,819,884

		シード平和 ヘイワ		戸建分譲事業 コダ ブンジョウ ジギョウ		戸建 コダ		仕掛販売用不動産 シカカリ ハンバイヨウ フドウサン		50				3,234,482,026

		シード平和 ヘイワ		投資目的 トウシ モクテキ		収益売買 シュウエキ バイバイ		販売用不動産 ハンバイヨウフドウサン		5				1,418,769,379

		シード平和 ヘイワ		営繕工事等 エイゼン コウジ ナド		営繕工事等 エイゼン コウジ ナド		未成工事支出金 ミセイコウジ シシュツキン						94,622,000

														12,451,524,829

		アメリカ		アパート		収益売買 シュウエキ バイバイ		販売不動産 ハンバイフドウサン		5				283,214,748

		アメリカ		棚卸資産合計 タナオロシシサン ゴウケイ										283,214,748

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

																						戸建分譲 コダ ブンジョウ				アパート分譲 ブンジョウ				戸建・注文/請負 コダ チュウモン ウケオイ		収益不動産売買 シュウエキ フドウサン バイバイ				マンション				営繕工事等 エイゼン コウジ ナド		たな卸し資産計 オロ シサン 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

																				三栄建築設計 サンエイ ケンチク セッケイ		19,418		12,096		3,379		1,360		776		0		6,032		0		0		0		43,063

																				MAI		0		0		1,001		0		0		4,271		5,807		0		0		0		11,079

																				シード平和 ヘイワ		3,234		963		0		0		0		0		1,418		6,739		0		94		12,453

																				MIROA		0		0		0		0		0		0		283		0		0		0		283

																				連結調整 レンケツ チョウセイ		0		0		0		0		0		0		-64		0		0		0		(64)

																				合計 ゴウケイ		22,653		13,060		4,381		1,360		776		4,271		13,476		6,739		0		94		66,814

																				三栄建築設計 サンエイ ケンチク セッケイ								MAI								シード平和 ヘイワ						MIROA						連結 レンケツ

																				戸建分譲 コダ ブンジョウ		31,515						アパート分譲 ブンジョウ		1,001						戸建分譲 コダ ブンジョウ		4,198				収益不動産 シュウエキ フドウサン		283				戸建分譲 コダ ブンジョウ		35,713

																				アパート分譲 ブンジョウ		4,739						収益不動産売買 シュウエキ フドウサン バイバイ		10,078						収益不動産売買 シュウエキ フドウサン バイバイ		1,354										アパート分譲 ブンジョウ		5,741

																				戸建・注文/請負 コダ チュウモン ウケオイ		776														マンション		6,739										戸建・注文/請負 コダ チュウモン ウケオイ		776

																				収益不動産売買 シュウエキ フドウサン バイバイ		6,032														営繕工事 エイゼン コウジ		94										収益不動産売買 シュウエキ フドウサン バイバイ		17,747

																																																マンション		6,739

																																																営繕工事 エイゼン コウジ		94

						1Q		2Q		3Q		4Q

				売上累計 2016年8月期 ウリアゲ ルイケイ ネン ガツキ		9,885		25,898		41,428		72,626

				売上累計 2017年8月期 ウリアゲ ルイケイ ネン ガツキ		12,121		33,754		54,749		100,572

				売上累計 2018年8月期 ウリアゲ ルイケイ ネン ガツキ		15,861		38,537		59,356		100,642

				売上累計 2019年8月期 ウリアゲ ルイケイ ネン ガツ キ		28,913		53,224		79,427		121,017

				たな卸在庫 2016年8月期 ネン ガツキ		22,807		29,625		43,094		34,855

				たな卸在庫 2017年8月期 ネン ガツキ		43,591		45,338		49,426		34,080

				たな卸在庫 2018年8月期 ネン ガツキ		49,238		57,170		75,692		66,551

				たな卸在庫 2019年8月期 ネン ガツキ		76,753		82,673		87,395		66,814



三栄建築設計　たな卸し資産の内訳





戸建分譲	アパート分譲	戸建・注文/請負	収益不動産売買	31514.800000000003	4739.3999999999996	776.3	6032.2	



MAI　たな卸し資産の内訳





アパート分譲	収益不動産売買	1001.2	10077.6	



シード平和　たな卸し資産の内訳





戸建分譲	収益不動産売買	マンション	営繕工事	4197.93	1354	6739.45	94	



MIROA　たな卸し資産の内訳







収益不動産	283	



メルディアグループ　たな卸し資産の内訳





戸建分譲	アパート分譲	戸建・注文/請負	収益不動産売買	マンション	営繕工事	35712.730000000003	5740.6	776.3	17746.800000000003	6739.45	94.44	



売上累計 2016年8月期	

1Q	2Q	3Q	4Q	9885	25898	41428	72626	売上累計 2017年8月期	

1Q	2Q	3Q	4Q	12121	33754	54749	100572	売上累計 2018年8月期	

1Q	2Q	3Q	4Q	15861	38537	59356	100642	売上累計 2019年8月期	

1Q	2Q	3Q	4Q	28913	53224	79427	121017	たな卸在庫 2016年8月期	

1Q	2Q	3Q	4Q	22807	29625	43094	34855	たな卸在庫 2017年8月期	

1Q	2Q	3Q	4Q	43591	45338	49426	34080	たな卸在庫 2018年8月期	

1Q	2Q	3Q	4Q	49238	57170	75692	66551	たな卸在庫 2019年8月期	

1Q	2Q	3Q	4Q	76753	82673	87395	66814	









CF

		 		営業ＣＦ エイギョウ		投資ＣＦ トウシ		財務ＣＦ ザイム

				(27,827)		(6,799)		36,078										営業活動によるキャッシュフロー エイギョウ カツドウ

				(5,514)		(4,181)		6,741



営業ＣＦ	

-27827	-5514	投資ＣＦ	

-6799	-4181	財務ＣＦ	

36078	6741	









配当

				2016年8月期 ネン ガツ キ		2017年8月期 ネン ガツ キ		2018年8月期 ネン ガツ キ		2019年8月期 ネン ガツ キ		2020年8月期 ネン ガツ キ

												（目標） モクヒョウ

		１株当たり配当金（円） カブ ア ハイトウキン エン		33.0		44.0		48.0		48.0		48.0

		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		198.92		284.70		244.20		286.04		306.36

		配当性向（％） ハイトウ セイコウ		16.6		15.5		19.7		16.8		15.7

		純資産配当率（％） ジュンシサン ハイトウ リツ		2.7		3.1		2.6		2.9		-

		 		1株当たり当期純利益（円） エン		1株当たり配当金（円） ハイトウ キン エン		配当性向（％） ハイトウ セイコウ		純資産配当率（％） ジュンシサン ハイトウ リツ

		2016年8月期 ネン ガツキ		198.92		33		16.6		2.7

		2017年8月期 ネン ガツキ		284.70		44		15.5		3.1

		2018年8月期 ネン ガツキ		244.24		48		19.7		2.6

		2019年8月期 ネン ガツキ		286.04		48		16.8		2.9

		2020年8月期E ネン ガツキ		306.36		48		15.7







1株当たり当期純利益（円）	

2016年8月期	2017年8月期	2018年8月期	2019年8月期	2020年8月期E	198.92	284.7	244.24	286.04000000000002	306.36	1株当たり配当金（円）	

2016年8月期	2017年8月期	2018年8月期	2019年8月期	2020年8月期E	33	44	48	48	48	配当性向（％）	

2016年8月期	2017年8月期	2018年8月期	2019年8月期	2020年8月期E	16.600000000	000001	15.5	19.7	16.8	15.7	純資産配当率（％）	2016年8月期	2017年8月期	2018年8月期	2019年8月期	2020年8月期E	2.7	3.1	2.6	2.9	











業績予想

		（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

				2018年8月期 ネン ガツキ		2019年8月期 ネン ガツキ				20120年8月期 ネン ガツキ



				実績 ジッセキ		実績 ジッセキ		増減 ゾウゲン		予想 ヨソウ		増減 ゾウゲン

		売上高 ウリアゲ ダカ		100,642		121,017		20.2%		135,000		11.6%

		営業利益 エイギョウ リエキ		8,179		10,441		27.7%		11,350		8.7%

		経常利益 ケイジョウ リエキ		7,755		9,431		21.6%		10,400		10.3%

		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		5,182		6,068		17.1%		6,500		7.1%





		（1株当たり指標、配当性向） カブ ア シヒョウ ハイトウ セイコウ						（単位：円 銭） セン

				2018年8月期 ネン ガツキ		2019年8月期 ネン ガツキ				2020年8月期 ネン ガツキ



				実績 ジッセキ		実績 ジッセキ		増減 ゾウゲン		予想 ヨソウ		増減 ゾウゲン

		1株当たり当期純利益 カブ ア トウキ ジュンリエキ		244.24		286.04		-		306.36		-

		1株当たり配当金 カブ ア ハイトウキン		48.0		48.0		0.0		48.0		0.0

		配当性向 ハイトウ セイコウ		19.7%		16.8%		-		15.7%		-





中長期グラフ

				2016年8月期
（実績） ネン ガツキ ジッセキ		2017年8月期
（実績） ネン ガツキ ジッセキ		2018年8月期
（実績） ネン ガツキ ジッセキ		2019年8月期
（実績） ネン ガツキ ジッセキ		2020年8月期
（予想） ネン ガツキ ヨソウ		2021年8月期
（予想） ネン ガツキ ヨソウ

		売上高 ウリアゲ ダカ		72,626		100,572		100,642		121,017		135,000		150,000

		経常利益 ケイジョウ リエキ		7,065		9,120		7,755		9,431		10,400		12,500

		経常利益 ケイジョウ リエキ		9.7%		9.1%		7.7%		7.7%		7.7%		8.3%

		単位：百万円 タンイ ヒャクマンエン



メルディアグループの成長（



売上高	

2016年8月期	
（実績）	2017年8月期	
（実績）	2018年8月期	
（実績）	2019年8月期	
（実績）	2020年8月期	
（予想）	2021年8月期	
（予想）	72626	100572	100642	121017	135000	150000	経常利益	

2016年8月期	
（実績）	2017年8月期	
（実績）	2018年8月期	
（実績）	2019年8月期	
（実績）	2020年8月期	
（予想）	2021年8月期	
（予想）	7065	9120	7755	9431	10400	12500	経常利益	

2016年8月期	
（実績）	2017年8月期	
（実績）	2018年8月期	
（実績）	2019年8月期	
（実績）	2020年8月期	
（予想）	2021年8月期	
（予想）	9.7000000000000003E-2	9.0999999999999998E-2	7.6999999999999999E-2	7.6999999999999999E-2	7.6999999999999999E-2	8.3333333333333329E-2	











Sheet2
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自己資本比率と貸借対照表の推移
■ 流動負債・固定負債が増加したことにより自己資本比率0.7pt低下。

過去4期間の貸借対照表推移
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たな卸資産の状況

（百万円）

12,121 33,754 54,749 100,572 

15,861 

38,537 

59,356 

100,642 

28,913 

53,224 

79,427 

121,017 

21,518 

48,859 

135,000 

43,591 45,338 49,426 

34,080 

49,238 
57,170 

75,692 
66,551 76,753 

82,673 
87,395 

66,814 

77,145 78,708 

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

1Q 2Q 3Q 4Q
売売売売 2017売 8売売 売売売売 2018売 8売売 売売売売 2019売 8売売 売売売売 2020売 8売売

たな卸在庫 2017年8月期 たな卸在庫 2018年8月期 たな卸在庫 2019年8月期 たな卸在庫 2020年8月期

（予想）

■ 戸建分譲事業における在庫は順調に確保できている状況。
■ 前年同期において、たな卸し資産を比較をすると減少している。
戸建分譲事業において、前年より+107件引渡しがされているからである。

15
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連結キャッシュフロー計算書

16

(14,834) (13,634)

(2,510)

591 

7,451 
6,227 

(15,000)

(10,000)

(5,000)

0

5,000

10,000
営業ＣＦ 投資ＣＦ 財務ＣＦ

2019年8月期 2Q 2020年8月期 2Q

（単位：百万円）

【 営 業 活 動 キャッシュ・フロー 】 △13,634
税 引 前 当 期 純 利 益 2,727
減 価 償 却 費 288
売 上 債 権 の 増 加 △1,025
た な 卸 資 産 の 増 加 △11,905
法 人 税 等 の 支 払 額 △309

【 投 資 活 動 キャッシュ・フロー 】 591
定 期 預 金 の 純 増 693
有形固定資産の取得による支出 △215
関 連 会 社 貸 付 金 純 増 △441

【 財 務 活 動 キャッシュ・フロー 】 6,227

短 期 借 入 金 の 純 増 7,468

長 期 借 入 金 の 純 増 △313

配 当 金 の 支 払 額 △509

（単位：百万円）

現金及び現金同等物の四半期末残高 16,984
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配当の状況
■今期は開示している配当政策（15％～20％）の範囲内、15.7％を目指す。
■前期より株主利益還元機会充実のため『中間配当』（24円/24円）を実施。

（単位：円） （単位：％）

2020年8月期
（目標）

１株当たり配当金（円） 33.0 44.0 48.0 48.0 48.0

１株当たり当期純利益（円） 198.92 284.70 244.20 286.04 306.36

配当性向（％） 16.6 15.5 19.7 16.8 15.7

純資産配当率（％） 2.7 3.1 2.9 2.6 -

2019年8月期2018年8月期2017年8月期2016年8月期

198.92

284.70

244.24

286.04
306.36

33
44 48 48 48

16.6
15.5

19.7

16.8
15.7

0

5

10

15

20

25

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

300.00

350.00

2016年8月期 2017年8月期 2018年8月期 2019年8月期 2020年8月期E

1株当たり当期純利益（円） 1株当たり配当金（円） 売売売売売売売 売売売売売売売売売
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業ト_売上推移

												単位：百万円 タンイ ヒャクマンエン

				2016年8月期
2Q ネン ガツ キ		2017年8月期
2Q ネン ガツ キ		2018年8月期
2Q ネン ガツ キ		2019年8月期
2Q ネン ガツ キ		2020年8月期
2Q ネン ガツ キ

		売上高 ウリアゲ ダカ		25,898		33,754		38,537		53,224		48,859

		経常利益 ケイジョウ リエキ		2,161		2,722		2,255		4,730		2,727

		経常利益率 ケイジョウ リエキ リツ		8.3%		8.1%		5.9%		8.9%		5.6%



業績の推移



売上高	

2016年8月期	
2Q	2017年8月期	
2Q	2018年8月期	
2Q	2019年8月期	
2Q	2020年8月期	
2Q	25898	337	54	38537	53224	48859	経常利益	

2016年8月期	
2Q	2017年8月期	
2Q	2018年8月期	
2Q	2019年8月期	
2Q	2020年8月期	
2Q	2161	2722	2255	4730	2727	経常利益率	

2016年8月期	
2Q	2017年8月期	
2Q	2018年8月期	
2Q	2019年8月期	
2Q	2020年8月期	
2Q	8.344273689087961E-2	8.0642294246607807E-2	5.8515193190959339E-2	8.8869682849842174E-2	5.5813667901512515E-2	











業ト_売上クウォータ

				2015年8月期
 ネン ガツ キ				2016年8月期
 ネン ガツ キ				2017年8月期
 ネン ガツ キ				2018年8月期
 ネン ガツ キ				2019年8月期
 ネン ガツ キ				2020年8月期
 ネン ガツ キ																		2015年8月期
 ネン ガツ キ		2016年8月期
 ネン ガツ キ		2017年8月期
 ネン ガツ キ		2018年8月期
 ネン ガツ キ		2019年8月期 ネン ガツ キ		2020年8月期 ネン ガツ キ

		1Q		10.688982		1Q		9.885197		1Q		12.121629		1Q		15.861818		1Q		28.913364		1Q		21,518,943																1Q		10.688982		9.885197		12.121629		15.861818		28.913364		21,518,943

		2Q		12.844319		2Q		16.012885		2Q		21.632497		2Q		22.675256		2Q		24.311248		2Q		27,340,323																2Q		23.533301		25.898082		33.754126		38.537074		53.224612		48,859,266

		3Q		15.097322		3Q		15.530637		3Q		20.995360		3Q		20.819818		3Q		26.202688		3Q-4Q		86,140,734																3Q		38.630623		41.428719		54.749486		59.356892		79.427300

		4Q		25.078943		4Q		31.197933		4Q		45.822694		4Q		41.285675		4Q		41.590616																				4Q		63.709566		72.626652		100.572180		100.642567		121.017916		135,387,024

		通期 ツウキ		63.709566		通期 ツウキ		72.626652		通期 ツウキ		100.57218		通期 ツウキ		100.642567		通期 ツウキ		121.017916		通期 ツウキ		135,000,000																通期 ツウキ

				〇				〇				〇				〇				〇



				2015年8月期
 ネン ガツ キ		2016年8月期
 ネン ガツ キ		2017年8月期
 ネン ガツ キ		2018年8月期
 ネン ガツ キ		2019年8月期
 ネン ガツ キ

		1Q		10,689		9,885		12,122		15,862		28,913

		2Q		12,844		16,013		21,632		22,675		24,311

		3Q		15,097		15,531		2,100		20,820		26,203

		4Q		25,079		31,198		45,823		41,286		41,591

		通期 ツウキ		63,710		72,627		10,057		100,643		12,102



		(単位：百万円) タンイ ヒャクマンエン





2015年8月期	
	

1Q	2Q	3Q	4Q	10.688981999999999	12.844319000000002	15.097321999999998	25.078943000000002	





2016年8月期	
	

1Q	2Q	3Q	4Q	9.8851969999999998	16.012884999999997	15.530637000000002	31.197933000000006	





2017年8月期	
	

1Q	2Q	3Q	4Q	12.121629	21.632497000000001	20.995359999999998	45.822694000000006	





2018年8月期	
	

1Q	2Q	3Q	4Q	15.861818	22.675255999999997	20.819818000000005	41.285674999999998	





2019年8月期	
	

1Q	2Q	3Q	4Q	28.913364000000001	24.311247999999999	26.202688000000002	41.590615999999997	



四半期ごとの売上推移



1Q	

2015年8月期	
	2016年8月期	
	2017年8月期	
	2018年8月期	
	2019年8月期	
	10688.982	9885.1970000000001	12121.629000000001	15861.817999999999	28913.364000000001	2Q	

2015年8月期	
	2016年8月期	
	2017年8月期	
	2018年8月期	
	2019年8月期	
	12844.319	16012.885	21632.496999999999	22675.256000000001	24311.248	3Q	

2015年8月期	
	2016年8月期	
	2017年8月期	
	2018年8月期	
	2019年8月期	
	15097.322	15530.637000000001	2099.5360000000001	20819.817999999999	26202.687999999998	4Q	

2015年8月期	
	2016年8月期	
	2017年8月期	
	2018年8月期	
	2019年8月期	
	25078.942999999999	31197.933000000001	45822.694000000003	41285.675000000003	41590.616000000002	









2020年8月期	
	

1Q	2Q	3Q-4Q	21518943	27340323	86140734	





業ト_販売件数

		戸建分譲引渡し件数推移 コダテ ブンジョウ ヒキワタ ケンスウ スイイ								請負住宅引渡し件数推移 ウケオイ ジュウタク ヒキワタ ケンスウ スイイ								仲介契約件数推移

		2017年8月期（実績） ネン ガツ キ ジッセキ		2018年8月期（実績） ネン ガツ キ ジッセキ		2019年8月期（実績） ネン ガツ キ ジッセキ		2020年8月期（予想） ネン ガツ キ ヨソウ		2017年8月期 ネン ガツ キ		2018年8月期 ネン ガツ キ		2019年8月期 ネン ガツ キ				2018年8月期 ネン ガツ キ		2019年8月期 ネン ガツ キ

		1,486		1,279		1,600		2,150		423		454		327		グループ		179		284

																他社・個人 タシャ コジン		51		76

																		230		360



戸建分譲引渡し件数推移





2017年8月期（実績）	2018年8月期（実績）	2019年8月期（実績）	1486	1279	1600	





請負住宅引渡し件数推移





2017年8月期	2018年8月期	2019年8月期	423	454	327	





仲介件数推移



グループ	

2018年8月期	2019年8月期	179	284	他社・個人	

2018年8月期	2019年8月期	51	76	







戸建分譲引渡し件数推移





2018年8月期（実績）	2019年8月期（実績）	2020年8月期（予想）	1279	1600	2150	







販売件数分解

		2019年8月期 ネン ガツ キ

						引渡し件数 ヒキワタ ケンスウ		販売価格（百万円） ハンバイ カカク ヒャクマンエン

		三栄 サンエイ		2F		720		31,664

		三栄 サンエイ		3F		748		31,361

		MAI（三建残） サン タツル ザン		2F		7		241

		MAI（三建残） サン タツル ザン		3F		0		0

		シード平和 ヘイワ		2F		96		3,641

		シード平和 ヘイワ		3F		29		1,026

		戸建分譲計 コダ ブンジョウ ケイ				1,600		67,933

		土地 トチ

		三栄 サンエイ

		MAI				15		121

		シード				10		183





P L

		利益率なし リエキ リツ

														（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

				2019年8月期2Q ネン ガツキ				2020年8月期2Q ネン ガツキ				2020年8月期2Q ネン ガツキ				前年同期比 ゼンネン ドウキヒ		予算比 ヨサン ヒ



				実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ		予想 ヨソウ		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		53,224		-		50,000		-		48,859		-		91.8%		97.7%

		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		8,994		16.8%		-		-		6,891		14.1%		76.6%		-

		販売及び
一般管理費 ハンバイ オヨ イッパン カンリヒ		3,691		6.9%		-		-		3,909		8.0%		105.9%		-

		営業利益 エイギョウ リエキ		5,302		9.9%		3,200		6.4%		2,981		6.1%		56.2%		93.2%

		営業外収益 エイギョウガイ シュウエキ		145		0.2%		-		-		226		0.4%		155.9%		-

		営業外費用 エイギョウガイ ヒヨウ		717		1.3%		-		-		480		0.9%		66.9%		-

		経常利益 ケイジョウ リエキ		4,730		8.8%		2,750		5.5%		2,727		5.5%		57.7%		99.2%

		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		3,140		5.8%		1,700		3.4%		1,696		3.4%		54.0%		99.8%





セグメント

																（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

						2020年8月期2Q ネン ガツキ				2019年8月期2Q ネン ガツキ				2020年8月期2Q ネン ガツキ				前年同期比 ゼンネン ドウキ ヒ		予算比 ヨサン ヒ

						予算 ヨサン		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				50,000		-		53,224		-		48,859		-		91.8%		97.7%

				不動産分譲事業 フドウサン ブンジョウ ジギョウ		34,978		70.0%		29,274		55.0%		33,912		69.4%		115.8%		97.0%

				不動産販売事業 フドウサン ハンバイ ジギョウ		5,645		11.3%		15,284		28.7%		5,317		10.9%		34.8%		94.2%

				不動産請負事業 フドウサン ウケオイ ジギョウ		8,460		16.9%		7,317		13.7%		8,248		16.9%		112.7%		97.5%

				賃貸収入事業 チンタイ シュウニュウ ジギョウ		917		1.8%		1,348		2.5%		1,380		2.8%		102.4%		150.5%

		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ				7,182		14.4%		15,455		29.0%		6,891		14.1%		44.6%		95.9%

				不動産分譲事業 フドウサン ブンジョウ ジギョウ		5,351		15.3%		10,664		36.4%		4,817		14.2%		45.2%		90.0%

				不動産販売事業 フドウサン ハンバイ ジギョウ		700		12.4%		1,882		12.3%		708		13.3%		37.6%		101.1%

				不動産請負事業 フドウサン ウケオイ ジギョウ		868		10.3%		1,819		24.9%		744		9.0%		40.9%		85.7%

				賃貸収入事業 チンタイ シュウニュウ ジギョウ		264		28.8%		1,089		80.8%		620		44.9%		56.9%		235.0%

		営業利益 エイギョウ リエキ								5,302		10.0%		2,981		6.1%		56.2%		61.2%

				不動産分譲事業 フドウサン ブンジョウ ジギョウ						2,470		8.4%		2,913		8.6%		117.9%		101.8%

				不動産販売事業 フドウサン ハンバイ ジギョウ						3,020		19.8%		423		8.0%		14.0%		40.3%

				不動産請負事業 フドウサン ウケオイ ジギョウ						590		8.1%		481		5.8%		81.5%		72.3%

				賃貸収入事業 チンタイ シュウニュウ ジギョウ						509		37.8%		507		36.7%		99.6%		97.3%

				全社費用 ゼンシャ ヒヨウ						(1,288)		-		(1,344)		-		-		-





販管費

				2018年8月期 ネン ガツ キ				2019年8月期 ネン ガツ キ				前年同期比 ゼンネン ドウキヒ		増減理由 ゾウゲン リユウ

				実績 ジッセキ		売上対比 ウリアゲ タイヒ		実績 ジッセキ		売上対比 ウリアゲ タイヒ

		売上高 ウリアゲ ダカ		100,642,567,478				121,017,916,747		-

		販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパンカンリヒ		7,297,833,540		7.3%		7,899,011,523		6.5%		108.2%

		役員報酬		181,546,750		2.5%		204,773,340		2.6%		112.8%

		給与手当		1,298,741,253		17.8%		1,407,823,315		17.8%		108.4%		社員増加による。

		雑給 ザッキュウ		0		0.0%		647,084		0.0%		ERROR:#DIV/0!

		従業員賞与		233,537,108		3.2%		231,726,772		2.9%		99.2%

		退職金 タイショクキン		0		0.0%		0		0.0%		ERROR:#DIV/0!

		法定福利費		273,264,679		3.7%		291,844,176		3.7%		106.8%		社員増加による。

		福利厚生費		56,442,451		0.8%		65,950,923		0.8%		116.8%		社員増加による。

		賞与引当金繰入額		262,399,498		3.6%		267,234,893		3.4%		101.8%

		役員退職慰労引当金繰		0		0.0%		0		0.0%		ERROR:#DIV/0!

		退職給付債務繰入額		39,677,152		0.5%		41,173,333		0.5%		103.8%

		地代家賃		253,652,657		3.5%		358,309,878		4.5%		141.3%		各営業所出店による。 カク エイギョウショ シュッテン

		支払ﾘｰｽ料		41,349,129		0.6%		63,816,775		0.8%		154.3%		社員増加による。車両増加のため シャリョウ ゾウカ

		保険料		18,556,945		0.3%		18,822,218		0.2%		101.4%

		備品・消耗品費		59,806,115		0.8%		49,406,167		0.6%		82.6%		経費削減取組による。 ケイヒ サクゲン トリクミ

		租税公課		824,549,984		11.3%		876,098,410		11.1%		106.3%		MAIによる投資用不動産購入のため。 トウシヨウ フドウサン コウニュウ

		減価償却費		79,756,521		1.1%		88,869,348		1.1%		111.4%

		貸倒引当金繰入		30,548,901		0.4%		7,458,377		0.1%		24.4%

		貸倒損失 カシダオレ ソンシツ		158,480		0.0%		1,605,422		0.0%		1013.0%

		配達配送費		5,004,979		0.1%		5,266,795		0.1%		105.2%

		通信費		40,654,288		0.6%		41,026,343		0.5%		100.9%

		水道光熱費		34,026,374		0.5%		35,375,441		0.4%		104.0%

		支払手数料		84,187,105		1.2%		69,810,519		0.9%		82.9%

		仲介手数料		1,885,041,138		25.8%		2,263,357,431		28.7%		120.1%		分譲販売数増加及び、投資用不動産売却による。 ブンジョウ ハンバイ スウ ゾウカ オヨ トウシ ヨウ フドウサン バイキャク

		広告宣伝費		950,070,123		13.0%		787,053,658		10.0%		82.8%		MMP設立による内製化のため セツリツ ナイセイカ

		接待交際費		41,321,105		0.6%		76,353,902		1.0%		184.8%		25周年パーティー及び、年2回の決算パーティー開催による。 シュウネン オヨ ネン カイ ケッサン カイサイ

		諸会費		36,279,558		0.5%		52,811,517		0.7%		145.6%		Gマーク、システム関連による。 カンレン

		寄付金		3,450,000		0.0%		1,176,471		0.0%		34.1%

		会議費		4,381,939		0.1%		5,829,934		0.1%		133.0%

		管理諸費		115,115,372		1.6%		129,413,723		1.6%		112.4%		海外M&Aアドバイス等、弁護士費用の発生。 カイガイ ナド ベンゴシ ヒヨウ ハッセイ

		車両費		13,049,295		0.2%		11,298,663		0.1%		86.6%

		通勤交通費		49,513,982		0.7%		53,792,207		0.7%		108.6%		社員増加による。

		業務交通費		49,923,829		0.7%		58,462,889		0.7%		117.1%		社員増加による。

		求人費		144,890,355		2.0%		115,239,304		1.5%		79.5%		昨期からの削減による。 サク キ サクゲン

		ガソリン費		19,984,141		0.3%		27,780,805		0.4%		139.0%		社員増加による。

		複写費		59,000		0.0%		38,870		0.0%		65.9%

		備品費		36,328,291		0.5%		14,329,183		0.2%		39.4%		経費削減取組による。 ケイヒ サクゲン トリクミ

		社員研修費		35,024,935		0.5%		22,997,604		0.3%		65.7%		経費削減取組による。 ケイヒ サクゲン トリクミ

		修繕費		6,966,918		0.1%		4,537,498		0.1%		65.1%

		新聞図書費		1,632,806		0.0%		1,997,003		0.0%		122.3%

		雑費		9,835,258		0.1%		12,511,887		0.2%		127.2%

		商標権償却		17,780		0.0%		17,780		0.0%		100.0%

		監査費用		38,000,001		0.5%		35,000,000		0.4%		92.1%

		株主優待引当金繰入額		7,278,420		0.1%		8,022,504		0.1%		110.2%

		資産除去債務利息費用 シサン ジョキョ サイム リソク ヒヨウ		64,218		0.0%		13,388		0.0%		20.8%

		役退慰労引当金戻入額 ヤク タイ イロウ ヒキアテ キン モド イ ガク		0		0.0%		0		0.0%		ERROR:#DIV/0!

		研究開発費 ケンキュウ カイハツヒ		24,656,955		0.3%		82,848,021		1.0%		336.0%		S-CREW開発研究費等。 カイハツ ケンキュウ ヒ ナド

		のれん償却 ショウキャク		7,087,752		0.1%		7,087,752		0.1%		100.0%

														単位：百万円 タンイ ヒャクマンエン

				2018年8月期 ネン ガツ キ				2019年8月期 ネン ガツ キ				前年同期比 ゼンネン ドウキヒ		増減理由 ゾウゲン リユウ

				実績 ジッセキ		売上対比 ウリアゲ タイヒ		実績 ジッセキ		売上対比 ウリアゲ タイヒ

		販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパンカンリヒ		7,297		7.3%		7,899		6.5%		108.2%		-

		給与手当		1,298		17.8%		1,407		17.8%		108.4%		社員増加による。

		法定福利費		273		3.7%		291		3.7%		106.8%		社員増加による。

		福利厚生費		56		0.8%		65		0.8%		116.8%		社員増加による。

		地代家賃		253		3.5%		358		4.5%		141.3%		各営業所出店による。 カク エイギョウショ シュッテン

		支払ﾘｰｽ料		41		0.6%		63		0.8%		154.3%		社員増加による。車両増加のため シャリョウ ゾウカ

		備品・消耗品費		59		0.8%		49		0.6%		82.6%		経費削減取組による。 ケイヒ サクゲン トリクミ

		租税公課		824		11.3%		876		11.1%		106.3%		MAIによる投資用不動産購入のため。 トウシヨウ フドウサン コウニュウ

		仲介手数料		1,885		25.8%		2,263		28.7%		120.1%		分譲販売数増加及び、投資用不動産売却による。 ブンジョウ ハンバイ スウ ゾウカ オヨ トウシ ヨウ フドウサン バイキャク

		広告宣伝費		950		13.0%		787		10.0%		82.8%		MMP設立による内製化のため セツリツ ナイセイカ

		接待交際費		41		0.6%		76		1.0%		184.8%		25周年パーティー及び、年2回の決算パーティー開催による。 シュウネン オヨ ネン カイ ケッサン カイサイ

		諸会費		36		0.5%		52		0.7%		145.6%		Gマーク、システム関連による。 カンレン

		管理諸費		115		1.6%		129		1.6%		112.4%		海外M&Aアドバイス等、弁護士費用の発生。 カイガイ ナド ベンゴシ ヒヨウ ハッセイ

		通勤交通費		49		0.7%		53		0.7%		108.6%		社員増加による。

		業務交通費		49		0.7%		58		0.7%		117.1%		社員増加による。

		求人費		144		2.0%		115		1.5%		79.5%		昨期からの削減による。 サク キ サクゲン

		ガソリン費		19		0.3%		27		0.4%		139.0%		社員増加による。

		備品費		36		0.5%		14		0.2%		39.4%		経費削減取組による。 ケイヒ サクゲン トリクミ

		社員研修費		35		0.5%		22		0.3%		65.7%		経費削減取組による。 ケイヒ サクゲン トリクミ

		研究開発費 ケンキュウ カイハツヒ		24		0.3%		82		1.0%		336.0%		S-CREW開発研究費等。 カイハツ ケンキュウ ヒ ナド





営業外収益・費用

														単位：百万円 タンイ ヒャクマンエン

				2018年8月期 ネン ガツ キ				2019年8月期 ネン ガツ キ				前年同期比 ゼンネン ドウキヒ		増減理由 ゾウゲン リユウ

				実績 ジッセキ		売上対比 ウリアゲ タイヒ		実績 ジッセキ		売上対比 ウリアゲ タイヒ

		営業外収益 エイギョウガイ シュウエキ		206		0.20%		183		0.15%		88.8%

		受取利息 ウケトリ リソク		15		0.02%		21		0.02%		136.5%

		為替差益 カワセ サエキ		43		0.04%		0		-		-

		その他 タ		146		0.14%		161		0.13%		109.9%

		営業外費用 エイギョウガイ ヒヨウ		630		0.63%		1,193		0.99%		189.4%

		支払利息 シハライ リソク		394		0.39%		534		0.44%		135.6%		融資の増加による。 ユウシ ゾウカ

		融資等手数料 ユウシ ナド テスウリョウ		162		0.16%		518		0.43%		319.6%		融資の増加による。 ユウシ ゾウカ

		その他 タ		73		0.07%		140		0.11%		190.1%

				2018年8月期 ネン ガツ キ				2019年8月期 ネン ガツ キ

				実績 ジッセキ		売上対比 ウリアゲ タイヒ		実績 ジッセキ		売上対比 ウリアゲ タイヒ

		売上高 ウリアゲ ダカ		100,642,567,478		-		121,017,916,747		-

		営業外収益

		受取利息		15,911,504		0.02%		21,714,872		0.02%

		受取配当金 ウケトリ ハイトウキン		323,385		0.00%		2,055,500		0.00%

		為替差益		43,432,870		0.04%		0		0.00%

		解約手付金収入 カイヤク テツケ キン シュウニュウ		15,700,000		0.02%		12,800,000		0.01%

		保険代理店収入		8,401,238		0.01%		9,283,193		0.01%

		紹介手数料 ショウカイ テスウリョウ		28,196,289		0.03%		32,640,178		0.03%

		その他 タ		94,161,653		0.09%		104,565,834		0.09%

		営業外収益 エイギョウガイ シュウエキ		206,126,939		0.20%		183,059,577		0.15%

		支払利息		394,119,074		0.39%		534,379,687		0.44%

		融資等手数料 ユウシトウ テスウリョウ		162,286,277		0.16%		518,741,420		0.43%

		貸倒引当金繰入額		22,163,964		0.02%		881,087		0.00%

		ﾃﾞﾘﾊﾞﾃｨﾌﾞ評価損 ヒョウカ ソン		0		0.00%		0		0.00%

		その他 タ		51,504,492		0.05%		139,163,311		0.11%

		営業外費用 エイギョウガイ ヒヨウ		630,073,807		0.63%		1,193,165,505		0.99%





BS

																（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン								2019年8月期 ネン ガツ キ																2020年8月期2Q ネン ガツ キ

				2019年8月期4Q ネン ヘイネン ガツキ		2020年8月期2Q ネン ヘイネン ガツキ		増減 ゾウゲン						2019年8月期4Q ネン ガツキ		2020年8月期2Q ネン ガツキ		増減 ゾウゲン						固定資産 コテイ シサン		28,656														固定資産 コテイ シサン		28,658

		流動資産 リュウドウ シサン		99,263		105,599		106.4%				負債 フサイ		84,815		89,918		106.0%						流動資産 リュウドウ シサン		99,263														流動資産 リュウドウ シサン		105,599

		現金及び預金 ゲンキン オヨ ヨキン		25,048		17,529		70.0%				流動負債 リュウドウ フサイ		45,047		48,219		107.0%						純資産 ジュンシサン				43,103												純資産 ジュンシサン				44,339

		受取手形及び売掛金 ウケトリ テガタ オヨ ウリカケ キン		4,583		5,609		122.4%				短期借入金 タンキ カリイレ キン		23,712		31,189		131.5%						固定負債 コテイ フサイ				39,768												固定負債 コテイ フサイ				41,699

		販売用不動産 ハンバイヨウ フドウサン		27,897		39,540		141.7%				1年以内返済予定長期借入金
1年以内償還予定社債 ネン イナイ ヘンサイ ヨテイ チョウキ カリイレ キン ネン イナイ ショウカン ヨテイ シャサイ		7,642		5,101		66.7%						流動負債 リュウドウ フサイ				45,047												流動負債 リュウドウ フサイ				48,219

		仕掛販売用不動産 シカカリ ハンバイヨウ フドウサン		38,045		38,079		100.1%				その他 タ		13,691		11,928		87.1%								127,919		127,919														134,257		134,257

		未成工事支出金 ミセイコウジ シシュツキン		870		1,088		125.1%				固定負債 コテイ フサイ		39,768		41,699		104.9%

		その他 タ		2,843		3,803		133.8%				社債
転換社債型新株予約権付社債 シャサイ テンカン シャサイガタ シンカブヨヤクケン ツキ シャサイ		14,239		13,920		97.8%

		貸倒引当金 カシダオレ ヒキアテ キン		(27)		(78)		-				長期借入金 チョウキ カリイレ キン		23,681		25,832		109.1%

		固定資産 コテイ シサン		28,656		28,658		100.0%				その他 タ		1,847		1,945		105.3%

		有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン		18,974		19,052		100.4%				純資産 ジュンシサン		43,103		44,339		102.9%

		無形固定資産 ムケイ コテイ シサン		711		766		107.7%				株主資本 カブヌシ シホン		41,560		42,747		102.9%

		投資その他の資産 トウシ タ シサン		8,969		8,839		98.6%				その他 タ		1,543		1,591		103.1%

		資産合計 シサン ゴウケイ		127,919		134,258		105.0%				負債・純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ		127,919		134,258		105.0%















																						自己資本比率 ジコ シホン ヒリツ				2019年8月期 ネン ガツ キ				2020年8月期2Q ネン ガツ キ

																										32.4%				31.7%



2019年8月期貸借対照表



固定資産	

28656	流動資産	

99263	純資産	

43103	固定負債	

39768.400000000001	流動負債	

45047.4	



2020年8月期2Q時点貸借対照表



固定資産	[系列名]

[値]





28658	流動資産	[系列名]
[値]

105599	純資産	[系列名]
[値]

44339	固定負債	[系列名]
 [値]

41699	流動負債	[系列名]
 [値]

48219	



たな卸内訳



				事業 ジギョウ		区分 クブン		完成/未成 カンセイ ミセイ		棟数 トウ スウ		契約済棟数 ケイヤク スミ トウ スウ		たな卸し金額 オロ キンガク

		三栄建築設計 サンエイ ケンチク セッケイ		戸建分譲事業 コダ ブンジョウ ジギョウ		戸建 コダ		販売用不動産 ハンバイ ヨウ フドウサン		324				12,096,480,355

		三栄建築設計 サンエイ ケンチク セッケイ		アパート		アパート		販売用不動産 ハンバイヨウ フドウサン		23				1,360,566,216

		三栄建築設計 サンエイ ケンチク セッケイ		ロサンゼルス		アパート		販売用不動産 ハンバイ ヨウ フドウサン		1				0

		三栄建築設計 サンエイ ケンチク セッケイ		戸建分譲 コダ ブンジョウ		戸建 コダ		仕掛用販売不動産 シカカリ ヨウ ハンバイ フドウサン		716				19,418,038,931

		三栄建築設計 サンエイ ケンチク セッケイ		アパート		アパート		仕掛用販売不動産 シカカリ ヨウ ハンバイ フドウサン		105				3,379,463,298		白金ホテル含む シロガネ フク

		三栄建築設計 サンエイ ケンチク セッケイ		請負/注文完成 ウケオイ チュウモン カンセイ		注文/請負 チュウモン ウケオイ		未成工事支出金 ミセイコウジ シシュツキン		21				265,083,136

		三栄建築設計 サンエイ ケンチク セッケイ		請負/注文仕掛 ウケオイ チュウモン シカカリ		注文/請負 チュウモン ウケオイ		未成工事支出金 ミセイコウジ シシュツキン		146				511,291,629

				合計 ゴウケイ						1336				37,030,923,565

				投資目的 トウシ モクテキ		収益売買 シュウエキ バイバイ		販売用不動産 ハンバイ ヨウ フドウサン		15				6,032,209,712		名古屋MS1 ナゴヤ		LS投資1 トウシ

		三栄建築設計 サンエイ ケンチク セッケイ		棚卸資産合計 タナオロシ シサン ゴウケイ										43,063,133,277

		MAI		アパート		アパート		販売用不動産 ハンバイヨウフドウサン		0				0

		MAI		アパート		アパート		仕掛用販売不動産 シカカリ ヨウ ハンバイ フドウサン		30				1,001,220,901

		MAI		投資目的 トウシ モクテキ		収益売買 シュウエキ バイバイ		販売用不動産 ハンバイ ヨウ フドウサン		13				5,807,270,124

				投資目的 トウシ モクテキ		ホテル		仕掛用販売不動産 シカカリ ヨウ ハンバイ フドウサン		2				4,270,786,645		福岡中央区天神ホテル フクオカ チュウオウク テンジン		天王寺ホテル用地

		MAI		棚卸資産合計 タナオロシ シサン ゴウケイ										11,079,277,670

		シード平和 ヘイワ		ワンルームマンション他 ホカ		ワンルームマンション		仕掛販売用不動産 シカカリ ハンバイヨウ フドウサン		21				6,739,831,540		プロジェクト数 スウ

		シード平和 ヘイワ		戸建分譲事業 コダ ブンジョウ ジギョウ		戸建 コダ		販売用不動産 ハンバイヨウフドウサン		28				963,819,884

		シード平和 ヘイワ		戸建分譲事業 コダ ブンジョウ ジギョウ		戸建 コダ		仕掛販売用不動産 シカカリ ハンバイヨウ フドウサン		50				3,234,482,026

		シード平和 ヘイワ		投資目的 トウシ モクテキ		収益売買 シュウエキ バイバイ		販売用不動産 ハンバイヨウフドウサン		5				1,418,769,379

		シード平和 ヘイワ		営繕工事等 エイゼン コウジ ナド		営繕工事等 エイゼン コウジ ナド		未成工事支出金 ミセイコウジ シシュツキン						94,622,000

														12,451,524,829

		アメリカ		アパート		収益売買 シュウエキ バイバイ		販売不動産 ハンバイフドウサン		5				283,214,748

		アメリカ		棚卸資産合計 タナオロシシサン ゴウケイ										283,214,748

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

																						戸建分譲 コダ ブンジョウ				アパート分譲 ブンジョウ				戸建・注文/請負 コダ チュウモン ウケオイ		収益不動産売買 シュウエキ フドウサン バイバイ				マンション				営繕工事等 エイゼン コウジ ナド		たな卸し資産計 オロ シサン 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

																				三栄建築設計 サンエイ ケンチク セッケイ		19,418		12,096		3,379		1,360		776		0		6,032		0		0		0		43,063

																				MAI		0		0		1,001		0		0		4,271		5,807		0		0		0		11,079

																				シード平和 ヘイワ		3,234		963		0		0		0		0		1,418		6,739		0		94		12,453

																				MIROA		0		0		0		0		0		0		283		0		0		0		283

																				連結調整 レンケツ チョウセイ		0		0		0		0		0		0		-64		0		0		0		(64)

																				合計 ゴウケイ		22,653		13,060		4,381		1,360		776		4,271		13,476		6,739		0		94		66,814

																				三栄建築設計 サンエイ ケンチク セッケイ								MAI								シード平和 ヘイワ						MIROA						連結 レンケツ

																				戸建分譲 コダ ブンジョウ		31,515						アパート分譲 ブンジョウ		1,001						戸建分譲 コダ ブンジョウ		4,198				収益不動産 シュウエキ フドウサン		283				戸建分譲 コダ ブンジョウ		35,713

																				アパート分譲 ブンジョウ		4,739						収益不動産売買 シュウエキ フドウサン バイバイ		10,078						収益不動産売買 シュウエキ フドウサン バイバイ		1,354										アパート分譲 ブンジョウ		5,741

																				戸建・注文/請負 コダ チュウモン ウケオイ		776														マンション		6,739										戸建・注文/請負 コダ チュウモン ウケオイ		776

																				収益不動産売買 シュウエキ フドウサン バイバイ		6,032														営繕工事 エイゼン コウジ		94										収益不動産売買 シュウエキ フドウサン バイバイ		17,747

																																																マンション		6,739

																																																営繕工事 エイゼン コウジ		94

						1Q		2Q		3Q		4Q

				売上累計 2017年8月期 ウリアゲ ルイケイ ネン ガツキ		12,121		33,754		54,749		100,572

				売上累計 2018年8月期 ウリアゲ ルイケイ ネン ガツキ		15,861		38,537		59,356		100,642

				売上累計 2019年8月期 ウリアゲ ルイケイ ネン ガツ キ		28,913		53,224		79,427		121,017

				売上累計 2020年8月期 ウリアゲ ルイケイ ネン ガツ キ		21,518		48,859		81,765		135,000

				たな卸在庫 2017年8月期 ネン ガツキ		43,591		45,338		49,426		34,080

				たな卸在庫 2018年8月期 ネン ガツキ		49,238		57,170		75,692		66,551

				たな卸在庫 2019年8月期 ネン ガツキ		76,753		82,673		87,395		66,814

				たな卸在庫 2020年8月期 ネン ガツキ		77,145		78,708



三栄建築設計　たな卸し資産の内訳





戸建分譲	アパート分譲	戸建・注文/請負	収益不動産売買	31514.800000000003	4739.3999999999996	776.3	6032.2	



MAI　たな卸し資産の内訳





アパート分譲	収益不動産売買	1001.2	10077.6	



シード平和　たな卸し資産の内訳





戸建分譲	収益不動産売買	マンション	営繕工事	4197.93	1354	6739.45	94	



MIROA　たな卸し資産の内訳







収益不動産	283	



メルディアグループ　たな卸し資産の内訳





戸建分譲	アパート分譲	戸建・注文/請負	収益不動産売買	マンション	営繕工事	35712.730000000003	5740.6	776.3	17746.800000000003	6739.45	94.44	



売上累計 2017年8月期	

1Q	2Q	3Q	4Q	12121	33754	54749	100572	売上累計 2018年8月期	







1Q	2Q	3Q	4Q	15861	38537	59356	100642	売上累計 2019年8月期	

1Q	2Q	3Q	4Q	28913	53224	79427	121017	売上累計 2020年8月期	

1Q	2Q	3Q	4Q	21518	48859	81765	135000	たな卸在庫 2017年8月期	

43591	45338	49426	34080	たな卸在庫 2018年8月期	

49238	57170	75692	66551	たな卸在庫 2019年8月期	

76753	82673	87395	66814	たな卸在庫 2020年8月期	

77145	78708	









CF

		 		営業ＣＦ エイギョウ		投資ＣＦ トウシ		財務ＣＦ ザイム

				(27,827)		(6,799)		36,078										営業活動によるキャッシュフロー エイギョウ カツドウ

				(5,514)		(4,181)		6,741



営業ＣＦ	

-27827	-5514	投資ＣＦ	

-6799	-4181	財務ＣＦ	

36078	6741	









配当

				2016年8月期 ネン ガツ キ		2017年8月期 ネン ガツ キ		2018年8月期 ネン ガツ キ		2019年8月期 ネン ガツ キ		2020年8月期 ネン ガツ キ

												（目標） モクヒョウ

		１株当たり配当金（円） カブ ア ハイトウキン エン		33.0		44.0		48.0		48.0		48.0

		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		198.92		284.70		244.20		286.04		306.36

		配当性向（％） ハイトウ セイコウ		16.6		15.5		19.7		16.8		15.7

		純資産配当率（％） ジュンシサン ハイトウ リツ		2.7		3.1		2.9		2.6		-

		 		1株当たり当期純利益（円） エン		1株当たり配当金（円） ハイトウ キン エン		配当性向（％） ハイトウ セイコウ		純資産配当率（％） ジュンシサン ハイトウ リツ

		2016年8月期 ネン ガツキ		198.92		33		16.6		2.7

		2017年8月期 ネン ガツキ		284.70		44		15.5		3.1

		2018年8月期 ネン ガツキ		244.24		48		19.7		2.9

		2019年8月期 ネン ガツキ		286.04		48		16.8		2.6

		2020年8月期E ネン ガツキ		306.36		48		15.7







1株当たり当期純利益（円）	

2016年8月期	2017年8月期	2018年8月期	2019年8月期	2020年8月期E	198.92	284.7	244.24	286.04000000000002	306.36	1株当たり配当金（円）	

2016年8月期	2017年8月期	2018年8月期	2019年8月期	2020年8月期E	33	44	48	48	48	配当性向（％）	

2016年8月期	2017年8月期	2018年8月期	2019年8月期	2020年8月期E	16.600000000	000001	15.5	19.7	16.8	15.7	純資産配当率（％）	2016年8月期	2017年8月期	2018年8月期	2019年8月期	2020年8月期E	2.7	3.1	2.9	2.6	











業績予想

		（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

				2018年8月期 ネン ガツキ		2019年8月期 ネン ガツキ				20120年8月期 ネン ガツキ



				実績 ジッセキ		実績 ジッセキ		増減 ゾウゲン		予想 ヨソウ		増減 ゾウゲン

		売上高 ウリアゲ ダカ		100,642		121,017		20.2%		135,000		11.6%

		営業利益 エイギョウ リエキ		8,179		10,441		27.7%		11,350		8.7%

		経常利益 ケイジョウ リエキ		7,755		9,431		21.6%		10,400		10.3%

		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		5,182		6,068		17.1%		6,500		7.1%





		（1株当たり指標、配当性向） カブ ア シヒョウ ハイトウ セイコウ						（単位：円 銭） セン

				2018年8月期 ネン ガツキ		2019年8月期 ネン ガツキ				2020年8月期 ネン ガツキ



				実績 ジッセキ		実績 ジッセキ		増減 ゾウゲン		予想 ヨソウ		増減 ゾウゲン

		1株当たり当期純利益 カブ ア トウキ ジュンリエキ		244.24		286.04		-		306.36		-

		1株当たり配当金 カブ ア ハイトウキン		48.0		48.0		0.0		48.0		0.0

		配当性向 ハイトウ セイコウ		19.7%		16.8%		-		15.7%		-





中長期グラフ

				2016年8月期
（実績） ネン ガツキ ジッセキ		2017年8月期
（実績） ネン ガツキ ジッセキ		2018年8月期
（実績） ネン ガツキ ジッセキ		2019年8月期
（実績） ネン ガツキ ジッセキ		2020年8月期
（予想） ネン ガツキ ヨソウ		2021年8月期
（予想） ネン ガツキ ヨソウ

		売上高 ウリアゲ ダカ		72,626		100,572		100,642		121,017		135,000		150,000

		経常利益 ケイジョウ リエキ		7,065		9,120		7,755		9,431		10,400		12,500

		経常利益 ケイジョウ リエキ		9.7%		9.1%		7.7%		7.7%		7.7%		8.3%

		単位：百万円 タンイ ヒャクマンエン



メルディアグループの成長（



売上高	

2016年8月期	
（実績）	2017年8月期	
（実績）	2018年8月期	
（実績）	2019年8月期	
（実績）	2020年8月期	
（予想）	2021年8月期	
（予想）	72626	100572	100642	121017	135000	150000	経常利益	

2016年8月期	
（実績）	2017年8月期	
（実績）	2018年8月期	
（実績）	2019年8月期	
（実績）	2020年8月期	
（予想）	2021年8月期	
（予想）	7065	9120	7755	9431	10400	12500	経常利益	

2016年8月期	
（実績）	2017年8月期	
（実績）	2018年8月期	
（実績）	2019年8月期	
（実績）	2020年8月期	
（予想）	2021年8月期	
（予想）	9.7000000000000003E-2	9.0999999999999998E-2	7.6999999999999999E-2	7.6999999999999999E-2	7.6999999999999999E-2	8.3333333333333329E-2	
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実績 実績 増減 予想 増減
売上高 100,642 121,017 20.2% 135,000 11.6%
営業利益 8,179 10,441 27.7% 11,350 8.7%
経常利益 7,755 9,431 21.6% 10,400 10.3%
親会社に帰属する

当期純利益
5,182 6,068 17.1% 6,500 7.1%

（1株当たり指標、配当性向）

実績 実績 増減 予想 増減
1株当たり当期純利益 244.24 286.04 - 306.36 -
1株当たり配当金 48.0 48.0 0.0 48.0 0.0
配当性向 19.7% 16.8% - 15.7% -

2020年8月期

（単位：百万円）

2018年8月期 2019年8月期 2020年8月期

（単位：円 銭）

2018年8月期 2019年8月期

■27期連続過去最高の売上高、２年連続過去最高の利益の更新を目指す。
■戸建分譲事業の拡大を軸に、売上高1,350億円、経常利益104億円を目指す。


業ト_売上推移

												単位：百万円 タンイ ヒャクマンエン

				2015年8月期
 ネン ガツ キ		2016年8月期
 ネン ガツ キ		2017年8月期
 ネン ガツ キ		2018年8月期
 ネン ガツ キ		2019年8月期
 ネン ガツ キ

		売上高 ウリアゲ ダカ		63,709		72,626		100,572		100,642		121,017

		経常利益 ケイジョウ リエキ		5,677		7,065		9,120		7,755		9,431

		経常利益率 ケイジョウ リエキ リツ		8.9%		9.7%		9.1%		7.7%		7.8%



業績の推移



売上高	

2015年8月期	
	2016年8月期	
	2017年8月期	
	2018年8月期	
	2019年8月期	
	63709	72626	100572	100642	121017	経常利益	

2015年8月期	
	2016年8月期	
	2017年8月期	
	2018年8月期	
	2019年8月期	
	5677	7065	9120	7755	9431	経常利益率	

2015年8月期	
	2016年8月期	
	2017年8月期	
	2018年8月期	
	2019年8月期	
	8.9108289252695858E-2	9.7279211301737667E-2	9.0681302947142342E-2	7.7055304942270628E-2	7.7931199748795629E-2	











業ト_売上クウォータ

				2015年8月期
 ネン ガツ キ				2016年8月期
 ネン ガツ キ				2017年8月期
 ネン ガツ キ				2018年8月期
 ネン ガツ キ				2019年8月期
 ネン ガツ キ				2015年8月期
 ネン ガツ キ		2016年8月期
 ネン ガツ キ		2017年8月期
 ネン ガツ キ		2018年8月期
 ネン ガツ キ		2019年8月期 ネン ガツ キ

		1Q		10.688982		1Q		9.885197		1Q		12.121629		1Q		15.861818		1Q		28.913364		1Q		10.688982		9.885197		12.121629		15.861818		28.913364

		2Q		12.844319		2Q		16.012885		2Q		21.632497		2Q		22.675256		2Q		24.311248		2Q		23.533301		25.898082		33.754126		38.537074		53.224612

		3Q		15.097322		3Q		15.530637		3Q		20.995360		3Q		20.819818		3Q		26.202688		3Q		38.630623		41.428719		54.749486		59.356892		79.427300

		4Q		25.078943		4Q		31.197933		4Q		45.822694		4Q		41.285675		4Q		41.590616		4Q		63.709566		72.626652		100.572180		100.642567		121.017916

		通期 ツウキ		63.709566		通期 ツウキ		72.626652		通期 ツウキ		100.57218		通期 ツウキ		100.642567		通期 ツウキ		121.017916		通期 ツウキ

				〇				〇				〇				〇				〇



				2015年8月期
 ネン ガツ キ		2016年8月期
 ネン ガツ キ		2017年8月期
 ネン ガツ キ		2018年8月期
 ネン ガツ キ		2019年8月期
 ネン ガツ キ

		1Q		10.688982		9.885197		12.121629		15.861818		28.913364

		2Q		12.844319		16.012885		21.632497		22.675256		24.311248

		3Q		15.097322		15.530637		20.995360		20.819818		26.202688

		4Q		25.078943		31.197933		45.822694		41.285675		41.590616

		通期 ツウキ		63.709566		72.626652		100.57218		100.642567		121.017916







2015年8月期	
	

1Q	2Q	3Q	4Q	10.688981999999999	12.844319000000002	15.097321999999998	25.078943000000002	





2016年8月期	
	

1Q	2Q	3Q	4Q	9.8851969999999998	16.012884999999997	15.530637000000002	31.197933000000006	





2017年8月期	
	

1Q	2Q	3Q	4Q	12.121629	21.632497000000001	20.995359999999998	45.822694000000006	





2018年8月期	
	

1Q	2Q	3Q	4Q	15.861818	22.675255999999997	20.819818000000005	41.285674999999998	





2019年8月期	
	

1Q	2Q	3Q	4Q	28.913364000000001	24.311247999999999	26.202688000000002	41.590615999999997	



四半期ごとの売上推移



1Q	2015年8月期	
	2016年8月期	
	2017年8月期	
	2018年8月期	
	2019年8月期	
	10.688981999999999	9.8851969999999998	12.121629	15.861818	28.913364000000001	2Q	2015年8月期	
	2016年8月期	
	2017年8月期	
	2018年8月期	
	2019年8月期	
	12.844319000000002	16.012884999999997	21.632497000000001	22.675255999999997	24.311247999999999	3Q	2015年8月期	
	2016年8月期	
	2017年8月期	
	2018年8月期	
	2019年8月期	
	15.097321999999998	15.530637000000002	20.995359999999998	20.819818000000005	26.202688000000002	4Q	2015年8月期	
	2016年8月期	
	2017年8月期	
	2018年8月期	
	2019年8月期	
	25.078943000000002	31.197933000000006	45.822694000000006	41.285674999999998	41.590615999999997	









業ト_販売件数

		戸建分譲引渡し件数推移 コダテ ブンジョウ ヒキワタ ケンスウ スイイ						請負住宅引渡し件数推移 ウケオイ ジュウタク ヒキワタ ケンスウ スイイ								仲介契約件数推移

		2017年8月期 ネン ガツ キ		2018年8月期 ネン ガツ キ		2019年8月期 ネン ガツ キ		2017年8月期 ネン ガツ キ		2018年8月期 ネン ガツ キ		2019年8月期 ネン ガツ キ				2018年8月期 ネン ガツ キ		2019年8月期 ネン ガツ キ

		1,486		1,279		1,600		423		454		327		グループ		179		284

														他社・個人 タシャ コジン		51		76

																230		360



戸建分譲引渡し件数推移





2017年8月期	2018年8月期	2019年8月期	1486	1279	1600	





請負住宅引渡し件数推移





2017年8月期	2018年8月期	2019年8月期	423	454	327	





仲介件数推移



グループ	

2018年8月期	2019年8月期	179	284	他社・個人	

2018年8月期	2019年8月期	51	76	









販売件数分解

		2019年8月期 ネン ガツ キ

						引渡し件数 ヒキワタ ケンスウ		販売価格（百万円） ハンバイ カカク ヒャクマンエン

		三栄 サンエイ		2F		720		31,664

		三栄 サンエイ		3F		748		31,361

		MAI（三建残） サン タツル ザン		2F		7		241

		MAI（三建残） サン タツル ザン		3F		0		0

		シード平和 ヘイワ		2F		96		3,641

		シード平和 ヘイワ		3F		29		1,026

		戸建分譲計 コダ ブンジョウ ケイ				1,600		67,933

		土地 トチ

		三栄 サンエイ

		MAI				15		121

		シード				10		183





P L

		利益率なし リエキ リツ

														（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

				2018年8月期 ネン ガツキ				2019年8月期 ネン ガツキ				2019年8月期 ネン ガツキ				前年同期比 ゼンネン ドウキヒ		予算比 ヨサン ヒ



				実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ		予想 ヨソウ		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		100,642		-		120,000		-		121,017		-		20.2%		38.5%

		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		15,455		15.3%		-		-		18,339		15.1%		18.7%		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		7,275		7.2%		-		-		7,898		6.5%		8.6%		42.9%

		営業利益 エイギョウ リエキ		8,179		8.1%		10,800		9.0%		10,441		8.6%		27.6%		31.0%

		営業外収益 エイギョウガイ シュウエキ		206		0.2%		-		-		183		0.1%		-11.2%		31.6%

		営業外費用 エイギョウガイ ヒヨウ		630		0.6%		-		-		1,193		0.9%		89.4%		60.6%

		経常利益 ケイジョウ リエキ		7,755		7.7%		10,000		8.3%		9,431		7.7%		21.6%		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		5,182		5.1%		6,571		5.4%		6,068		5.0%		17.1%		43.1%

		利益率あり リエキ リツ

														（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

				2018年8月期 ネン ガツキ				2019年8月期 ネン ガツキ				2019年8月期 ネン ガツキ				前年同期比 ゼンネン ドウキヒ		予算比 ヨサン ヒ



				実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ		予想 ヨソウ		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		100,642		-		120,000		-		121,017		-		20.2%		38.5%

		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		15,455		15.3%		-		-		18,339		15.1%		18.7%		32.5%

		売上総利益率 ウリアゲ ソウ リエキ リツ		15.4%		-		-		-		15.2%		-		-		-

		販売及び
一般管理費 ハンバイ オヨ イッパン カンリヒ		7,275		7.2%		-		-		7,898		6.5%		8.6%		42.9%

		営業利益 エイギョウ リエキ		8,179		8.1%		10,800		9.0%		10,441		8.6%		27.6%		31.0%

		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		8.1%		-		-		-		8.6%		-		-		-

		営業外収益 エイギョウガイ シュウエキ		206		0.2%		-		-		183		0.1%		-11.2%		31.6%

		営業外費用 エイギョウガイ ヒヨウ		630		0.6%		-		-		1,193		0.9%		89.4%		60.6%

		経常利益 ケイジョウ リエキ		7,755		7.7%		10,000		8.3%		9,431		7.8%		21.6%		29.1%

		経常利益率 ケイジョウ リエキ リツ		7.7%		-		-		-		7.8%		-		-		-

		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		5,182		5.1%		6,571		5.4%		6,068		5.0%		17.1%		43.1%





セグメント

												（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

						2018年8月期 ネン ガツキ				2019年8月期 ネン ガツキ				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				100,642		-		121,017		-		120.2%

				不動産分譲事業 フドウサン ブンジョウ ジギョウ		68,354		67.9%		79,227		65.5%		115.9%

				不動産販売事業 フドウサン ハンバイ ジギョウ		12,616		12.5%		21,361		17.7%		169.3%

				不動産請負事業 フドウサン ウケオイ ジギョウ		17,307		17.2%		17,726		14.6%		102.4%

				賃貸収入事業 チンタイ シュウニュウ ジギョウ		2,364		2.3%		2,702		2.2%		114.3%

		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ				15,455		15.4%		18,339		15.2%		118.7%

				不動産分譲事業 フドウサン ブンジョウ ジギョウ		10,664		84.5%		11,422		53.5%

				不動産販売事業 フドウサン ハンバイ ジギョウ		1,882		14.9%		4,006		18.8%		212.9%

				不動産請負事業 フドウサン ウケオイ ジギョウ		1,819		10.5%		1,714		9.7%		94.2%

				賃貸収入事業 チンタイ シュウニュウ ジギョウ		1,089		46.1%		1,196		44.3%		109.8%

		営業利益 エイギョウ リエキ				8,179		8.1%		10,441		8.6%		127.7%

				不動産分譲事業 フドウサン ブンジョウ ジギョウ		6,792		53.8%		7,412		34.7%		109.1%

				不動産販売事業 フドウサン ハンバイ ジギョウ		1,588		12.6%		3,375		15.8%		212.5%

				不動産請負事業 フドウサン ウケオイ ジギョウ		1,370		7.9%		1,326		7.5%		96.8%

				賃貸収入事業 チンタイ シュウニュウ ジギョウ		950		40.2%		1,054		39.0%		110.9%

				全社費用 ゼンシャ ヒヨウ		(2,522)		-		(2,727)		-		-





販管費

				2018年8月期 ネン ガツ キ				2019年8月期 ネン ガツ キ				前年同期比 ゼンネン ドウキヒ		増減理由 ゾウゲン リユウ

				実績 ジッセキ		売上対比 ウリアゲ タイヒ		実績 ジッセキ		売上対比 ウリアゲ タイヒ

		売上高 ウリアゲ ダカ		100,642,567,478				121,017,916,747		-

		販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパンカンリヒ		7,297,833,540		7.3%		7,899,011,523		6.5%		108.2%

		役員報酬		181,546,750		2.5%		204,773,340		2.6%		112.8%

		給与手当		1,298,741,253		17.8%		1,407,823,315		17.8%		108.4%		社員増加による。

		雑給 ザッキュウ		0		0.0%		647,084		0.0%		ERROR:#DIV/0!

		従業員賞与		233,537,108		3.2%		231,726,772		2.9%		99.2%

		退職金 タイショクキン		0		0.0%		0		0.0%		ERROR:#DIV/0!

		法定福利費		273,264,679		3.7%		291,844,176		3.7%		106.8%		社員増加による。

		福利厚生費		56,442,451		0.8%		65,950,923		0.8%		116.8%		社員増加による。

		賞与引当金繰入額		262,399,498		3.6%		267,234,893		3.4%		101.8%

		役員退職慰労引当金繰		0		0.0%		0		0.0%		ERROR:#DIV/0!

		退職給付債務繰入額		39,677,152		0.5%		41,173,333		0.5%		103.8%

		地代家賃		253,652,657		3.5%		358,309,878		4.5%		141.3%		各営業所出店による。 カク エイギョウショ シュッテン

		支払ﾘｰｽ料		41,349,129		0.6%		63,816,775		0.8%		154.3%		社員増加による。車両増加のため シャリョウ ゾウカ

		保険料		18,556,945		0.3%		18,822,218		0.2%		101.4%

		備品・消耗品費		59,806,115		0.8%		49,406,167		0.6%		82.6%		経費削減取組による。 ケイヒ サクゲン トリクミ

		租税公課		824,549,984		11.3%		876,098,410		11.1%		106.3%		MAIによる投資用不動産購入のため。 トウシヨウ フドウサン コウニュウ

		減価償却費		79,756,521		1.1%		88,869,348		1.1%		111.4%

		貸倒引当金繰入		30,548,901		0.4%		7,458,377		0.1%		24.4%

		貸倒損失 カシダオレ ソンシツ		158,480		0.0%		1,605,422		0.0%		1013.0%

		配達配送費		5,004,979		0.1%		5,266,795		0.1%		105.2%

		通信費		40,654,288		0.6%		41,026,343		0.5%		100.9%

		水道光熱費		34,026,374		0.5%		35,375,441		0.4%		104.0%

		支払手数料		84,187,105		1.2%		69,810,519		0.9%		82.9%

		仲介手数料		1,885,041,138		25.8%		2,263,357,431		28.7%		120.1%		分譲販売数増加及び、投資用不動産売却による。 ブンジョウ ハンバイ スウ ゾウカ オヨ トウシ ヨウ フドウサン バイキャク

		広告宣伝費		950,070,123		13.0%		787,053,658		10.0%		82.8%		MMP設立による内製化のため セツリツ ナイセイカ

		接待交際費		41,321,105		0.6%		76,353,902		1.0%		184.8%		25周年パーティー及び、年2回の決算パーティー開催による。 シュウネン オヨ ネン カイ ケッサン カイサイ

		諸会費		36,279,558		0.5%		52,811,517		0.7%		145.6%		Gマーク、システム関連による。 カンレン

		寄付金		3,450,000		0.0%		1,176,471		0.0%		34.1%

		会議費		4,381,939		0.1%		5,829,934		0.1%		133.0%

		管理諸費		115,115,372		1.6%		129,413,723		1.6%		112.4%		海外M&Aアドバイス等、弁護士費用の発生。 カイガイ ナド ベンゴシ ヒヨウ ハッセイ

		車両費		13,049,295		0.2%		11,298,663		0.1%		86.6%

		通勤交通費		49,513,982		0.7%		53,792,207		0.7%		108.6%		社員増加による。

		業務交通費		49,923,829		0.7%		58,462,889		0.7%		117.1%		社員増加による。

		求人費		144,890,355		2.0%		115,239,304		1.5%		79.5%		昨期からの削減による。 サク キ サクゲン

		ガソリン費		19,984,141		0.3%		27,780,805		0.4%		139.0%		社員増加による。

		複写費		59,000		0.0%		38,870		0.0%		65.9%

		備品費		36,328,291		0.5%		14,329,183		0.2%		39.4%		経費削減取組による。 ケイヒ サクゲン トリクミ

		社員研修費		35,024,935		0.5%		22,997,604		0.3%		65.7%		経費削減取組による。 ケイヒ サクゲン トリクミ

		修繕費		6,966,918		0.1%		4,537,498		0.1%		65.1%

		新聞図書費		1,632,806		0.0%		1,997,003		0.0%		122.3%

		雑費		9,835,258		0.1%		12,511,887		0.2%		127.2%

		商標権償却		17,780		0.0%		17,780		0.0%		100.0%

		監査費用		38,000,001		0.5%		35,000,000		0.4%		92.1%

		株主優待引当金繰入額		7,278,420		0.1%		8,022,504		0.1%		110.2%

		資産除去債務利息費用 シサン ジョキョ サイム リソク ヒヨウ		64,218		0.0%		13,388		0.0%		20.8%

		役退慰労引当金戻入額 ヤク タイ イロウ ヒキアテ キン モド イ ガク		0		0.0%		0		0.0%		ERROR:#DIV/0!

		研究開発費 ケンキュウ カイハツヒ		24,656,955		0.3%		82,848,021		1.0%		336.0%		S-CREW開発研究費等。 カイハツ ケンキュウ ヒ ナド

		のれん償却 ショウキャク		7,087,752		0.1%		7,087,752		0.1%		100.0%

														単位：百万円 タンイ ヒャクマンエン

				2018年8月期 ネン ガツ キ				2019年8月期 ネン ガツ キ				前年同期比 ゼンネン ドウキヒ		増減理由 ゾウゲン リユウ

				実績 ジッセキ		売上対比 ウリアゲ タイヒ		実績 ジッセキ		売上対比 ウリアゲ タイヒ

		販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパンカンリヒ		7,297		7.3%		7,899		6.5%		108.2%		-

		給与手当		1,298		17.8%		1,407		17.8%		108.4%		社員増加による。

		法定福利費		273		3.7%		291		3.7%		106.8%		社員増加による。

		福利厚生費		56		0.8%		65		0.8%		116.8%		社員増加による。

		地代家賃		253		3.5%		358		4.5%		141.3%		各営業所出店による。 カク エイギョウショ シュッテン

		支払ﾘｰｽ料		41		0.6%		63		0.8%		154.3%		社員増加による。車両増加のため シャリョウ ゾウカ

		備品・消耗品費		59		0.8%		49		0.6%		82.6%		経費削減取組による。 ケイヒ サクゲン トリクミ

		租税公課		824		11.3%		876		11.1%		106.3%		MAIによる投資用不動産購入のため。 トウシヨウ フドウサン コウニュウ

		仲介手数料		1,885		25.8%		2,263		28.7%		120.1%		分譲販売数増加及び、投資用不動産売却による。 ブンジョウ ハンバイ スウ ゾウカ オヨ トウシ ヨウ フドウサン バイキャク

		広告宣伝費		950		13.0%		787		10.0%		82.8%		MMP設立による内製化のため セツリツ ナイセイカ

		接待交際費		41		0.6%		76		1.0%		184.8%		25周年パーティー及び、年2回の決算パーティー開催による。 シュウネン オヨ ネン カイ ケッサン カイサイ

		諸会費		36		0.5%		52		0.7%		145.6%		Gマーク、システム関連による。 カンレン

		管理諸費		115		1.6%		129		1.6%		112.4%		海外M&Aアドバイス等、弁護士費用の発生。 カイガイ ナド ベンゴシ ヒヨウ ハッセイ

		通勤交通費		49		0.7%		53		0.7%		108.6%		社員増加による。

		業務交通費		49		0.7%		58		0.7%		117.1%		社員増加による。

		求人費		144		2.0%		115		1.5%		79.5%		昨期からの削減による。 サク キ サクゲン

		ガソリン費		19		0.3%		27		0.4%		139.0%		社員増加による。

		備品費		36		0.5%		14		0.2%		39.4%		経費削減取組による。 ケイヒ サクゲン トリクミ

		社員研修費		35		0.5%		22		0.3%		65.7%		経費削減取組による。 ケイヒ サクゲン トリクミ

		研究開発費 ケンキュウ カイハツヒ		24		0.3%		82		1.0%		336.0%		S-CREW開発研究費等。 カイハツ ケンキュウ ヒ ナド





営業外収益・費用

														単位：百万円 タンイ ヒャクマンエン

				2018年8月期 ネン ガツ キ				2019年8月期 ネン ガツ キ				前年同期比 ゼンネン ドウキヒ		増減理由 ゾウゲン リユウ

				実績 ジッセキ		売上対比 ウリアゲ タイヒ		実績 ジッセキ		売上対比 ウリアゲ タイヒ

		営業外収益 エイギョウガイ シュウエキ		206		0.20%		183		0.15%		88.8%

		受取利息 ウケトリ リソク		15		0.02%		21		0.02%		136.5%

		為替差益 カワセ サエキ		43		0.04%		0		-		-

		その他 タ		146		0.14%		161		0.13%		109.9%

		営業外費用 エイギョウガイ ヒヨウ		630		0.63%		1,193		0.99%		189.4%

		支払利息 シハライ リソク		394		0.39%		534		0.44%		135.6%		融資の増加による。 ユウシ ゾウカ

		融資等手数料 ユウシ ナド テスウリョウ		162		0.16%		518		0.43%		319.6%		融資の増加による。 ユウシ ゾウカ

		その他 タ		73		0.07%		140		0.11%		190.1%

				2018年8月期 ネン ガツ キ				2019年8月期 ネン ガツ キ

				実績 ジッセキ		売上対比 ウリアゲ タイヒ		実績 ジッセキ		売上対比 ウリアゲ タイヒ

		売上高 ウリアゲ ダカ		100,642,567,478		-		121,017,916,747		-

		営業外収益

		受取利息		15,911,504		0.02%		21,714,872		0.02%

		受取配当金 ウケトリ ハイトウキン		323,385		0.00%		2,055,500		0.00%

		為替差益		43,432,870		0.04%		0		0.00%

		解約手付金収入 カイヤク テツケ キン シュウニュウ		15,700,000		0.02%		12,800,000		0.01%

		保険代理店収入		8,401,238		0.01%		9,283,193		0.01%

		紹介手数料 ショウカイ テスウリョウ		28,196,289		0.03%		32,640,178		0.03%

		その他 タ		94,161,653		0.09%		104,565,834		0.09%

		営業外収益 エイギョウガイ シュウエキ		206,126,939		0.20%		183,059,577		0.15%

		支払利息		394,119,074		0.39%		534,379,687		0.44%

		融資等手数料 ユウシトウ テスウリョウ		162,286,277		0.16%		518,741,420		0.43%

		貸倒引当金繰入額		22,163,964		0.02%		881,087		0.00%

		ﾃﾞﾘﾊﾞﾃｨﾌﾞ評価損 ヒョウカ ソン		0		0.00%		0		0.00%

		その他 タ		51,504,492		0.05%		139,163,311		0.11%

		営業外費用 エイギョウガイ ヒヨウ		630,073,807		0.63%		1,193,165,505		0.99%





BS

																（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン								2018年8月期 ネン ガツ キ								2019年8月期 ネン ガツ キ

				2018年8月期 ネン ヘイネン ガツキ		2019年8月期 ネン ヘイネン ガツキ		増減 ゾウゲン						2018年8月期 ネン ガツキ		2019年8月期 ネン ガツキ		増減 ゾウゲン						固定資産 コテイ シサン		13,880						固定資産 コテイ シサン		28,656

		流動資産 リュウドウ シサン		99,243		99,263		100.0%				負債 フサイ		74,830		84,815		113.3%						流動資産 リュウドウ シサン		99,243						流動資産 リュウドウ シサン		99,263

		現金及び預金 ゲンキン オヨ ヨキン		27,397		25,048		91.4%				流動負債 リュウドウ フサイ		36,220		45,047		124.4%						純資産 ジュンシサン				38,293				純資産 ジュンシサン				43,103

		受取手形及び売掛金 ウケトリ テガタ オヨ ウリカケ キン		2,851		4,583		160.7%				短期借入金 タンキ カリイレ キン		20,397		23,712		116.3%						固定負債 コテイ フサイ				38,610				固定負債 コテイ フサイ				39,768

		販売用不動産 ハンバイヨウ フドウサン		31,436		27,897		88.7%				1年以内返済予定長期借入金
1年以内償還予定社債 ネン イナイ ヘンサイ ヨテイ チョウキ カリイレ キン ネン イナイ ショウカン ヨテイ シャサイ		3,727		7,642		205.0%						流動負債 リュウドウ フサイ				36,220				流動負債 リュウドウ フサイ				45,047

		仕掛販売用不動産 シカカリ ハンバイヨウ フドウサン		33,630		38,045		113.1%				その他 タ		12,096		13,691		113.2%								113,123		113,124						127,919		127,919

		未成工事支出金 ミセイコウジ シシュツキン		1,483		870		58.7%				固定負債 コテイ フサイ		38,610		39,768		103.0%

		その他 タ		2,500		2,843		31.1%				社債
転換社債型新株予約権付社債 シャサイ テンカン シャサイガタ シンカブヨヤクケン ツキ シャサイ		11,724		14,239		0.0%

		貸倒引当金 カシダオレ ヒキアテ キン		(56)		(27)		-				長期借入金 チョウキ カリイレ キン		25,162		23,681		94.1%

		固定資産 コテイ シサン		13,880		28,656		206.5%				その他 タ		1,723		1,847		107.2%

		有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン		7,105		18,974		267.1%				純資産 ジュンシサン		38,293		43,103		112.6%

		無形固定資産 ムケイ コテイ シサン		656		711		108.4%				株主資本 カブヌシ シホン		37,019		41,560		112.3%

		投資その他の資産 トウシ タ シサン		6,118		8,969		146.6%				その他 タ		1,274		1,543		121.1%

		資産合計 シサン ゴウケイ		113,124		127,919		113.1%				負債・純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ		113,124		127,919		113.1%















																						自己資本比率 ジコ シホン ヒリツ				2018年8月期 ネン ガツ キ				2019年8月期 ネン ガツ キ

																										32.6%				32.4%



2018年8月期貸借対照表



固定資産	[系列名]

[値]





13880	流動資産	[系列名]
[値]

99243	純資産	[系列名]
[値]

38293	固定負債	[系列名]
 [値]

38610.451000000001	流動負債	[系列名]
 [値]

36220.391000000003	

2019年8月期貸借対照表

固定資産	
28656	流動資産	
99263	純資産	
43103	固定負債	
39768.400000000001	流動負債	
45047.4	



たな卸内訳





















































												

内部監査室-伊藤 将義: 内部監査室-伊藤 将義:
メルディア松戸　41
メルディア藤が丘　73



CF

		 		営業ＣＦ エイギョウ		投資ＣＦ トウシ		財務ＣＦ ザイム

				(27,827)		(6,799)		36,078										営業活動によるキャッシュフロー エイギョウ カツドウ

				(5,514)		(4,181)		6,741



営業ＣＦ	

-27827	-5514	投資ＣＦ	

-6799	-4181	財務ＣＦ	

36078	6741	









配当

				2016年8月期 ネン ガツ キ		2017年8月期 ネン ガツ キ		2018年8月期 ネン ガツ キ		2019年8月期 ネン ガツ キ		2020年8月期 ネン ガツ キ

												（目標） モクヒョウ

		１株当たり配当金（円） カブ ア ハイトウキン エン		33.0		44.0		48.0		48.0		48.0

		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		198.92		284.70		244.20		286.04		306.36

		配当性向（％） ハイトウ セイコウ		16.6		15.5		19.7		16.8		15.7

		純資産配当率（％） ジュンシサン ハイトウ リツ		2.7		3.1		2.6		2.9		-

		 		1株当たり当期純利益（円） エン		1株当たり配当金（円） ハイトウ キン エン		配当性向（％） ハイトウ セイコウ		純資産配当率（％） ジュンシサン ハイトウ リツ

		2016年8月期 ネン ガツキ		198.92		33		16.6		2.7

		2017年8月期 ネン ガツキ		284.70		44		15.5		3.1

		2018年8月期 ネン ガツキ		244.24		48		19.7		2.6

		2019年8月期 ネン ガツキ		286.04		48		16.8		2.9

		2020年8月期E ネン ガツキ		306.36		48		15.7







1株当たり当期純利益（円）	

2016年8月期	2017年8月期	2018年8月期	2019年8月期	2020年8月期E	198.92	284.7	244.24	286.04000000000002	306.36	1株当たり配当金（円）	

2016年8月期	2017年8月期	2018年8月期	2019年8月期	2020年8月期E	33	44	48	48	48	配当性向（％）	

2016年8月期	2017年8月期	2018年8月期	2019年8月期	2020年8月期E	16.600000000	000001	15.5	19.7	16.8	15.7	純資産配当率（％）	2016年8月期	2017年8月期	2018年8月期	2019年8月期	2020年8月期E	2.7	3.1	2.6	2.9	











業績予想

		（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

				2018年8月期 ネン ガツキ		2019年8月期 ネン ガツキ				2020年8月期 ネン ガツキ



				実績 ジッセキ		実績 ジッセキ		増減 ゾウゲン		予想 ヨソウ		増減 ゾウゲン

		売上高 ウリアゲ ダカ		100,642		121,017		20.2%		135,000		11.6%

		営業利益 エイギョウ リエキ		8,179		10,441		27.7%		11,350		8.7%

		経常利益 ケイジョウ リエキ		7,755		9,431		21.6%		10,400		10.3%

		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		5,182		6,068		17.1%		6,500		7.1%



		（1株当たり指標、配当性向） カブ ア シヒョウ ハイトウ セイコウ						（単位：円 銭） セン

				2018年8月期 ネン ガツキ		2019年8月期 ネン ガツキ				2020年8月期 ネン ガツキ



				実績 ジッセキ		実績 ジッセキ		増減 ゾウゲン		予想 ヨソウ		増減 ゾウゲン

		1株当たり当期純利益 カブ ア トウキ ジュンリエキ		244.24		286.04		-		306.36		-

		1株当たり配当金 カブ ア ハイトウキン		48.0		48.0		0.0		48.0		0.0

		配当性向 ハイトウ セイコウ		19.7%		16.8%		-		15.7%		-
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連結業績予想
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Sheet1

				売上高		経常利益		経常利益率％

		2005年 ネン		11,403		1,056		9.3%

		2006年 ネン		15,322		1,496		9.8%

		2007年 ネン		20,400		1,864		9.1%

		2008年 ネン		27,741		1,872		6.7%

		2009年 ネン		29,114		1,992		6.8%

		2010年 ネン		30,124		4,468		14.8%

		2011年 ネン		37,784		4,813		12.7%

		2012年 ネン		48,634		4,895		10.1%

		2013年 ネン		51,151		5,651		11.0%

		2014年 ネン		52,927		4,452		8.4%

		2015年 ネン		63,709		5,677		8.9%

		2016年 ネン		72,626		7,065		9.7%

		2017年 ネン		100,572		9,120		9.1%

		2018年 ネン		100,642		7,755		7.7%

		2019年 ネン		121,017		9,431		7.8%

		2020年計画 ネンケイカク		135,000		10,400		7.7%







足元の取り組みと
中長期的な取り組みについて
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メルディアの３ヶ年経営戦略

戸建
分譲

注文
住宅

建設
請負

投資
事業

海外
事業

ホテル
事業

不動産
仲介

主力事業である戸建分譲事業の拡大を軸に、
周辺事業及び子会社を含めたグループ全体の拡大を目指す。

MELDIA ACTION PLAN 2021

三大都市圏戸建分譲住宅供給を
長期計画で５０００棟

22
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戸建分譲事業の戦略

三大都市圏でメルディアブランドの分譲住宅供給拡大

用地
仕入

■人員増加やエリア仲介会社との関係強化による情報総数を向上させ、
ニーズの高いエリアの土地確保を実現する。

■エリア拡大による、大型プロジェクトを増加させる。

販売
戦略

■自社グループ販売と他社販売のプロジェクトを棲み分けし、効率的な販売
実施。

■メルディアリアルティの人員増加及び出店加速により、自社グループ販売
割合を増加させる。

生産

■エリア制を導入し、効率的な組織運営を図ることで生産効率を向上させる。
■人員ランクに合わせた生産工程の割当による生産数の向上を目指す。
■メルディアブランド力向上のため、2017年2018年2019年に引き続き、
毎年グッドデザイン賞を受賞する。

広告
戦略

■子会社メルディア・マーケティング・プロモーションによる、全社的な
広告品質の統一化。

■グループ内製化による販管費の削減。
■メディア戦略の統一による三大都市圏への広告投下を強化。

23
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エリア制へ2年目：エリア化・ユニット性による業績平準化・生産性向上

拠点店舗
衛星店舗
メルディア
リアルティ店舗

【目的】
・供給エリアの支店間での合致を解消
・用地仕入営業、企画販売営業を分けることによる責任の明確化。
・エリアごとに拠点店舗と衛星店舗を設置し、効率的に「家づくり」
を実施。

北部

西部
東部

南部

名古屋

より「効率的に」住宅供給ができるような体制に整備。

24

戸建分譲事業の戦略

マックホーム及び
田村工務店 店舗
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成長著しい不動産仲介事業

25

【出店エリア】売上高
（単位：百万円）

販売件数
（単位：件）

メルディアリアルティの更なる成長
メルディアリアルティの前身である三栄リビングパートナーは
メルディアグループの分譲住宅ブランド「MELDIA（メルディア）」を
販売する会社として、2015年6月に設立。年々着実に、当社戸建分譲商
品を中心に売上と販売件数を伸ばしている。「製販一体」を実現する事
で、自社ブランドの魅力を顧客に伝える事が可能となった。

8名 25名

【売上高と販売件数の推移】

43名

東京都杉並区
（2015年6月設立）

神奈川県横浜市中区
（2018年3月設立）

東京都足立区
（2019年6月設立）

東京都江戸川区
（2018年11月設立）神奈川県川崎市高津区

(2019年12月設立)

愛知県名古屋市中区
(2020年2月設立)

55名
首都圏エリア 中京エリア社員数

100名（予定）
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注文住宅事業

※現在受注している同業者からの請負件数の引渡は2020年８月期まで計上されますがグラフには掲載されておりません。

① 集客・販売エリアの拡大 新規住宅展示場オープン予定
② SPURのブランド化、オンリーワン営業手法の確立

26

46
65 59

83

132

208

0

50
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2016年8月期
（実績）

2017年8月期
（実績）

2018年8月期
（実績）

2019年8月期
（実績）

2020年8月期
（予想）

2021年8月期
（予想）

注文住宅引渡棟数

2019年4月注文住宅会社「ウィズ・ワン」の事業譲受に伴い
更なる注文住宅受注件数の増加へ

（単位：棟）
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※ﾎｰﾁﾐﾝ大型分譲M PJ（532戸）

※ﾎｰﾁﾐﾝ大型分譲M PJ（348戸）

ニャチャン大型分譲M PJ（1,324戸）

ハノイ オフィスタワーPJ

ホーチミン
LCKホテルPJ

（当社保有/販売 未定）

信頼できる現地法人との関係構築で、開発PJへ積極参画を継続。

※印はﾌﾟﾚｻﾝｽｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝと設立し
たﾌﾟﾛｽｴｰﾚでのPJ

27

海外事業：ベトナム
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アメリカでも「同じ家は、つくらない。」
自社グループによる住宅開発を拡大。

（上）イングルウッドAP PJプレサンス
コーポレーションと共に、総戸数116戸の大型ア
パートメントを開発。

（右上）当社グループが開発する分譲住宅。中
古住宅需要が旺盛のアメリカで戸建分譲を積極
開発。
（右下）日本の富裕層向けにアメリカ不動産案
件を紹介するビジネスを本格開始。

28

海外事業：アメリカ
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経営目標
「関西トップクラスの総合建設会社への飛躍」

「売上高500億円を視野に入れたビジネスモデルの確立」
◆ スケジュール管理、予算管理及び品質管理の徹底

◆ 投下資本利益率を意識し、収益性の向上を図る

◆ 建築技術の更なる強化、生産性の追求と更なるコストダウン

◆ 関西有力デベロッパーとの更なる関係強化と新規開拓

◆ ホテル、商業施設、店舗などの鉄骨造の建設受注強化

◆ マンション、戸建用地など安定した開発用地仕入れ

◆ ストックビジネスの強化（営繕工事の積極受注）

◆ 戸建分譲事業の拡大（新規店舗出店・事業回転期間の短縮）

◆ 組織力強化のための人材の安定的な確保と育成

連結子会社 シード平和（証券ｺｰﾄﾞ1739）の戦略

29
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（単位：百万円）

連結子会社 シード平和の戦略

30
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2020年8月期-2021年8月期 中期計画

■ 2020年８月期-2021年８月期中期経営計画

31

（単位：百万円）

2019年8月期
第26期 第27期 成長率 第28期 成長率

売上高 121,017 135,000 11.6% 150,000 11.1%

経常利益 9,431 10,400 10.3% 12,500 20.2%

経常利益率 7.7% 7.7% - 8.3% -

2020年8月期 2021年8月期

72,626 

100,572 100,642 

121,017 

135,000 

150,000 

7,065 9,120 7,755 9,431 10,400 12,500 
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（実績）

2018年8月期
（実績）

2019年8月期
（実績）

2020年8月期
（予想）

2021年8月期
（予想）

メルディアグループの成長（2020年8月期－2021年8月期）

売上高 経常利益 経常利益

(単位：百万円)


業ト_売上推移

												単位：百万円 タンイ ヒャクマンエン

				2015年8月期
 ネン ガツ キ		2016年8月期
 ネン ガツ キ		2017年8月期
 ネン ガツ キ		2018年8月期
 ネン ガツ キ		2019年8月期
 ネン ガツ キ

		売上高 ウリアゲ ダカ		63,709		72,626		100,572		100,642		121,017

		経常利益 ケイジョウ リエキ		5,677		7,065		9,120		7,755		9,431

		経常利益率 ケイジョウ リエキ リツ		8.9%		9.7%		9.1%		7.7%		7.8%



業績の推移



売上高	

2015年8月期	
	2016年8月期	
	2017年8月期	
	2018年8月期	
	2019年8月期	
	63709	72626	100572	100642	121017	経常利益	

2015年8月期	
	2016年8月期	
	2017年8月期	
	2018年8月期	
	2019年8月期	
	5677	7065	9120	7755	9431	経常利益率	

2015年8月期	
	2016年8月期	
	2017年8月期	
	2018年8月期	
	2019年8月期	
	8.9108289252695858E-2	9.7279211301737667E-2	9.0681302947142342E-2	7.7055304942270628E-2	7.7931199748795629E-2	











業ト_売上クウォータ

				2015年8月期
 ネン ガツ キ				2016年8月期
 ネン ガツ キ				2017年8月期
 ネン ガツ キ				2018年8月期
 ネン ガツ キ				2019年8月期
 ネン ガツ キ				2015年8月期
 ネン ガツ キ		2016年8月期
 ネン ガツ キ		2017年8月期
 ネン ガツ キ		2018年8月期
 ネン ガツ キ		2019年8月期 ネン ガツ キ

		1Q		10.688982		1Q		9.885197		1Q		12.121629		1Q		15.861818		1Q		28.913364		1Q		10.688982		9.885197		12.121629		15.861818		28.913364

		2Q		12.844319		2Q		16.012885		2Q		21.632497		2Q		22.675256		2Q		24.311248		2Q		23.533301		25.898082		33.754126		38.537074		53.224612

		3Q		15.097322		3Q		15.530637		3Q		20.995360		3Q		20.819818		3Q		26.202688		3Q		38.630623		41.428719		54.749486		59.356892		79.427300

		4Q		25.078943		4Q		31.197933		4Q		45.822694		4Q		41.285675		4Q		41.590616		4Q		63.709566		72.626652		100.572180		100.642567		121.017916

		通期 ツウキ		63.709566		通期 ツウキ		72.626652		通期 ツウキ		100.57218		通期 ツウキ		100.642567		通期 ツウキ		121.017916		通期 ツウキ

				〇				〇				〇				〇				〇



				2015年8月期
 ネン ガツ キ		2016年8月期
 ネン ガツ キ		2017年8月期
 ネン ガツ キ		2018年8月期
 ネン ガツ キ		2019年8月期
 ネン ガツ キ

		1Q		10.688982		9.885197		12.121629		15.861818		28.913364

		2Q		12.844319		16.012885		21.632497		22.675256		24.311248

		3Q		15.097322		15.530637		20.995360		20.819818		26.202688

		4Q		25.078943		31.197933		45.822694		41.285675		41.590616

		通期 ツウキ		63.709566		72.626652		100.57218		100.642567		121.017916







2015年8月期	
	

1Q	2Q	3Q	4Q	10.688981999999999	12.844319000000002	15.097321999999998	25.078943000000002	





2016年8月期	
	

1Q	2Q	3Q	4Q	9.8851969999999998	16.012884999999997	15.530637000000002	31.197933000000006	





2017年8月期	
	

1Q	2Q	3Q	4Q	12.121629	21.632497000000001	20.995359999999998	45.822694000000006	





2018年8月期	
	

1Q	2Q	3Q	4Q	15.861818	22.675255999999997	20.819818000000005	41.285674999999998	





2019年8月期	
	

1Q	2Q	3Q	4Q	28.913364000000001	24.311247999999999	26.202688000000002	41.590615999999997	



四半期ごとの売上推移



1Q	2015年8月期	
	2016年8月期	
	2017年8月期	
	2018年8月期	
	2019年8月期	
	10.688981999999999	9.8851969999999998	12.121629	15.861818	28.913364000000001	2Q	2015年8月期	
	2016年8月期	
	2017年8月期	
	2018年8月期	
	2019年8月期	
	12.844319000000002	16.012884999999997	21.632497000000001	22.675255999999997	24.311247999999999	3Q	2015年8月期	
	2016年8月期	
	2017年8月期	
	2018年8月期	
	2019年8月期	
	15.097321999999998	15.530637000000002	20.995359999999998	20.819818000000005	26.202688000000002	4Q	2015年8月期	
	2016年8月期	
	2017年8月期	
	2018年8月期	
	2019年8月期	
	25.078943000000002	31.197933000000006	45.822694000000006	41.285674999999998	41.590615999999997	









業ト_販売件数

		戸建分譲引渡し件数推移 コダテ ブンジョウ ヒキワタ ケンスウ スイイ						請負住宅引渡し件数推移 ウケオイ ジュウタク ヒキワタ ケンスウ スイイ								仲介契約件数推移

		2017年8月期 ネン ガツ キ		2018年8月期 ネン ガツ キ		2019年8月期 ネン ガツ キ		2017年8月期 ネン ガツ キ		2018年8月期 ネン ガツ キ		2019年8月期 ネン ガツ キ				2018年8月期 ネン ガツ キ		2019年8月期 ネン ガツ キ

		1,486		1,279		1,600		423		454		327		グループ		179		284

														他社・個人 タシャ コジン		51		76

																230		360



戸建分譲引渡し件数推移





2017年8月期	2018年8月期	2019年8月期	1486	1279	1600	





請負住宅引渡し件数推移





2017年8月期	2018年8月期	2019年8月期	423	454	327	





仲介件数推移



グループ	

2018年8月期	2019年8月期	179	284	他社・個人	

2018年8月期	2019年8月期	51	76	









販売件数分解

		2019年8月期 ネン ガツ キ

						引渡し件数 ヒキワタ ケンスウ		販売価格（百万円） ハンバイ カカク ヒャクマンエン

		三栄 サンエイ		2F		720		31,664

		三栄 サンエイ		3F		748		31,361

		MAI（三建残） サン タツル ザン		2F		7		241

		MAI（三建残） サン タツル ザン		3F		0		0

		シード平和 ヘイワ		2F		96		3,641

		シード平和 ヘイワ		3F		29		1,026

		戸建分譲計 コダ ブンジョウ ケイ				1,600		67,933

		土地 トチ

		三栄 サンエイ

		MAI				15		121

		シード				10		183





P L

		利益率なし リエキ リツ

														（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

				2018年8月期 ネン ガツキ				2019年8月期 ネン ガツキ				2019年8月期 ネン ガツキ				前年同期比 ゼンネン ドウキヒ		予算比 ヨサン ヒ



				実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ		予想 ヨソウ		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		100,642		-		120,000		-		121,017		-		20.2%		38.5%

		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		15,455		15.3%		-		-		18,339		15.1%		18.7%		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		7,275		7.2%		-		-		7,898		6.5%		8.6%		42.9%

		営業利益 エイギョウ リエキ		8,179		8.1%		10,800		9.0%		10,441		8.6%		27.6%		31.0%

		営業外収益 エイギョウガイ シュウエキ		206		0.2%		-		-		183		0.1%		-11.2%		31.6%

		営業外費用 エイギョウガイ ヒヨウ		630		0.6%		-		-		1,193		0.9%		89.4%		60.6%

		経常利益 ケイジョウ リエキ		7,755		7.7%		10,000		8.3%		9,431		7.7%		21.6%		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		5,182		5.1%		6,571		5.4%		6,068		5.0%		17.1%		43.1%

		利益率あり リエキ リツ

														（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

				2018年8月期 ネン ガツキ				2019年8月期 ネン ガツキ				2019年8月期 ネン ガツキ				前年同期比 ゼンネン ドウキヒ		予算比 ヨサン ヒ



				実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ		予想 ヨソウ		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		100,642		-		120,000		-		121,017		-		20.2%		38.5%

		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		15,455		15.3%		-		-		18,339		15.1%		18.7%		32.5%

		売上総利益率 ウリアゲ ソウ リエキ リツ		15.4%		-		-		-		15.2%		-		-		-

		販売及び
一般管理費 ハンバイ オヨ イッパン カンリヒ		7,275		7.2%		-		-		7,898		6.5%		8.6%		42.9%

		営業利益 エイギョウ リエキ		8,179		8.1%		10,800		9.0%		10,441		8.6%		27.6%		31.0%

		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		8.1%		-		-		-		8.6%		-		-		-

		営業外収益 エイギョウガイ シュウエキ		206		0.2%		-		-		183		0.1%		-11.2%		31.6%

		営業外費用 エイギョウガイ ヒヨウ		630		0.6%		-		-		1,193		0.9%		89.4%		60.6%

		経常利益 ケイジョウ リエキ		7,755		7.7%		10,000		8.3%		9,431		7.8%		21.6%		29.1%

		経常利益率 ケイジョウ リエキ リツ		7.7%		-		-		-		7.8%		-		-		-

		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		5,182		5.1%		6,571		5.4%		6,068		5.0%		17.1%		43.1%





セグメント

												（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン

						2018年8月期 ネン ガツキ				2019年8月期 ネン ガツキ				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				100,642		-		121,017		-		120.2%

				不動産分譲事業 フドウサン ブンジョウ ジギョウ		68,354		67.9%		79,227		65.5%		115.9%

				不動産販売事業 フドウサン ハンバイ ジギョウ		12,616		12.5%		21,361		17.7%		169.3%

				不動産請負事業 フドウサン ウケオイ ジギョウ		17,307		17.2%		17,726		14.6%		102.4%

				賃貸収入事業 チンタイ シュウニュウ ジギョウ		2,364		2.3%		2,702		2.2%		114.3%

		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ				15,455		15.4%		18,339		15.2%		118.7%

				不動産分譲事業 フドウサン ブンジョウ ジギョウ		10,664		84.5%		11,422		53.5%

				不動産販売事業 フドウサン ハンバイ ジギョウ		1,882		14.9%		4,006		18.8%		212.9%

				不動産請負事業 フドウサン ウケオイ ジギョウ		1,819		10.5%		1,714		9.7%		94.2%

				賃貸収入事業 チンタイ シュウニュウ ジギョウ		1,089		46.1%		1,196		44.3%		109.8%

		営業利益 エイギョウ リエキ				8,179		8.1%		10,441		8.6%		127.7%

				不動産分譲事業 フドウサン ブンジョウ ジギョウ		6,792		53.8%		7,412		34.7%		109.1%

				不動産販売事業 フドウサン ハンバイ ジギョウ		1,588		12.6%		3,375		15.8%		212.5%

				不動産請負事業 フドウサン ウケオイ ジギョウ		1,370		7.9%		1,326		7.5%		96.8%

				賃貸収入事業 チンタイ シュウニュウ ジギョウ		950		40.2%		1,054		39.0%		110.9%

				全社費用 ゼンシャ ヒヨウ		(2,522)		-		(2,727)		-		-





Sheet1





販管費

				2018年8月期 ネン ガツ キ				2019年8月期 ネン ガツ キ				前年同期比 ゼンネン ドウキヒ		増減理由 ゾウゲン リユウ

				実績 ジッセキ		売上対比 ウリアゲ タイヒ		実績 ジッセキ		売上対比 ウリアゲ タイヒ

		売上高 ウリアゲ ダカ		100,642,567,478				121,017,916,747		-

		販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパンカンリヒ		7,297,833,540		7.3%		7,899,011,523		6.5%		108.2%

		役員報酬		181,546,750		2.5%		204,773,340		2.6%		112.8%

		給与手当		1,298,741,253		17.8%		1,407,823,315		17.8%		108.4%		社員増加による。

		雑給 ザッキュウ		0		0.0%		647,084		0.0%		ERROR:#DIV/0!

		従業員賞与		233,537,108		3.2%		231,726,772		2.9%		99.2%

		退職金 タイショクキン		0		0.0%		0		0.0%		ERROR:#DIV/0!

		法定福利費		273,264,679		3.7%		291,844,176		3.7%		106.8%		社員増加による。

		福利厚生費		56,442,451		0.8%		65,950,923		0.8%		116.8%		社員増加による。

		賞与引当金繰入額		262,399,498		3.6%		267,234,893		3.4%		101.8%

		役員退職慰労引当金繰		0		0.0%		0		0.0%		ERROR:#DIV/0!

		退職給付債務繰入額		39,677,152		0.5%		41,173,333		0.5%		103.8%

		地代家賃		253,652,657		3.5%		358,309,878		4.5%		141.3%		各営業所出店による。 カク エイギョウショ シュッテン

		支払ﾘｰｽ料		41,349,129		0.6%		63,816,775		0.8%		154.3%		社員増加による。車両増加のため シャリョウ ゾウカ

		保険料		18,556,945		0.3%		18,822,218		0.2%		101.4%

		備品・消耗品費		59,806,115		0.8%		49,406,167		0.6%		82.6%		経費削減取組による。 ケイヒ サクゲン トリクミ

		租税公課		824,549,984		11.3%		876,098,410		11.1%		106.3%		MAIによる投資用不動産購入のため。 トウシヨウ フドウサン コウニュウ

		減価償却費		79,756,521		1.1%		88,869,348		1.1%		111.4%

		貸倒引当金繰入		30,548,901		0.4%		7,458,377		0.1%		24.4%

		貸倒損失 カシダオレ ソンシツ		158,480		0.0%		1,605,422		0.0%		1013.0%

		配達配送費		5,004,979		0.1%		5,266,795		0.1%		105.2%

		通信費		40,654,288		0.6%		41,026,343		0.5%		100.9%

		水道光熱費		34,026,374		0.5%		35,375,441		0.4%		104.0%

		支払手数料		84,187,105		1.2%		69,810,519		0.9%		82.9%

		仲介手数料		1,885,041,138		25.8%		2,263,357,431		28.7%		120.1%		分譲販売数増加及び、投資用不動産売却による。 ブンジョウ ハンバイ スウ ゾウカ オヨ トウシ ヨウ フドウサン バイキャク

		広告宣伝費		950,070,123		13.0%		787,053,658		10.0%		82.8%		MMP設立による内製化のため セツリツ ナイセイカ

		接待交際費		41,321,105		0.6%		76,353,902		1.0%		184.8%		25周年パーティー及び、年2回の決算パーティー開催による。 シュウネン オヨ ネン カイ ケッサン カイサイ

		諸会費		36,279,558		0.5%		52,811,517		0.7%		145.6%		Gマーク、システム関連による。 カンレン

		寄付金		3,450,000		0.0%		1,176,471		0.0%		34.1%

		会議費		4,381,939		0.1%		5,829,934		0.1%		133.0%

		管理諸費		115,115,372		1.6%		129,413,723		1.6%		112.4%		海外M&Aアドバイス等、弁護士費用の発生。 カイガイ ナド ベンゴシ ヒヨウ ハッセイ

		車両費		13,049,295		0.2%		11,298,663		0.1%		86.6%

		通勤交通費		49,513,982		0.7%		53,792,207		0.7%		108.6%		社員増加による。

		業務交通費		49,923,829		0.7%		58,462,889		0.7%		117.1%		社員増加による。

		求人費		144,890,355		2.0%		115,239,304		1.5%		79.5%		昨期からの削減による。 サク キ サクゲン

		ガソリン費		19,984,141		0.3%		27,780,805		0.4%		139.0%		社員増加による。

		複写費		59,000		0.0%		38,870		0.0%		65.9%

		備品費		36,328,291		0.5%		14,329,183		0.2%		39.4%		経費削減取組による。 ケイヒ サクゲン トリクミ

		社員研修費		35,024,935		0.5%		22,997,604		0.3%		65.7%		経費削減取組による。 ケイヒ サクゲン トリクミ

		修繕費		6,966,918		0.1%		4,537,498		0.1%		65.1%

		新聞図書費		1,632,806		0.0%		1,997,003		0.0%		122.3%

		雑費		9,835,258		0.1%		12,511,887		0.2%		127.2%

		商標権償却		17,780		0.0%		17,780		0.0%		100.0%

		監査費用		38,000,001		0.5%		35,000,000		0.4%		92.1%

		株主優待引当金繰入額		7,278,420		0.1%		8,022,504		0.1%		110.2%

		資産除去債務利息費用 シサン ジョキョ サイム リソク ヒヨウ		64,218		0.0%		13,388		0.0%		20.8%

		役退慰労引当金戻入額 ヤク タイ イロウ ヒキアテ キン モド イ ガク		0		0.0%		0		0.0%		ERROR:#DIV/0!

		研究開発費 ケンキュウ カイハツヒ		24,656,955		0.3%		82,848,021		1.0%		336.0%		S-CREW開発研究費等。 カイハツ ケンキュウ ヒ ナド

		のれん償却 ショウキャク		7,087,752		0.1%		7,087,752		0.1%		100.0%

														単位：百万円 タンイ ヒャクマンエン

				2018年8月期 ネン ガツ キ				2019年8月期 ネン ガツ キ				前年同期比 ゼンネン ドウキヒ		増減理由 ゾウゲン リユウ

				実績 ジッセキ		売上対比 ウリアゲ タイヒ		実績 ジッセキ		売上対比 ウリアゲ タイヒ

		販売費及び一般管理費 ハンバイヒ オヨ イッパンカンリヒ		7,297		7.3%		7,899		6.5%		108.2%		-

		給与手当		1,298		17.8%		1,407		17.8%		108.4%		社員増加による。

		法定福利費		273		3.7%		291		3.7%		106.8%		社員増加による。

		福利厚生費		56		0.8%		65		0.8%		116.8%		社員増加による。

		地代家賃		253		3.5%		358		4.5%		141.3%		各営業所出店による。 カク エイギョウショ シュッテン

		支払ﾘｰｽ料		41		0.6%		63		0.8%		154.3%		社員増加による。車両増加のため シャリョウ ゾウカ

		備品・消耗品費		59		0.8%		49		0.6%		82.6%		経費削減取組による。 ケイヒ サクゲン トリクミ

		租税公課		824		11.3%		876		11.1%		106.3%		MAIによる投資用不動産購入のため。 トウシヨウ フドウサン コウニュウ

		仲介手数料		1,885		25.8%		2,263		28.7%		120.1%		分譲販売数増加及び、投資用不動産売却による。 ブンジョウ ハンバイ スウ ゾウカ オヨ トウシ ヨウ フドウサン バイキャク

		広告宣伝費		950		13.0%		787		10.0%		82.8%		MMP設立による内製化のため セツリツ ナイセイカ

		接待交際費		41		0.6%		76		1.0%		184.8%		25周年パーティー及び、年2回の決算パーティー開催による。 シュウネン オヨ ネン カイ ケッサン カイサイ

		諸会費		36		0.5%		52		0.7%		145.6%		Gマーク、システム関連による。 カンレン

		管理諸費		115		1.6%		129		1.6%		112.4%		海外M&Aアドバイス等、弁護士費用の発生。 カイガイ ナド ベンゴシ ヒヨウ ハッセイ

		通勤交通費		49		0.7%		53		0.7%		108.6%		社員増加による。

		業務交通費		49		0.7%		58		0.7%		117.1%		社員増加による。

		求人費		144		2.0%		115		1.5%		79.5%		昨期からの削減による。 サク キ サクゲン

		ガソリン費		19		0.3%		27		0.4%		139.0%		社員増加による。

		備品費		36		0.5%		14		0.2%		39.4%		経費削減取組による。 ケイヒ サクゲン トリクミ

		社員研修費		35		0.5%		22		0.3%		65.7%		経費削減取組による。 ケイヒ サクゲン トリクミ

		研究開発費 ケンキュウ カイハツヒ		24		0.3%		82		1.0%		336.0%		S-CREW開発研究費等。 カイハツ ケンキュウ ヒ ナド





営業外収益・費用

														単位：百万円 タンイ ヒャクマンエン

				2018年8月期 ネン ガツ キ				2019年8月期 ネン ガツ キ				前年同期比 ゼンネン ドウキヒ		増減理由 ゾウゲン リユウ

				実績 ジッセキ		売上対比 ウリアゲ タイヒ		実績 ジッセキ		売上対比 ウリアゲ タイヒ

		営業外収益 エイギョウガイ シュウエキ		206		0.20%		183		0.15%		88.8%

		受取利息 ウケトリ リソク		15		0.02%		21		0.02%		136.5%

		為替差益 カワセ サエキ		43		0.04%		0		-		-

		その他 タ		146		0.14%		161		0.13%		109.9%

		営業外費用 エイギョウガイ ヒヨウ		630		0.63%		1,193		0.99%		189.4%

		支払利息 シハライ リソク		394		0.39%		534		0.44%		135.6%		融資の増加による。 ユウシ ゾウカ

		融資等手数料 ユウシ ナド テスウリョウ		162		0.16%		518		0.43%		319.6%		融資の増加による。 ユウシ ゾウカ

		その他 タ		73		0.07%		140		0.11%		190.1%

				2018年8月期 ネン ガツ キ				2019年8月期 ネン ガツ キ

				実績 ジッセキ		売上対比 ウリアゲ タイヒ		実績 ジッセキ		売上対比 ウリアゲ タイヒ

		売上高 ウリアゲ ダカ		100,642,567,478		-		121,017,916,747		-

		営業外収益

		受取利息		15,911,504		0.02%		21,714,872		0.02%

		受取配当金 ウケトリ ハイトウキン		323,385		0.00%		2,055,500		0.00%

		為替差益		43,432,870		0.04%		0		0.00%

		解約手付金収入 カイヤク テツケ キン シュウニュウ		15,700,000		0.02%		12,800,000		0.01%

		保険代理店収入		8,401,238		0.01%		9,283,193		0.01%

		紹介手数料 ショウカイ テスウリョウ		28,196,289		0.03%		32,640,178		0.03%

		その他 タ		94,161,653		0.09%		104,565,834		0.09%

		営業外収益 エイギョウガイ シュウエキ		206,126,939		0.20%		183,059,577		0.15%

		支払利息		394,119,074		0.39%		534,379,687		0.44%

		融資等手数料 ユウシトウ テスウリョウ		162,286,277		0.16%		518,741,420		0.43%

		貸倒引当金繰入額		22,163,964		0.02%		881,087		0.00%

		ﾃﾞﾘﾊﾞﾃｨﾌﾞ評価損 ヒョウカ ソン		0		0.00%		0		0.00%

		その他 タ		51,504,492		0.05%		139,163,311		0.11%

		営業外費用 エイギョウガイ ヒヨウ		630,073,807		0.63%		1,193,165,505		0.99%





BS

																（単位：百万円） タンイ ヒャクマンエン								2018年8月期 ネン ガツ キ								2019年8月期 ネン ガツ キ

				2018年8月期 ネン ヘイネン ガツキ		2019年8月期 ネン ヘイネン ガツキ		増減 ゾウゲン						2018年8月期 ネン ガツキ		2019年8月期 ネン ガツキ		増減 ゾウゲン						固定資産 コテイ シサン		13,880						固定資産 コテイ シサン		28,656

		流動資産 リュウドウ シサン		99,243		99,263		100.0%				負債 フサイ		74,830		84,815		113.3%						流動資産 リュウドウ シサン		99,243						流動資産 リュウドウ シサン		99,263

		現金及び預金 ゲンキン オヨ ヨキン		27,397		25,048		91.4%				流動負債 リュウドウ フサイ		36,220		45,047		124.4%						純資産 ジュンシサン				38,293				純資産 ジュンシサン				43,103

		受取手形及び売掛金 ウケトリ テガタ オヨ ウリカケ キン		2,851		4,583		160.7%				短期借入金 タンキ カリイレ キン		20,397		23,712		116.3%						固定負債 コテイ フサイ				38,610				固定負債 コテイ フサイ				39,768

		販売用不動産 ハンバイヨウ フドウサン		31,436		27,897		88.7%				1年以内返済予定長期借入金
1年以内償還予定社債 ネン イナイ ヘンサイ ヨテイ チョウキ カリイレ キン ネン イナイ ショウカン ヨテイ シャサイ		3,727		7,642		205.0%						流動負債 リュウドウ フサイ				36,220				流動負債 リュウドウ フサイ				45,047

		仕掛販売用不動産 シカカリ ハンバイヨウ フドウサン		33,630		38,045		113.1%				その他 タ		12,096		13,691		113.2%								113,123		113,124						127,919		127,919

		未成工事支出金 ミセイコウジ シシュツキン		1,483		870		58.7%				固定負債 コテイ フサイ		38,610		39,768		103.0%

		その他 タ		2,500		2,843		31.1%				社債
転換社債型新株予約権付社債 シャサイ テンカン シャサイガタ シンカブヨヤクケン ツキ シャサイ		11,724		14,239		0.0%

		貸倒引当金 カシダオレ ヒキアテ キン		(56)		(27)		-				長期借入金 チョウキ カリイレ キン		25,162		23,681		94.1%

		固定資産 コテイ シサン		13,880		28,656		206.5%				その他 タ		1,723		1,847		107.2%

		有形固定資産 ユウケイ コテイ シサン		7,105		18,974		267.1%				純資産 ジュンシサン		38,293		43,103		112.6%

		無形固定資産 ムケイ コテイ シサン		656		711		108.4%				株主資本 カブヌシ シホン		37,019		41,560		112.3%

		投資その他の資産 トウシ タ シサン		6,118		8,969		146.6%				その他 タ		1,274		1,543		121.1%

		資産合計 シサン ゴウケイ		113,124		127,919		113.1%				負債・純資産合計 フサイ ジュンシサン ゴウケイ		113,124		127,919		113.1%















																						自己資本比率 ジコ シホン ヒリツ				2018年8月期 ネン ガツ キ				2019年8月期 ネン ガツ キ

																										32.6%				32.4%



2018年8月期貸借対照表



固定資産	[系列名]

[値]





13880	流動資産	[系列名]
[値]

99243	純資産	[系列名]
[値]

38293	固定負債	[系列名]
 [値]

38610.451000000001	流動負債	[系列名]
 [値]

36220.391000000003	

2019年8月期貸借対照表

固定資産	
28656	流動資産	
99263	純資産	
43103	固定負債	
39768.400000000001	流動負債	
45047.4	



たな卸内訳





















































												

内部監査室-伊藤 将義: 内部監査室-伊藤 将義:
メルディア松戸　41
メルディア藤が丘　73



配当

				2016年8月期 ネン ガツ キ		2017年8月期 ネン ガツ キ		2018年8月期 ネン ガツ キ		2019年8月期 ネン ガツ キ		2020年8月期 ネン ガツ キ

												（目標） モクヒョウ

		１株当たり配当金（円） カブ ア ハイトウキン エン		33.0		44.0		48.0		48.0		48.0

		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		198.92		284.70		244.20		286.04		306.36

		配当性向（％） ハイトウ セイコウ		16.6		15.5		19.7		16.8		15.7

		純資産配当率（％） ジュンシサン ハイトウ リツ		2.7		3.1		2.6		2.9		-

		 		1株当たり当期純利益（円） エン		1株当たり配当金（円） ハイトウ キン エン		配当性向（％） ハイトウ セイコウ		純資産配当率（％） ジュンシサン ハイトウ リツ

		2016年8月期 ネン ガツキ		198.92		33		16.6		2.7

		2017年8月期 ネン ガツキ		284.70		44		15.5		3.1

		2018年8月期 ネン ガツキ		244.24		48		19.7		2.6

		2019年8月期 ネン ガツキ		286.04		48		16.8		2.9

		2020年8月期E ネン ガツキ		306.36		48		15.7







1株当たり当期純利益（円）	

2016年8月期	2017年8月期	2018年8月期	2019年8月期	2020年8月期E	198.92	284.7	244.24	286.04000000000002	306.36	1株当たり配当金（円）	

2016年8月期	2017年8月期	2018年8月期	2019年8月期	2020年8月期E	33	44	48	48	48	配当性向（％）	

2016年8月期	2017年8月期	2018年8月期	2019年8月期	2020年8月期E	16.600000000	000001	15.5	19.7	16.8	15.7	純資産配当率（％）	2016年8月期	2017年8月期	2018年8月期	2019年8月期	2020年8月期E	2.7	3.1	2.6	2.9	











CF

		 		営業ＣＦ エイギョウ		投資ＣＦ トウシ		財務ＣＦ ザイム

				(27,827)		(6,799)		36,078										営業活動によるキャッシュフロー エイギョウ カツドウ

				(5,514)		(4,181)		6,741



営業ＣＦ	

-27827	-5514	投資ＣＦ	

-6799	-4181	財務ＣＦ	

36078	6741	









業績予想

																2019年8月期 ネン ガツ キ		2020年8月期 ネン ガツ キ				2021年8月期 ネン ガツ キ

				売上高 ウリアゲ ダカ				営業利益 エイギョウ リエキ								第26期 ダイ キ		第27期 ダイ キ		成長率 セイチョウリツ		第28期 ダイ キ		成長率 セイチョウリツ

														売上高 ウリアゲ ダカ		121,017		135,000		11.6%		150,000		11.1%

				百万円 ヒャクマンエン		％		百万円 ヒャクマンエン						経常利益 ケイジョウ リエキ		9,431		10,400		10.3%		12,500		20.2%

		第2四半期（累計） ダイ シハンキ ルイケイ		50,000		△6.1		3200		△40.0				経常利益率 ケイジョウ リエキ リツ		7.7%		7.7%		-		8.3%		-

		通　期 ツウ キ		135,000		11.6		11350		8.7







□ 本資料は、当社および当社グループの企業説明
に関する情報の提供を目的としたものであり、
当社が発行する有価証券の投資を勧誘すること
を目的としたものではありません。

□ 本資料に記載された意見や予測等は、資料作成
時点の当社の判断であり、その情報の正確性・
完全性を保証または約束するものではなく、今
後、予告なしに変更されることがありますので
予めご了承ください。

● 本資料に対するお問合せ
メルディアグループ
株式会社 三栄建築設計（証券コード：3228）
https://san-a.com/
〒163-0632
東京都新宿区西新宿1-25-1 新宿センタービル32階
03-5381-3212（直通）
経営企画部長 榎本 喜明

https://san-a.com/
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