
                                             （百万円未満切捨て）

１．平成23年３月期第１四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22年６月30日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無： 無 

  

３．平成23年３月期の連結業績予想（平成22年４月１日～平成23年３月31日） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無： 無 

  

      

平成23年３月期  第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

        平成22年８月９日

上場会社名 株式会社細田工務店 上場取引所  ＪＱ 

コード番号 １９０６ ＵＲＬ  http://www.hosoda.co.jp/ 

代表者          （役職名） 代表取締役社長 （氏名）阿部 憲一 

問合せ先責任者  （役職名） 経理部長 （氏名）朝倉 卓哉 （ＴＥＬ）  ０３（３２２０）１１１１ 

四半期報告書提出予定日 平成22年８月13日 配当支払開始予定日 － 

四半期決算補足説明資料作成の有無： 無     

四半期決算説明会開催の有無      ： 無     

（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 ％ 

23年３月期第１四半期  2,748  △24.7  △311  －  △399      －  △409  －

22年３月期第１四半期  3,651  △50.1  △260  －  △432  －  △431  －

  
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 

23年３月期第１四半期  △25  71  －      

22年３月期第１四半期  △27  06  －      

  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 

23年３月期第１四半期  23,616  7,353  31.1  461  25

22年３月期  24,739  7,785  31.5  488  35

（参考）自己資本 23年３月期第１四半期 7,353百万円 22年３月期 7,785百万円

  
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 

22年３月期  －        0 00 －      0 00  0  00

23年３月期  －      

23年３月期（予想）  0 00 －      3 00  3  00

  （％表示は、通期は対前期、第２四半期（累計）は対前年同四半期増減率）

  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（累計）  8,500  △29.2  135  －  △174  －  △184  －  △11  54

通期  20,900  △16.5  1,020  9.3  410  30.3  550  97.2  34  50



４．その他（詳細は、［添付資料］Ｐ．３「その他の情報」をご覧ください。） 

（１）当四半期中における重要な子会社の異動 ： 無 

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用： 有 

（注）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の有無となります。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

①  会計基準等の改正に伴う変更： 有 

②  ①以外の変更              ： 無 

（注）「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、表示方法等の変更の有無となります。 

  

（４）発行済株式数（普通株式） 

  
  

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

 この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続が実施中で

す。  

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 平成22年５月17日発表の連結業績予想を修正しておりません。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、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あたっての注

意事項等については、四半期決算短信（添付資料）２ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。

  

  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年３月期１Ｑ 16,216,512株 22年３月期 16,216,512株

②  期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 274,221株 22年３月期 274,221株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 15,942,291株 22年３月期１Ｑ 15,942,311株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

  当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、生産、輸出及び個人消費に持ち直しの動きが見られたものの

自律的な回復力は弱く、原油や原材料価格の上昇やデフレの継続等により、景気の先行きは不透明な状況が続きま

した。  

 建設・不動産業界におきましては、住宅ローン減税の拡充や、住宅エコポイント制度の導入など、住宅取得促進

施策が採られ、持ち家や分譲住宅の着工戸数に下げ止まりの兆しが見られましたが、雇用・所得環境の低迷によ

り、住宅購入意欲の本格的な改善には至りませんでした。 

 このような状況のもと、当社グループは、中期経営計画に掲げたエリア戦略に基づき、総合事業拠点を中心とし

た地域密着営業を展開し受注及び販売活動を推進してまいりました。 

建設事業におきましては、５つのエリアの分譲地で「ＨＯＳＯＤＡ」ブランドのフラッグシップ商品として発

表した長期優良住宅〈創造空間「軸」〉の住宅展示場を同時開設するとともに、本社周辺に加え、各拠点や分譲地

での商品説明会やエコポイントセミナー、税金相談会等の集客イベントを開催し、受注拡大に努めてまいりまし

た。 

不動産事業におきましては、戸建分譲事業用地で、顧客の建物に対するニーズに柔軟に対応できる「分譲住宅

の合理性」と「注文建築の自由度」を兼ね備えたバイ・コンセプトシステムの拡販を進めるとともに、各拠点や分

譲地の住宅展示場での集客イベントを行い、分譲地の販売促進に注力いたしました。その結果、当社グループの主

力事業である戸建分譲事業におきましては業績が概ね順調に推移いたしました。対前年同期比の売上高の減少につ

きましては、主に、収益不動産事業の撤退過程において、前第１四半期に計上した物件売却７億３千万円に対し、

当第１四半期における物件売却が１物件で１億６千５百万円となり５億６千５百万円減少したことによるものであ

ります。また、収益不動産物件において、たな卸資産評価損１億１千８百万円を計上いたしました。 

そのような状況の中、さらに、業務の効率化、コストの低減と販売費用ならびに一般管理費用の削減等にも引

き続き取り組んでまいりましたした。 

その結果、当第1四半期の連結売上高は27億４千８百万円（前年同期比24.7％減）となり、営業損失は３億１千

１百万円（前年同期は２億６千万円の営業損失）、経常損失は３億９千９百万円（前年同期は４億３千２百万円の

経常損失）となり、四半期純損失は４億９百万円（前年同期は４億３千１百万円の純損失）の計上となりました。

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期末における総資産は、236億１千６百万円となり、前連結会計年度末と比べて11億２千３百万円の

減少となりました。これは主に、現金預金が６億１千４百万円、受取手形・完成工事未収入金等が３億３千５百万

円、投資有価証券が７千６百万円減少し、たな卸資産が合計で１億６千３百万円増加したこと等によるものであり

ます。 

負債につきましては、162億６千２百万円となり、前連結会計年度末と比べて６億９千１百万円の減少となりま

した。これは主に、短期借入金、長期借入金及び社債（１年内償還予定を含む）の合計が５億１千４百万円減少

し、支払手形・工事未払金等が１億８百万円増加したこと等によるものであります。 

純資産は、前連結会計年度末と比べて４億３千２百万円減少し、73億５千３百万円となりました。これは主に、

四半期純損失が４億９百万円計上されたこと等によるものであります。この結果、自己資本比率は31.1％となりま

した。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成23年３月期の業績予想につきましては、現時点におきまして、平成22年５月17日に公表いたしました連結業

績予想から修正は行っておりません。  

  

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（１）重要な子会社の異動の概要 

該当事項はありません。  

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

 たな卸資産の評価方法  

 たな卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、簿価切

下げを行う方法によっております。  

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

 資産除去債務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、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31

日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を適

用しております。 

 これにより、営業利益及び経常利益は1,414千円、税金等調整前四半期純利益は40,728千円減少しております。

  

２．その他の情報
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３．四半期連結財務諸表 
（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22年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 1,553,628 2,167,944

受取手形・完成工事未収入金等 21,551 356,870

未成工事支出金 536,992 240,687

販売用不動産 13,565,414 13,900,089

仕掛販売用不動産 2,879,682 2,681,051

その他のたな卸資産 19,588 16,714

その他 130,535 216,725

貸倒引当金 △1,098 △11,590

流動資産合計 18,706,294 19,568,493

固定資産   

有形固定資産   

土地 2,856,088 2,873,076

その他（純額） 1,137,019 1,155,355

有形固定資産合計 3,993,107 4,028,431

無形固定資産 194,845 200,850

投資その他の資産   

投資有価証券 103,718 179,736

その他 618,370 817,435

貸倒引当金 △324 △55,217

投資その他の資産合計 721,764 941,954

固定資産合計 4,909,717 5,171,236

資産合計 23,616,012 24,739,730

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 1,324,786 1,216,563

短期借入金 11,666,102 12,162,303

1年内償還予定の社債 50,000 50,000

未払法人税等 11,343 42,319

賞与引当金 43,699 －

完成工事補償引当金 99,360 110,485

その他 1,110,924 1,347,278

流動負債合計 14,306,216 14,928,950

固定負債   

社債 325,000 350,000

長期借入金 587,382 580,392

退職給付引当金 673,302 669,299

その他 370,763 425,687

固定負債合計 1,956,448 2,025,379

負債合計 16,262,664 16,954,330
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,820,590 6,820,590

資本剰余金 570,950 570,950

利益剰余金 168,687 571,514

自己株式 △90,407 △90,407

株主資本合計 7,469,820 7,872,647

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 17,870 40,090

土地再評価差額金 △134,343 △127,338

評価・換算差額等合計 △116,472 △87,247

純資産合計 7,353,347 7,785,399

負債純資産合計 23,616,012 24,739,730
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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）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 3,651,407 2,748,187

売上原価 3,038,475 2,227,676

売上総利益 612,932 520,511

販売費及び一般管理費 873,182 831,601

営業損失（△） △260,249 △311,090

営業外収益   

受取利息 3,527 255

受取配当金 3,133 2,211

投資有価証券売却益 6,575 29,215

保険配当金 4,715 －

その他 5,398 9,746

営業外収益合計 23,350 41,428

営業外費用   

支払利息 179,534 116,795

その他 16,113 12,748

営業外費用合計 195,647 129,543

経常損失（△） △432,547 △399,205

特別利益   

固定資産売却益 17 4,225

貸倒引当金戻入額 2,990 2,347

役員退職慰労金戻入額 － 35,381

特別利益合計 3,007 41,954

特別損失   

固定資産除却損 1,097 －

固定資産売却損 615 －

減損損失 － 5,667

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 39,314

その他 700 －

特別損失合計 2,412 44,981

税金等調整前四半期純損失（△） △431,951 △402,232

法人税、住民税及び事業税 1,328 7,351

法人税等調整額 △1,819 248

法人税等合計 △491 7,599

四半期純損失（△） △431,460 △409,832
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該当事項はありません。  

  

  

該当事項はありません。  

  

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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