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1.  平成24年5月期第1四半期の連結業績（平成23年6月1日～平成23年8月31日） 

（注） 平成24年５月期第１四半期より四半期連結財務諸表を作成しているため、平成23年５月期第１四半期の数値及び対前年同四半期増減率は記載して 
    おりません。 

(2) 連結財政状態 

（注） 平成24年５月期第１四半期より四半期連結財務諸表を作成しているため、平成23年５月期の数値は記載しておりません。  

(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5月期第1四半期 13,550 ― 1,479 ― 1,433 ― 832 ―
23年5月期第1四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

（注）包括利益 24年5月期第1四半期 815百万円 （―％） 23年5月期第1四半期 ―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5月期第1四半期 3,517.27 ―
23年5月期第1四半期 ― ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年5月期第1四半期 42,887 20,902 48.7
23年5月期 ― ― ―
（参考） 自己資本   24年5月期第1四半期  20,902百万円 23年5月期  ―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5月期 ― 1,500.00 ― 2,500.00 4,000.00
24年5月期 ―
24年5月期（予想） 1,500.00 ― 2,200.00 3,700.00

3.  平成24年5月期の連結業績予想（平成23年6月1日～平成24年5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  
１．連結業績予想につきましては、平成24年５月期第１四半期より四半期連結財務諸表を作成しているため、対前期及び対前年同四半期増減率は記載 
  しておりません。 
２．連結業績予想の修正については、平成23年10月６日公表の「連結決算開始に伴う平成24年５月期連結業績予想に関するお知らせ」をご覧ください。 

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) 32,054 ― 3,084 ― 2,983 ― 1,698 ― 7,174.88
通期 75,114 ― 7,736 ― 7,576 ― 4,313 ― 18,223.00



(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）  ：  有  

（注） 詳細は、四半期決算短信（添付資料）３ページ「当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動」をご覧ください。 

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  有  
（注） 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無になります。 

(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、四半期連結財務諸表に対す
る四半期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 
１．当社は、平成24年５月期第１四半期より、株式会社ソリド・ワンを連結子会社とし、四半期連結財務諸表を作成しております。 
２．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「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 1社 （社名） 株式会社ソリド・ワン 、 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5月期1Q 240,400 株 23年5月期 240,400 株
② 期末自己株式数 24年5月期1Q 3,708 株 23年5月期 3,708 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年5月期1Q 236,692 株 23年5月期1Q 239,017 株
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当第１四半期連結会計期間より、株式会社ソリド・ワンを連結の範囲に含めた四半期連結財務諸表を作成して

おります。作成初年度に当たり、前年同四半期連結累計期間及び前連結会計年度末との比較、分析は行っており

ません。 

  

（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、東日本大震災の影響で低下した企業の生産活動が、徐々に

回復傾向に向かっているものの、欧米の経済不安等による円高傾向は収まらず、世界同時株安等先行き不透明な

状況で推移いたしました。 

不動産業界におきましては、東日本大震災の影響により住宅建設が一部遅延する等一時停滞の状況がありまし

たが、サプライチェーンの正常化や政府による住宅に関連する景気刺激策等の後押しもあり、新設住宅着工戸数

に回復の兆しが窺える等緩やかに回復しつつあります。 

このような状況下、当社グループは、「より良いものを、より安く、より早く」の信念のもと、徹底した原価

管理と品質向上に努め、良質な戸建分譲住宅を提供してまいりました。 

営業面におきましては、震災の復興需要に応えるべく、平成23年８月、宮城県で2店目となる「仙台泉営業

所」（宮城県仙台市泉区）を開設いたしました。  

この結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は13,550百万円、営業利益は1,479百万円、経常利益は1,433百

万円、四半期純利益は832百万円となりました。 

なお、セグメント別の状況については、戸建分譲事業の売上高が13,471百万円で売上高構成比99.4％、その他

の事業の売上高が79百万円で売上高構成比0.6％となっております。  

  

（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の総資産は、42,887百万円となりました。 

流動資産は、37,364百万円となり、主な内訳は、販売用不動産5,265百万円、仕掛販売用不動産26,153百万

円、未成工事支出金3,121百万円であります。 

固定資産は、5,523百万円となり、主な内訳は、有形固定資産4,462百万円であります。 

負債は、21,985百万円となり、主な内訳は、短期借入金15,433百万円、営業未払金3,264百万円であります。 

純資産は、20,902百万円となり、主な内訳は、利益剰余金17,787百万円、資本剰余金1,937百万円、資本金

1,429百万円であります。  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成24年５月期第１四半期より連結決算へ移行しております。詳細につきましては、平成23年10月６日に公表

しました「連結決算開始に伴う平成24年５月期連結業績予想に関するお知らせ」をご覧ください。 

なお、平成23年７月12日付「平成23年５月期決算短信（非連結）」において公表いたしました個別業績予想に

ついては、変更ありません。  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

タクトホーム株式会社(8915) 平成24年5月期第1四半期決算短信(連結)

2



（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

当第１四半期連結累計期間において、株式会社ソリド・ワンの重要性が増したため、連結の範囲に含めてお

ります。  

  

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計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。  

  

２．サマリー情報（その他）に関する事項
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年８月31日) 

資産の部  

流動資産  

現金及び預金 1,828

完成工事未収入金 15

販売用不動産 5,265

仕掛販売用不動産 26,153

未成工事支出金 3,121

前渡金 407

前払費用 53

繰延税金資産 305

その他 213

流動資産合計 37,364

固定資産  

有形固定資産  

建物 2,164

減価償却累計額 △471

建物（純額） 1,692

機械装置及び運搬具 16

減価償却累計額 △3

機械装置及び運搬具（純額） 12

工具、器具及び備品 173

減価償却累計額 △127

工具、器具及び備品（純額） 46

土地 2,710

有形固定資産合計 4,462

無形固定資産  

ソフトウエア 157

電話加入権 2

無形固定資産合計 159

投資その他の資産  

投資有価証券 451

関係会社株式 5

出資金 4

関係会社出資金 102

繰延税金資産 211

その他 126

投資その他の資産合計 901

固定資産合計 5,523

資産合計 42,887
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年８月31日) 

負債の部  

流動負債  

営業未払金 3,264

短期借入金 15,433

1年内返済予定の長期借入金 490

未払金 121

未払費用 193

未払法人税等 588

前受金 267

賞与引当金 100

災害損失引当金 29

その他 144

流動負債合計 20,635

固定負債  

長期借入金 487

退職給付引当金 242

役員退職慰労引当金 266

保証工事引当金 283

その他 70

固定負債合計 1,349

負債合計 21,985

純資産の部  

株主資本  

資本金 1,429

資本剰余金 1,937

利益剰余金 17,787

自己株式 △234

株主資本合計 20,919

その他の包括利益累計額  

その他有価証券評価差額金 △16

その他の包括利益累計額合計 △16

純資産合計 20,902

負債純資産合計 42,887
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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：百万円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年６月１日 
 至 平成23年８月31日) 

売上高 13,550

売上原価 10,886

売上総利益 2,663

販売費及び一般管理費 1,183

営業利益 1,479

営業外収益  

受取利息 1

受取配当金 3

雑収入 9

営業外収益合計 14

営業外費用  

支払利息 61

雑損失 0

営業外費用合計 61

経常利益 1,433

特別損失  

固定資産売却損 4

特別損失合計 4

税金等調整前四半期純利益 1,429

法人税等 596

少数株主損益調整前四半期純利益 832

四半期純利益 832
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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：百万円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年６月１日 
 至 平成23年８月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 832

その他の包括利益  

その他有価証券評価差額金 △16

その他の包括利益合計 △16

四半期包括利益 815

（内訳）  

親会社株主に係る四半期包括利益 815
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該当事項はありません。  

  

  

当第１四半期連結累計期間（自 平成23年６月１日 至 平成23年８月31日） 

１．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  

（単位：百万円）

（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、不動産賃貸事業等の

事業活動を含んでおります。 

２.セグメント利益は、営業利益を記載しております。 

  

２．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。  

  

該当事項はありません。  

  

  

当社は平成23年10月６日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用される同

法第156条第１項の規定に基づき、自己株式を取得すること及びその具体的な取得方法について決議いたしまし

た。 

（１）自己株式取得に関する取締役会の決議内容 

 ① 自己株式の取得を行う理由 

資本効率の向上と経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行するため、自己株式の取得を

行うものであります。 

 ② 取得する株式の種類 

当社普通株式 

 ③ 取得する株式の総数 

10,000株(上限) （発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合 4.22%） 

 ④ 取得価額の総額 

700百万円（上限） 

 ⑤ 取得期間 

平成23年10月７日から平成24年3月31日まで 

 ⑥ 取得方法 

東京証券取引所における市場買付  

   

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

  

  

報告セグメント   

その他 

 （注）１ 

  

合計 

  

  

調整額 

  

  

四半期連結損益 

 計算書計上額 

（注）２ 

戸建分譲事業 

  

売上高 

外部顧客への売上高 

 

 13,471

 

 79

 

 13,550

  

  －

 

 13,550

セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 －  －  －   －  －

計  13,471  79  13,550   －  13,550

セグメント利益  1,416  63  1,479   －  1,479

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）重要な後発事象
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販売の状況 

当第１四半期連結累計期間の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。  

  

戸建分譲事業（建売分譲・宅地分譲）の地域別販売実績は、次のとおりであります。 

４．補足情報

セグメントの名称  
  

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成23年６月１日 
至 平成23年８月31日） 

件数 金額（百万円） 

  

１.戸建分譲 
           

  

（1）建売分譲 
 360  11,142

  

（2）宅地分譲 
 28  2,286

  

（3）請負工事 
 3  42

  

２.マンション分譲 
 －  －

  

３.その他 
           

  

（1）賃貸 
 －  3

  

（2）その他 
 －  75

合計  391  13,550

地域 件数 金額（百万円） 

東京都  63  2,503

埼玉県  142  5,634

神奈川県  74  2,404

千葉県  67  1,857

愛知県   24  614

宮城県   18  413

合計  388  13,429
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