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1.  平成24年1月期第1四半期の業績（平成23年2月1日～平成23年4月30日） 

（注）当社は、第１四半期の業績開示を23年1月期より行っているため、23年１月期第１四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 ％

24年1月期第1四半期 52,633 △1.4 5,183 △19.5 5,075 △20.0 2,976 △14.8
23年1月期第1四半期 53,356 ― 6,435 ― 6,347 ― 3,491 ―

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

24年1月期第1四半期 104.20 ―
23年1月期第1四半期 122.23 ―

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

24年1月期第1四半期 116,791 49,598 42.5 1,736.50
23年1月期 112,848 47,908 42.5 1,677.35

（参考） 自己資本   24年1月期第1四半期  49,598百万円 23年1月期  47,908百万円

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

23年1月期 ― 25.00 ― 45.00 70.00
24年1月期 ―
24年1月期 

（予想）
35.00 ― 35.00 70.00

3.  平成24年1月期の業績予想（平成23年2月1日～平成24年1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）

（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) 113,200 9.0 10,400 △13.5 10,200 △13.9 5,900 △9.7 206.57

通期 230,500 9.9 20,500 △14.1 20,000 △14.9 11,600 △16.5 406.13



(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） 24年1月期1Q 28,562,280株 23年1月期  28,562,280株
② 期末自己株式数 24年1月期1Q  118株 23年1月期  118株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年1月期1Q 28,562,162株 23年1月期1Q 28,562,280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．３「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１四半期累計期間（平成23年２月１日～平成23年４月30日）におけるわが国経済は、新興国を中心とした海

外経済の改善や各種政策効果などを背景に、持ち直しの動きが見受けられてきておりましたが、平成23年３月11日

に発生した東日本大震災の影響により深刻な影響を受け、正常化するまでには時間を要するものと思われます。 

 不動産業界におきましても、雇用や所得環境に不透明感が残っている中、東日本大震災による消費マインドの低

下や建築資材不足などが懸念されているなど、先行きの不透明感が増大しております。 

 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１四半期累計期間の売上高は 千

円（前年同四半期比 ％減）、営業利益は 千円（同 ％減）、経常利益は 千円（同 ％

減）、四半期純利益は 千円（同 ％減）となりました。 

 セグメント別販売実績は、次のとおりになります。 

 なお、当第１四半期会計期間より、「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、以下のセグメント別販売実績は、当該会計基準等に基づく報告セグメントにつ

いて記載しております。 

  

（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１四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 千円増加し、

千円となりました。 

 これは、前事業年度における法人税等の納付・配当金の支払等により、現金及び預金は2,631,664千円減少、ま

た販売が順調に推移していることから、販売用不動産が 千円減少しており、一方で事業用地の取得を積

極的に行ったことなどにより、仕掛販売用不動産が 千円、未成工事支出金が 千円増加したこと

が、主因であります。 

 負債合計におきましては、主に未払法人税等3,224,022千円が減少し、一方で事業用地の取得に伴う借入金

5,280,500千円が増加したことなどにより、前事業年度末に比べ 千円増加し、 千円となりまし

た。 

 純資産につきましては、四半期純利益 千円の計上、一方剰余金の配当 千円等により、前事業

年度末に比べ 千円増加し 千円となりました。 

② キャッシュフローの状況 

 当第１四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、18,697,466千円と

なり、前事業年度末に比べ、2,631,664千円減少しております。 

 当第１四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を 千円計上しましたが、事業用地を積極的に取得したことにより、たな卸資産

の購入に 千円使用し、また法人税等の支払 千円等により、営業活動で使用した資金は

6,285,309千円（前年同四半期28.0％減）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91,856千円、車両等の有形固定資産の取得による支出89,056千円等に

より、投資活動で使用した資金は158,517千円（前年同四半期は213,616千円の資金の獲得）となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 前事業年度における配当金の支払1,268,337千円を行い、一方借入金及び社債の純増5,080,500千円により、財

務活動で獲得した資金は3,812,162千円（前年同四半期は3,226,073千円の資金の使用）となりました。  

  

１．当四半期の業績等に関する定性的情報

52,633,548

1.4 5,183,985 19.5 5,075,333 20.0

2,976,101 14.8

セグメントの名称 金  額 内  容 

戸建分譲事業 千円 46,993,601
建売分譲 棟 千円、土地分譲 区画 

千円 

1,869 46,253,654 31

739,946

マンション分譲事業 千円 3,887,643 マンション分譲 戸 128

請負工事事業 千円 1,369,571
規格型注文住宅 件 千円、分譲住宅の販売に

伴う追加工事及びオプション工事 件 千円 

94 1,072,767

929 296,803

その他 千円 382,732 分譲住宅販売時に付随して発生するサービスの提供等 

3,942,324

116,791,186

1,503,552

7,386,276 955,848

2,252,926 67,192,904

2,976,101 1,285,297

1,689,397 49,598,281

5,043,984

6,842,378 5,239,758
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（３）業績予想に関する定性的情報 

 当社を取り巻く事業環境は、震災の影響を受け建築資材不足、資材価格の上昇や住宅購入マインドの低下など、

予断を許さない状況にあります。 

 そのような中、当社といたしましては、今まで以上にお客様のニーズにあった高品質で低価格の商品を開発、提

供するために、事業用地を厳選し、原価管理を徹底することで他社との差別化を図り、また在庫回転率期間の短縮

を推進することで、安定かつ確実な収益確保に努めてまいります。 

 なお、平成23年３月16日に発表いたしました「東北地方太平洋沖地震の影響に関するお知らせ（第二報）及び被

災地支援に関するお知らせ」のとおり、今回の震災が当社に及ぼす影響につきましては、現時点では限定的と思わ

れることから、平成24年１月期の業績予想（平成23年３月８日発表）は変更しておりません。今後、業績等に重大

な影響を及ぼす事象が生じた場合には速やかに開示いたします。 

  

（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１四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 

資産除去債務に関する会計基準の適用 

 当第１四半期会計期間より、「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。 

 なお、これによる営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益に与える影響は軽微であります。 

   

２．その他の情報

- 3 -



３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成23年４月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成23年１月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 22,697,575 25,329,239

販売用不動産 13,349,085 14,852,637

仕掛販売用不動産 64,107,624 56,721,348

未成工事支出金 7,001,892 6,046,044

その他 3,469,004 3,804,312

流動資産合計 110,625,182 106,753,582

固定資産   

有形固定資産 4,329,874 4,299,795

無形固定資産 432,594 460,663

投資その他の資産 1,403,534 1,334,820

固定資産合計 6,166,003 6,095,279

資産合計 116,791,186 112,848,861

負債の部   

流動負債   

支払手形 6,030,457 5,025,588

支払信託 7,169,074 7,192,980

工事未払金 9,364,150 10,135,567

短期借入金 33,437,900 28,502,400

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 1,400,000 －

未払法人税等 2,103,615 5,327,638

賞与引当金 519,062 287,037

その他 4,040,528 4,122,369

流動負債合計 64,464,789 60,993,582

固定負債   

社債 － 200,000

長期借入金 1,357,000 2,412,000

退職給付引当金 1,203,510 1,168,546

保証工事引当金 153,815 151,633

その他 13,788 14,215

固定負債合計 2,728,114 3,946,395

負債合計 67,192,904 64,939,977
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成23年４月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成23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 43,091,866 41,401,062

自己株式 △287 △287

株主資本合計 49,598,578 47,907,774

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △297 1,109

評価・換算差額等合計 △297 1,109

純資産合計 49,598,281 47,908,883

負債純資産合計 116,791,186 112,848,861
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（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成22年２月１日 

 至 平成22年４月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成23年２月１日 

 至 平成23年４月30日) 

売上高 53,356,600 52,633,548

売上原価 43,574,964 43,822,465

売上総利益 9,781,635 8,811,082

販売費及び一般管理費 3,345,839 3,627,097

営業利益 6,435,796 5,183,985

営業外収益   

受取利息 5,676 3,262

受取違約金 6,476 17,855

採納助成金 1,094 3,157

その他 5,876 4,839

営業外収益合計 19,124 29,115

営業外費用   

支払利息 100,161 117,678

その他 6,828 20,088

営業外費用合計 106,990 137,767

経常利益 6,347,929 5,075,333

特別損失   

固定資産除却損 809 14

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 31,334

特別損失合計 809 31,348

税引前四半期純利益 6,347,119 5,043,984

法人税等 2,855,891 2,067,883

四半期純利益 3,491,228 2,976,101
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成22年２月１日 

 至 平成22年４月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成23年２月１日 

 至 平成23年４月30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 6,347,119 5,043,984

減価償却費 66,461 88,346

引当金の増減額（△は減少） 263,625 267,107

受取利息及び受取配当金 △5,676 △3,262

支払利息及び社債利息 100,161 117,678

固定資産除却損 809 14

たな卸資産の増減額（△は増加） △7,859,652 △6,842,378

前渡金の増減額（△は増加） 1,129,467 317,102

未払消費税等の増減額（△は減少） △67,508 21,133

その他の流動資産の増減額（△は増加） 69,214 39,889

仕入債務の増減額（△は減少） △1,136,749 209,546

その他の流動負債の増減額（△は減少） △207,709 △445,892

前受金の増減額（△は減少） △54,947 275,165

その他 242,149 △327

小計 △1,113,236 △911,891

利息及び配当金の受取額 5,708 2,575

利息の支払額 △95,066 △136,234

法人税等の支払額 △7,532,787 △5,239,758

営業活動によるキャッシュ・フロー △8,735,381 △6,285,309

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 △1,110,000 △960,000

定期預金及び定期積金の払戻による収入 1,560,000 960,000

投資有価証券の取得による支出 △158,180 △91,856

有形固定資産の取得による支出 △55,424 △89,056

その他 △22,778 22,396

投資活動によるキャッシュ・フロー 213,616 △158,517

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） △384,100 4,935,500

長期借入れによる収入 － 345,000

長期借入金の返済による支出 △945,000 －

社債の償還による支出 △200,000 △200,000

配当金の支払額 △1,696,973 △1,268,337

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,226,073 3,812,162

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △11,747,838 △2,631,664

現金及び現金同等物の期首残高 30,789,465 21,329,131

現金及び現金同等物の四半期末残高 19,041,627 18,697,466
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 該当事項はありません。 

   

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。 

   当社は主に戸建分譲事業、マンション分譲事業及び請負工事事業を行っており、取り扱う製品について国内

の包括的な戦略を立案し、製品別に事業活動を展開しております。従いまして当社は、「戸建分譲事業」、

「マンション分譲事業」、「請負工事事業」の３つを報告セグメントとしております。 

   「戸建分譲事業」は、建売分譲、土地分譲を行っております。また「マンション分譲事業」はマンション分

譲を、「請負工事事業」は戸建住宅の建築請負、分譲住宅の販売に伴う追加工事及びオプション工事を行って

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23年２月１日 至平成23年４月30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、分譲住宅販売時に付随し

て発生するサービスの提供等を含んでおります。  

   ２. セグメント利益は、経常利益と一致しております。 

  

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。  

  

 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）セグメント情報等

  （単位：千円）

  

報告セグメント 

その他 合計 調整額 
四半期損益 

計算書計上額戸建 
分譲事業 

マンション 
分譲事業 

請負工事 
事業 

計 

売上高     

外部顧客へ

の売上高 
 46,993,601  3,887,643  1,369,571  52,250,815  382,732  52,633,548 －  52,633,548

計  46,993,601  3,887,643  1,369,571  52,250,815  382,732  52,633,548 －  52,633,548

セグメント

利益 
 3,863,771  652,875  202,525  4,719,171  356,162  5,075,333 －  5,075,333

（６）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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