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1.  平成21年12月期第1四半期の連結業績（平成21年1月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年12月期第1四半期 2,656 ― △397 ― △408 ― △304 ―
20年12月期第1四半期 1,826 ― △580 ― △560 ― △389 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

21年12月期第1四半期 △6,729.76 ―
20年12月期第1四半期 △8,615.08 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

21年12月期第1四半期 12,849 2,364 18.4 52,254.27
20年12月期 10,644 2,748 25.8 60,736.57

（参考） 自己資本   21年12月期第1四半期  2,364百万円 20年12月期  2,748百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金
（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年12月期 ― 0.00 ― 1,500.00 1,500.00
21年12月期 ―
21年12月期 

（予想）
0.00 ― 1,500.00 1,500.00

3.  平成21年12月期の連結業績予想（平成21年1月1日～平成21年12月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無   

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
連結累計期間 8,750 ― △244 ― △311 ― △203 ― △4,488.24

通期 22,169 17.7 705 2.9 682 1.3 372 5.9 8,227.98
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4.  その他 
(1) 期中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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  無  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
・当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準
適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 
・上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況
の 変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 
 なお、業績予想の前提となる条件等については、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 「３．連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年12月期第1四半期 45,250株 20年12月期  45,250株
② 期末自己株式数 21年12月期第1四半期  ―株 20年12月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年12月期第1四半期 45,250株 20年12月期第1四半期 45,250株
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【定性的情報・財務諸表等】 

１．連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期におけるわが国経済は、世界的金融危機の深刻化などにより世界景気が一段と悪化し、輸

出が大幅に減少しており、企業収益の大幅減少、設備投資、個人消費の減少及び雇用情勢の急速な悪化等、

景気は急速に悪化しました。 

住宅業界におきましては、新設住宅着工数は貸家、分譲住宅が大幅な減少傾向にあり、当社グループの

主力事業である注文住宅分野の持家住宅着工数も減少傾向を示しております。 

このような状況のもとで、当社グループは、環境に配慮した新商品「ｈｊ（エイチジェイ）スタイルｅ

ｃｏ」を発売するとともに、組織の再編及び営業力の強化のための展示場への出展、そして経営資源の効

率的な活用等に全グループをあげて取り組みました。 

注文住宅事業においては、季節的要因等により、注文住宅の完成引渡しが第４四半期に偏る傾向から、

売上高及び利益の実現が連結会計年度後半へ集中するという特徴があり、その結果、第１四半期における

売上高は26億56百万円、営業損失は３億97百万円、経常損失は４億８百万円、四半期純損失は３億４百万

円となりました。 

なお、当第１四半期連結会計期間より、事業の種類別セグメントの事業区分名称を簡潔・明瞭な表現と

するため、木造注文住宅建築事業を注文住宅事業に名称変更しております。 

 

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

①注文住宅事業 

注文住宅事業におきましては、当社グループの主力事業である注文住宅分野の持家住宅着工数は61千

戸（前年同期比11.3％減）となりました。このような状況のもとで、環境性能に配慮した自由設計住宅

「ｈｊ（エイチジェイ）スタイルｅｃｏ」を発売しました。また、営業拠点である住宅展示場の再構築

に取り組み、新たに４ヶ所（新太田、大平、浦和美園、幕張）開設し、３ヶ所（上尾北、新越谷、古

河）をリニューアルするとともに１ヶ所を閉鎖いたしました。 

この結果、受注棟数232棟、受注高46億９百万円、売上棟数91棟、売上高は20億３百万円、営業損失は

２億43百万円となりました。 

②不動産事業 

不動産事業におきましては、練馬区・西東京市を中心に西武線沿線にて戸建分譲、不動産販売及び仲

介を展開して来ました。去年より販売している在庫物件の成約が順調に推移し、メープルガーデンひば

りが丘・住吉３丁目（全７区画）、メープルガーデン保谷・東町４丁目（全７区画）等が完売いたしま

した。 

また新たにメープルガーデン南大泉３丁目Ⅳ（全12区画）、メープルガーデン下石神井１丁目・２丁

目（全７区画）、メープルガーデン新座野火止（全５区画）等を販売開始いたしました。 

この結果、売上高は４億40百万円、営業損失は35百万円となりました。 

③その他の事業 

その他の事業におきましては、平成21年２月25日に連結子会社となった株式会社日本アクアが営む断

熱材製造販売事業を当該事業に含めております。 

この結果、売上高は２億82百万円、営業利益は２百万円となりました。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

（総資産） 

当第１四半期連結会計期間末における総資産は128億49百万円となり、前連結会計年度末に比べ22億５百

万円の増加となりました。 

流動資産は83億50百万円となり、前連結会計年度末に比べ16億54百万円の増加となりました。この増加

の主な要因は、現金預金４億54百万円の増加と未成工事支出金４億82百万円の増加、不動産事業の販売用

不動産４億99百万円の増加等によるものであります。 

固定資産は44億99百万円となり、前連結会計年度末に比べ５億50百万円の増加となりました。この増加

の主な要因は、株式会社桧家住宅とちぎ本社の完成等により有形固定資産が２億51百万円増加となり、ま

た、株式会社日本アクアの買収により、のれんが３億26百万円増加したこと等によるものであります。 

 

（負債） 

当第１四半期連結会計期間末における負債合計は104億85百万円となり、前連結会計年度末に比べ25億89
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百万円の増加となりました。 

流動負債は98億68百万円となり、前連結会計年度末に比べ25億95百万円の増加となりました。この増加

の主な要因は、短期借入金25億47百万円の増加と未成工事受入金８億92百万円の増加があり、一方で工事

未払金が９億50百万円減少したこと等によるものであります。 

固定負債は６億17百万円となり、前連結会計年度末に比べ５百万円の減少となりました。 

 

（純資産） 

当第１四半期連結会計期間末における純資産は23億64百万円となり前連結会計年度末に比べ３億83百万

円の減少となりました。この減少の主な要因は、利益剰余金３億72百万円の減少等によるものであります。 

この結果、自己資本比率は、前連結会計年度末に比べ7.4ポイント減少し、18.4％となりました。 

 

（キャッシュ・フローの状況） 

当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比べ４億54百万円の増

加となり、当第１四半期連結会計期間末の資金残高は、25億56百万円となりました。営業活動により13億

81百万円の支出となり、投資活動で５億92百万円の支出となり、財務活動で24億27百万円の収入となりま

した。 

 

各活動によるキャッシュ・フローは次のとおりであります。 

 

①営業活動によるキャッシュ・フロー 

営業活動によるキャッシュ・フローは、13億81百万円の支出となりました。これは、未成工事受入金

の増加額８億92百万円はあったものの、税金等調整前四半期純損失４億50百万円、未成工事支出金の増

加額４億82百万円、販売用不動産の増加額４億99百万円、仕入債務の減少額９億52百万円などがあった

ことによるものであります。 

 

②投資活動によるキャッシュ・フロー 

投資活動によるキャッシュ・フローは、５億92百万円の支出となりました。これは、連結の範囲の変

更を伴う子会社株式取得による支出３億13百万円、有形固定資産取得による支出２億82百万円などがあ

ったことによるものであります。 

 

③財務活動によるキャッシュ・フロー 

財務活動によるキャッシュ・フローは、24億27百万円の収入となりました。これは、短期借入による

調達24億95百万円があり、他方、配当金の支払額67百万円があったことによるものであります。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

平成21年12月期の連結業績予想につきましては、現時点で平成21年２月13日の「平成20年12月期決算」

発表時に公表した計画から変更はありません。 

 

４．その他 

(1) 期中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） 

該当事項はありません。 

 

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

①簡便な会計処理 

該当事項はありません。 

 

②四半期連結財務諸表作成に特有の会計処理 

該当事項はありません。 

 

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 
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会計処理基準に関する事項の変更 

①当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務

諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、

「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

 

②通常の販売目的で保有する棚卸資産については、従来、主として個別法による原価法を採用しており

ましたが、当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９

号 平成18年７月５日公表分）が適用されたことに伴い、主として個別法による原価法（貸借対照表

価額については収益の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。 

これにより、売上総利益は20百万円減少し、営業損失、経常損失、税金等調整前四半期純損失はそれ

ぞれ20百万円増加しております。なお、セグメントに与える影響は、当該箇所に記載しております。 
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5.四半期連結財務諸表 
(1)四半期連結貸借対照表 

(単位：千円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年３月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 2,556,797 2,102,630 

受取手形及び売掛金 140,635 － 

完成工事未収入金 46,529 101,941 

営業未収入金 1,426 66,287 

販売用不動産 3,493,936 2,994,086 

未成工事支出金 1,618,800 1,135,918 

材料貯蔵品 14,255 10,911 

その他 481,161 285,637 

貸倒引当金 △3,253 △1,838 

流動資産合計 8,350,288 6,695,575 

固定資産   

有形固定資産   

土地 2,225,619 2,225,619 

その他（純額） 1,335,907 1,084,525 

有形固定資産合計 3,561,527 3,310,145 

無形固定資産   

のれん 365,153 38,431 

その他 99,547 98,994 

無形固定資産合計 464,700 137,425 

投資その他の資産   

その他 498,852 515,239 

貸倒引当金 △25,560 △14,210 

投資その他の資産合計 473,292 501,029 

固定資産合計 4,499,519 3,948,600 

資産合計 12,849,808 10,644,176 
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(単位：千円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年３月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

工事未払金 1,771,076 2,721,796 

買掛金 181,010 4,268 

短期借入金 4,047,400 1,500,000 

1年内返済予定の長期借入金 266,680 266,680 

1年内償還予定の社債 10,000 10,000 

未払法人税等 3,677 163,241 

未成工事受入金 2,919,049 2,026,623 

賞与引当金 39,831 19,178 

展示場閉鎖損失引当金 4,000 8,000 

その他 625,539 553,275 

流動負債合計 9,868,264 7,273,064 

固定負債   

社債 30,000 30,000 

長期借入金 533,320 533,320 

その他 53,717 59,461 

固定負債合計 617,037 622,781 

負債合計 10,485,302 7,895,846 

純資産の部   

株主資本   

資本金 389,900 389,900 

資本剰余金 339,900 339,900 

利益剰余金 1,653,656 2,026,052 

株主資本合計 2,383,456 2,755,852 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △18,950 △7,523 

評価・換算差額等合計 △18,950 △7,523 

純資産合計 2,364,505 2,748,329 

負債純資産合計 12,849,808 10,644,176 
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(2)四半期連結損益計算書 
  (第１四半期連結累計期間) 

(単位：千円)

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 2,656,846

売上原価 1,980,624

売上総利益 676,222

販売費及び一般管理費 1,074,069

営業損失（△） △397,847

営業外収益  

受取利息 137

受取賃貸料 16,972

その他 15,971

営業外収益合計 33,081

営業外費用  

支払利息 10,195

賃貸費用 33,005

その他 405

営業外費用合計 43,606

経常損失（△） △408,372

特別利益  

貸倒引当金戻入額 1,192

特別利益合計 1,192

特別損失  

固定資産除売却損 2,938

減損損失 22,016

貸倒引当金繰入額 9,950

その他 8,655

特別損失合計 43,560

税金等調整前四半期純損失（△） △450,740

法人税、住民税及び事業税 1,992

法人税等調整額 △148,211

法人税等合計 △146,218

四半期純損失（△） △304,521
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(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

(単位：千円)

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年３月31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損失（△） △450,740

減価償却費 28,635

減損損失 22,016

貸倒引当金の増減額（△は減少） 12,764

展示場閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） △4,000

受取利息及び受取配当金 △137

支払利息 10,195

固定資産除売却損益（△は益） 2,938

売上債権の増減額（△は増加） 213,682

未成工事支出金の増減額（△は増加） △482,882

貯蔵品の増減額（△は増加） △940

販売用不動産の増減額（△は増加） △499,849

仕入債務の増減額（△は減少） △952,091

未成工事受入金の増減額（△は減少） 892,425

その他 △4,718

小計 △1,212,702

利息及び配当金の受取額 137

利息の支払額 △8,237

法人税等の支払額 △160,472

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,381,274

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 500

有形固定資産の取得による支出 △282,354

有形固定資産の売却による収入 4,077

無形固定資産の取得による支出 △1,693

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△313,277

差入保証金の差入による支出 △1,316

貸付金の回収による収入 350

その他 1,230

投資活動によるキャッシュ・フロー △592,483

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） 2,495,800

配当金の支払額 △67,875

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,427,925

現金及び現金同等物に係る換算差額 －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 454,166

現金及び現金同等物の期首残高 2,102,630

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,556,797
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務

諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四

半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

 

(4) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 
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(5) セグメント情報 

事業の種類別セグメント情報 

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年３月31日） 

 

 
注文住宅事業 

(千円) 

不動産事業

(千円) 

その他の事業

(千円) 

計 

(千円) 

消去又は 
全社 

(千円) 

連結 

(千円) 

売上高   

(1)外部顧客に対する売上高 1,994,678 440,512 221,655 2,656,846 － 2,656,846

(2)セグメント間の内部売上
高又は振替高 

8,417 － 60,735 69,152 (69,152) －

計 2,003,095 440,512 282,390 2,725,998 (69,152) 2,656,846

営業利益又は営業損失(△) △243,691 △35,870 2,576 △276,985 (120,862) △397,847

 

(注) １ 事業の区分は、事業の種類・性質の類似性により区分しております。 

当第１四半期連結会計期間より、事業の種類別セグメントの事業区分名称を簡潔・明瞭な表現とするた

め、木造注文住宅建築事業を注文住宅事業に名称変更しております。 

なお、名称変更による事業区分の変更はありません。 

２ 各事業の主な内容 

(1) 注文住宅事業・・・・・・・・・・・・・・・一般顧客向け注文住宅 

(2) 不動産事業・・・・・・・・・・・・・・・・戸建住宅、土地の分譲、不動産の仲介に関する事業 

(3) その他の事業・・・・・・・・・・・・・・・一般顧客向け住宅リフォーム、中小工務店向け営業・

施工に関するノウハウの提供、断熱材製造販売事業 

３ 会計基準に関する事項の変更 

（棚卸資産の評価に関する会計基準の適用） 

当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18

年７月５日公表分）を適用しております。 

この変更により、従来の方法に比べ、不動産事業における営業損失が20百万円増加しております。 

４ 著しく変動したセグメント別資産 

当第１四半期連結会計期間において、株式会社日本アクアの株式を取得し、同社は当社の子会社になっ

たことなどにより、その他の事業のセグメント資産が、前連結会計年度末比635百万円増加しました。 

 

所在地別セグメント情報 

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年３月31日） 

本邦以外の国又は地域に所在する子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

 

海外売上高 

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年３月31日） 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 

 

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至平成21年３月31日 ） 

該当事項はありません。 
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「参考資料」 

前四半期に係る財務諸表 

(1) （要約）四半期連結損益計算書 

（単位：千円） 

科 目 

前第１四半期連結累計期間 

（自 平成20年１月１日 

至 平成20年３月31日） 

金 額 

Ⅰ 売上高 1,826,309

Ⅱ 売上原価 1,379,271

   売上総利益 447,038

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,027,303

    営業損失(△) △580,264

Ⅳ 営業外収益 

 １ 受取利息 199

 ２ 賃貸収入 13,860

 ３ 紹介手数料収入 2,994

 ４ その他 7,150

   営業外収益合計 24,203

Ⅴ 営業外費用 

 １ 支払利息 3,525

 ２ 遅延違約金 356

 ３ その他 325

   営業外費用合計 4,206

    経常損失（△） △560,267

Ⅵ 特別利益 

 １ 貸倒引当金戻入 623

 ２ 展示場閉鎖損失引当金戻入額 270

   特別利益合計 894

Ⅶ 特別損失 

 １ 固定資産除売却損 1,088

 ２ 減損損失 55,699

 ３ 展示場除却損 885

 ４ 展示場閉鎖損失引当金繰入額 21,110

   特別損失合計 78,784

   税金等調整前四半期純損失(△) △638,157

   法人税、住民税及び事業税 1,394

   法人税等調整額 △249,720

   四半期純損失(△) △389,832
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(2) （要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円） 

科目 
前第１四半期連結累計期間 

（自 平成20年１月１日 

至 平成20年３月31日） 

 金 額 

Ⅰ 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損失(△) △638,157

   減価償却費 12,320

   減損損失 55,699

   貸倒引当金の増減額(減少：△) 22,593

   展示場閉鎖損失引当金の増減額(減少：△) 9,810

   受取利息及び受取配当金 △199

   支払利息 3,525

   固定資産除売却損 1,088

   売上債権の増減額（増加：△） 95,853

   未成工事支出金の増減額(増加：△) △774,966

   材料貯蔵品の増減額(増加：△) 481

   仕入債務の増減額（減少：△） △1,202,291

   未成工事受入金の増減額(減少：△) 1,449,166

   その他 △193,155

   小計 △1,158,229

   利息及び配当金の受取額 199

   利息の支払額 △3,689

   法人税等の支払額 △95,389

  営業活動によるキャッシュ・フロー △1,257,109

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー 

   連結範囲の変更を伴う子会社株式取得によ

る支出 
△542,731

   有形固定資産の取得による支出 △447,047

   有形固定資産の売却による収入 129,747

   投資有価証券の取得による支出 △10,268

   無形固定資産取得による支出 △15,990

   貸付金回収による収入 330

   その他 7,565

  投資活動によるキャッシュ・フロー △878,394

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

   短期借入金純増減 1,000,000

   配当金の支払額 △67,875

  財務活動によるキャッシュ・フロー 932,125

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額（減少：△） △1,203,378

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 4,671,490

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 3,468,111
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(3) セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

前第１四半期連結会計期間(自 平成20年１月１日 至 平成20年３月31日) 

 
注文住宅事業

(千円) 

その他の事業
(千円) 

計 
(千円) 

消去又は全社 
(千円) 

連結 
(千円) 

売上高  

(1) 外部顧客に対する売上高 1,774,118 52,191 1,826,309 －  1,826,309

(2) セグメント間の内部売上
 高又は振替高 

4,558 － 4,558 （4,558） －

 計 1,778,676 52,191 1,830,868 （4,558） 1,826,309

営業損失(△) △411,520 △27,030 △438,550 （141,713） △580,264

(注) １ 事業区分は、事業の種類・性質の類似性により区分しております。 

   ２ 各事業の主な内容 

(1) 注文住宅事業………………………一般顧客向け注文住宅 

(2) その他の事業………………………一般顧客向け住宅リフォーム、中小工務店向け営業・施工に関する

ノウハウの提供 
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