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

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

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

23年3月期 19,168 △23.4 705 △24.4 282 △10.3 158 △43.1

22年3月期 25,036 △28.0 933 ― 314 ― 278 ―

（注）包括利益 23年3月期 △325百万円 （―％） 22年3月期 273百万円 （―％）

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利益

率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

23年3月期 9.95 ― 2.1 1.3 3.7
22年3月期 17.49 ― 3.7 1.0 3.7

（参考） 持分法投資損益 23年3月期  ―百万円 22年3月期  △3百万円

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 20,021 7,460 37.3 467.96
22年3月期 24,739 7,785 31.5 488.35

（参考） 自己資本   23年3月期  7,460百万円 22年3月期  7,785百万円

営業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 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

23年3月期 2,296 318 △3,434 978
22年3月期 12,235 △7 △11,659 1,797

2.  配当の状況 

 

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

22年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―

23年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―

24年3月期(予想) ― 0.00 ― 0.00 0.00 ―

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31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）

 

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) 7,050 △15.0 △350 ― △580 ― △620 ― △38.89

通期 22,580 17.8 690 △2.2 233 △17.4 180 13.5 11.29



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) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

(注)詳細は、添付資料21ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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3月期 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 274,221 株 22年3月期 274,221 株

③ 期中平均株式数 23年3月期 15,942,291 株 22年3月期 15,942,309 株

（参考）個別業績の概要 

1.  平成23年3月期の個別業績（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

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

23年3月期 18,560 △24.3 637 △25.0 205 △5.9 117 △41.9

22年3月期 24,534 △28.7 849 ― 218 ― 202 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

23年3月期 7.38 ―

22年3月期 12.72 ―

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 19,799 7,050 35.6 442.23
22年3月期 24,255 7,416 30.6 465.18

（参考） 自己資本 23年3月期  7,050百万円 22年3月期  7,416百万円

2.  平成24年3月期の個別業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31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）

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手続が実施中です。 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
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、添付資
料２ページ「１．経営成績（１）経営成績に関する分析」をご覧ください。 

売上高 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 ％ 円 銭

第2四半期(累計) 6,700 △16.3 △570 ― △600 ― △37.64

通期 21,700 16.9 220 7.0 170 44.4 10.66
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（1）経営成績に関する分析 

当連結会計年度におけるわが国経済は、好調な新興国の需要拡大にともなう輸出や生産の回復に加え、各種の経

済政策効果を背景として国内の景況感は改善が進んだものの、急激な円高や株価の低迷、長びくデフレなどの不安

材料から、本格的な回復には至りませんでした。 

建設・不動産業界におきましては、住宅ローン減税の拡充、住宅エコポイント制度の導入や住宅取得時における

贈与税の特例措置等、住宅需要を喚起する施策が行われ、新設住宅着工戸数に下げ止まりの兆しが見られました

が、雇用・所得環境の伸び悩みにより住宅取得意欲の本格的な改善には至りませんでした。 

このような状況の中で、当社グループは、中期経営計画に掲げたドミナント戦略に基づき、各総合事業拠点を中

心とした地域密着型の営業展開により受注・販売活動を推進するとともに、戸建分譲事業用地の販売手法である

「バイ・コンセプト」（予めお客様のライフスタイルやお好みなどをお伺いし間取りに反映させてから契約・着工

する手法）の導入を推進・拡大することで、完成在庫の増加を抑制しながらも、幅広い層のお客様のご要望にお応

えすることができました。また、一方では既存物件の早期完売に取り組み、営業情報や手法の集中・共有を図り、

なお一層の業務の効率化、コストの低減と販売費及び一般管理費の節減に努め収益の向上に取り組んでまいりまし

た。 

この結果、当連結会計年度の売上高は191億６千８百万円（前連結会計年度比23.4%減）、営業利益は７億５百万

円（前連結会計年度比24.4%減）、経常利益は２億８千２百万円（前連結会計年度比10.3%減）となり、当期純利益

は１億５千８百万円（前連結会計年度比43.1%減）を計上いたしました。 

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。 

（イ）建設事業 

建設事業におきましては、顧客獲得競争が一層激化し、受注単価が低調に推移するなど厳しい受注環境が続き

ました。このような状況の中、法人受注では、「Brillia Terrace 調布菊野台」（東京都調布市・東京建物株

式会社）、「ラヴィアンヴェール井の頭公園第１期」（東京都三鷹市・日本土地建物販売株式会社）、「早川城

山住宅地戸建第３３期」（神奈川県綾瀬市・相鉄不動産株式会社）等の戸建分譲住宅が完成工事に計上されまし

た。また、個人受注及びリフォーム受注では、小口営繕工事から大規模リフォーム、建て替えまでを、ワンスト

ップサービス拠点で対応できる商品展開を行いました。さらに、拠点を中心として、「住まいの構造見学会」や

「住宅版エコポイントセミナー」等のイベントを積極的に開催し、需要の掘り起こしにも努めてまいりました。

この結果、建設事業の売上高は54億２千４百万円（前連結会計年度比6.2%減）となり、営業利益は３億３千８

百万円（前連結会計年度比25.0%減）となりました。 

（ロ）不動産事業 

不動産事業におきましては、戸建分譲事業では、継続分譲の「グローイングスクエア北山田ネオシス」（神奈

川県横浜市）、「グローイングヒルズ新検見川フランシェ」（千葉県千葉市）、「グローイングヒルズ八千代中

央」（千葉県八千代市）等に加え、杉並区の本社を拠点としたドミナントエリアで「グローイングスクエア阿佐

谷北」、「グローイングスクエア中野」、「グローイングスクエア世田谷千歳台」等を集中的に分譲すること

で、エリア内での知名度の向上と広告宣伝費の削減等経営効率の向上に努めてまいりました。首都圏以外では、

宮城県仙台市における継続団地「グローイングタウン高野原」等を分譲いたしました。 

なお、今般の「東日本大震災」により、「グローイングタウン高野原」の宅地の一部に被害が発生したため、

災害による損失として15百万円を特別損失に計上いたしました。 

戸建分譲事業の売上高につきましては、前期に比し、中・大型規模の事業用地の取得を抑え、棚卸資産回転率

を重視した小規模物件への取り組みの拡大を図ってまいりましたが、早期に完成在庫の削減に努めたことによる

物件数の減少による影響もあり、前期の14,284百万円に対し当期は12,106百万円となり、2,078百万円減少いた

しました。  

また、法人提携事業では、相互住宅株式会社との共同事業による「成田はなのき台」（千葉県成田市）を継続

分譲するとともに、株式会社エスケー・グローバルスとの共同事業による「ブリーズガーデン長津田」（神奈川

県横浜市）及び「ブリーズガーデンユーカリが丘」（千葉県佐倉市）を分譲いたしました。一方、収益不動産事

業につきましては、事業撤退過程における前期での物件売却が3,930百万円と、計画を上回る規模で実現したこ

とによる在庫の減少により、当期の物件売却は681百万円となり、3,249百万円減少いたしました。 

この結果、その他賃貸収入や販売手数料を加えました不動産事業の売上高は133億９千２百万円（前連結会計

年度比29.3%減）となり、営業利益は８億７千１百万円（前連結会計年度比13.6%減）となりました。 

（ハ）その他事業 

その他事業といたしましては、当社顧客等に対する金銭の貸付業務や美容室の店舗運営等により、売上高は３

億５千１百万円（前連結会計年度比11.9％増）となり、営業利益は２百万円（前連結会計年度は１千３百万円の

営業損失）となりました。 

１．経営成績

(株)細田工務店（1906）　平成23年3月期　決算短信

-2-



（次期の見通し） 

今後の見通しにつきましては、平成23年３月11日に発生しました東日本大震災およびその後拡大しました原子力

発電所事故の深刻な被害状況により、日本経済の先行きは一層不透明感を増しております。また、当社グループを

取り巻く環境も、住宅エコポイントや減税措置等の住宅取得促進政策が引き続き実施されますが、雇用・所得環境

の伸び悩みなどにより、住宅需要の本格的な回復には相当の時間を要するものと想定されます。  

このような事業環境下にあって、当社グループは、引き続き「中期経営計画」（３ヶ年）の施策をもって事業を

推進し、財政状態の健全化と業績の改善を進め、企業体質の強化を図ってまいります。 

これにより、平成24年３月期の連結業績については、売上高225億８千万円、営業利益６億９千万円、経常利益

２億３千３百万円、当期純利益１億８千万円を見込んでおります。 

（2）財政状態に関する分析 

①資産、負債及び純資産の状況  

当連結会計年度における総資産は、200億２千１百万円となり、前連結会計年度（以下「前年度」という。）と

比較して47億１千８百万円の減少となりました。流動資産は、155億４千９百万円となり、前年度と比較して40億

１千８百万円減少いたしました。これは主に、販売用不動産等たな卸資産が30億８千万円、現金預金が８億１千１

百万円減少したことによるものであります。固定資産は44億７千１百万円となり、前年度と比較して７億円減少い

たしました。これは主に、土地等有形固定資産が４億１千６百万円、投資有価証券が１億１百万円減少したこと等

によるものであります。 

負債につきましては、125億６千万円となり、前年度と比較して43億９千３百万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34億３千４百万円減少したこと等によ

るものであります。  

また、純資産は、74億６千万円となり、前年度と比較して３億２千５百万円の減少となりました。これは主に、

当期純利益が１億５千８百万円増加し、土地再評価差額金が３億１千６百万円減少し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37.3%となりました。  

②キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度における税金等調整前当期純利益は１億９千９百万円（前連結会計年度比36.3%減）となり、当

連結会計年度末の現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は９億７千８百万円で前連結会計年度末と比較し

て８億１千９百万円の減少となりました。 

当連結会計年度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通りであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果増加した資金は22億９千６百万円（前連結会計年度は122億３千５百万円の増加）となりまし

た。これは主に、税金等調整前当期純利益に加え、販売用不動産の売却により資金を回収したことによる増加であ

ります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果増加した資金は３億１千８百万円（前連結会計年度は７百万円の使用）となりました。これは主

に、固定資産の売却と、投資有価証券の売却、保険積立金の解約による収入等によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は34億３千４百万円（前連結会計年度は116億５千９百万円の使用）となりまし

た。これは主に、販売にともないプロジェクト資金の借入金の返済を進めたこと及び社債の償還による支出であり

ます。 

(株)細田工務店（1906）　平成23年3月期　決算短信

-3-



（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

（注１）いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

（注２）株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。 

（注３）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。 

（注４）有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払っている全ての負債を対象としてお

ります。 

（注５）平成19年３月期及び平成20年３月期のキャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレスト・カバレッ

ジ・レシオにつきましては、営業キャッシュ・フローがマイナスであるため記載しておりません。 

（3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

利益配分につきましては、経営基盤の強化のため内部留保に努めるとともに、今後の経営環境、事業展開及び

業績の推移等を総合的に勘案し、安定的な利益還元を図っていくことを基本方針としております。 

当期の配当金につきましては、前連結会計年度より２期続けて当期純利益を計上いたしましたが、現在、内部

留保充実に向けた取り組みの途上ですので、誠に遺憾ながら引き続き無配（中間配当無配）といたしました。 

なお、次期の配当につきましても、内部留保充実に向け、引き続き第２四半期末及び期末の配当金を無配とす

る予定としております。  

  平成19年３月期 平成20年３月期 平成21年３月期 平成22年３月期 平成23年３月期

自己資本比率（％）  36.8  35.3  20.3  31.5   37.3

時価ベースの自己資本比率

（％） 
 12.4  8.0  4.8  9.3   9.1

キャッシュ・フロー対有利子

負債比率（年） 
 － －  1.8  1.1   4.2

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍） 
 － －  19.7  19.1   5.7
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当社グループは、当社及び連結子会社４社により構成され、建設事業と不動産事業を主な事業としております。 

当社グループの事業内容及び当該事業にかかる位置付けは次の通りであります。 

（1）建設事業 

当社は戸建住宅、宅地造成等の企画・設計・工事等の請負を営んでおり、子会社の細田資材流通㈱に対し建設工

事の発注を行うとともに、同社より木材製品の一部を購入しております。 

また、子会社の細田住宅管理㈱が、当社施工住宅ご入居のお客様に対するリフォーム業務を行っております。  

（2）不動産事業 

当社は戸建住宅、マンション、宅地等の開発・分譲及び不動産の仲介・賃貸を営んでおり、子会社の細田住宅管

理㈱に不動産の販売業務の一部を委託しております。 

（3）その他事業 

子会社の親和ファイナンス㈱が当社顧客等に対する金銭の貸付等の業務を営んでおります。 

また、子会社の㈱ピュア企画が美容室の店舗運営を行っております。 

   

  （注）Ｄ－ＡＳＳＥＴアドバイザーズ㈱は、商号を変更し、細田住宅管理㈱といたしました。 

２．企業集団の状況
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（1）会社の経営の基本方針 

当社は創業以来、家造りを通じて社会基盤の向上に貢献したいという信念のもと、品質のよい永く愛される住ま

いの供給に取り組んでおります。  

また、当社グループは常に「顧客第一主義」をモットーにお客様の多様化するニーズに対応できる企画設計、厳

しい品質管理のもとでの施工、きめ細やかな心づかいの販売及び完成後のアフターメンテナンスや増・改築への対

応等を実践しております。 

（2）目標とする経営指標 

当社グループでは、安定的な収益の確保に向けて、高品質な住宅の安定供給を可能とする企業体質への転換を図

り、あわせて、財務基盤の強化に努めてまいります。 

また、経営の安定性の観点から「自己資本比率」と、収益性の観点から「売上高経常利益率」の向上を重要な経

営指標としております。  

（3）中長期的な会社の経営戦略及び対処すべき課題 

今後の見通しにつきましては、平成23年３月11日に発生しました東日本大震災及びその後拡大しました原子力発

電所事故の深刻な被害状況により、日本経済の先行きは一層不透明感を増しております。また、当社グループを取

り巻く環境も、住宅エコポイントや減税措置等の住宅取得促進政策が引き続き実施されますが、雇用・所得環境の

伸び悩み等により、住宅需要の本格的な回復には相当の時間を要するものと想定されます。 

このような事業環境下にあって、当社グループは、 

①「ＨＯＳＯＤＡ」ブランドによる営業基盤の確立 

②高品質な住宅の安定供給を可能とする企業体質への転換 

③平成24年３月期において、売上高257億円、売上高経常利益率3.0%超、自己資本比率30%超、棚卸資産回転率  

1.3回の達成 

を目標とした平成22年３月期を初年度とする「中期経営計画」（３ヶ年）に基づく施策を実施し、財政状態の健全

化と業績の改善を進めております。 

当社グループといたしましては、引き続き「中期経営計画」の施策をもって事業を推進し企業体質の強化を図っ

てまいります。 

「中期経営計画」の主な施策 

ⅰ）ドミナント戦略 

ドミナントエリアに設置した営業拠点を中心に、地域に密着した分譲住宅・注文住宅・リフォーム事業の一

体営業を行うことで、当社の知名度を高めるとともに事業効率の向上に努め、販売・受注の拡大を図ってま

いります。また、平成24年３月期からは、杉並（本社）・三鷹（三鷹市）を 重点エリアに設定し、資源を

集中することで、より一層の戦略効果の発現に努め、収益性の向上を図ってまいります 

ⅱ）分譲事業用地取得戦略 

当社の主力分譲供給エリアを中心として、棚卸資産回転率を重視した小規模物件への取り組みを拡大すると

ともに、事業用地を厳選することで収益性の向上を図ってまいります。また、ドミナントエリアでは、地域

に密着した営業活動を推進する一方で用地情報の収集も行い、用地取得をより強化してまいります。なお、

用地保有には上限基準を設定し、在庫量の適正化を図ってまいります。 

ⅲ）販売戦略 

戸建分譲事業では、用地取得から販売完了・資金回収までの期間短縮を重視するとともに、競争力の強化と

需要喚起のため、販売手法を「建売住宅」から、エンドユーザーのデザイン・間取り・設備等に対する選択

の機会と幅が拡がる「バイ・コンセプト」への転換を拡大してまいります。 

ⅳ）原価低減戦略 

各工事工程における合理化や施工範囲の見直し、設計・施工手順の再整備並びに工期短縮により、高い品質

を維持しながらも建築コストの低減に努めてまいります。併せて分譲住宅と注文建築の仕様共通化を推進す

ることで、競争力の確保と収益の向上を図ってまいります。 

ⅴ）財務戦略 

現有する棚卸資産の早期事業化により財務体質の強化を図ってまいります。また事業計画に基づく新規事業

用地の取得および建築等に係る事業資金を安定的に調達すべく金融機関との更なる協力関係を構築してまい

ります。 

ⅵ）グループ戦略 

グループの主力事業である、住宅の生産・販売・受注・アフターメンテナンスに関わる連結子会社の位置付

３．経営方針
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けを明確化することで、各工程間の効率向上による収益の拡大を図ってまいります。「D-ASSETアドバイザ

ーズ株式会社」は主に不動産流動化事業におけるアセットマネジメント業務を担う会社でありましたが、事

業内容を当社が施工した住宅にお住まいのお客様を主たる対象としたメンテナンスサービス事業に特化する

こととし、事業内容と商号の一致を図ることで事業の拡大発展を目指すべく、平成22年７月に「細田住宅管

理株式会社」に商号変更いたしました。 

なお、平成24年３月期は中期経営計画の 終年度となり、設定した数値目標のうち、自己資本比率並びに棚卸資

産回転率は、所期の目標を達成できる見通しとなりました。一方、売上高及び売上高経常利益率につきましては、

業績予想において、売上高217億円（目標値257億円）、経常利益率を1.0%（目標値3.0%超）と数値目標を下回る業

績予想といたしました。その主な理由は、先行きの不透明感が残る市場環境の中で、売上高につきましては、棚卸

資産回転率を重視し、開発期間のかかる中・大型規模の事業用地の取得を抑えて小規模物件への取り組みを拡大す

る方針としたことにより、戸建分譲住宅の売上棟数が目標を下回る見通しとなったことによるものです。また、経

常利益率につきましては、市場の不透明感に加え、東日本大震災による日本経済全般への影響を勘案し、戸建分譲

住宅の販売価格を保守的に見積もったことによるものであります。 

当社では引き続き、設計・施工手順の合理化・再整備等による建築コストの低減や、業務の更なる効率化による

販売費及び一般管理費の削減等を継続的に進め、全社をあげて業績の向上に努めてまいります。 
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４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 ※1  2,167,944 ※1  1,356,075

受取手形・完成工事未収入金等 356,870 258,390

未成工事支出金 240,687 312,459

販売用不動産 ※2  13,900,089 ※2  9,205,986

仕掛販売用不動産 ※3  2,681,051 ※3  4,218,978

その他のたな卸資産 16,714 20,443

繰延税金資産 18,288 4,592

その他 198,437 175,738

貸倒引当金 △11,590 △2,687

流動資産合計 19,568,493 15,549,977

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 ※4  3,333,080 ※4  3,049,412

減価償却累計額 △2,221,350 △2,064,872

建物及び構築物（純額） 1,111,729 984,540

機械装置及び運搬具 344,972 334,120

減価償却累計額 △332,116 △326,726

機械装置及び運搬具（純額） 12,856 7,393

工具、器具及び備品 114,054 113,605

減価償却累計額 △83,285 △86,582

工具、器具及び備品（純額） 30,768 27,023

土地 ※5  2,873,076 ※5  2,590,086

その他 － 2,941

減価償却累計額 － △441

その他（純額） － 2,499

有形固定資産合計 4,028,431 3,611,543

無形固定資産 200,850 168,475

投資その他の資産   

投資有価証券 ※6  179,736 ※6  78,637

長期貸付金 16,152 12,953

繰延税金資産 7,183 7,387

その他 794,099 592,220

貸倒引当金 △55,217 △112

投資その他の資産合計 941,954 691,085

固定資産合計 5,171,236 4,471,104

資産合計 24,739,730 20,021,081
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 1,216,563 556,602

短期借入金 ※7  12,162,303 ※7  7,577,935

1年内償還予定の社債 50,000 50,000

未払法人税等 42,319 31,042

繰延税金負債 707 －

未成工事受入金 212,256 175,031

前受金 483,962 226,897

完成工事補償引当金 110,485 83,253

その他 650,351 327,070

流動負債合計 14,928,950 9,027,833

固定負債   

社債 350,000 300,000

長期借入金 ※8  580,392 ※8  1,780,084

繰延税金負債 15,508 －

再評価に係る繰延税金負債 － 448,330

退職給付引当金 669,299 686,067

長期預り敷金 284,219 281,285

その他 125,959 37,086

固定負債合計 2,025,379 3,532,853

負債合計 16,954,330 12,560,687

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 571,514 598,037

自己株式 △90,407 △90,407

株主資本合計 7,872,647 7,899,170

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 40,090 4,809

土地再評価差額金 ※9  △127,338 ※9  △443,585

その他の包括利益累計額合計 △87,247 △438,776

純資産合計 7,785,399 7,460,394

負債純資産合計 24,739,730 20,021,081
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
（連結損益計算書） 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

売上高 25,036,477 19,168,843

売上原価 ※1  20,589,698 ※1  15,320,951

売上総利益 4,446,778 3,847,891

販売費及び一般管理費 ※2  3,513,768 ※2  3,142,286

営業利益 933,010 705,605

営業外収益   

受取利息及び配当金 16,765 4,170

投資有価証券売却益 6,575 29,215

その他 39,828 28,688

営業外収益合計 63,169 62,074

営業外費用   

支払利息 632,381 414,667

支払手数料 44,726 49,549

その他 4,429 21,242

営業外費用合計 681,537 485,458

経常利益 314,642 282,221

特別利益   

固定資産売却益 ※3  17 ※3  14,821

会員権売却益 36,800 －

貸倒引当金戻入額 8,935 776

役員退職慰労金戻入額 － 35,381

特別利益合計 45,753 50,979

特別損失   

固定資産売却損 － ※4  16,796

固定資産除却損 ※5  13,428 ※5  36,219

減損損失 ※6  10,918 ※6  19,523

投資有価証券評価損 22,693 6,623

ゴルフ会員権評価損 700 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 39,314

災害による損失 － 15,434

特別損失合計 47,740 133,912

税金等調整前当期純利益 312,655 199,288

法人税、住民税及び事業税 29,569 27,898

法人税等調整額 4,180 12,784

法人税等合計 33,750 40,682

少数株主損益調整前当期純利益 － 158,605

当期純利益 278,905 158,605
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（連結包括利益計算書） 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 － 158,605

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 － △35,281

土地再評価差額金 － △448,330

その他の包括利益合計 － ※2  △483,611

包括利益 － ※1  △325,005

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 － △325,005

少数株主に係る包括利益 － －
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 6,820,590 6,820,590

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 6,820,590 6,820,590

資本剰余金   

前期末残高 7,920,600 570,950

当期変動額   

欠損填補 △7,349,649 －

当期変動額合計 △7,349,649 －

当期末残高 570,950 570,950

利益剰余金   

前期末残高 △7,075,217 571,514

当期変動額   

当期純利益 278,905 158,605

合併による増加 18,784 －

欠損填補 7,349,649 －

土地再評価差額金の取崩 △606 △132,082

当期変動額合計 7,646,732 26,523

当期末残高 571,514 598,037

自己株式   

前期末残高 △90,404 △90,407

当期変動額   

自己株式の取得 △2 －

当期変動額合計 △2 －

当期末残高 △90,407 △90,407

株主資本合計   

前期末残高 7,575,567 7,872,647

当期変動額   

合併による増加 18,784 －

剰余金の配当 － －

当期純利益 278,905 158,605

自己株式の取得 △2 －

土地再評価差額金の取崩 △606 △132,082

当期変動額合計 297,080 26,523

当期末残高 7,872,647 7,899,170
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 45,039 40,090

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △4,948 △35,281

当期変動額合計 △4,948 △35,281

当期末残高 40,090 4,809

土地再評価差額金   

前期末残高 △127,945 △127,338

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 606 △316,247

当期変動額合計 606 △316,247

当期末残高 △127,338 △443,585

その他の包括利益累計額合計   

前期末残高 △82,906 △87,247

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △4,341 △351,528

当期変動額合計 △4,341 △351,528

当期末残高 △87,247 △438,776

純資産合計   

前期末残高 7,492,661 7,785,399

当期変動額   

合併による増加 18,784 －

剰余金の配当 － －

当期純利益 278,905 158,605

自己株式の取得 △2 －

土地再評価差額金の取崩 △606 △132,082

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △4,341 △351,528

当期変動額合計 292,738 △325,005

当期末残高 7,785,399 7,460,394
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 312,655 199,288

減価償却費 162,125 155,815

貸倒引当金の増減額（△は減少） △5,592 △64,007

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） △52,159 △27,232

退職給付引当金の増減額（△は減少） 110,403 16,767

受取利息及び受取配当金 △16,765 △4,170

支払利息 632,381 414,667

固定資産売却損益（△は益） △17 1,975

固定資産除却損 13,428 36,219

減損損失 10,918 19,523

ゴルフ会員権評価損 700 －

会員権売却損益（△は益） △36,800 －

投資有価証券売却損益（△は益） △6,576 △29,215

投資有価証券評価損益（△は益） 22,693 6,623

売上債権の増減額（△は増加） 18,001 98,480

たな卸資産の増減額（△は増加） 12,349,866 3,080,675

仕入債務の増減額（△は減少） △691,116 △499,556

その他 195,729 △682,787

小計 13,019,873 2,723,067

利息及び配当金の受取額 5,043 4,170

利息の支払額 △641,771 △401,115

法人税等の支払額 △148,110 △29,370

営業活動によるキャッシュ・フロー 12,235,034 2,296,752

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 △670,000 △678,000

定期預金の払戻による収入 670,000 670,000

有形固定資産の取得による支出 △20,873 △22,087

有形固定資産の売却による収入 3,058 224,613

無形固定資産の取得による支出 △84,019 △43,959

長期前払費用の取得による支出 △2,721 △110

投資有価証券の売却による収入 47,207 72,901

関係会社の整理による収入 35,498 －

貸付けによる支出 △49,367 △2,350

貸付金の回収による収入 6,367 5,549

その他の支出 △26,206 △8,702

その他の収入 84,007 100,199

投資活動によるキャッシュ・フロー △7,049 318,053
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 2,618,500 2,733,000

短期借入金の返済による支出 △3,540,014 △2,582,630

長期借入れによる収入 828,000 2,313,000

長期借入金の返済による支出 △11,415,688 △5,848,045

社債の償還による支出 △150,000 △50,000

自己株式の取得による支出 △2 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △11,659,205 △3,434,675

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 568,780 △819,869

現金及び現金同等物の期首残高 1,229,164 1,797,944

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  1,797,944 ※1  978,075
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 該当事項はありません。 

   

  

継続企業の前提に関する注記

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目 
前連結会計年度

（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事項     

（1）連結子会社 下記の子会社（４社）を連結しておりま

す。 

細田資材流通株式会社 

親和ファイナンス株式会社 

Ｄ－ＡＳＳＥＴアドバイザーズ株式会

社 

株式会社ピュア企画 

当連結会計年度において、Ｄ－ＡＳＳＥ

Ｔアドバイザーズ㈱と㈱細田住宅販売は

Ｄ－ＡＳＳＥＴアドバイザーズ㈱を存続

会社とする吸収合併を行いました。 

また、Ｄ－ＡＳＳＥＴデベロップメント

㈱と非連結子会社である㈱ピュア企画は

Ｄ－ＡＳＳＥＴデベロップメント㈱を存

続会社とする吸収合併を行い、商号を㈱

ピュア企画といたしました。  

下記の子会社（４社）を連結しておりま

す。 

細田資材流通株式会社 

親和ファイナンス株式会社 

細田住宅管理株式会社 

株式会社ピュア企画 

当連結会計年度において、Ｄ－ＡＳＳＥ

Ｔアドバイザーズ㈱は商号を細田住宅管

理㈱といたしました。 

（2）非連結子会社 該当事項はありません。 該当事項はありません。 

２．持分法の適用に関する事

項 

    

（1）持分法適用関連会社 該当事項はありません。 

なお、当連結会計年度において、第一リ

フォームテクノ㈱は清算を結了したた

め、持分法適用の範囲から除外しており

ます。ただし、清算結了までの損益は、

連結損益計算書に含まれております。  

該当事項はありません。 

  

（2）持分法を適用していな

い非連結子会社及び関連

会社  

該当事項はありません。 該当事項はありません。 
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項目 
前連結会計年度

（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項 

連結子会社のうち細田資材流通㈱、Ｄ－

ＡＳＳＥＴアドバイザーズ㈱及び㈱ピュ

ア企画の決算日は、12月31日でありま

す。連結財務諸表の作成にあたっては、

同決算日現在の財務諸表を使用しており

ます。ただし、１月１日から連結決算日

３月31日までの期間に発生した重要な取

引については連結上必要な調整を行って

おります。 

上記以外の連結子会社の事業年度は、連

結財務諸表提出会社と同一であります。 

連結子会社のうち細田資材流通㈱、細田

住宅管理㈱及び㈱ピュア企画の決算日

は、12月31日であります。連結財務諸表

の作成にあたっては、同決算日現在の財

務諸表を使用しております。ただし、１

月１日から連結決算日３月31日までの期

間に発生した重要な取引については連結

上必要な調整を行っております。 

上記以外の連結子会社の事業年度は、連

結財務諸表提出会社と同一であります。 

４．会計処理基準に関する事

項 

    

（1）重要な資産の評価基準

及び評価方法 

有価証券 

満期保有目的の債券 

償却原価法（定額法） 

有価証券 

満期保有目的の債券 

同左 

  関連会社株式 

移動平均法による原価法 

────── 

  その他有価証券 

時価のあるもの 

連結決算日の市場価格等に基づく

時価法（評価差額は全部純資産直

入法により処理し、売却原価は移

動平均法により算定） 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

  時価のないもの 

移動平均法による原価法 

時価のないもの 

同左 

  デリバティブ 

時価法 

デリバティブ 

同左 

  たな卸資産 

未成工事支出金 

個別法による原価法（貸借対照表価

額は収益性の低下に基づく簿価切り

下げの方法により算定） 

たな卸資産 

未成工事支出金 

同左 

  販売用不動産 

個別法による原価法（貸借対照表価

額は収益性の低下に基づく簿価切り

下げの方法により算定） 

販売用不動産 

同左 

  仕掛販売用不動産 

個別法による原価法（貸借対照表価

額は収益性の低下に基づく簿価切り

下げの方法により算定） 

仕掛販売用不動産 

同左 

  その他たな卸資産（製品） 

総平均法による原価法（貸借対照表

価額は収益性の低下に基づく簿価切

り下げの方法により算定） 

その他たな卸資産（製品） 

同左 
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項目 
前連結会計年度

（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

（2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

有形固定資産（リース資産を除く） 

定率法によっております。 

ただし、当社は平成10年４月１日以降

に取得した建物（附属設備を除く）に

ついては、定額法を採用しておりま

す。 

なお、主な耐用年数は次のとおりであ

ります。 

建物及び構築物 ７～47年 

有形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

  無形固定資産（リース資産を除く） 

自社利用のソフトウェアについては、

社内における見込利用可能期間(５年)

に基づく定額法を採用しております。 

無形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

  リース資産 

リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法を採用しておりま

す。 

なお、所有権移転外ファイナンス・リ

ース取引のうち、リース取引開始日が

平成20年３月31日以前のリース取引に

ついては、通常の賃貸借取引に係る方

法に準じた会計処理によっておりま

す。 

リース資産 

同左 

（3）重要な引当金の計上基

準 

貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を勘案し、回

収不能見込額を計上しております。 

貸倒引当金 

同左 

  完成工事補償引当金 

完成工事にかかる瑕疵担保等の費用に

備えるため、過去の実績を基礎に補償

費用見積額を計上しております。 

完成工事補償引当金 

同左 

  退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当連

結会計年度末における退職給付債務及

び年金資産の見込額に基づき計上して

おります。 

過去勤務債務は、従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数（５年）によ

る定額法により費用処理しておりま

す。  

数理計算上の差異は、従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の年数（７年）

による定率法により、その発生の翌連

結会計年度から費用処理することとし

ております。  

退職給付引当金 

       同左         
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項目 
前連結会計年度

（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

  (会計方針の変更) 

当連結会計年度より、「「退職給付に

係る会計基準」の一部改正(その３）」

（企業会計基準第19号 平成20年７月

31日）を適用しております。 

なお、これによる営業利益、経常利益

及び税金等調整前当期純利益に与える

影響はありません。 

また、セグメント情報に与える影響も

ありません。  

────── 

        

（4）重要な収益及び費用の

計上基準 

完成工事高及び完成工事原価の計上基準 

当連結会計年度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 

 工事進行基準(工事の進捗率の見積りは

原価比例法） 

その他の工事 

 工事完成基準 

(会計方針の変更) 

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、当連結会計年度より、

「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)を適用し、当連結会計

年度に着手した工事契約から、当連結

会計年度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、その他の工事に

ついては工事完成基準を適用しており

ます。 

なお、当連結会計年度末においては工

事進行基準を適用しているものがない

ため、これによる営業利益、経常利益

及び税金等調整前当期純利益に与える

影響はありません。 

また、セグメント情報に与える影響も

ありません。  

完成工事高及び完成工事原価の計上基準 

同左 

  

  

  

  

  

────── 
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項目 
前連結会計年度

（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

（5）重要なヘッジ会計の方

法 

ヘッジ会計の方法 

金利スワップについては、全て特例処

理の要件を満たすため、特例処理を採

用しております。 

ヘッジ会計の方法 

同左 

  ヘッジ手段とヘッジ対象 

借入金の金利変動リスクをヘッジする

ために金利スワップを利用しておりま

す。 

ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

  ヘッジ方針 

金利変動リスクを回避するためにデリ

バティブ取引を利用することを基本方

針としております。 

ヘッジ方針 

同左 

  ヘッジの有効性評価の方法 

金利スワップについては、全て特例処

理によっているため、有効性の評価を

省略しております。 

ヘッジの有効性評価の方法 

同左 

（6）連結キャッシュ・フロ

ー計算書における資金の

範囲 

────── 手許現金、随時引き出し可能な現金及び

容易に換金可能であり、かつ、価値の変

動について僅少なリスクしか負わない取

得日から３ヶ月以内に償還期限の到来す

る短期投資からなっております。 

（7）その他連結財務諸表作

成のための重要な事項 

消費税等の会計処理 

税抜方式によっており、控除対象外消

費税等は、当連結会計年度の期間費用

として処理しております。 

消費税等の会計処理 

同左 

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項 

連結子会社の資産及び負債の評価につい

ては、全面時価評価法を採用しておりま

す。 

────── 

６．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲 

手許現金、随時引き出し可能な預金及び

容易に換金可能であり、かつ、価値の変

動について僅少なリスクしか負わない取

得日から３ヶ月以内に償還期限の到来す

る短期投資からなっております。 

────── 
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

────── （資産除去債務に関する会計基準の適用） 

当連結会計年度より、「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、経常利益はそれぞれ5,496千

円、税金等調整前当期純利益は44,810千円減少しており

ます。  

表示方法の変更

前連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

（連結貸借対照表）  

前連結会計年度まで固定負債の「その他」に含めて表示

しておりました「長期預り敷金」は、当連結会計年度に

おいて負債及び純資産の合計額の100分の１を超えたた

め区分掲記しております。なお、前連結会計年度の「長

期預り敷金」は308,399千円であります。  

────── 

────── 

  

  

（連結損益計算書） 

 当連結会計年度より、「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

き、「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）を適用し、「少数株主損益調整前当期

純利益」の科目で表示しております。 

（連結キャッシュ・フロー計算書） 

１．営業活動によるキャッシュ・フローの「未払消費税等

の増減額（△は減少）」は、当連結会計年度におい

て、金額的重要性が乏しくなったため「その他」に含

めております。 

なお、当連結会計年度の「その他」に含まれている

「未払消費税等の増減額（△は減少）」は△106,550

千円であります。 

────── 

２．営業活動によるキャッシュ・フローの「法人税等の還

付額」は、当連結会計年度において、金額的重要性が

乏しくなったため「法人税等の支払額」に含めており

ます。 

なお、当連結会計年度の「法人税等の支払額」に含ま

れている「法人税等の還付額」は11,308千円でありま

す。 
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追加情報

前連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

────── 

  

  

 当連結会計年度より、「包括利益の表示に関する会計基

準」（企業会計基準第25号 平成22年６月30日）を適用

しております。ただし、「その他の包括利益累計額」及

び「その他の包括利益累計額合計」の前連結会計年度の

金額は、「評価・換算差額等」及び「評価・換算差額等

合計」の金額を記載しております。 
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度 
（平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成23年３月31日） 

１．保証債務 １．保証債務 

連結会社以外の会社の金融機関からの借入金に対する

保証債務は次のとおりであります。 

土地区画整理事業地内分譲戸建購入者の住宅ローンに

対し、389,730千円の債務保証を行っております。 

㈱大空リサイクルセンター 5,560千円 

成田市公津西土地区画整理組合 280,000千円 

    

    

２．担保提供資産 ２．担保提供資産 

（1）担保に供している資産 （1）担保に供している資産 

※１ 現金預金 340,000千円 

※２ 販売用不動産 10,624,846千円 

※３ 仕掛販売用不動産 1,285,311千円 

※４ 建物及び構築物 877,409千円 

※５ 土地 2,344,286千円 

※６ 投資有価証券 97,414千円 

計 15,569,269千円 

※１ 現金預金 340,000千円 

※２ 販売用不動産 6,260,340千円 

※３ 仕掛販売用不動産 2,785,677千円 

※４ 建物及び構築物 785,295千円 

※５ 土地 2,088,946千円 

※６ 投資有価証券 27,212千円 

計 12,287,472千円 

（2）上記に対する債務 (2）上記に対する債務 

※７ 短期借入金 1,187,000千円 

※８ 長期借入金 10,108,497千円 

(１年内返済予定額を含む)     

計 11,295,497千円 

※７ 短期借入金 1,380,000千円 

※８ 長期借入金 7,199,140千円 

(１年内返済予定額を含む)     

計 8,579,140千円 

上記のほか、宅地建物取引業法に基づき供託している

投資有価証券が 千円あります。 25,160

上記のほか、宅地建物取引業法に基づき供託している

投資有価証券が 千円あります。 25,160

３．※５・※９ 事業用土地の再評価 ３．※５・※９ 事業用土地の再評価 

土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布法

律第34号）に基づき、固定資産に計上しております事

業用土地の再評価を行い、評価差額については、税金

相当額を調整のうえ、土地再評価差額金として純資産

の部に計上しております。 

土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布法

律第34号）に基づき、固定資産に計上しております事

業用土地の再評価を行い、評価差額については、税金

相当額を調整のうえ、土地再評価差額金として純資産

の部に計上しております。 

再評価の方法 再評価の方法 

土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月31

日公布政令第119号）第２条第３号に定める固定資

産税評価額に基づき算出する方法によっておりま

す。 

土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月31

日公布政令第119号）第２条第３号に定める固定資

産税評価額に基づき算出する方法によっておりま

す。 

再評価を行った年月日 平成14年３月31日

再評価を行った土地の期末にお

ける時価と再評価後の帳簿価額

との差額 

       千円490,531

上記差額のうち賃貸等不動産に

該当する金額 
       千円333,163

再評価を行った年月日 平成14年３月31日

再評価を行った土地の期末にお

ける時価と再評価後の帳簿価額

との差額 

       千円496,391

上記差額のうち賃貸等不動産に

該当する金額 
       千円359,722
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前連結会計年度 
（平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成23年３月31日） 

４．※７ 財務制限条項 

当社のシンジケート・ローン契約による借入金

千円（１年内返済予定額 千円）に

は財務制限条項が付されております。 

その内容は次のとおりであります。 

（1）平成18年10月２日付実行可能期間付タームローン

契約（残高 千円） 

各年度の決算期の末日における連結及び単体の貸借

対照表上の純資産の部の金額を、平成18年３月期の

末日における連結及び単体の貸借対照表上の資本の

部の金額の ％の金額以上にそれぞれ維持するこ

と。 

（2）平成19年３月26日付金銭消費貸借契約（残高

千円） 

各年度の決算期の末日における連結及び単体の貸借

対照表における純資産の部の合計金額を、前年同期

比75％以上にそれぞれ維持すること。 

なお、(1）につきましては、当連結会計年度末におい

て同条項に抵触しておりますが、主な参加金融機関か

ら期限の利益を喪失させない旨の同意を得ており、財

務制限条項の抵触を理由に期限の利益を喪失すること

はありません。 

2,960,000 2,960,000

500,000

75

2,460,000

４．※７ 財務制限条項 

当社のシンジケート・ローン契約による借入金

千円（１年内返済予定額 千円）に

は財務制限条項が付されております。 

その内容は次のとおりであります。 

 平成19年３月26日付金銭消費貸借契約（残高

千円） 

各年度の決算期の末日における連結及び単体の貸借

対照表における純資産の部の合計金額を、前年同期

比 ％以上にそれぞれ維持すること。 

  

1,052,000 1,052,000

1,052,000

75
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（連結損益計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

１．※１ 通常の販売目的で保有するたな卸資産の収益性

の低下による簿価切下げ額は、次のとおりでありま

す。 

１．※１ 通常の販売目的で保有するたな卸資産の収益性

の低下による簿価切下げ額は、次のとおりでありま

す。 

売上原価 106,278千円 売上原価 354,182千円 

２．※２ 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は

次のとおりであります。 

２．※２ 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は

次のとおりであります。 

従業員給料手当 1,049,784千円 

広告宣伝費 642,604千円 

貸倒引当金繰入額 3,342千円 

従業員給料手当 1,102,055千円 

広告宣伝費 509,999千円 

３．特別利益の内訳 ３．特別利益の内訳 

※３ 固定資産売却益 ※３ 固定資産売却益 

建物及び構築物 17千円 土地 3,165千円 

建物及び構築物 11,656千円 

計 14,821千円 

４．特別損失の内訳 ４．特別損失の内訳 

  ────── ※４ 固定資産売却損  

  建物及び構築物 103千円 

機械装置及び運搬具 222千円 

土地  16,471千円

計 16,796千円 

※５ 固定資産除却損 ※５ 固定資産除却損 

建物及び構築物 9,706千円 

工具、器具及び備品 3,580千円 

ソフトウェア  141千円

計 13,428千円 

建物及び構築物 35,120千円 

工具、器具及び備品 386千円 

ソフトウェア  713千円

計 36,219千円 

※６ 減損損失 

当連結会計年度において、当社グループは以下の資産グル

ープについて減損損失を計上しております。 

※６ 減損損失 

当連結会計年度において、当社グループは以下の資産グル

ープについて減損損失を計上しております。 

当社グループは、減損損失を測定するにあたって固定資産

を建設事業、賃貸事業、その他事業に分類し、さらに建設

事業については販売プロジェクト別に、賃貸事業について

は物件別にグルーピングしております。継続的な地価の下

落及び賃料水準、稼働率の下落が生じている固定資産に関

しては、回収可能額まで減額し、当該減少額を減損損失（

千円）として特別損失に計上しました。その内訳

は、建物及び構築物 千円であります。なお、当資産

グループの回収可能額は、処分見込価額から処分見込費用

を控除した正味売却価額を適用しております。 

場所 用途 種類 その他

賃貸物件
（東京都台
東区） 

不動産賃貸
事業用施設 

建物及び構
築物等 

賃貸資産

10,918

10,918

当社グループは、減損損失を測定するにあたって固定資産

を建設事業、賃貸事業、その他事業に分類し、さらに建設

事業については販売プロジェクト別に、賃貸事業について

は物件別にグルーピングしております。継続的な地価の下

落及び賃料水準、稼働率の下落が生じている固定資産に関

しては、回収可能額まで減額し、当該減少額を減損損失（

千円）として特別損失に計上しました。その内訳

は、土地 千円、建物及び構築物 千円でありま

す。なお、当資産グループの回収可能額は、処分見込価額

から処分見込費用を控除した正味売却価額を適用しており

ます。 

場所 用途 種類 その他

賃貸物件
（東京都杉
並区及び茨
城県） 

不動産賃貸
事業用施設 

   土地 賃貸資産

その他事業
（栃木県宇
都宮市） 

美容室店舗
建物及び構
築物 

－

19,523

15,725 3,797
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当連結会計年度 （自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

※１ 当連結会計年度の直前連結会計年度における包括利益    

  

※２ 当連結会計年度の直前連結会計年度におけるその他の包括利益    

  

（連結包括利益計算書関係）

親会社株主に係る包括利益 273,956千円 

少数株主に係る包括利益 －千円 

計 273,956千円 

その他有価証券評価差額金 △4,948千円 

計 △4,948千円 
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前連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加０千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

２．配当に関する事項 

（1）配当金支払額 

該当事項はありません。 

  

（2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの  

該当事項はありません。  

  

当連結会計年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

  

２．配当に関する事項 

（1）配当金支払額 

該当事項はありません。 

  

（2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの  

該当事項はありません。  

  

（連結株主資本等変動計算書関係）

  
前連結会計年度末
株式数（千株） 

当連結会計年度増
加株式数（千株）

当連結会計年度減
少株式数（千株） 

当連結会計年度末
株式数（千株） 

発行済株式         

普通株式  16,216  －  －  16,216

合計  16,216  －  －  16,216

自己株式         

普通株式（注）  274  0  －  274

合計  274  0  －  274

  
前連結会計年度末
株式数（千株） 

当連結会計年度増
加株式数（千株）

当連結会計年度減
少株式数（千株） 

当連結会計年度末
株式数（千株） 

発行済株式         

普通株式  16,216  －  －  16,216

合計  16,216  －  －  16,216

自己株式         

普通株式（注）  274  －  －  274

合計  274  －  －  274
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前連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

 （注）１．事業区分の方法及び各区分に属する主要な製品等の名称 

事業区分は事業内容を勘案し、次のとおり分類しております。 

建設事業：戸建住宅の建築、宅地造成等の企画・設計・工事等の請負 

不動産事業：戸建住宅、マンション、オフィスビル、宅地等の開発・分譲及び不動産の仲介・賃貸・コン

サルティング等 

その他事業：金融サービス事業、美容室の店舗運営 

２．営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は512,161千円であり、その内容は企

業広告に要した費用及び当社の総務・経理部門でかかる費用であります。 

３．資産のうち消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、1,938,223千円であり、その主なものは、当社

での余資運用資金（現金預金）、長期投資資金（投資有価証券）及び当社の総務・経理部門にかかる資産等

であります。 

４．減価償却費には長期前払費用に係る償却額が含まれております。 

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係 

（平成22年３月31日現在） 

現金預金勘定 2,167,944千円 

預入期間が３ヵ月を超える定期

預金 

△370,000千円 

現金及び現金同等物 1,797,944千円 

（平成23年３月31日現在） 

現金預金勘定 1,356,075千円 

預入期間が３ヵ月を超える定期

預金 

△378,000千円 

現金及び現金同等物 978,075千円 

（セグメント情報等）

ａ．事業の種類別セグメント情報

  
建設事業 
（千円） 

不動産事業
（千円） 

その他事業
（千円） 

計（千円）
消去又は全
社（千円） 

連結
（千円） 

Ⅰ．売上高及び営業損益             

売上高             

(1) 外部顧客に対する売上高  5,784,284  18,937,807  314,384  25,036,477  －  25,036,477

(2) セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  12,483  －  12,483 (12,483)  －

計  5,784,284  18,950,291  314,384  25,048,960 (12,483)  25,036,477

営業費用  5,333,780  17,941,695  328,312  23,603,788  499,678  24,103,466

営業利益又は 

営業損失（△） 
 450,503  1,008,595  △13,927  1,445,171 (512,161)  933,010

Ⅱ．資産、減価償却費、減損損失

及び資本的支出 
            

資産  1,298,437  21,278,891  224,178  22,801,506  1,938,223  24,739,730

減価償却費  40,046  110,497  10,860  161,404  720  162,125

減損損失  －  10,918  －  10,918  －  10,918

資本的支出  5,948  24,073  11,285  41,307  －  41,307
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前連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３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在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

前連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22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。 

ｂ．所在地別セグメント情報

ｃ．海外売上高
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当連結会計年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日） 

１．報告セグメントの概要 

 当社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。 

 当社グループでは、顧客に対するサービス内容により、主として事業を建設及び不動産と区分し、それぞ

れの事業で戦略を策定し、事業を展開しております。 

 従って、当社グループでは、報告セグメントを「建設事業」及び「不動産事業」としております。各事業

の概要は以下のとおりであります。 

 建設事業  戸建住宅の建築、宅地造成等の企画・設計・工事等の請負 

 不動産事業 戸建住宅、マンション、オフィスビル、宅地等の開発・分譲及び不動産の仲介・賃貸等  

  

２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 

 報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事

項」における記載の方法と概ね同一であります。 

 報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。 

 セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。   

  

３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 

前連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

 従来までのセグメント情報の取扱いに基づく連結財務諸表のセグメント情報として、「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「セグメント情報等の開示に関

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）に準拠した場合と同様の情

報が開示されているため、記載を省略しております。  

  

当連結会計年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３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、金融サービス事業・美容室の

店舗運営等であります。 

２．セグメント利益の調整額△506,511千円は、セグメント間取引消去11,843千円及び各報告セグメントに配

分していない全社費用494,667千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない

一般管理費であります。 

３．セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

４．セグメント資産の調整額1,344,405千円は、当社での余資運用資金（現金預金）、長期投資資金（投資有

価証券）及び当社の総務・経理部門にかかる資産等であります。 

ｄ．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） 
  
（注）２ 

連結財務
諸表 
計上額 
（千円）
(注）３ 

 建設事業 

（千円） 

不動産事業
（千円） 

計
（千円） 

売上高               

(1)外部顧客への売上高  5,424,311  13,392,599  18,816,911  351,932  19,168,843  －  19,168,843

(2)セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
 －  11,677  11,677  166  11,843  △11,843  －

計  5,424,311  13,404,277  18,828,588  352,099  19,180,687  △11,843  19,168,843

セグメント利益又は損失（△）  338,029  871,257  1,209,286  2,830  1,212,117  △506,511  705,605

セグメント資産  1,124,262  17,329,143  18,453,406  223,269  18,676,675  1,344,405  20,021,081

その他の項目               

減価償却費   47,188  90,835  138,024  11,183  149,208  6,607  155,815

有形固定資産及び無形固定 

資産の増加額  
 19,594  38,722  58,316  7,730  66,046  －  66,046
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 当連結会計年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

 当連結会計年度より、「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「セグメント情報等の開示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。 

  

（追加情報）
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 （注）１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

 該当事項はありません。    

  

     リース取引、関連当事者との取引、税効果会計、金融商品、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、ストッ

ク・オプション等、企業結合等、資産除去債務及び賃貸等不動産に関する注記事項に関する注記事項について

は、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 

  

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

１株当たり純資産額 488.35円 

１株当たり当期純利益金額 17.49円 

１株当たり純資産額 467.96円 

１株当たり当期純利益金額 9.95円 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額について

は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額について

は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

  
前連結会計年度

(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度
(自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日) 

当期純利益（千円）  278,905  158,605

普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式に係る当期純利益（千円）  278,905  158,605

期中平均株式数（株）  15,942,309  15,942,291

（重要な後発事象）

（開示の省略）
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（1）役員の異動 

①代表取締役の異動 

該当事項はありません。 

  

②その他の役員の異動 

・新任取締役候補 

取締役 熊澤 仁彦（現 常務執行役員） 

・新任監査役候補 

常勤監査役 花木 成一（元 紀州製紙株式会社 常務取締役）  

常勤監査役 飛田 隆志（現 株式会社メッツ 常勤監査役） 

監査役   高橋 康博（現 高橋法律事務所（弁護士）） 

・退任予定監査役 

常勤監査役 石川 巖 

常勤監査役 浦 伊與七 

監査役   稲葉 渉 

（注）新任監査役候補者花木、同飛田、同高橋の３氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。 

  

③就任予定日 

平成23年６月29日  

  

６．その他
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