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四 半 期 報 告 書

１ 本書は四半期報告書を金融商品取引法第27条の30の２に規定する開

示用電子情報処理組織(EDINET)を使用し提出したデータに目次及び頁

を付して出力・印刷したものであります。

２ 本書には、上記の方法により提出した四半期報告書に添付された四

半期レビュー報告書及び上記の四半期報告書と同時に提出した確認書

を末尾に綴じ込んでおります。
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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

回次
第47期

第２四半期
連結累計期間

第48期
第２四半期
連結累計期間

第47期

会計期間
自 2020年４月１日
至 2020年９月30日

自 2021年４月１日
至 2021年９月30日

自 2020年４月１日
至 2021年３月31日

売上高 (百万円) 734,942 781,495 1,488,915

経常利益 (百万円) 54,053 64,281 90,607

親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益

(百万円) 36,933 43,549 62,285

四半期包括利益又は包括利益 (百万円) 35,770 46,662 64,362

純資産額 (百万円) 299,357 355,245 308,206

総資産額 (百万円) 848,835 955,913 919,454

１株当たり四半期(当期)純利益 (円) 538.22 639.64 909.31

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益

(円) 537.92 639.37 908.84

自己資本比率 (％) 35.66 37.32 33.74

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 27,793 56,360 98,461

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △5,280 △7,235 △24,740

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △34,770 △20,125 △34,315

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(百万円) 147,407 228,335 198,760

回次
第47期

第２四半期
連結会計期間

第48期
第２四半期
連結会計期間

会計期間
自 2020年７月１日
至 2020年９月30日

自 2021年７月１日
至 2021年９月30日

１株当たり四半期純利益 (円) 296.03 371.53

(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成していますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載して

いません。

２．「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を第１四半期連結会計期間の期

首から適用しており、当第２四半期連結累計期間及び当第２四半期連結会計期間に係る主要な経営指標等に

ついては、当該会計基準等を適用した後の指標等となっています。

３．純資産額には、株式給付信託、従業員持株ＥＳＯＰ信託及び役員報酬ＢＩＰ信託が所有する当社株式が「自

己株式」として計上されています。但し、2014年３月31日以前に契約を締結した信託が所有する当社株式に

ついては、１株当たり四半期(当期)純利益、潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益及び自己資本比

率の算出にあたって、自己株式とみなしていません。

２ 【事業の内容】

当第２四半期連結累計期間において、当社及び当社の関係会社が営む事業の内容に重要な変更はありません。

また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第２四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。また、前事業年度の有価証券

報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。なお、重要事象等は存在していません。

２ 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものです。

（1）経営成績

当第２四半期連結累計期間における国内経済は、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の拡大に伴い、都市圏

を中心に緊急事態宣言の再発出やまん延防止等重点措置が繰り返し適用され、依然として厳しい状況が続きまし

た。一方で、全国的にワクチン接種が進み、９月末をもって緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置が全面解除さ

れたことから、今後、経済活動は緩やかに回復していくことが期待されますが、住宅業界においては、引き続き感

染拡大防止策を踏まえた営業活動等、柔軟な対応が求められます。

新設住宅着工戸数は、前年同月比７ヶ月連続で増加し、2021年９月は前年同月比4.3％の増加となりました。当社

グループが主力とする賃貸住宅分野においても、貸家着工戸数が前年同月比７ヶ月連続して増加し、2021年９月は

12.8％の増加となりました。

今後も利便性の高い、安心・快適な賃貸建物の需要は引き続き底堅く推移するものと見込まれます。賃貸住宅分

野は、入居需要に基づく健全な賃貸建物経営のノウハウに加え、入居者様の多様化するニーズに応え、災害に強い

防災賃貸住宅、環境に配慮した賃貸住宅、ライフスタイルに合わせたスマート賃貸住宅など、サステナブルな付加

価値を生み出していく必要があります。

このような状況の中、中期経営計画「新５ヵ年計画」（2019年度～2023年度）の３年目として、基本方針「夢や

将来を託され、継続した成長ができる企業へ」の下、「ウィズコロナ」を踏まえた営業スタイルの確立やリフォー

ム等の新規チャネルの拡大、120万戸超の管理戸数を活かしたストックビジネス等、賃貸住宅事業および周辺事業の

更なる強化を図っていくとともに、賃貸住宅事業以外の新しい取り組みを着実に促進し、賃貸住宅専業から総合賃

貸業を核とした生活総合支援企業を目指していきます。

当社グループの連結業績は、売上高7,814億95百万円（前年同四半期比6.3％増）、営業利益624億79百万円（前年

同四半期比20.7％増）、経常利益642億81百万円（前年同四半期比18.9％増）、親会社株主に帰属する四半期純利益

435億49百万円（前年同四半期比17.9％増）となりました。

なお、会計方針の変更として、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日）等を第

１四半期連結会計期間の期首から適用しています。詳細については、「第４ 経理の状況 １ 四半期連結財務諸

表 注記事項（会計方針の変更等）」をご参照ください。

売上高は、前年同四半期比465億52百万円（6.3％）増加の7,814億95百万円となりました。これは主に、一括借上

物件の増加等に伴い不動産事業売上高が282億88百万円（5.6％）増加し、株式会社インヴァランスの連結子会社化

等によりその他事業売上高が107億17百万円（37.9％）増加したことによるものです。

当第２四半期連結累計期間における売上実績をセグメントごとに示すと、次のとおりです。
（単位：百万円）

セグメントの名称 前第２四半期連結累計期間 当第２四半期連結累計期間 前期増減率

建設事業 204,062 211,610 3.7%

不動産事業 502,588 530,876 5.6%

金融事業 4,980 4,768 △4.3%

その他 23,311 34,240 46.9%

計 734,942 781,495 6.3%

(注) セグメント間の取引については、相殺消去しています。

売上総利益は、前年同四半期比145億39百万円（12.1％）増加の1,344億13百万円となりました。これは主に、一

括借上物件の増加に伴い不動産事業総利益が100億17百万円（18.7％）増加したこと等によるものです。

営業利益は、前年同四半期比107億20百万円（20.7％）増加の624億79百万円となりました。これは主に、売上総

利益が145億39百万円（12.1％）増加した一方、販売費及び一般管理費が38億19百万円（5.6％）増加したことによ

るものです。

経常利益は、前年同四半期比102億28百万円（18.9％）増加の642億81百万円となりました。これは主に、営業利

益が107億20百万円（20.7％）増加したことによるものです。
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セグメントごとの経営成績は次のとおりです。

建設事業

建設事業は、想定よりも工事の進捗が順調であったこと等により、完成工事高が2,116億10百万円（前年同四半

期比3.7％増）となり、完成工事総利益率は、住宅金融支援機構融資案件の大東ファイナンス２次融資による繰延

利益の減少により、前年同四半期比0.8ポイント上昇の27.7％となりました。また、営業利益は、230億12百万円

（前年同四半期比15.4％増）となりました。

建物種別の完成工事高は、次のとおりです。

（単位：百万円）

建物種別
前第２四半期連結累計期間 当第２四半期連結累計期間

前期増減率
金額 構成比 金額 構成比

建設事業

居住用 197,011 96.6% 203,606 96.2% 3.3%

賃貸住宅 196,105 96.1% 202,100 95.5% 3.1%

戸建住宅 905 0.5% 1,505 0.7% 66.3%

事業用 2,295 1.1% 4,307 2.0% 87.6%

その他 4,755 2.3% 3,696 1.8% △22.3%

小計 204,062 100.0% 211,610 100.0% 3.7%

不動産事業

　 営繕工事 17,582 － 20,269 － 15.3%

合計 221,644 － 231,880 － 4.6%

(注) 前第２四半期連結累計期間及び当第２四半期連結累計期間において完成工事高総額に対する割合が100分の10以

上の相手先はありません。

受注工事高は、「ウィズコロナ」を踏まえた営業活動等により、1,838億90百万円（前年同四半期比45.0％増）

となり、2021年９月末の受注工事残高は、7,081億91百万円（前年同四半期比3.7％減）となりました。

建物種別の受注工事高は、次のとおりです。

（単位：百万円）

建物種別
前第２四半期連結累計期間 当第２四半期連結累計期間

前期増減率
金額 構成比 金額 構成比

建設事業

居住用 107,821 94.7% 159,915 94.9% 48.3%

賃貸住宅 106,739 93.8% 159,366 94.6% 49.3%

戸建住宅 1,081 0.9% 549 0.3% △49.2%

事業用 2,674 2.4% 4,817 2.9% 80.1%

その他 3,309 2.9% 3,760 2.2% 13.6%

小計 113,805 100.0% 168,493 100.0% 48.1%

不動産事業

　 営繕工事 12,984 － 15,397 － 18.6%

合計 126,790 － 183,890 － 45.0%
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建物種別の受注工事残高は、次のとおりです。

（単位：百万円）

建物種別
前第２四半期連結累計期間 当第２四半期連結累計期間

前期増減率
金額 構成比 金額 構成比

建設事業

居住用 707,355 97.1% 672,566 96.2% △4.9%

賃貸住宅 703,059 96.5% 669,197 95.7% △4.8%

戸建住宅 4,296 0.6% 3,368 0.5% △21.6%

事業用 12,107 1.7% 17,703 2.5% 46.2%

その他 9,105 1.2% 9,233 1.3% 1.4%

小計 728,569 100.0% 699,503 100.0% △4.0%

不動産事業

　 営繕工事 6,525 － 8,688 － 33.1%

合計 735,094 － 708,191 － △3.7%

不動産事業

不動産事業は、「賃貸経営受託システム」による一括借上物件の増加や新型コロナ禍でも好調な入居率を背景

に、借上会社である大東建託パートナーズ株式会社の家賃収入が増加したことや「連帯保証人不要サービス」を

提供しているハウスリーブ株式会社の収入拡大等により、不動産事業売上高は5,308億76百万円（前年同四半期比

5.6％増）となり、営業利益は425億49百万円（前年同四半期比29.5％増）となりました。

不動産事業の売上実績の内訳は、次のとおりです。

（単位：百万円）

区分
前第２四半期連結累計期間 当第２四半期連結累計期間

前期増減率
金額 構成比 金額 構成比

一括借上 455,759 90.6% 477,907 90.0% 4.9%

営繕工事 17,582 3.5% 20,269 3.8% 15.3%

不動産仲介 8,924 1.8% 10,748 2.0% 20.4%

家賃保証事業 7,780 1.5% 8,900 1.7% 14.4%

電力事業 4,289 0.9% 4,194 0.8% △2.2%

賃貸事業 3,366 0.7% 3,305 0.6% △1.8%

その他 4,886 1.0% 5,549 1.1% 13.6%

計 502,588 100.0% 530,876 100.0% 5.6%

入居者斡旋件数（注１）は、前年同四半期比6.8％増の163,238件となりました。2021年９月の家賃ベース入居

率（注２）は、居住用で前年同月比1.0ポイント上昇の97.7％、事業用で前年同月比0.6ポイント上昇の99.1％と

なりました。

(注) １．大東建託リーシング㈱、大東建託パートナーズ㈱の合計件数（他社管理物件含む）

２．家賃ベース入居率＝1－(空室物件の借上家賃支払額／家賃総額)

　金融事業

金融事業は、大東ファイナンス株式会社の利息収入の減少等により、金融事業売上高が47億68百万円（前年同

四半期比4.3％減）となり、営業利益は16億99百万円（前年同四半期比34.3％減）となりました。

その他

その他事業は、マレーシアホテルの新型コロナウイルス感染症の影響による稼働率低下や投資マンション事業

を主力とする株式会社インヴァランスの連結子会社化等により、売上高が342億40百万円（前年同四半期比46.9％

増）、営業利益は26億72百万円（前年同四半期比23.2％減）となりました。
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（2）財政状態

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前期末比364億58百万円増加して、9,559億13百万円となりました。こ

れは主に、現金預金296億44百万円及び収益認識に関する会計基準等の適用により棚卸不動産が164億59百万円増加

した一方、営業貸付金91億63百万円が減少したことによるものです。

負債は、前期末比105億79百万円減少して、6,006億67百万円となりました。これは主に、前受金243億32百万円が

増加した一方、収益認識に関する会計基準等の適用によりその他流動負債が325億14百万円減少したことによるもの

です。

純資産は、前期末比470億38百万円増加して、3,552億45百万円となりました。これは主に、親会社株主に帰属す

る四半期純利益の計上により435億49百万円及び収益認識に関する会計基準等の適用により期首利益剰余金が162億

24百万円増加した一方、配当金の支払いにより172億84百万円減少したことによるものです。

以上により、自己資本比率は前期末比3.6ポイント増加して37.3％となりました。

　

（3）キャッシュ・フロー

当第２四半期連結累計期間の現金及び現金同等物残高は、前連結会計年度末比295億75百万円増加し、2,283億35

百万円となりました。

当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。

営業活動によるキャッシュ・フローは、563億60百万円の獲得（前年同四半期連結累計期間は277億93百万円の獲

得）となりました。主な獲得要因は、税金等調整前四半期純利益の計上641億73百万円、仕入債務の増加額111億55

百万円及び営業貸付金の減少額91億63百万円です。一方、主な使用要因は、法人税等の支払額225億６百万円及び賞

与引当金の減少額84億13百万円です。

投資活動によるキャッシュ・フローは、72億35百万円の使用（前年同四半期連結累計期間は52億80百万円の使

用）となりました。主な獲得要因は、有価証券の売却及び償還による収入10億円です。一方、主な使用要因は、有

形固定資産の取得による支出33億66百万円、無形固定資産の取得による支出22億70百万円及び投資有価証券の取得

による支出14億66百万円です。

財務活動によるキャッシュ・フローは、201億25百万円の使用（前年同四半期連結累計期間は347億70百万円の使

用）となりました。主な獲得要因は、短期借入金の増加額20億円及び長期借入れによる収入12億60百万円です。一

方、主な使用要因は、配当金の支払額172億84百万円及び長期借入金の返済による支出67億56百万円です。

（4）会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

前事業年度の有価証券報告書に記載した「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分

析」中の会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定の記載について重要な変更はありません。

　

（5）研究開発活動

当第２四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は７億48百万円です。なお、当第２四半

期連結累計期間において当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

（6）主要な設備

当第２四半期連結累計期間において、新たに確定した重要な設備の新設の計画は以下のとおりです。

会社名
事業所
(所在地)

セグメント
の名称

設備の内容

投資予定額
資金調達
方法

着手年月
完了予定
年月

完成後の
増加能力総額

(百万円)
既支払額
(百万円)

大東建託パー
トナーズ㈱

管理物件
(全国各地)

不動産事業
太陽光発電

設備
20,000 825 自己資金

2021年
６月

2023年
３月

（注）

(注) 完成後の増加能力については、計数的把握が困難であるため、記載を省略しています。

３ 【経営上の重要な契約等】

当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 329,541,100

計 329,541,100

② 【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間
末現在発行数(株)
(2021年９月30日)

提出日現在
発行数(株)

(2021年11月12日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 68,918,979 68,918,979

東京証券取引所
（市場第一部）
名古屋証券取引所
（市場第一部）

単元株式数100株

計 68,918,979 68,918,979 ― ―

(注) 「提出日現在発行数」欄には、2021年11月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発

行された株式数は含まれていません。

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

② 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高

(百万円)

2021年７月１日～
2021年９月30日

― 68,918,979 ― 29,060 ― 34,540
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(5) 【大株主の状況】

2021年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式
(自己株式を

除く。)の総数に
対する所有株式数

の割合(％)

日本マスタートラスト信託銀行株式

会社（信託口）
港区浜松町二丁目11-３ 9,054 13.15

SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT

（常任代理人香港上海銀行東京支店

カストディ業務部）

ONE LINCOLN STREET, BOSTON MA USA

02111

（中央区日本橋三丁目11-１）

4,608 6.69

株式会社日本カストディ銀行（信託

口）
中央区晴海一丁目８-12 3,572 5.19

光通信株式会社 豊島区西池袋一丁目４-10 1,834 2.66

大東建託協力会持株会 港区港南二丁目16-１ 1,610 2.34

住友不動産株式会社 新宿区西新宿二丁目４-１ 1,606 2.33

株式会社日本カストディ銀行（信託

口７）
中央区晴海一丁目８-12 1,265 1.84

STATE STREET BANK WEST CLIENT -

TREATY 505234

（常任代理人株式会社みずほ銀行決

済営業部）

1776 HERITAGE DRIVE, NORTH QUINCY, MA

02171, U.S.A.

（港区港南二丁目15-１）

1,152 1.67

大東建託従業員持株会 港区港南二丁目16-１ 1,085 1.58

DEUTSCHE BANK TRUST COMPANY

AMERICAS ADR DEPT ACCOUNT

（常任代理人株式会社みずほ銀行決

済営業部）

60 WALL STREET, NEW YORK NY 10005

U.S.A.

（港区港南二丁目15-１）

949 1.38

計 － 26,740 38.83

(注) １．発行済株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合の算定上、発行済株式総数から控除する
自己株式には、株式給付信託、従業員持株ＥＳＯＰ信託及び役員報酬ＢＩＰ信託が所有する当社株式は含ま
れていません。

２．2019年６月６日付けで公衆の縦覧に供されている大量保有報告書（変更報告書）において、ブラックロッ
ク・ジャパン株式会社及びその共同保有者８社が、2019年５月31日現在でそれぞれ以下のとおり株式を保有
している旨が記載されていますが、当社として2021年９月30日現在における実質所有株式数の確認ができな
いため、上記大株主の状況に含めていません。なお、大量保有報告書（変更報告書）の内容は、以下のとお
りです。

氏名又は名称 住所
保有株券等の数

（千株）
株券等保有割合

（％）

ブラックロック・ジャパン株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目8番3号 1,257 1.66

ブラックロック・フィナンシャル・
マネジメント・インク

米国 ニューヨーク州 ニューヨーク イー
スト52ストリート 55

89 0.12

ブラックロック・インベストメン
ト・マネジメント・エルエルシー

米国 ニュージャージー州 プリンストン
ユニバーシティ スクウェア ドライブ 1

121 0.16

ブラックロック・ファンド・マネジ
ャーズ・リミテッド

英国 ロンドン市 スログモートン・アベ
ニュー 12

109 0.14

ブラックロック・ライフ・リミテッ
ド

英国 ロンドン市 スログモートン・アベ
ニュー 12

89 0.12

ブラックロック・アセット・マネジ
メント・アイルランド・リミテッド

アイルランド共和国 ダブリン インタ
ーナショナル・ファイナンシャル・サー
ビス・センター JPモルガン・ハウス

356 0.47

ブラックロック・ファンド・アドバ
イザーズ

米国 カリフォルニア州 サンフランシス
コ市 ハワード・ストリート 400

1,035 1.37

ブラックロック・インスティテュー
ショナル・トラスト・カンパニー、
エヌ．エイ．

米国 カリフォルニア州 サンフランシス
コ市 ハワード・ストリート 400

1,352 1.79

ブラックロック・インベストメン
ト・マネジメント（ユーケー）リミ
テッド

英国 ロンドン市 スログモートン・アベ
ニュー 12

308 0.41

計 － 4,718 6.24
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　 ３．2021年９月22日付けで公衆の縦覧に供されている大量保有報告書（変更報告書）において、三井住友トラス

ト・アセットマネジメント株式会社及びその共同保有者１社が、2021年９月15日現在でそれぞれ以下のとお

り株式を保有している旨が記載されていますが、当社として2021年９月30日現在における実質所有株式数の

確認ができないため、上記大株主の状況に含めていません。なお、大量保有報告書（変更報告書）の内容

は、以下のとおりです。

氏名又は名称 住所
保有株券等の数

（千株）
株券等保有割合

（％）

三井住友トラスト・アセットマネジ
メント株式会社

東京都港区芝公園一丁目1番1号 2,821 4.09

日興アセットマネジメント株式会社 東京都港区赤坂九丁目7番1号 1,049 1.52

計 － 3,870 5.62

　 ４．2021年５月10日付けで公衆の縦覧に供されている大量保有報告書（変更報告書）において、野村證券株式会

社及びその共同保有者１社が、2021年４月30日現在でそれぞれ以下のとおり株式を保有している旨が記載さ

れていますが、当社として2021年９月30日現在における実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主

の状況に含めていません。なお、大量保有報告書（変更報告書）の内容は、以下のとおりです。

氏名又は名称 住所
保有株券等の数

（千株）
株券等保有割合

（％）

野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目１３番１号 155 0.23

野村アセットマネジメント株式会社 東京都江東区豊洲二丁目２番１号 3,761 5.46

計 － 3,916 5.68

　 ５．2020年12月７日付けで公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、ドッチ・アンド・コックスが、

2020年11月30日現在で以下のとおり株式を保有している旨が記載されていますが、当社として2021年９月30

日現在における実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況に含めていません。なお、大量保

有報告書の内容は、以下のとおりです。

氏名又は名称 住所
保有株券等の数

（千株）
株券等保有割合

（％）

ドッチ・アンド・コックス
アメリカ合衆国カリフォルニア州94104、
サンフランシスコ、カリフォルニア・ス
トリート555、40階

3,711 5.39
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(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

2021年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
（自己保有株式）

普通株式 ― ―
52,600

完全議決権株式(その他)
普通株式

685,941 ―
68,594,100

単元未満株式
普通株式

― 一単元（100株）未満の株式
272,279

発行済株式総数 68,918,979 ― ―

総株主の議決権 ― 685,941 ―

(注) １．「完全議決権株式（自己株式等）」欄は、すべて当社保有の自己株式です。

２．「完全議決権株式（自己株式等）」欄には、株式給付信託、従業員持株ＥＳＯＰ信託及び役員報酬ＢＩＰ信

託が所有する当社株式は、上記自己保有株式に含まれていません。

３．「完全議決権株式（その他）」株式数の欄には、証券保管振替機構名義の株式1,300株が含まれています。

また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数13個が含まれています。

② 【自己株式等】

2021年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

（自己保有株式）
大東建託株式会社

港区港南２丁目16-１ 52,600 － 52,600 0.08

計 ― 52,600 － 52,600 0.08

(注) 株式給付信託、従業員持株ＥＳＯＰ信託及び役員報酬ＢＩＰ信託が所有する当社株式は、上記自己保有株式に含

まれていません。

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に準拠して作成し、「建設業法施行規則」（昭和24年建設省令第14号）に準じて記載しています。

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間(2021年７月１日から2021年

９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(2021年４月１日から2021年９月30日まで)に係る四半期連結財務諸表につ

いて、EY新日本有限責任監査法人により四半期レビューを受けています。

なお、当社の監査法人は次のとおり交代しています。

第47期連結会計年度 有限責任監査法人トーマツ

第48期第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間 EY新日本有限責任監査法人
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１ 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

(単位：百万円)

前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2021年９月30日)

資産の部

流動資産

現金預金 198,993 228,637

金銭の信託 13,500 13,000

完成工事未収入金等 51,880 48,411

有価証券 1,502 1,501

未成工事支出金 13,460 14,399

棚卸不動産 － 16,459

その他の棚卸資産 ※1 10,457 ※1 15,713

前払費用 70,237 70,580

営業貸付金 120,980 111,816

その他 26,697 28,785

貸倒引当金 △594 △564

流動資産合計 507,115 548,741

固定資産

有形固定資産 172,145 172,336

無形固定資産

のれん 12,224 11,706

その他 26,836 25,521

無形固定資産合計 39,061 37,227

投資その他の資産

投資有価証券 48,737 51,038

劣後債及び劣後信託受益権 ※2 9,384 ※2 8,268

繰延税金資産 93,322 85,762

その他 55,309 58,331

貸倒引当金 ※2 △5,621 △5,792

投資その他の資産合計 201,132 197,607

固定資産合計 412,339 407,171

資産合計 919,454 955,913
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2021年９月30日)

負債の部

流動負債

工事未払金 27,580 38,738

短期借入金 690 2,690

1年内償還予定の社債 140 85

1年内返済予定の長期借入金 12,444 12,753

未払法人税等 22,493 20,589

未成工事受入金 40,814 37,844

前受金 94,867 119,199

賞与引当金 20,372 11,958

預り金 10,404 6,772

その他 69,260 36,745

流動負債合計 299,066 287,376

固定負債

社債 130 90

長期借入金 83,344 77,538

一括借上修繕引当金 169,779 178,502

退職給付に係る負債 14,847 13,497

長期預り保証金 32,212 31,622

その他 11,867 12,039

固定負債合計 312,181 313,291

負債合計 611,247 600,667

純資産の部

株主資本

資本金 29,060 29,060

資本剰余金 34,540 34,540

利益剰余金 266,899 309,359

自己株式 △15,352 △13,853

株主資本合計 315,148 359,107

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 3,636 4,522

繰延ヘッジ損益 267 189

土地再評価差額金 △7,584 △7,584

為替換算調整勘定 △5,806 △3,635

退職給付に係る調整累計額 △1,927 △1,622

その他の包括利益累計額合計 △11,414 △8,130

新株予約権 388 342

非支配株主持分 4,084 3,926

純資産合計 308,206 355,245

負債純資産合計 919,454 955,913

　



― 14 ―

(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
　至 2021年９月30日)

売上高

完成工事高 204,062 211,610

不動産事業売上高 502,588 530,876

その他の事業売上高 28,291 39,008

売上高合計 734,942 781,495

売上原価

完成工事原価 149,230 153,033

不動産事業売上原価 448,887 467,158

その他の事業売上原価 16,951 26,890

売上原価合計 615,069 647,082

売上総利益

完成工事総利益 54,832 58,577

不動産事業総利益 53,700 63,718

その他の事業総利益 11,340 12,117

売上総利益合計 119,873 134,413

販売費及び一般管理費 ※ 68,114 ※ 71,934

営業利益 51,758 62,479

営業外収益

受取利息 188 170

受取配当金 134 102

受取手数料 1,229 1,303

持分法による投資利益 101 404

助成金収入 857 －

雑収入 648 858

営業外収益合計 3,159 2,840

営業外費用

支払利息 106 217

貸倒引当金繰入額 7 －

支払手数料 153 628

債権売却損 349 －

雑支出 248 192

営業外費用合計 864 1,038

経常利益 54,053 64,281

特別利益

固定資産売却益 5 15

投資有価証券売却益 214 1

特別利益合計 220 16

特別損失

固定資産除売却損 201 121

災害による損失 11 3

特別損失合計 212 125

税金等調整前四半期純利益 54,060 64,173

法人税、住民税及び事業税 20,366 20,548

法人税等調整額 △3,173 245

法人税等合計 17,192 20,794

四半期純利益 36,867 43,378

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △65 △170

親会社株主に帰属する四半期純利益 36,933 43,549
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【四半期連結包括利益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
　至 2021年９月30日)

四半期純利益 36,867 43,378

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 355 886

繰延ヘッジ損益 △161 △78

為替換算調整勘定 △1,752 2,171

退職給付に係る調整額 460 304

その他の包括利益合計 △1,097 3,283

四半期包括利益 35,770 46,662

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 35,837 46,833

非支配株主に係る四半期包括利益 △67 △171
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(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間

(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
　至 2021年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 54,060 64,173

減価償却費 7,745 7,107

のれん償却額 41 367

貸倒引当金の増減額（△は減少） 135 140

賞与引当金の増減額（△は減少） △1,348 △8,413

一括借上修繕引当金の増減額（△は減少） 9,100 8,722

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） △463 △911

受取利息及び受取配当金 △322 △273

支払利息 106 217

投資有価証券売却損益（△は益） △214 △1

持分法による投資損益（△は益） △101 △404

売上債権の増減額（△は増加） 16,210 3,471

未成工事支出金の増減額（△は増加） △381 △939

その他の棚卸資産の増減額（△は増加） △1,023 △5,254

前払費用の増減額（△は増加） 96 98

営業貸付金の増減額（△は増加） 5,268 9,163

仕入債務の増減額（△は減少） △22,169 11,155

未成工事受入金の増減額（△は減少） △3,568 △2,970

前受金の増減額（△は減少） 1,327 1,054

長期預り保証金の増減額（△は減少） △1,457 △589

その他 △4,879 △7,579

小計 58,164 78,335

利息及び配当金の受取額 801 743

利息の支払額 △106 △212

法人税等の支払額 △31,066 △22,506

営業活動によるキャッシュ・フロー 27,793 56,360

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入 － 131

定期預金の預入による支出 △3 △200

金銭の信託の減少による収入 － 500

有価証券の売却及び償還による収入 4,000 1,000

有形固定資産の取得による支出 △4,195 △3,366

無形固定資産の取得による支出 △2,549 △2,270

投資有価証券の取得による支出 △1,256 △1,466

投資有価証券の売却及び償還による収入 503 74

その他 △1,780 △1,637

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,280 △7,235

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） － 2,000

長期借入れによる収入 － 1,260

長期借入金の返済による支出 △11,060 △6,756

社債の償還による支出 － △95

自己株式の処分による収入 3,489 906

自己株式の取得による支出 △3,345 △14

配当金の支払額 △23,675 △17,284

非支配株主への配当金の支払額 △67 －

その他 △111 △140

財務活動によるキャッシュ・フロー △34,770 △20,125

現金及び現金同等物に係る換算差額 △236 575

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △12,494 29,575

現金及び現金同等物の期首残高 159,902 198,760

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※ 147,407 ※ 228,335
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【注記事項】

（会計方針の変更等）

（収益認識に関する会計基準等の適用）

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」）等を第

１四半期連結会計期間の期首から適用しています。収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下のとおり

です。

当社及び国内連結子会社は、従来は請負工事契約に関して、進捗部分について成果の確実性が認められる工事

には工事進行基準を、それ以外の工事には工事完成基準を適用していましたが、第１四半期連結会計期間の期首

より、一定の期間にわたり充足される履行義務は、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき

収益を一定の期間にわたり認識する方法に変更しています。なお、工期が短い営繕工事については、完全に履行

義務を充足した時点で収益を認識することとしています。

また、当社グループは、請負工事契約のうち、大東ファイナンス株式会社が顧客に対して長期融資の２次融資

を行っている契約について、従来は当該融資額に対応する利益相当額を融資回収までの期間にわたって繰り延べ

ていましたが、第１四半期連結会計期間の期首より、当該利益相当額の繰り延べ処理を行っていません。さらに、

請負工事契約のうち、一部、大東ファイナンス株式会社が顧客に対して請負契約額の全額を融資する契約があり、

当該契約については、従来は２次融資と同様の処理を行っていましたが、第１四半期連結会計期間の期首より、

融資額の回収可能性が高いと判断された時点で収益を認識することとしています。

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取り扱いに従っ

ており、第１四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第１四

半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しています。

この結果、従来の方法に比べて、当第２四半期連結累計期間の売上高は10億84百万円減少し、売上原価は21億

44百万円減少し、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益がそれぞれ10億59百万円増加しています。

また、利益剰余金の期首残高は162億24百万円増加しています。

なお、「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号 2020年３月31日）第28-15号に定める経過

的な取扱いに従って、前第２四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じる収益を分解した情報を記載して

いません。

（時価の算定に関する会計基準等の適用）

「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」)等を第

１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計

基準第10号 2019年７月４日)第44－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな

会計方針を、将来にわたって適用することとしています。これにより、従来、時価を把握することが極めて困難

と認められる金融商品とされていた社債その他の債券については取得原価をもって四半期連結貸借対照表価額と

していましたが、観察可能なインプットを入手できない場合であっても、入手できる最良の情報に基づく観察で

きないインプットを用いて算定した時価をもって四半期連結貸借対照表価額としています。
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（追加情報）

（株式給付信託及び従業員持株ＥＳＯＰ信託における取引の概要等）

当社グループは、従業員の福利厚生制度の拡充を図るとともに当社グループの業績や株価への意識を高め企業価値向

上を図ること並びに株価及び業績向上への従業員の意欲や士気を高めることを目的として、「株式給付信託」及び「従

業員持株ＥＳＯＰ信託」を設定しています。

１．株式給付信託

(1) 取引の概要

2011年７月４日開催の取締役会において、従業員の新しいインセンティブ・プランとして「株式給付信託（Ｊ－

ＥＳＯＰ）」（以下「本制度」）を導入することについて決議しました。

本制度は予め当社グループが定めた株式給付規程に基づき、当社従業員並びに当社役員を兼務しない子会社役員

及び従業員（以下「従業員等」）が株式の受給権を取得した場合に、当該従業員等に当社株式を給付する仕組みで

す。

当社グループは、従業員等の中から業績や成果に応じて「ポイント」（１ポイントを１株とする）を付与する者

を選定し、ポイント付与を行います。一定の要件を満たした従業員等に対して獲得したポイントに相当する当社株

式を給付します。従業員等に対し給付する株式については、予め信託設定した金銭により将来分も含め取得し、信

託財産として分別管理するものとします。

本制度により、従業員の勤労意欲の向上や中期的な業績向上と企業価値向上への貢献意欲が高まることが期待さ

れます。

(2) 「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第30号 2015年

３月26日）を適用していますが、従来採用していた方法により会計処理を行っています。

(3) 信託が保有する自社の株式に関する事項

①信託における帳簿価額は前連結会計年度6,484百万円、当第２四半期連結会計期間5,731百万円です。信託が保有

する自社の株式は株主資本において自己株式として計上しています。

②期末株式数は前連結会計年度487,106株、当第２四半期連結会計期間444,273株であり、期中平均株式数は、前第

２四半期連結累計期間382,363株、当第２四半期連結累計期間450,759株です。期末株式数及び期中平均株式数は、

１株当たり情報の算出上、控除する自己株式に含めていません。

２．従業員持株ＥＳＯＰ信託

(1) 取引の概要

当社は、2011年６月より従業員インセンティブ・プラン「従業員持株ＥＳＯＰ信託」（以下「本制度」）を導入

しています。その後、2015年12月及び2020年11月に本制度を再導入しています。

本制度は当社が「大東建託従業員持株会」（以下「当社持株会」）に加入する従業員（以下「従業員」）のうち

一定の要件を充足する者を受益者とする信託を設定し、当該信託は信託設定後５年間に亘り当社持株会が取得する

と見込んだ数の当社株式を、予め定めた取得期間中に取得します。その後、当該信託は当社株式を毎月一定日に当

社持株会に売却します。信託終了時に、株価の上昇により信託収益がある場合には、受益者たる従業員の拠出割合

に応じて金銭が分配されます。株価の下落により譲渡損失が生じ信託財産に係る債務が残る場合には、金銭消費貸

借契約の保証条項に基づき、当社が銀行に対して一括して弁済するため、従業員への追加負担はありません。

(2) 信託に残存する自社の株式

信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く）により、純資産の部に自己株式と

して計上しています。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年度7,381百万円、768,900株、当第２四

半期連結会計期間6,679百万円、695,800株です。

(3) 総額法の適用により計上された借入金の帳簿価額

前連結会計年度 7,600百万円、当第２四半期連結会計期間 6,400百万円

なお、これらの信託が所有する当社株式は、会社法上の自己株式に該当せず、議決権や配当請求権など通常の株式と

同様の権利を有しています。また、会社法第461条第２項の分配可能額の計算に際して、会社法上の自己株式は控除され

ますが、これらの信託が所有する当社株式は控除されません。
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（役員報酬ＢＩＰ信託における取引の概要等）

当社は、2019年６月25日開催の第45期定時株主総会において、当社の取締役（社外取締役を除く。以下「取締役」）

を対象とし、取締役の報酬と当社の業績及び株主価値との連動性をより明確にし、中長期的な業績の向上と企業価値の

増大への貢献意識を高めるとともに、取締役の株式保有を通じた株主との利害共有を強化することを目的として、業績

連動型株式報酬制度（以下「本制度」）を決議し導入しています。

(1) 取引の概要

本制度は、役位や業績目標の達成度等に応じて、当社株式及び当社株式の換価処分金相当額の金銭を交付及び給

付する役員向けの株式報酬制度です。当社は2020年３月31日で終了する事業年度から2022年３月31日で終了する事

業年度までの３事業年度及び以降の各３事業年度（以下「対象期間」）を対象とし、対象期間ごとに合計19億円を

上限とする金銭を、取締役への報酬の原資として拠出し、受益者要件を充足する取締役を受益者とする信託期間３

年間の信託（役員報酬ＢＩＰ（Board Incentive Plan）信託）を設定します。信託期間中、取締役に対するポイン

トの付与を行いますが、対象期間である３事業年度を対象として取締役に付与されるポイント数（当社株式数）の

上限は210,000ポイント（210,000株）とし、対象期間終了後、信託は取締役に対してポイント数に応じて当社株式

等の交付及び換価処分金相当額の給付を行います。なお、信託の信託期間の満了時において、新たな信託を設定し、

または信託契約の変更及び追加信託を行うことにより、本制度を継続的に実施することを予定しています。

(2) 信託に残存する自社の株式

信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く）により、純資産の部に自己株式と

して計上しています。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年度657百万円、47,991株、当第２四半期

連結会計期間657百万円、47,991株です。

なお、役員報酬ＢＩＰ信託が所有する当社株式は、会社法上の自己株式に該当せず、議決権や配当請求権など通常の

株式と同様の権利を有しています。また、会社法第461条第２項の分配可能額の計算に際して、会社法上の自己株式は控

除されますが、役員報酬ＢＩＰ信託が所有する当社株式は控除されません。
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（四半期連結貸借対照表関係）

※１．その他の棚卸資産の内訳は、次のとおりです。

前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2021年９月30日)

販売用不動産 5,435百万円 7,977百万円

商品及び製品 427百万円 514百万円

原材料及び貯蔵品 4,594百万円 7,220百万円

※２．劣後債等

当社は賃貸用共同住宅の建築を注文される顧客のために、金融機関等と連携して、金融機関等が設立した特別

目的事業体（ＳＰＥ）を利用する証券化を前提としたアパートローンを斡旋しています。

顧客が当該アパートローンを利用する場合には、当社は当該金融機関等との協定により、当該ＳＰＥの発行す

る劣後債又は劣後信託受益権を購入することとなっており、その購入状況等は、次のとおりです。

前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2021年９月30日)

劣後債及び劣後信託受益権 9,384百万円 8,268百万円

貸倒引当金 △85百万円 －百万円

劣後債及び劣後信託受益権
の当初引受割合

6.17％ 6.17％

償還期限 2034年11月～2043年２月 2034年11月～2043年２月

ＳＰＥの貸付債権残高 28,818百万円 25,950百万円

ＳＰＥの社債又は信託受益権残高 29,151百万円 25,989百万円

ＳＰＥの数 9 8

（注）１．「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日）等の適用に伴い、第１

四半期連結会計期間より、貸倒引当金は計上していません。

２．劣後債及び劣後信託受益権の当初引受割合は、当初の発行総額に対する引受額の割合です。

（四半期連結損益計算書関係）

※ 「販売費及び一般管理費」の主な費目及び金額は、次のとおりです。

前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)

従業員給料手当 27,345百万円 28,390百万円

賞与引当金繰入額 5,107百万円 6,184百万円

退職給付費用 1,348百万円 1,132百万円

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)

現金預金勘定 146,438百万円 228,637百万円

有価証券 1,000百万円 －百万円

預入期間が３ヶ月を超える
定期預金

△31百万円 △302百万円

現金及び現金同等物 147,407百万円 228,335百万円
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（株主資本等関係）

前第２四半期連結累計期間(自 2020年４月１日 至 2020年９月30日)

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2020年６月26日
定時株主総会

普通株式 23,675 345 2020年３月31日 2020年６月29日 利益剰余金

(注) 2020年６月26日定時株主総会決議による配当金の総額には、2015年11月24日開催の取締役会において導入を決

議した従業員持株ＥＳＯＰ信託及び2019年６月25日開催の定時株主総会において導入を決議した役員報酬ＢＩ

Ｐ信託が保有する自社の株式に対する配当金65百万円が含まれています。

２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の末

日後となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2020年10月19日
取締役会

普通株式 14,048 204 2020年９月30日 2020年11月20日 利益剰余金

(注) 2020年10月19日取締役会決議による配当金の総額には、2015年11月24日開催の取締役会において導入を決議し

た従業員持株ＥＳＯＰ信託及び2019年６月25日開催の定時株主総会において導入を決議した役員報酬ＢＩＰ信

託が保有する自社の株式に対する配当金17百万円が含まれています。

　

３．株主資本の著しい変動

該当事項はありません。

　

当第２四半期連結累計期間(自 2021年４月１日 至 2021年９月30日)

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2021年６月25日
定時株主総会

普通株式 17,284 251 2021年３月31日 2021年６月28日 利益剰余金

(注) 2021年６月25日定時株主総会決議による配当金の総額には、2020年11月24日開催の取締役会において再導入を

決議した従業員持株ＥＳＯＰ信託及び2019年６月25日開催の定時株主総会において導入を決議した役員報酬Ｂ

ＩＰ信託が保有する自社の株式に対する配当金205百万円が含まれています。

２．基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間の末

日後となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2021年10月28日
取締役会

普通株式 16,252 236 2021年９月30日 2021年11月19日 利益剰余金

(注) 2021年10月28日取締役会決議による配当金の総額には、2020年11月24日開催の取締役会において再導入を決議

した従業員持株ＥＳＯＰ信託及び2019年６月25日開催の定時株主総会において導入を決議した役員報酬ＢＩＰ

信託が保有する自社の株式に対する配当金175百万円が含まれています。

　

３．株主資本の著しい変動

該当事項はありません。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ．前第２四半期連結累計期間（自 2020年４月１日 至 2020年９月30日）

報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報

(単位：百万円)

報告セグメント
その他
(注１)

合計
調整額
(注２)

四半期連結
損益計算書
計上額
(注３)建設事業 不動産事業 金融事業 計

売上高

外部顧客への売上高 204,062 502,588 4,980 711,631 23,311 734,942 － 734,942

セグメント間の内部売上高
又は振替高

－ 1,584 7,317 8,901 246 9,148 △9,148 －

計 204,062 504,173 12,297 720,533 23,557 744,090 △9,148 734,942

セグメント利益 19,946 32,864 2,585 55,395 3,480 58,876 △7,117 51,758

(注) １．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ＬＰガス等供給事業、高齢者介

護事業等を含んでいます。

２．セグメント利益の調整額△7,117百万円には、セグメント間取引消去△533百万円、各報告セグメントに配分

していない全社費用△6,584百万円が含まれています。全社費用は主に親会社本社の人事・総務部等管理部

門に係る費用です。

３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っています。
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Ⅱ．当第２四半期連結累計期間（自 2021年４月１日 至 2021年９月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報並びに収益の分解情報

(単位：百万円)

報告セグメント
その他
(注１)

合計
調整額
(注２)

四半期連結
損益計算書
計上額
(注３)建設事業 不動産事業 金融事業 計

売上高

完成工事高 211,610 20,269 － 231,880 － 231,880 － 231,880

仲介事業収入 － 10,748 － 10,748 － 10,748 － 10,748

電力事業収入 － 4,194 － 4,194 － 4,194 － 4,194

エネルギー事業収入 － － － － 14,159 14,159 － 14,159

介護・保育事業収入 － － － － 7,488 7,488 － 7,488

ホテル事業収入 － － － － 498 498 － 498

投資マンション事業収入 － － － － 8,574 8,574 － 8,574

その他 － 4,566 75 4,641 1,450 6,092 － 6,092

（顧客との契約から生じる収
益）

211,610 39,778 75 251,464 32,171 283,636 － 283,636

一括借上事業収入 － 477,907 － 477,907 － 477,907 － 477,907

保証事業収入 － 8,900 － 8,900 － 8,900 － 8,900

賃貸事業収入 － 3,305 － 3,305 － 3,305 － 3,305

保険事業収入 － － 3,641 3,641 － 3,641 － 3,641

投資マンション事業収入 － － － － 1,678 1,678 － 1,678

その他 － 983 1,051 2,034 390 2,424 － 2,424

（その他の収益） － 491,097 4,693 495,790 2,068 497,859 － 497,859

外部顧客への売上高 211,610 530,876 4,768 747,255 34,240 781,495 － 781,495

セグメント間の内部売上高
又は振替高

1,078 2,040 7,634 10,752 224 10,977 △10,977 －

計 212,688 532,916 12,402 758,007 34,465 792,472 △10,977 781,495

セグメント利益 23,012 42,549 1,699 67,260 2,672 69,932 △7,453 62,479

(注) １．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ＬＰガス等供給事業、高齢者介

護事業、投資マンション事業等を含んでいます。

２．セグメント利益の調整額△7,453百万円には、セグメント間取引消去△586百万円、各報告セグメントに配分

していない全社費用△6,866百万円が含まれています。全社費用は主に親会社本社の人事・総務部等管理部

門に係る費用です。

３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っています。

２．報告セグメントの変更等に関する事項

会計方針の変更に記載のとおり、第１四半期連結会計期間の期首から収益認識基準等を適用し、収益認識に関

する会計処理方法を変更したため、事業セグメントの利益又は損失の算定方法を同様に変更しています。

当該変更により、従来の方法に比べて、当第２四半期連結累計期間の建設事業の売上高は６億36百万円減少、

セグメント利益は13億45百万円増加し、不動産事業の売上高は23百万円減少、セグメント利益は23百万円減少し、

その他事業の売上高は４億24百万円減少、セグメント利益は２億63百万円減少しています。
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（収益認識関係）

顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項（セグメント情報等）」に記載のとおりです。

（１株当たり情報）

１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、

以下のとおりです。

項目
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)

(1) １株当たり四半期純利益 538円22銭 639円64銭

(算定上の基礎)

親会社株主に帰属する四半期純利益(百万円) 36,933 43,549

普通株主に帰属しない金額(百万円) － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する
四半期純利益(百万円)

36,933 43,549

普通株式の期中平均株式数(株) 68,622,259 68,084,710

(2) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 537円92銭 639円37銭

(算定上の基礎)

親会社株主に帰属する
四半期純利益調整額(百万円)

－ －

(うち連結子会社等の
潜在株式による調整額)(百万円)

(－) (－)

普通株式増加数(株) 37,620 28,123

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり
四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結
会計年度末から重要な変動があったものの概要

－ －

(注) １．株式給付信託

株主資本において自己株式として計上されている株式給付信託に残存する自社の株式は、１株当たり四半

期純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めていません。

２．従業員持株ＥＳＯＰ信託

株主資本において自己株式として計上されている従業員持株ＥＳＯＰ信託に残存する自社の株式は、１株

当たり四半期純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めています。１株当

たり四半期純利益の算定上、控除した当該自己株式の期中平均株式数は前第２四半期連結累計期間85,840

株、当第２四半期連結累計期間732,827株です。

３．役員報酬ＢＩＰ信託

株主資本において自己株式として計上されている役員報酬ＢＩＰ信託に残存する自社の株式は、１株当た

り四半期純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めています。１株当たり

四半期純利益の算定上、控除した当該自己株式の期中平均株式数は前第２四半期連結累計期間53,924株、

当第２四半期連結累計期間47,991株です。

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

２ 【その他】

中間配当に関する取締役会の決議は、次のとおりです。

１．決議年月日 2021年10月28日

２．中間配当金総額 16,252百万円

３．１株当たりの額 236円00銭

４．中間配当支払開始日 2021年11月19日
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

　



独立監査人の四半期レビュー報告書

2021年11月12日

大東建託株式会社

取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 中川 政人

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 吉田 雅彦

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 海上 大介

監査人の結論

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

社の2021年４月１日から2022年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（2021年７月１日から2021年９

月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（2021年４月１日から2021年９月30日まで）に係る四半期連結財務諸表、す

なわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・フロー

計算書及び注記について四半期レビューを行った。

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

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、大東建託株式会社及び連結子会社の2021年９月30日現在の財政状

態並びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示してい

ないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。

監査人の結論の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責

任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立

しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠

を入手したと判断している。

その他の事項

会社の2021年３月31日をもって終了した前連結会計年度の第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間に係

る四半期連結財務諸表並びに前連結会計年度の連結財務諸表は、それぞれ、前任監査人によって四半期レビュー及び監

査が実施されている。前任監査人は、当該四半期連結財務諸表に対して2020年11月13日付けで無限定の結論を表明して

おり、また、当該連結財務諸表に対して2021年６月25日付けで無限定適正意見を表明している。

　



四半期連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

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

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

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

四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが

適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて

継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ

る。

四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半

期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通

じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュ

ー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施

される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認

められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥

当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められな

いかどうか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書

において四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の

注記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められて

いる。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、

企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作

成基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結

財務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと

信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。

・ 四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監

査人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で

監査人の結論に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要

な発見事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、

並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガー

ドを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係

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

い。

以 上

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

告書提出会社）が別途保管しています。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。

　



【表紙】

【提出書類】 確認書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の８第１項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2021年11月12日

【会社名】 大東建託株式会社

【英訳名】 DAITO TRUST CONSTRUCTION CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 小林 克満

【最高財務責任者の役職氏名】 常務取締役経営管理本部長 川合 秀司

【本店の所在の場所】 東京都港区港南二丁目16番１号

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

株式会社名古屋証券取引所

（名古屋市中区栄三丁目８番20号）

　



１ 【四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項】

当社代表取締役社長小林克満及び当社最高財務責任者常務取締役経営管理本部長川合秀司は、当社の第48期第２四

半期（自 2021年７月１日 至 2021年９月30日）の四半期報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記

載されていることを確認いたしました。

　

２ 【特記事項】

確認に当たり、特記すべき事項はありません。
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