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（１）連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

売上収益 営業利益 税引前利益 四半期利益
親会社の

所有者に帰属する
四半期利益

四半期包括利益
合計額

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

 2023年３月期第２四半期 126,549 9.3 5,850 34.7 6,083 △49.5 4,183 △50.3 3,669 △55.4 8,491 △31.3

 2022年３月期第２四半期 115,816 33.4 4,342 17.1 12,051 231.2 8,413 200.4 8,219 272.7 12,351 248.8

基本的１株当たり
四半期利益

希薄化後１株当たり
四半期利益

円 銭 円 銭

 2023年３月期第２四半期 31.64 －

 2022年３月期第２四半期 71.25 －

資産合計 資本合計
親会社の所有者に

帰属する持分
親会社所有者
帰属持分比率

百万円 百万円 百万円 ％

 2023年３月期第２四半期 199,235 64,107 58,020 29.1

 2022年３月期 188,049 56,934 51,342 27.3

年間配当金

第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

 2022年３月期 － 11.00 － 11.00 22.00

 2023年３月期 － 11.50

 2023年３月期（予想） － 11.50 23.00

（％表示は、対前期増減率）

売上収益 営業利益 税引前利益
親会社の所有者に
帰属する当期利益

基本的１株当たり
当期利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 260,000 9.3 12,500 22.6 12,500 △30.4 7,500 △35.8 64.66

１．2023年３月期第２四半期の連結業績（2022年４月１日～2022年９月30日）

（２）連結財政状態

２．配当の状況

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無：無

　　　2023年３月期第２四半期末配当金の内訳　　普通配当　11円00銭　記念配当　０円50銭

　　　2023年３月期（予想）期末配当金の内訳　　普通配当　11円00銭　記念配当　０円50銭

３．2023年３月期の連結業績予想（2022年４月１日～2023年３月31日）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無：有

連結業績予想の修正については、本日（2022年11月14日）公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」
をご覧ください。



①  期末発行済株式数(自己株式を含む)  2023年３月期２Ｑ 119,381,034株  2022年３月期 119,381,034株

②  期末自己株式数  2023年３月期２Ｑ 3,393,364株  2022年３月期 3,393,364株

③  期中平均株式数(四半期累計)  2023年３月期２Ｑ 115,987,670株  2022年３月期２Ｑ 115,354,454株

 注記事項

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

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更

①  ＩＦＲＳにより要求される会計方針の変更：無

②  ①以外の会計方針の変更                ：無

③  会計上の見積りの変更                  ：無

（３）発行済株式数（普通株式）

※  四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

  本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判

断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等

は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用に当たっての

注意事項等については、添付資料Ｐ．３「１．当四半期決算に関する定性的情報（４）連結業績予想などの将来予測

情報に関する説明」をご覧ください。
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

国内の新車販売台数は昨年度の第２四半期連結会計期間から半導体や部品不足等による自動車メーカーの生産遅

延や減産等の影響により８月まで前年割れが続き、９月以降はプラスに転じたものの、当第２四半期連結累計期間

としては前年同期比93.8％となりました。

そのような環境の下、当社グループの中核事業であります自動車販売関連事業の当第２四半期連結累計期間にお

ける国内販売の状況は、ホンダ系、日産系ともに新型車を中心に受注は好調に推移しているものの、メーカーの生

産停滞による影響が続き、売上台数は減少いたしました。また、海外におきましては、新車販売台数は堅調に推移

しておりますが、中古車販売台数が商品不足のため減少いたしました。その結果、当社グループの新車、中古車を

合わせた自動車販売台数は前年同期に比べ3,125台減少し44,200台（前年同期比93.4％）となりましたが、新車を

含む全部門の収益拡大に注力いたしました。

住宅関連事業におきましては、円安による資材の高騰などの影響があるものの、前第３四半期連結会計期間に連

結子会社化した建設会社分が加わり全体としては好調に推移いたしました。

また、前年同期には保有する持分法適用会社株式の一部を売却し、多額のその他の営業外損益を計上いたしまし

たが、今期は特段の特殊要因はありませんでした。

以上の結果、当第２四半期連結累計期間の連結業績は、連結売上収益は1,265億49百万円（前年同期比

109.3％）、営業利益は58億50百万円（前年同期比134.7％）と第２四半期連結累計期間としては過去最高となり、

税引前四半期利益は60億83百万円（前年同期比50.5％）、親会社の所有者に帰属する四半期利益は36億69百万円

（前年同期比44.6％）となりました。

セグメントの業績概況

[自動車販売関連事業]

新車部門では、国内におけるホンダ車の販売台数は3,287台（前年同期比98.0％）、日産車の販売台数は7,881台

（前年同期比91.9％）とそれぞれ前年を若干下回りましたが、海外を含む当社グループ全体の新車販売台数は

22,731台（前年同期比103.9％）と台数ベースで前年同期を上回り、増収増益となりました。

中古車部門では、輸出台数が3,441台（前年同期比94.5％）と欧州を中心に減少し、国内・海外における中古車

販売台数も減少したことから、当社グループ全体の中古車販売台数は21,469台（前年同期比84.4％）と台数ベース

で前年同期を下回りましたが、高収益車種の販売に注力したこともあり増収増益を確保いたしました。

サービス部門では、点検・車検、修理、手数料収入等の受注拡大に注力し、増収増益となりました。

レンタカー部門では、外出自粛等の影響が緩和したことや、新車の納期遅れによる代車需要の増大により、増収

増益となりました。

以上の結果、自動車販売関連事業の売上収益は1,173億26百万円（前年同期比107.0％）、営業利益は47億34百万

円（前年同期比131.5％）となりました。

[住宅関連事業]

分譲マンション事業では、当第２四半期連結累計期間は新たに３棟100戸の新築マンションを分譲しましたが、

競合の激しいエリアが多かったため完成在庫をあわせ成約は42戸（前年同期は86戸）となりました。なお、引き渡

しは62戸（前年同期は47戸）となりました。

戸建分譲住宅事業では、好立地物件の確保に努めることで、受注・引き渡し共に概ね計画通りに推移しており、

当第２四半期連結累計期間の成約は80戸（前年同期は65戸）、引き渡しは65戸（前年同期は60戸）となりました。

注文建築事業では、新たに連結子会社化した中部圏の建築会社の業績が上乗せとなり同事業の拡大に貢献いたし

ました。また、自動車ディーラーはじめ商業施設の案件についても引き続き安定した受注を獲得することが出来ま

した。

以上の結果、住宅関連事業の売上収益は91億52百万円（前年同期比149.9％）、営業利益は６億28百万円（前年

同期比150.6％）となりました。
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（２）財政状態に関する説明

当第２四半期連結会計期間末における総資産は1,992億35百万円となり、前連結会計年度末1,880億49百万円と比

較し111億86百万円増加いたしました。流動資産は773億27百万円となり、35億79百万円増加いたしました。これは

主に営業債権及びその他の債権（11億44百万円）、棚卸資産（38億78百万円）、その他の流動資産（17億25百万

円）等が増加したほか、現金及び現金同等物（31億45百万円）等が減少したことによるものであります。非流動資

産は1,219億８百万円となり、76億７百万円増加いたしました。これは主に有形固定資産（12億29百万円）、その

他の金融資産（54億８百万円）等が増加したことによるものであります。

負債合計は1,351億28百万円となり、前連結会計年度末1,311億15百万円と比較し40億13百万円増加いたしまし

た。流動負債は910億40百万円となり、28億28百万円増加いたしました。これは主に社債及び借入金（49億46百万

円）等が増加したほか、未払法人所得税等（７億６百万円）、その他の流動負債（８億33百万円）等が減少したこ

とによるものであります。非流動負債は440億88百万円となり、11億85百万円増加いたしました。これは主に繰延

税金負債（17億34百万円）等が増加したほか、その他の金融負債（７億83百万円）等が減少したことによるもので

あります。

資本合計は641億７百万円となり、前連結会計年度末569億34百万円と比較し71億73百万円増加いたしました。

（３）キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結会計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会

計年度末より31億45百万円減少し、86億99百万円となりました。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あります。

イ 営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動の結果獲得した資金は17億95百万円（前年同期は13億65百万円の獲得）となりました。これは主に、減

価償却費及び償却費、棚卸資産の増加、法人税の支払額、営業債務の減少等によるものであります。

ロ 投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動の結果使用した資金は52億３百万円（前年同期は10億10百万円の使用）となりました。これは主に、有

形固定資産の取得による支出、有形固定資産の売却による収入等によるものであります。

ハ 財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動の結果獲得した資金は２億47百万円（前年同期は14億88百万円の獲得）となりました。これは主に、長

期借入れによる収入、短期借入金の増加、長期借入金の返済による支出、リース負債の返済による支出等によるも

のであります。

（４）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2023年３月期通期の連結業績予想につきましては、2022年８月12日に公表しました業績予想を修正しておりま

す。

詳細につきましては、本日（2022年11月14日）公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照

ください。
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前連結会計年度
（2022年３月31日）

当第２四半期連結会計期間
（2022年９月30日）

百万円 百万円

資産

流動資産

現金及び現金同等物 11,844 8,699

営業債権及びその他の債権 19,694 20,838

その他の金融資産 87 65

棚卸資産 37,543 41,421

その他の流動資産 4,579 6,304

流動資産合計 73,748 77,327

非流動資産

有形固定資産 68,250 69,479

のれん 13,513 13,601

無形資産 1,088 1,034

投資不動産 6,448 7,354

持分法で会計処理されている投資 4,277 4,352

その他の金融資産 19,479 24,887

繰延税金資産 1,146 1,098

その他の非流動資産 100 103

非流動資産合計 114,301 121,908

資産合計 188,049 199,235

２．要約四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）要約四半期連結財政状態計算書
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前連結会計年度
（2022年３月31日）

当第２四半期連結会計期間
（2022年９月30日）

百万円 百万円

負債及び資本

負債

流動負債

社債及び借入金 28,274 33,220

営業債務及びその他の債務 35,577 35,422

その他の金融負債 6,485 6,497

未払法人所得税等 2,479 1,773

契約負債 12,103 11,668

その他の流動負債 3,294 2,460

流動負債合計 88,212 91,040

非流動負債

社債及び借入金 18,027 18,362

その他の金融負債 18,258 17,476

引当金 585 569

繰延税金負債 3,997 5,731

その他の非流動負債 2,035 1,951

非流動負債合計 42,903 44,088

負債合計 131,115 135,128

資本

資本金 4,297 4,297

資本剰余金 2,975 3,107

自己株式 △866 △866

その他の資本の構成要素 1,539 1,642

利益剰余金 43,397 49,839

親会社の所有者に帰属する持分合計 51,342 58,020

非支配持分 5,592 6,087

資本合計 56,934 64,107

負債及び資本合計 188,049 199,235
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 前第２四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
　至　2021年９月30日)

 当第２四半期連結累計期間
(自　2022年４月１日
　至　2022年９月30日)

百万円 百万円

売上収益 115,816 126,549

売上原価 97,080 105,342

売上総利益 18,736 21,206

販売費及び一般管理費 14,551 15,450

その他の収益 308 249

その他の費用 150 155

営業利益 4,342 5,850

金融収益 145 516

金融費用 382 378

持分法による投資利益 128 95

その他の営業外損益 7,817 －

税引前四半期利益 12,051 6,083

法人所得税費用 3,637 1,900

四半期利益 8,413 4,183

四半期利益の帰属

親会社の所有者 8,219 3,669

非支配持分 194 513

四半期利益 8,413 4,183

１株当たり四半期利益

基本的１株当たり四半期利益（円） 71.25 31.64

希薄化後１株当たり四半期利益（円） － －

（２）要約四半期連結損益計算書及び要約四半期連結包括利益計算書

（要約四半期連結損益計算書）
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 前第２四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
　至　2021年９月30日)

 当第２四半期連結累計期間
(自　2022年４月１日
　至　2022年９月30日)

百万円 百万円

四半期利益 8,413 4,183

その他の包括利益

純損益に振り替えられることのない項目

その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金

融資産
4,062 4,068

持分法適用会社におけるその他の包括利益に対す

る持分
△1 △6

純損益に振り替えられることのない項目合計 4,062 4,062

純損益に振り替えられる可能性のある項目

在外営業活動体の換算差額 △125 216

持分法適用会社におけるその他の包括利益に対す

る持分
1 30

純損益に振り替えられる可能性のある項目合計 △124 247

税引後その他の包括利益 3,938 4,309

四半期包括利益 12,351 8,491

四半期包括利益の帰属

親会社の所有者 12,155 7,946

非支配持分 197 546

四半期包括利益 12,351 8,491

（要約四半期連結包括利益計算書）
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親会社の所有者に帰属する持分

資本金 資本剰余金 自己株式

その他の資本の構成要素

在外営業

活動体の

換算差額

新株予約権

百万円 百万円 百万円 百万円 百万円

2021年４月１日時点の残高 4,297 2,842 △1,028 740 134

四半期利益

その他の包括利益 △123

四半期包括利益合計 － － － △123 －

連結範囲の変動

新株予約権の失効 1 △1

利益剰余金への振替

配当金

所有者との取引額合計 － 1 － － △1

2021年９月30日時点の残高 4,297 2,843 △1,028 617 133

親会社の所有者に帰属する持分

非支配持分 合計

その他の資本の構成要素

利益剰余金 合計

その他の

包括利益を

通じて

公正価値で

測定する

金融資産

合計

百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円

2021年４月１日時点の残高 － 874 33,210 40,195 5,127 45,322

四半期利益 － 8,219 8,219 194 8,413

その他の包括利益 4,059 3,935 3,935 3 3,938

四半期包括利益合計 4,059 3,935 8,219 12,155 197 12,351

連結範囲の変動 － － 23 23

新株予約権の失効 △1 － －

利益剰余金への振替 △4,059 △4,059 4,059 － －

配当金 － △1,154 △1,154 △51 △1,205

所有者との取引額合計 △4,059 △4,060 2,905 △1,154 △28 △1,182

2021年９月30日時点の残高 － 749 44,334 51,197 5,295 56,492

（３）要約四半期連結持分変動計算書

前第２四半期連結累計期間（自　2021年４月１日　至　2021年９月30日）
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親会社の所有者に帰属する持分

資本金 資本剰余金 自己株式

その他の資本の構成要素

在外営業

活動体の

換算差額

新株予約権

百万円 百万円 百万円 百万円 百万円

2022年４月１日時点の残高 4,297 2,975 △866 1,407 132

四半期利益

その他の包括利益 227

四半期包括利益合計 － － － 227 －

支配継続子会社に対する持分変動 0

新株予約権の失効 132 △132

新株予約権の発行 8

利益剰余金への振替

配当金

所有者との取引額合計 － 132 － － △124

2022年９月30日時点の残高 4,297 3,107 △866 1,634 8

親会社の所有者に帰属する持分

非支配持分 合計

その他の資本の構成要素

利益剰余金 合計

その他の

包括利益を

通じて

公正価値で

測定する

金融資産

合計

百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円

2022年４月１日時点の残高 － 1,539 43,397 51,342 5,592 56,934

四半期利益 － 3,669 3,669 513 4,183

その他の包括利益 4,049 4,277 4,277 32 4,309

四半期包括利益合計 4,049 4,277 3,669 7,946 546 8,491

支配継続子会社に対する持分変動 － 0 25 25

新株予約権の失効 △132 － －

新株予約権の発行 8 8 8

利益剰余金への振替 △4,049 △4,049 4,049 － －

配当金 － △1,276 △1,276 △75 △1,351

所有者との取引額合計 △4,049 △4,174 2,773 △1,268 △50 △1,319

2022年９月30日時点の残高 － 1,642 49,839 58,020 6,087 64,107

当第２四半期連結累計期間（自　2022年４月１日　至　2022年９月30日）
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 前第２四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
　至　2021年９月30日)

 当第２四半期連結累計期間
(自　2022年４月１日
　至　2022年９月30日)

百万円 百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益 12,051 6,083

減価償却費及び償却費 4,680 5,208

受取利息及び受取配当金 △140 △187

支払利息 343 355

為替差損益（△は益） 40 16

持分法による投資損益（△は益） △128 △95

持分法による投資の売却損益（△は益） △1,380 －

持分法適用除外に伴う再測定による利益 △6,436 －

固定資産売却損益（△は益） △0 3

固定資産除却損 7 56

営業債権の増減額（△は増加） △885 △823

棚卸資産の増減額（△は増加） 7,287 △3,368

営業債務の増減額（△は減少） △9,879 △1,150

契約負債の増減額（△は減少） △2,507 △448

未払消費税等の増減額（△は減少） 630 △984

その他 △711 △174

小計 2,970 4,492

利息及び配当金の受取額 193 244

利息の支払額 △342 △357

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） △1,457 △2,584

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,365 1,795

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △40 △76

定期預金の払戻による収入 1 6

有形固定資産の取得による支出 △3,393 △6,334

有形固定資産の売却による収入 1,007 825

無形資産の取得による支出 △37 △28

投資有価証券の取得による支出 △4 △0

投資有価証券の売却による収入 9 336

子会社の取得による収支（△は支出） △785 －

関連会社の売却による収入 2,186 －

貸付けによる支出 △6 △6

貸付金の回収による収入 98 80

敷金及び保証金の差入による支出 △66 △71

敷金及び保証金の回収による収入 62 38

事業譲受による支出 △35 －

事業譲渡による収入 － 31

その他 △7 △4

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,010 △5,203

（４）要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

- 10 -

ＶＴホールディングス㈱(7593)2023年３月期　第２四半期決算短信



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

 当第２四半期連結累計期間
(自　2022年４月１日
　至　2022年９月30日)

百万円 百万円

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 6,078 4,232

長期借入れによる収入 3,000 4,567

長期借入金の返済による支出 △3,075 △3,641

社債の償還による支出 △5 △11

新株予約権の発行による収入 － 8

非支配持分からの払込による収入 23 25

配当金の支払額 △1,154 △1,276

非支配持分への配当金の支払額 △51 △75

リース負債の返済による支出 △3,327 △3,581

その他 △1 △1

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,488 247

現金及び現金同等物に係る換算差額 △49 17

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,795 △3,145

現金及び現金同等物の期首残高 9,195 11,844

現金及び現金同等物の四半期末残高 10,989 8,699
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（５）要約四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

該当事項はありません。

報告セグメント
その他
（注）１

合計
調整額
（注）２

連結
自動車販売
関連事業

住宅関連
事業

百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円

売上収益

外部顧客への売上収益 109,639 6,106 71 115,816 － 115,816

セグメント間の内部売上収益又は振

替高
43 918 872 1,833 △1,833 －

 合計 109,682 7,024 943 117,649 △1,833 115,816

セグメント利益 3,601 417 389 4,407 △65 4,342

金融収益 145

金融費用 382

持分法による投資損益 128

その他の営業外損益 7,817

税引前四半期利益 12,051

報告セグメント
その他
（注）１

合計
調整額
（注）２

連結
自動車販売
関連事業

住宅関連
事業

百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円

売上収益

外部顧客への売上収益 117,326 9,152 71 126,549 － 126,549

セグメント間の内部売上収益又は振

替高
40 363 992 1,395 △1,395 －

 合計 117,365 9,516 1,063 127,944 △1,395 126,549

セグメント利益 4,734 628 481 5,844 6 5,850

金融収益 516

金融費用 378

持分法による投資利益 95

税引前四半期利益 6,083

（セグメント情報）

(1）報告セグメントごとの売上収益及び利益又は損失の金額に関する情報

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

（注）１．その他は、グループ全社管理部門等であります。

２．セグメント利益の調整額△65百万円は、セグメント間取引消去であります。

当第２四半期連結累計期間（自　2022年４月１日　至　2022年９月30日）

（注）１．その他は、グループ全社管理部門等であります。

２．セグメント利益の調整額６百万円は、セグメント間取引消去であります。
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 前第２四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
　至　2021年９月30日)

 当第２四半期連結累計期間
(自　2022年４月１日
　至　2022年９月30日)

百万円 百万円

新車 55,956 59,343

中古車 30,104 31,682

サービス 18,815 20,304

レンタカー 4,616 5,856

住宅 6,106 9,152

その他 218 212

合計 115,816 126,549

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

 当第２四半期連結累計期間
(自　2022年４月１日
　至　2022年９月30日)

百万円 百万円

日本 68,850 70,502

アフリカ 3,088 4,701

北中南米 263 273

オセアニア 1,276 1,713

ヨーロッパ 40,755 45,527

アジア 1,583 3,832

合計 115,816 126,549

(2）製品及びサービスに関する情報

　製品及びサービスごとの外部顧客に対する売上収益は以下のとおりであります。

(3）地域別に関する情報

　売上収益の地域別内訳は以下のとおりであります。

外部顧客への売上収益

（注）　売上収益は、販売仕向先の所在地によっております。

(4）主要な顧客に関する情報

　外部顧客への売上収益のうち、要約四半期連結損益計算書の売上収益の10％以上を占める相手先がないた

め、記載を省略しております。

（重要な後発事象）

連結子会社による株式取得

　当社の連結子会社であるＡＭＧホールディングス株式会社は、2022年８月８日開催の取締役会において、株式会

社川﨑ハウジング（以下「川﨑ハウジング」という。）及び株式会社ハウメンテ（以下「ハウメンテ」という。）

の100％の株式を取得し、連結子会社とすることを決議し2022年10月４日に株式を取得しております。

(1）株式の取得の理由

　川﨑ハウジングは、熊本県熊本市に本店、福岡県久留米市、三重県津市及び四日市市に支店を置く戸建分譲会

社で、1989年の創業以来30年以上の社歴を有しております。長年にわたって培った地場の協力会社や施工技術者

と強固な関係性を構築していることにより、用地仕入れから短期間での建築、早期販売へと繋げることで高利益

率を維持することを可能にしております。

　また、ハウメンテは川﨑ハウジングが販売した戸建住宅のアフターサービスを行っており、両社で企画・建

築・販売・アフターサービスまで一貫したサービスを提供しております。

　当社グループでは、分譲マンション事業、注文建築事業、戸建分譲事業等を展開しておりますが、今後、戸建

分譲棟数を増加させ、売上規模の拡大及び利益の増加を図ることを目的として川﨑ハウジング及びハウメンテの

株式を取得することといたしました。また、川﨑ハウジングが構築している協力会社との強固な関係性や短期施

工に関するノウハウは、グループ全体の企業価値の増大及び事業規模の拡大に寄与するものと判断いたしまし

た。

　以上の理由から、川﨑ハウジング及びハウメンテの株式取得を行うことといたしました。
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イ．名称 株式会社川﨑ハウジング

ロ．所在地 熊本市北区高平二丁目14番53号

ハ．代表者の役職・氏名 代表取締役会長　川﨑　昌美、代表取締役社長　若林　和彦

二．事業内容 戸建分譲住宅の販売、建築工事業等

ホ．資本金 25百万円

ヘ．設立年月日 1989年３月13日

ト．大株主及び持株比率 株式会社川﨑ホールディングス（100％）

チ．上場会社と当該会社

　　との間の関係

資本関係 該当事項はありません。

人的関係 該当事項はありません。

取引関係 該当事項はありません。

リ．当該会社の 近３年間の経営成績及び財政状態

　決算期 2019年９月期 2020年９月期 2021年９月期

　純資産 2,029百万円 2,240百万円 4,015百万円

　総資産 5,803百万円 5,548百万円 9,751百万円

　１株当たり純資産 807円 891円 1,597円

　売上高 4,373百万円 4,673百万円 8,552百万円

　営業利益 212百万円 314百万円 572百万円

　経常利益 182百万円 325百万円 519百万円

　当期純利益 113百万円 210百万円 341百万円

　１株当たり当期純利益 45円 83円 135円

　１株当たり配当金 79円 ― ―

イ．名称 株式会社ハウメンテ

ロ．所在地 熊本市北区高平二丁目14番53号

ハ．代表者の役職・氏名 代表取締役社長　若林　和彦

二．事業内容 不動産の売買、賃貸、管理及びその仲介等

ホ．資本金 10百万円

ヘ．設立年月日 1996年11月１日

ト．大株主及び持株比率 株式会社川﨑ホールディングス（100％）

チ．上場会社と当該会社

　　との間の関係

資本関係 該当事項はありません。

人的関係 該当事項はありません。

取引関係 該当事項はありません。

リ．当該会社の 近３年間の経営成績及び財政状態

　決算期 2019年９月期 2020年９月期 2021年９月期

　純資産 388百万円 412百万円 511百万円

　総資産 1,250百万円 1,286百万円 886百万円

　１株当たり純資産 1,944,956円 2,062,923円 2,555,531円

　売上高 160百万円 185百万円 879百万円

　営業利益 12百万円 46百万円 126百万円

　経常利益 7百万円 33百万円 123百万円

　当期純利益 2百万円 23百万円 98百万円

　１株当たり当期純利益 10,586円 117,966円 492,608円

　１株当たり配当金 ― ― ―

(2）異動する子会社の概要

①　川﨑ハウジング

②　ハウメンテ

- 14 -

ＶＴホールディングス㈱(7593)2023年３月期　第２四半期決算短信



①　名称 株式会社川﨑ホールディングス

②　所在地 熊本市北区高平二丁目14番53号

③　代表者の役職・氏名 代表取締役会長　川﨑　昌美、代表取締役社長　若林　和彦

④　事業内容 持株会社

⑤　資本金 99百万円

⑥　設立年月日 2014年７月２日

⑦　純資産 926百万円

⑧　総資産 5,194百万円

⑨　大株主及び持株比率 一般社団法人川﨑トラスト（66.6％）他

⑩　上場会社と当該会社

　　との間の関係

資本関係 該当事項はありません。

人的関係 該当事項はありません。

取引関係 該当事項はありません。

関連当事者への該当状況 該当事項はありません。

イ．異動前の所有株式数 0株（所有割合0％、議決権の数0個）

ロ．取得株式数 2,513,680株（議決権の数2,513,680個）

ハ．異動後の所有株式数 2,513,680株（所有割合100％、議決権の数2,513,680個）

イ．異動前の所有株式数 0株（所有割合0％、議決権の数0個）

ロ．取得株式数 200株（議決権の数200個）

ハ．異動後の所有株式数 200株（所有割合100％、議決権の数200個）

①　本件株式取得価額   371百万円

②　取得関連費用    31百万円

③　合計   402百万円

①　取締役会決議日 2022年８月８日

②　契約締結日 2022年８月８日

③　株式譲渡実行日 2022年10月４日

(3）株式取得の相手先の概要

(4）取得株式数及び取得前後の所有株式の状況

①　川﨑ハウジング

②　ハウメンテ

(5）取得価額

（注）本件取得価額は、川﨑ハウジング及びハウメンテの取得価額が一体となった金額となっております。

(6）日程

(7）今後の見通し

　本件株式取得により、当社グループの2023年３月期の連結業績に影響が発生しますが、詳細について現時点で

は精査中のため確定しておりません。
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