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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年6月30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 ％

24年3月期第1四半期 1,780 △35.2 △392 ― △489 ― △491 ―

23年3月期第1四半期 2,748 △24.7 △311 ― △399 ― △409 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 △492百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △432百万円 （―％）

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3月期第1四半期 △30.83 ―

23年3月期第1四半期 △25.71 ―

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3月期第1四半期 21,644 6,967 32.2 437.06
23年3月期 20,021 7,460 37.3 467.96

（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  6,967百万円 23年3月期  7,460百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
24年3月期 ―

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）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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) 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



(1) 当四半期連結累計期間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) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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．当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無

② ①以外の会計方針の変更   ：  無

③ 会計上の見積りの変更   ：  無

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 16,216,512 株 23年3月期 16,216,512 株

② 期末自己株式数 24年3月期1Q 274,221 株 23年3月期 274,221 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 15,942,291 株 23年3月期1Q 15,942,291 株



  

  

○添付資料の目次

１．当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………………………………………  2

（１）連結経営成績に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  2

（２）連結財政状態に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  2

（３）連結業績予想に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  2

２．四半期連結財務諸表 ……………………………………………………………………………………………………  3

（１）四半期連結貸借対照表 ……………………………………………………………………………………………  3

（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 ………………………………………………………  5

四半期連結損益計算書 

第１四半期連結累計期間 ………………………………………………………………………………………  5

四半期連結包括利益計算書 

第１四半期連結累計期間 ………………………………………………………………………………………  6

（３）継続企業の前提に関する注記 ……………………………………………………………………………………  7

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ……………………………………………………………  7

(株)細田工務店（1906）　平成24年3月期　第1四半期決算短信

-1-



（１）連結経営成績に関する定性的情報 

  当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、先の東日本大震災により停滞していた生産活動が徐々に回復

し、政府の景気刺激策や新興国への輸出が増加したこと等により穏やかな回復傾向を示しましたが、資源価格の高

騰や円高、株価の低迷、電力供給の問題、また、欧米を中心とした海外の景気減速の懸念等により、景気の先行き

は不透明な状況が続きました。 

建設・不動産業界におきましては、住宅取得促進施策の効果により住宅需要は緩やかに回復しているものの、雇

用・所得環境の不透明感が残っていること等から、住宅取得意欲の本格的な改善には至りませんでした。 

このような状況のもと、当社グループは、平成22年３月期を初年度とする「中期経営計画」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まいりました。その施策の一部として、ドミナント戦略に基づき最重

要拠点として設置しました杉並リボン館（本社）及び三鷹リボン館（三鷹市）を中心に受注の拡大に努めてまいり

ました。 

建設事業におきましては、昨年度より積極的に行ってまいりました当社の販売手法であるブランド「バイ・コン

セプトⅡ」（予めお客様の暮らしやお好み・ご予算等をお聞きした上で、プランに反映して着工する「建築条件付

宅地分譲」カスタムシステムとオーダーシステム）による建物の完成引渡しや完成在庫となっている分譲物件の売

却に関して、年度末である平成23年３月末までに全棟完売を目指し販売を展開してまいりました。その結果、震災

の影響も殆どなくほぼすべてのお客様へのお引渡しができましたが、建売分譲用地の期末在庫が大幅に減少する見

通しとなったため、「バイ・コンセプトⅡ」用地から建売分譲用地へとシフトし建物の新規着工を進めてまいりま

した。これにより、前期第４四半期において「バイ・コンセプトⅡ」の販売を控えたため、当四半期において同手

法による売上高は減少いたしました。一方で、法人取引につきましては、建築受注や共同事業が好調に推移したこ

とにより当初予定を上回ることとなりましたが、建設事業全体では前年同期を下回る結果となりました。 

なお、当第１四半期末における小口工事を除く受注残高は、前年同四半期末残高比１億８千３百万円増加してお

り、当四半期における着工棟数も前年同期比50棟増の163棟となりました。 

不動産事業におきましては、たな卸資産回転率を重視した小規模物件への取り組みを集中、拡大するとともに、

当社商品力の充実を図り、競争力の強化と需要の喚起、そしてさらなる収益の向上を目指し、分譲用地の積極的な

仕入、着工及び販売に注力してまいりました。建設事業において記載しましたとおり、当事業にシフトしてまいり

ました当社主力商品である建売分譲の販売につきましては、ドミナント拠点を中心として精力的に販売を行ってま

いりました。しかしながら、東日本大震災の影響は大きく、生活環境の変化による消費マインドの大幅な低下や広

告宣伝等の企業活動の一部自粛等も影響し、お客様の分譲地へのご来場者数が５月の連休明けまで前年を大きく下

回ったこともあり、その結果として売上高は前年同期を下回ることとなりました。一方の土地販売につきまして

は、前年同期と比較し売上高は減少いたしましたが、主な要因は前年同期での収益不動産用地の売却（１億６千５

百万円）によるものであり、それを除いた分譲用土地販売の売上高は３千１百万円増加しております。 

そのような状況の中、さらに、業務の効率化、コストの低減と販売費用ならびに一般管理費用の削減等にも引き

続き取り組んでまいりました。 

 その結果、当第１四半期の連結売上高は17億８千万円（前年同期比35.2％減）、営業損失は３億９千２百万円

（前年同期は３億１千１百万円の営業損失）、経常損失は４億８千９百万円（前年同期は３億９千９百万円の経常

損失）となり、四半期純損失は４億９千１百万円（前年同期は４億９百万円の四半期純損失）の計上となりまし

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、216億４千４百万円となり、前連結会計年度末と比べて16億２

千３百万円の増加となりました。これは主に、現金預金が３千８百万円、受取手形・完成工事未収入金等が７千７

百万円減少し、販売用不動産等たな卸資産が合計で17億９千１百万円増加したこと等によるものであります。 

負債につきましては、146億７千７百万円となり、前連結会計年度末と比べて21億１千６百万円の増加となりま

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12億５千６百万円増加し

たこと等によるものであります。 

純資産は、前連結会計年度末と比べて４億９千２百万円減少し、69億６千７百万円となりました。これは主に、

四半期純損失が４億９千１百万円計上され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32.2％とな

りました。 

  

 （３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成24年３月期の業績予想につきましては、現時点におきまして、平成23年５月16日に公表いたしました第２四

半期連結累計期間及び通期の連結業績予想に変更はありません。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報
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２．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 1,356,075 1,317,412

受取手形・完成工事未収入金等 258,390 181,365

未成工事支出金 312,459 732,788

販売用不動産 9,205,986 10,633,299

仕掛販売用不動産 4,218,978 4,159,504

その他のたな卸資産 20,443 24,106

その他 180,331 152,819

貸倒引当金 △2,687 △3,442

流動資産合計 15,549,977 17,197,854

固定資産   

有形固定資産   

土地 2,590,086 2,590,086

その他（純額） 1,021,457 1,004,095

有形固定資産合計 3,611,543 3,594,181

無形固定資産 168,475 159,433

投資その他の資産   

投資有価証券 78,637 77,421

その他 612,560 616,004

貸倒引当金 △112 △99

投資その他の資産合計 691,085 693,326

固定資産合計 4,471,104 4,446,941

資産合計 20,021,081 21,644,795

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 556,602 605,015

短期借入金 7,577,935 8,877,925

1年内償還予定の社債 50,000 50,000

未払法人税等 31,042 14,763

賞与引当金 － 65,551

完成工事補償引当金 83,253 81,545

その他 728,999 1,520,179

流動負債合計 9,027,833 11,214,980

固定負債   

社債 300,000 275,000

長期借入金 1,780,084 1,761,911

退職給付引当金 686,067 689,460

その他 766,701 735,742

固定負債合計 3,532,853 3,462,115

負債合計 12,560,687 14,677,095
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

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 598,037 106,559

自己株式 △90,407 △90,407

株主資本合計 7,899,170 7,407,693

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 4,809 3,592

土地再評価差額金 △443,585 △443,585

その他の包括利益累計額合計 △438,776 △439,992

純資産合計 7,460,394 6,967,700

負債純資産合計 20,021,081 21,644,795
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（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22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 2,748,187 1,780,376

売上原価 2,227,676 1,399,558

売上総利益 520,511 380,818

販売費及び一般管理費 831,601 773,568

営業損失（△） △311,090 △392,750

営業外収益   

受取利息 255 144

受取配当金 2,211 4,214

投資有価証券売却益 29,215 －

その他 9,746 5,143

営業外収益合計 41,428 9,502

営業外費用   

支払利息 116,795 91,612

その他 12,748 14,467

営業外費用合計 129,543 106,080

経常損失（△） △399,205 △489,327

特別利益   

固定資産売却益 4,225 －

貸倒引当金戻入額 2,347 －

役員退職慰労金戻入額 35,381 －

特別利益合計 41,954 －

特別損失   

固定資産除却損 － 2,145

減損損失 5,667 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 39,314 －

特別損失合計 44,981 2,145

税金等調整前四半期純損失（△） △402,232 △491,473

法人税、住民税及び事業税 7,351 11,412

法人税等調整額 248 △11,407

法人税等合計 7,599 4

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △409,832 △491,477

四半期純損失（△） △409,832 △491,477
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（四半期連結包括利益計算書） 
（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22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △409,832 △491,477

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △22,219 △1,216

その他の包括利益合計 △22,219 △1,216

四半期包括利益 △432,052 △492,694

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △432,052 △492,694

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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該当事項はありません。  

  

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）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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