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1.  平成23年4月期第1四半期の連結業績（平成22年5月1日～平成22年7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 ％

23年4月期第1四半期 26,390 4.1 3,035 65.6 2,856 68.5 1,717 72.2
22年4月期第1四半期 25,351 10.9 1,832 386.8 1,694 805.0 996 ―

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4月期第1四半期 28.87 ―

22年4月期第1四半期 32.86 ―

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4月期第1四半期 100,483 41,232 40.8 689.36
22年4月期 95,099 41,191 43.1 1,377.84

（参考） 自己資本   23年4月期第1四半期  41,002百万円 22年4月期  40,976百万円

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  
 

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4月期 ― 15.00 ― 20.00 35.00
23年4月期 ―

23年4月期 
（予想）

10.00 ― 10.00 20.00

3.  平成23年4月期の連結業績予想（平成22年5月1日～平成23年4月30日） 
（％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）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 
(累計)

60,570 14.9 5,107 5.3 4,725 2.7 2,773 3.2 46.63

通期 134,600 17.9 11,350 4.4 10,500 1.3 6,163 3.6 103.62



(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 

（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は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、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は終了しております。 

※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、
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「（３）連結業績予想に関
する定性的情報」をご覧ください。 
 平成22年５月１日付けで普通株式１株につき普通株式２株の割合で株式分割を行っております。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】3ページ「２．その他の情報」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） 23年4月期1Q  60,000,000株 22年4月期  30,000,000株

② 期末自己株式数 23年4月期1Q  520,367株 22年4月期  260,160株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年4月期1Q  59,479,677株 22年4月期1Q  30,339,840株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間におけるわが国の経済は、新興国における経済活動の回復に支えられ外需産業を中心に

企業収益の改善傾向が続き、また政府による緊急経済対策等の景気対策を背景に個人消費の持ち直しも引き続き見ら

れ、実質ＧＤＰ成長率も平成21年10～12月期以降３四半期連続でプラス成長となりました。 

（平成22年９月10日内閣府発表「2010（平成22）年４～６月期四半期別ＧＤＰ速報（２次速報値）」） 

 しかしながら、依然として緩やかなデフレ状況にあり、所得環境や雇用情勢は厳しい状況が続いている中で、国際

的には欧州の国家財政危機、米国の新金融規制とデフレ傾向、中国の金融引締めへのシフト等の国際経済への影響が

懸念される状況下で、急速に進行した円高は日本経済の景気回復ペースを鈍化させており、ますます先行きが不透明

な状況が続いております。 

 このような国内外の経済環境の下、不動産・住宅建設業界においては、新設住宅着工戸数は回復基調にあるもの

の、業界全体としては低迷を続けており、不況感は依然としてぬぐえませんでした。 

 しかし、当社が位置する戸建分譲住宅業界においては、住宅ローン減税、贈与税非課税枠拡充、フラット３５Ｓ金

利の大幅引下げ、さらに住宅版エコポイント制度などの政府による住宅に関連する景気刺激策などの後押しによっ

て、新設住宅着工戸数（分譲一戸建）は平成22年１月から前年を上回るようになり、新設住宅の牽引役として、実績

を挙げてきました。 

 このような環境下、戸建分譲住宅については、当第１四半期連結会計期間における売上棟数は、 棟となり、売

上高は 百万円（前年同期比 ％増）となりました。 

 マンション分譲においては、当第１四半期連結会計期間における売上戸数は、 戸となり、売上高は 百万円

（前年同期比 ％減）となりました。 

 この結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は 百万円、営業利益 百万円、経常利益は 百万円、

四半期純利益は 百万円となりました。 

 なお、前年同四半期との比較では、売上高は ％増収となり、営業利益は ％、経常利益は ％、四半期純

利益においては ％と各々増益となりました。  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べて 百万円増加し、 百万円と

なりました。これは主に営業貸付金及び営業未収金が 百万円、投資有価証券 百万円減少したものの、現金及

び預金が 百万円、たな卸資産が 百万円増加したことによるものであります。 

 負債は、前連結会計年度末に比べて 百万円増加し、 百万円となりました。これは主に未払法人税等が 

百万円減少したものの、短期借入金が 百万円増加したことによるものであります。 

 純資産は、前連結会計年度末に比べて 百万円増加し、 百万円となりました。これは主にその他有価証券評

価差額金が 百万円減少したものの、利益剰余金が 百万円増加し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 

 第１四半期連結会計期間の業績は予想通り推移しており、平成22年６月14日に公表いたしました業績予想に変更は

ありません。 

 なお、当社の四半期毎の業績の推移は、過去の実績によれば、上半期と下半期を比較すると、上半期においては、

契約数・売上高が少なくなり、下半期においては契約数・売上高が上半期に比べて大きくなる季節変動傾向がありま

す。上半期の契約数・売上高の通期の過去の実績に占める割合は、約 ％台となっております。また、四半期毎に比

較すると、第４四半期においては契約数・売上高が他の四半期に比べて大きくなる季節変動傾向があります。なお、

第４四半期の契約数・売上高の通期の過去の実績に占める割合は約 ％台となっておりますが、予期しない経済環境

の変化などの様々な外部要因により変動する可能性があります。 

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

761
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（１）重要な子会社の異動の概要 

 当第１四半期連結会計期間より、ホームトレードセンター株式会社を新たに設立したため、連結の範囲に含めて

おります。また、株式会社イーストウッドカントリー倶楽部はパラダイスリゾート株式会社に吸収合併されており

ます。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

簡便な会計処理 

（固定資産の減価償却費の算定方法） 

 連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分する方法により、四半期連結会計期間又は期首からの累計期間の

減価償却費として算定しております。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

１.会計処理基準に関する事項の変更 

（資産除去債務に関する会計基準等の適用） 

 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、営業利益は 千円、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は 千円それぞれ減少しており

ます。  

  

（企業結合に関する会計基準等の適用） 

 当第１四半期連結会計期間より、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成20年12月26

日）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）、「「研究開発費等に係

る会計基準」の一部改正」（企業会計基準第23号 平成20年12月26日）、「事業分離等に関する会計基準」（企

業会計基準第７号 平成20年12月26日）、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年12月26

日公表分）及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 

平成20年12月26日）を適用しております。 

  

２.表示方法の変更 

（四半期連結損益計算書） 

 「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用語、

様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の適用によ

り、当第１四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しております。 

   

２．その他の情報

364 7,962
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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７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22年４月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 27,762,494 23,699,462

売掛金 14,430 10,457

営業貸付金及び営業未収金 6,808,747 7,300,758

販売用不動産 7,953,325 8,412,226

仕掛販売用不動産 33,021,685 29,264,983

未成工事支出金 2,609,124 1,854,454

貯蔵品 69,059 72,979

その他 1,205,031 1,521,438

貸倒引当金 △11,278 △11,459

流動資産合計 79,432,620 72,125,300

固定資産   

有形固定資産 15,013,703 15,056,886

無形固定資産 159,309 166,984

投資その他の資産 5,877,386 7,750,187

固定資産合計 21,050,399 22,974,059

資産合計 100,483,019 95,099,360

負債の部   

流動負債   

支払手形、買掛金及び営業未払金 10,774,431 10,318,071

短期借入金 36,784,880 27,242,027

1年内償還予定の社債 300,000 300,000

未払法人税等 752,074 4,553,001

役員賞与引当金 － 135,298

賞与引当金 116,123 －

その他 2,120,031 2,131,395

流動負債合計 50,847,540 44,679,793

固定負債   

社債 1,350,000 1,350,000

長期借入金 4,461,445 4,523,836

退職給付引当金 409,846 414,110

訴訟損失引当金 46,000 46,000

保証工事引当金 67,000 57,000

その他 2,068,954 2,837,453

固定負債合計 8,403,246 9,228,400

負債合計 59,250,786 53,908,193
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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７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22年４月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,130,500 1,130,500

資本剰余金 872,668 872,668

利益剰余金 36,491,964 35,369,702

自己株式 △296,501 △296,467

株主資本合計 38,198,631 37,076,403

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,804,072 3,900,326

評価・換算差額等合計 2,804,072 3,900,326

少数株主持分 229,528 214,436

純資産合計 41,232,233 41,191,166

負債純資産合計 100,483,019 95,099,360
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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５月１日 
 至 平成21年７月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年５月１日 
 至 平成22年７月31日) 

売上高 25,351,920 26,390,911

売上原価 21,396,112 21,143,396

売上総利益 3,955,808 5,247,514

販売費及び一般管理費 2,123,104 2,212,468

営業利益 1,832,704 3,035,046

営業外収益   

受取利息 427 177

受取配当金 7,141 12,520

その他 15,063 5,367

営業外収益合計 22,632 18,065

営業外費用   

支払利息 143,123 157,376

その他 17,283 39,243

営業外費用合計 160,407 196,620

経常利益 1,694,929 2,856,491

特別利益   

自己新株予約権消却益 31,249 －

特別利益合計 31,249 －

特別損失   

減損損失 68,666 －

特別損失合計 68,666 －

税金等調整前四半期純利益 1,657,511 2,856,491

法人税、住民税及び事業税 696,369 754,470

法人税等調整額 △38,665 369,870

法人税等合計 657,703 1,124,340

少数株主損益調整前四半期純利益 999,808 1,732,150

少数株主利益 2,898 15,092

四半期純利益 996,909 1,717,058
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 当第１四半期連結累計期間（自 平成22年５月１日 至 平成22年７月31日）  

  該当事項はありません。 

  

【事業の種類別セグメント情報】 

 前第１四半期連結累計期間（自 平成21年５月１日 至 平成21年７月31日） 

  不動産事業の売上高及び営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益の金額の合計額に占 

める割合が90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

【所在地別セグメント情報】 

 前第１四半期連結累計期間（自 平成21年５月１日 至 平成21年７月31日） 

  本邦以外の国又は地域に所在する連結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】 

 前第１四半期連結累計期間（自 平成21年５月１日 至 平成21年７月31日） 

  海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

【セグメント情報】 

１．報告セグメントの概要 

 当社グループの報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役 

会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであり 

ます。 

 当社グループは主に戸建分譲住宅事業、分譲マンション事業、その他に不動産賃貸事業、江の島事業、金融事

業等を展開しております。戸建分譲住宅事業の占める売上高等の割合は90％超と大部分を占めるため、「戸建分

譲住宅事業」のみを報告セグメントとしております。 

  

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

 当第１四半期累計期間（自 平成22年５月１日 至 平成22年７月31日） 

（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、分譲マンション事業、不動

産賃貸事業、江の島事業、金融事業等の事業活動を含んでおります。 

２．セグメント利益は、営業利益を記載しております。 

  

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

 該当事項はありません。 

  

（追加情報） 

 当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平 

成21年３月27日）及び「セグメント情報等に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平 

成20年３月21日）を適用しております。 

  

 当第１四半期連結累計期間（自 平成22年５月１日 至 平成22年７月31日） 

  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）セグメント情報

  

報告セグメント その他 

（千円） 

(注)１ 

合 計 

（千円） 

調整額

（千円） 

四半期連結損益 

計算書計上額 

（千円） 
戸建分譲住宅事業

（千円） 

 売上高 

  外部顧客への売上高
  24,102,589   2,288,321   26,390,911  －   26,390,911

計   24,102,589   2,288,321   26,390,911  －   26,390,911

セグメント利益   2,746,829   288,216   3,035,046  －   3,035,046

（５）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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 販売の状況 

戸建分譲住宅  

（注）上記の金額には消費税等は含まれておりません。  

  

４．補足情報

区 分 売上棟数  売上高（千円） 

  首都圏  597   20,051,945

  その他   164   3,748,707

合 計   761   23,800,653
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