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1.  平成23年1月期第3四半期の業績（平成22年2月1日～平成22年10月31日） 

（注）当社は、第３四半期の業績開示を22年１月期第３四半期より行っているため、22年１月期第３四半期の増減率については記載しておりません。 

(2) 財政状態 

  

(1) 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1月期第3四半期 154,630 3.8 18,005 40.7 17,725 42.6 9,783 33.0
22年1月期第3四半期 148,996 ― 12,793 ― 12,429 ― 7,353 ―

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1月期第3四半期 342.55 ―
22年1月期第3四半期 287.68 ―

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1月期第3四半期 101,824 43,810 43.0 1,533.87
22年1月期 97,009 36,453 37.6 1,276.30

（参考） 自己資本   23年1月期第3四半期  43,810百万円 22年1月期  36,453百万円

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1月期 ― 0.00 ― 60.00 60.00
23年1月期 ― 25.00 ―
23年1月期 

（予想）
45.00 70.00

3.  平成23年1月期の業績予想（平成22年2月1日～平成23年1月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（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

通期 211,800 5.5 23,800 28.2 23,400 29.6 13,100 28.4 458.65



(1) 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。 

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「四半期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。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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 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1月期3Q 28,562,280株 22年1月期  28,562,280株
② 期末自己株式数 23年1月期3Q  98株 22年1月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年1月期3Q 28,562,253株 22年1月期3Q  25,562,280株

※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いません。 

※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仮定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四半期決算短信（添付資料）Ｐ．２「業績予想に関する定性的情
報」をご覧下さい。 
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（１）経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期累計期間（平成22年２月１日～平成22年10月31日）におけるわが国経済は、アジアを中心に海外経

済の回復が続き、輸出や生産の増加を背景に、企業収益は緩やかに回復しつつあるものの、政策効果の減衰や急激

な円高等により不透明感が台頭してきており、雇用や所得環境に目立った回復が期待できないことから、引き続き

厳しい環境にあります。 

 当不動産業界におきましては、優遇税制や低金利を背景に新設住宅着工戸数は回復基調が続いており、先行きに

関しては住宅エコポイントの延長等もあり、しばらくは底堅く推移することが期待されますが、同業他社との競争

は依然として厳しい状況にあります。 

 このような環境の中、当社におきましては、徹底した原価管理と品質向上に努め、より多くのお客様に高品質の

住宅を低価格で供給することに注力してまいりました。この結果、当第３四半期累計期間の売上高は154,630,933

千円（前年同四半期比3.8％増）、営業利益は18,005,419千円（同40.7％増）、経常利益は17,725,288千円（同

42.6％増）、四半期純利益は9,783,868千円（同33.0％増）となりました。 

 なお、品目別の状況については、戸建分譲売上高140,388,497千円（5,561棟）（前年同四半期比4.3％増）、マ

ンション分譲売上高7,215,921千円（254戸）（同9.7％減）、土地分譲売上高4,253,233千円（167区画）（同9.1％

減）、請負工事売上高1,798,076千円（2,013件、うち規格型注文住宅110件）（同121.9％増）、その他不動産収入

975,204千円（同2.0％増）となっております。 

  

（２）財政状態に関する定性的情報 

①  資産、負債及び純資産の状況 

 当第３四半期会計期間末における総資産につきましては、前事業年度末に比べ4,815,639千円増加し、

101,824,947千円となりました。 

 これは、前事業年度・当事業年度中間に対する法人税等の納付・配当金の支払、また事業用地の取得に際し手

許資金での充当を増加させたこと等により、現金及び預金は14,852,691千円減少し、また販売が好調に推移して

いることから、販売用不動産が2,395,321千円減少しております。一方で下半期以降に向け積極的に用地の取得

を行ったことなどにより、仕掛販売用不動産は20,726,122千円、未成工事支出金は776,610千円増加、住宅瑕疵

担保履行法に対応するための供託金として国債を購入した投資有価証券303,889千円が増加したことが主因であ

ります。 

 負債合計におきましては、前事業年度末に比べ2,541,081千円減少し、58,014,320千円となりました。これ

は、前事業年度よりも中間仮納付が多かったため未払法人税等4,006,285千円の減少、またマンションの竣工物

件等が一時的に減少したために支払手形1,720,525千円が減少しております。一方で、来期に向け棟数を増加さ

せたことにより工事未払金の増加898,222千円、マンション用地購入資金の一部を借入したことによる借入金の

増加1,314,400千円、販売が好調であることから前受金636,929千円が増加したこと等があげられます。 

 純資産につきましては、四半期純利益の計上等により、前事業年度末に比べ7,356,720千円増加し43,810,627

千円となりました。  

②  キャッシュフローの状況 

 当第３四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）の残高は、15,886,757千円

となり、前事業年度末に比べ、14,902,707千円減少しております。 

 当第３四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況と主な要因は次のとおりであります。 

 （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 税引前四半期純利益17,724,135千円の計上、販売が順調に推移していることにより前受金が増加636,929千

円、また賞与引当金等の増加445,615千円及び中間配当時の源泉税の預かり他としてのその他流動負債480,234

千円の資金を獲得しましたが、下半期及び来期に向け積極的に用地を取得していることにより、たな卸資産の

購入に19,106,821千円使用、また法人税等の支払12,064,874千円、仕入債務の減少に伴う746,726千円の資金

の使用等により、営業活動で使用した資金は12,666,319千円（前年同四半期は25,307,359千円の資金の獲得）

となりました。 

 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 国債等の投資有価証券の取得による支出301,831千円、車両等の有形固定資産の取得による支出269,437千円

等により、投資活動で使用した資金は729,558千円（対前年同四半期比64.9％減）となりました。 

 （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 借入金等の純増により914,400千円の資金を獲得したものの、配当金の支払2,420,986千円により、財務活動

で使用した資金は1,506,829千円（対前年同四半期比83.9％減）となりました。  

   

１．当四半期の業績等に関する定性的情報



（３）業績予想に関する定性的情報 

 業績予想につきましては、現時点では、平成22年９月７日公表の業績予想に変更はございません。   



（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

① 簡便な会計処理 

（繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法） 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しましては、前事業年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発 

生状況に著しい変化がないと認められるため、前事業年度において使用した将来の業績予測やタックス・プラ 

ンニングを使用する方法によっております。 

② 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理 

（税金費用の計算） 

 税金費用については、当第３四半期会計期間を含む事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後 

の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法によっておりま 

す。なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。  

  

（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

会計処理基準に関する事項の変更 

「完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更」 

 請負工事に係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適用しておりましたが、「工事契約に関す

る会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」（企業

会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を第１四半期会計期間より適用し、第１四半期会計期間に着手し

た工事契約から、工期のごく短いもの等については工事完成基準を適用し、その他の工事で当第３四半期会計期

間末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは

原価比例法）を適用しております。 

 なお、当第３四半期会計期間末においては工事進行基準を適用している工事がないため、これによる売上高、

営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益への影響はありません。 

  

  

２．その他の情報



３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成22年10月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年１月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 19,736,866 34,589,558

販売用不動産 14,531,343 16,926,665

仕掛販売用不動産 52,623,553 31,897,431

未成工事支出金 4,921,965 4,145,354

その他 4,043,744 3,905,585

流動資産合計 95,857,473 91,464,594

固定資産   

有形固定資産 4,244,247 4,125,529

無形固定資産 488,028 573,306

投資その他の資産 1,235,199 845,877

固定資産合計 5,967,474 5,544,713

資産合計 101,824,947 97,009,307

負債の部   

流動負債   

支払手形 3,149,901 4,870,426

支払信託 7,192,912 7,117,336

工事未払金 9,678,581 8,780,358

短期借入金 26,554,500 25,877,100

1年内償還予定の社債 400,000 400,000

1年内返済予定の長期借入金 － 945,000

未払法人税等 3,638,421 7,644,707

賞与引当金 537,946 178,084

その他 3,728,388 2,874,558

流動負債合計 54,880,652 58,687,572

固定負債   

社債 200,000 600,000

長期借入金 1,582,000 －

退職給付引当金 1,184,016 1,152,144

保証工事引当金 153,301 99,418

その他 14,350 16,265

固定負債合計 3,133,668 1,867,829

負債合計 58,014,320 60,555,401



（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成22年10月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年１月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,298,500 3,298,500

資本剰余金 3,208,500 3,208,500

利益剰余金 37,300,173 29,944,098

自己株式 △242 －

株主資本合計 43,806,930 36,451,098

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 3,696 2,807

評価・換算差額等合計 3,696 2,807

純資産合計 43,810,627 36,453,906

負債純資産合計 101,824,947 97,009,307



（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成21年２月１日 
 至 平成21年10月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成22年２月１日 
 至 平成22年10月31日) 

売上高 148,996,271 154,630,933

売上原価 127,338,892 126,643,464

売上総利益 21,657,379 27,987,469

販売費及び一般管理費 8,863,887 9,982,049

営業利益 12,793,491 18,005,419

営業外収益   

受取利息 18,890 12,564

受取配当金 1,493 1,335

受取違約金 60,524 28,680

採納助成金 8,407 2,589

その他 16,043 17,338

営業外収益合計 105,359 62,508

営業外費用   

支払利息 428,332 307,478

その他 41,205 35,161

営業外費用合計 469,538 342,639

経常利益 12,429,312 17,725,288

特別利益   

労災保険還付金 256,793 －

その他 77 －

特別利益合計 256,871 －

特別損失   

固定資産除却損 2,924 1,152

その他 5,486 －

特別損失合計 8,411 1,152

税引前四半期純利益 12,677,772 17,724,135

法人税等 5,323,990 7,940,267

四半期純利益 7,353,782 9,783,868



（第３四半期会計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期会計期間 
(自 平成21年８月１日 
 至 平成21年10月31日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成22年８月１日 
 至 平成22年10月31日) 

売上高 47,892,930 50,762,297

売上原価 38,935,693 41,441,493

売上総利益 8,957,236 9,320,804

販売費及び一般管理費 3,008,027 3,341,178

営業利益 5,949,208 5,979,625

営業外収益   

受取利息 3,791 5,334

受取配当金 500 500

受取違約金 36,902 3,002

採納助成金 344 465

その他 8,464 7,215

営業外収益合計 50,003 16,518

営業外費用   

支払利息 132,017 105,223

その他 13,555 8,266

営業外費用合計 145,572 113,490

経常利益 5,853,638 5,882,654

特別損失   

固定資産除却損 2,924 117

特別損失合計 2,924 117

税引前四半期純利益 5,850,713 5,882,536

法人税等 2,456,620 2,629,164

四半期純利益 3,394,093 3,253,372



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成21年２月１日 
 至 平成21年10月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成22年２月１日 
 至 平成22年10月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益 12,677,772 17,724,135

減価償却費 102,170 236,846

引当金の増減額（△は減少） 122,784 445,615

受取利息及び受取配当金 △20,383 △13,899

支払利息 428,332 307,478

固定資産除却損 2,924 1,152

たな卸資産の増減額（△は増加） 12,212,741 △19,106,821

前渡金の増減額（△は増加） △879,544 575,846

未払消費税等の増減額（△は減少） 58,590 △147,914

その他の流動資産の増減額（△は増加） △167,867 △708,314

仕入債務の増減額（△は減少） 3,123,801 △746,726

その他の流動負債の増減額（△は減少） △157,077 480,234

前受金の増減額（△は減少） 457,011 636,929

その他 4,070 17,524

小計 27,965,326 △297,911

利息及び配当金の受取額 18,790 11,510

利息の支払額 △423,102 △315,044

法人税等の支払額 △2,253,655 △12,064,874

営業活動によるキャッシュ・フロー 25,307,359 △12,666,319

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金及び定期積金の預入による支出 △3,080,092 △3,480,108

定期預金及び定期積金の払戻による収入 1,150,060 3,430,092

投資有価証券の取得による支出 － △301,831

有形固定資産の取得による支出 △120,422 △269,437

無形固定資産の取得による支出 △68,952 △2,000

その他 40,459 △106,272

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,078,947 △729,558

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） △8,105,400 677,400

長期借入れによる収入 － 1,582,000

長期借入金の返済による支出 △858,000 △945,000

社債の償還による支出 △400,000 △400,000

自己株式の取得による支出 － △242

配当金の支払額 － △2,420,986

財務活動によるキャッシュ・フロー △9,363,400 △1,506,829

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 13,865,011 △14,902,707

現金及び現金同等物の期首残高 8,811,232 30,789,465

現金及び現金同等物の四半期末残高 22,676,244 15,886,757



 該当事項はありません。  

  

  

 該当事項はありません。  

  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（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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