
１．平成23年12月期第２四半期の業績（平成23年１月１日～平成23年６月30日） 

  

 (注）当社は、平成22年12月期第２四半期においては、四半期財務諸表を作成していないため、平成22年12月期第２ 
       四半期の記載及び対前年同四半期増減率の記載をしておりません。 

（２）財政状態 

  

２．配当の状況 

  

(注2)平成23年12月期の１株当たり配当金は、上場記念配当１株当たり20円を含んでおります。   

  

３．平成23年12月期の業績予想（平成23年１月１日～平成23年12月31日） 

  

(注2)１株当たり当期純利益は新株予約権の行使による増加見込み数を反映しておりません。 
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（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12月期第２四半期  25,699  －  2,490  －  2,354  －  1,391  －

22年12月期第２四半期  －  －  －  －  －  －  －  －

  
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12月期第２四半期  319  13  303  30

22年12月期第２四半期        －        －

  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12月期第２四半期  25,765  8,174  31.7  1,783  93

 22年12月期  21,907  5,687  25.9  4,169  13

（参考）自己資本 23年12月期第２四半期 8,156百万円 22年12月期 5,665百万円

  
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12月期  ―  0 00 ― 100 00  100 00 

23年12月期  ―  50 00       

23年12月期（予想）     ― 50 00  100 00 

(注1)当四半期における配当予想の修正有無：  無     

  （％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 
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  56,455  24.7  5,679  11.1  5,400  9.9  3,183  8.9  715  44

(注1)当四半期における業績予想の修正有無： 無



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。） 

（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） 

  
  

※  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「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

・平成22年12月31日現在の株主に対し平成23年１月１日付をもって、普通株式１株につき３株の割合で株式分割し 

 ております。  

  

（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用： 無     

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12月期２Ｑ 4,572,300株 22年12月期 1,359,000株

②  期末自己株式数 23年12月期２Ｑ 17株 22年12月期 －株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年12月期２Ｑ 4,361,667株 22年12月期２Ｑ 1,320,000株
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  平成22年12月期第２四半期累計期間においては四半期財務諸表を作成していないため、前年同四半期との比較増 

 減は記載しておりません。  

  

（１）経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期累計期間における我が国の経済は、東日本大震災の発生と津波による福島原発の損壊、放射能漏れ

等の影響により、景況感は急速な落ち込みを見せており、長期にわたる影響が懸念されております。 

 当社が属する不動産業界におきましては、優遇税制や政府による住宅購入促進策等の効果から住宅市場は持ち直

しつつありましたが、東日本大震災の発生により消費マインドの低下や市場の混乱が発生するなど、厳しい経営環

境で推移しました。 

 このような状況の中で当社は引続き戸建分譲事業において、ひとりでも多くの方にマイホームを持って頂きたい

と願う「理想を現実に」の信念のもとに、「価格のValue」「品質のValue」「安心のValue」を基本とし、徹底し

た原価管理と品質の向上に努め、良質な戸建分譲住宅を低価格で供給してまいりました。 

この結果、当第２四半期累計期間におきましては売上高25,699百万円、営業利益2,490百万円、経常利益2,354

百万円、四半期純利益1,391百万円となりました。 

  

（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２四半期会計期間末における資産合計は、前事業年度末に比べ3,857百万円増加し25,765百万円となりま

した。これは、現金及び預金が634百万円増加したこと及び積極的に分譲用地の仕入を行ったことから、たな卸

資産が3,065百万円増加したことが主な要因であります。 

 当第２四半期会計期間末における負債合計は、前事業年度末に比べ1,370百万円増加し、17,590百万円となり

ました。これは、確定申告に係る納税等により未払法人税等が578百万円減少したものの、生産棟数の増加に伴

い工事未払金が1,175百万円増加したこと及び分譲用地の仕入増加に伴い短期借入金が1,049百万円増加したこと

が主な要因であります。 

 当第２四半期会計期間末における純資産合計は、前事業年度に比べ2,487百万円増加し、8,174百万円となりま

した。これは、公募増資により資本金及び資本準備金がそれぞれ612百万円増加したこと、ならびに四半期純利

益1,391百万円により利益剰余金が増加したことが主な要因であります。   

  

② キャッシュ・フローの分析 

 当第２四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。）は、前事業年度末に比べ804

百万円増加し、7,686百万円となりました。 

 当第２四半期累計期間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とおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果使用した資金は1,328百万円となりました。 

 収入の主な内訳は税引前四半期純利益2,350百万円及び仕入債務の増加額955百万円であり、支出の主な内訳は

たな卸資産の増加額3,065百万円及び法人税等の支払額1,533百万円であります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果獲得した資金は148百万円となりました。 

 収入の主な内訳は定期預金の払戻による収入260百万円であり、支出の主な要因は定期預金の預入による支出

90百万円及び有形固定資産の取得による支出17百万円であります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果調達した資金は1,985百万円となりました。 

 収入の主な内訳は短期借入金の純増加額1,049百万円及び株式の発行による収入1,218百万円であり、支出の主

な内訳は社債の償還による支出120百万円及び配当金の支払額135百万円であります。  

  

（３）業績予想に関する定性的情報 

 平成23年12月期の業績予想に対し、当第２四半期の業績予想は利益面で不足したものの、通年見通しとしまして

は、住宅ローン低金利の継続等の政策効果による需要が見込まれることから、平成23年３月15日に公表しました通

期の業績予想による数字について現時点での変更はございません。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．当四半期の業績等に関する定性的情報
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（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 

 該当事項はありません。 

② 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理 

 該当事項はありません。 

  

（２）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 

 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。 

 これにより、当第２四半期累計期間の営業利益及び経常利益は1,156千円、税引前四半期純利益は5,642千円減

少しております。 

  

２．その他の情報
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３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成23年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,901,843 7,266,997

売掛金 52,074 36,543

販売用不動産 5,889,155 2,214,996

仕掛販売用不動産 9,789,299 10,187,690

未成工事支出金 1,325,422 1,535,049

貯蔵品 623 1,386

その他 561,069 473,936

流動資産合計 25,519,487 21,716,600

固定資産   

有形固定資産 80,859 54,833

無形固定資産 23,606 499

投資その他の資産 141,708 135,949

固定資産合計 246,174 191,282

資産合計 25,765,662 21,907,883

負債の部   

流動負債   

支払手形 2,273,339 2,493,143

工事未払金 3,642,426 2,466,694

短期借入金 9,598,515 8,548,700

1年内返済予定の長期借入金 53,760 53,760

1年内償還予定の社債 40,000 140,000

未払法人税等 979,343 1,558,220

賞与引当金 150,721 85,423

完成工事補償引当金 137,489 100,348

その他 261,324 306,675

流動負債合計 17,136,920 15,752,965

固定負債   

社債 270,000 290,000

長期借入金 118,340 145,220

退職給付引当金 35,631 27,699

その他 29,951 4,399

固定負債合計 453,922 467,319

負債合計 17,590,842 16,220,285
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成23年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年12月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 721,501 104,103

資本剰余金 679,571 62,203

利益剰余金 6,755,602 5,499,541

自己株式 △36 －

株主資本合計 8,156,638 5,665,847

新株予約権 18,181 21,750

純資産合計 8,174,820 5,687,598

負債純資産合計 25,765,662 21,907,883
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（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 25,699,259

売上原価 21,621,787

売上総利益 4,077,471

販売費及び一般管理費 1,586,933

営業利益 2,490,537

営業外収益  

受取利息 101

受取配当金 5

違約金収入 13,812

その他 947

営業外収益合計 14,865

営業外費用  

支払利息 119,001

その他 31,592

営業外費用合計 150,594

経常利益 2,354,808

特別損失  

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 4,486

特別損失合計 4,486

税引前四半期純利益 2,350,322

法人税、住民税及び事業税 960,700

法人税等調整額 △2,338

法人税等合計 958,361

四半期純利益 1,391,960
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（第２四半期会計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 14,018,122

売上原価 11,853,411

売上総利益 2,164,710

販売費及び一般管理費 837,980

営業利益 1,326,730

営業外収益  

受取利息 45

受取配当金 5

違約金収入 7,700

その他 414

営業外収益合計 8,165

営業外費用  

支払利息 61,825

その他 1,660

営業外費用合計 63,485

経常利益 1,271,409

税引前四半期純利益 1,271,409

法人税、住民税及び事業税 599,400

法人税等調整額 △80,711

法人税等合計 518,688

四半期純利益 752,721
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年６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 2,350,322

減価償却費 17,230

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 4,486

株式報酬費用 236

新株予約権戻入益 △75

引当金の増減額（△は減少） 110,370

受取利息及び受取配当金 △106

支払利息 119,001

売上債権の増減額（△は増加） △15,531

たな卸資産の増減額（△は増加） △3,065,377

仕入債務の増減額（△は減少） 955,928

その他 △145,260

小計 331,225

利息及び配当金の受取額 75

利息の支払額 △126,796

法人税等の支払額 △1,533,422

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,328,917

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 △90,000

定期預金の払戻による収入 260,000

有形固定資産の取得による支出 △17,813

無形固定資産の取得による支出 △857

その他 △3,183

投資活動によるキャッシュ・フロー 148,145

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） 1,049,815

長期借入金の返済による支出 △26,880

社債の償還による支出 △120,000

株式の発行による収入 1,218,618

自己株式の取得による支出 △36

配当金の支払額 △135,900

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,985,617

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 804,845

現金及び現金同等物の期首残高 6,881,830

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,686,675
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 該当事項はありません。  

  

  

 当社は、平成23年３月15日付の大阪証券取引所JASDAQ（スタンダード）への株式上場にあたり、公募増資による

払い込みが平成23年３月14日に完了いたしました。 

 また、当第２四半期会計期間において、新株予約権の行使により資本金及び資本準備金が増加しております。  

 この結果、資本金及び資本準備金がそれぞれ617,398千円、617,368千円増加し、当第２四半期会計期間末におい

て、資本金が721,501千円及び資本準備金が679,571千円となっております。  

  

（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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 当社は、平成22年第３四半期会計期間及び平成22年第３四半期累計期間より金融商品取引法に基づく四半期レビュー

を受けているため、前第２四半期累計期間の四半期損益計算書及び四半期キャッシュ・フロー計算書を参考資料として

記載しております。この四半期損益計算書及び四半期キャッシュ・フロー計算書については「四半期財務諸表等の用

語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63号）に基づいて作成しておりますが、金融商品取引法に

基づく四半期レビューを受けておりません。  

  

  

参考資料

   

 
 （1) 四半期損益計算書 

（単位：千円,％）

 

   

 前第２四半期累計期間 

 （自 平成22年１月１日 

 至 平成22年６月30日） 

 当第２四半期累計期間 

 （自 平成23年１月１日 

  至 平成23年６月30日） 

増減 
 

 金額 増減率 

 売上高  19,211,513   25,699,259 6,487,745 33.8

 売上原価  15,711,131   21,621,787 5,910,655 37.6

 売上総利益  3,500,381   4,077,471 577,090 16.5

 販売費及び一般管理費  1,230,669   1,586,933 356,264 28.9

 営業利益  2,269,712   2,490,537 220,825 9.7

 営業外収益         

  受取利息  242   101     

  受取配当金  6   5     

  違約金収入  3,900   13,812     

  その他  676   947     

  営業外収益合計  4,825   14,865 10,040 208.1

 営業外費用         

  支払利息  81,842   119,001     

  違約金損失  28,800   ―   

  その他  5,792   31,592     

  営業外費用合計  116,435   150,594 34,159 29.3

 経常利益  2,158,101   2,354,808 196,707 9.1

 特別損失         

 
 資産除去債務会計基準 

  の適用に伴う影響額   
 ―   4,486 

  特別損失合計  ―   4,486 4,486 ―

 税引前四半期純利益  2,158,101   2,350,322 192,220 8.9

 法人税、住民税及び事業税  863,300   960,700     

 法人税等調整額  12,845   △2,338     

 法人税等合計  876,145   958,361 82,216 9.4

 四半期純利益  1,281,956   1,391,960 110,004 8.6
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 （2） 四半期キャッシュ・フロー計算書 

 

 

          （単位：千円）

       

 前第２四半期累計期間 

（自 平成22年１月１日 

 至 平成22年６月30日） 

 当第２四半期累計期間 

（自 平成23年１月１日 

 至 平成23年６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 2,158,101 2,350,322

 減価償却費 10,865 17,230

 資産除却債務会計基準の適用に伴う影響額 ― 4,486

 株式報酬費用 494 236

 新株予約権戻入益 ― △75

 引当金の増減額（△は減少） △2,523 110,370

 受取利息及び受取配当金 △248 △106

 支払利息 81,842 119,001

 売上債権の増減額（△は増加） 1,450 △15,531

 たな卸資産の増減額（△は増加） △4,101,833 △3,065,377

 仕入債務の増減額（△は減少） 676,665 955,928

 その他 △153,093 △145,260

 小計 △1,328,280 331,225

 利息及び配当金の受取額 177 75

 利息の支払額 △91,508 △126,796

 法人税等の支払額 △830,967 △1,533,422

 営業活動によるキャッシュ・フロー △2,250,578 △1,328,917

    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 △30,000 △90,000

   定期預金の払戻による収入 ― 260,000

   有形固定資産の取得による支出 △29,433 △17,813

   無形固定資産の取得による支出 ― △857

   その他 △2,614 △3,183

   投資活動によるキャッシュ・フロー △62,048 148,145

    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） 2,573,105 1,049,815

   長期借入金の返済による支出 △34,920 △26,880

   社債の発行による収入 97,390 ―

   社債の償還による支出 △110,000 △120,000

   株式の発行による収入 3,852 1,218,618

   自己株式の取得による支出 ― △36

   配当金の支払額 △26,400 △135,900

   財務活動によるキャッシュ・フロー 2,503,028 1,985,617

   現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 190,401 804,845

   現金及び現金同等物の期首残高 4,541,433 6,881,830

   現金及び現金同等物の四半期末残高 4,731,834 7,686,675
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