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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年9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2四半期 5,271 △36.4 △327 ― △575 ― △567 ―
23年3月期第2四半期 8,294 △30.9 116 ― △78 ― △128 ―

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 △570百万円 （―％） 23年3月期第2四半期 △158百万円 （―％）

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2四半期 △35.62 ―
23年3月期第2四半期 △8.07 ―

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2四半期 24,549 6,889 28.1 432.16
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2四半期  6,889百万円 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 ― 0.00
24年3月期（予想） ― 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、対前期増減率）

（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

通期 20,700 8.0 623 △11.7 140 △50.4 72 △54.6 4.52



(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３
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2Q 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2Q 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2Q 15,942,291 株 23年3月期2Q 15,942,291 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四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を受けたサプライチェーンや社会インフ

ラ、生産設備等の復旧が進み、回復に向けた動きが着実に広がりましたが、新興国の経済成長による輸出や生産の

拡大が継続する一方で、米国経済の回復鈍化や西欧諸国の金融不安、また、それらに伴う円高の長期化などから、

景気の先行きは不透明な状況のまま推移いたしました。 

建設・不動産業界につきましては、税制優遇等の住宅取得促進施策が継続され、新設住宅着工戸数が７月まで回

復基調で推移するなど、住宅への投資マインドにも改善の兆しが見られましたが、雇用情勢や所得環境は依然とし

て厳しい状態が続いていることや、一部の地域では放射線量に対する風評を受け住宅需要が減退し、また９月に

は、首都圏での新設住宅着工戸数が６ヶ月ぶりに前年同月を15.4％下回るなど、引き続き厳しい状況が続くところ

となりました。 

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）、そして新たに、この８月に本社に

近接するＪＲ阿佐ヶ谷駅南口の商店街「阿佐谷パールセンター」内に「家と暮らしの相談所 細田工務店パールセ

ンター館」を開設し、主に注文建築・リフォーム・小口営繕工事を中心に受注の拡大に努めてまいりました。ま

た、建売分譲事業では、事業用地を厳選し、用地取得から建築・販売、そして資金回収までの期間短縮を重視した

小規模分譲物件への取り組みを推進し、収益の向上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、昨年度末である平成23年３月末までに全棟完売を目指した販売を展開し、震災の影響も殆ど無く

ほぼすべてのお客様へのお引渡しを完了いたしましたが、建売分譲用地の年度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。

そのために、当第２四半期末までの期間において「バイ・コンセプトⅡ」の販売を控えたため、同手法による売

上高は前年同期比減少いたしましたが、当初計画比では個人受注の予算は達成し、また大型の増改築受注もあった

ことなどから、売上高は当初予定を上回る結果となりました。 

これに加え、リフォーム事業につきましても、震災直後から被害が多いと思われた当社販売済分譲地を優先して

巡回するなど被害家屋への補修を積極的に展開したことにより、合わせて多くのリフォームも受注できたことなど

から、当初予定を大きく上回る結果となりました。 

また、法人取引につきましては、建築受注や共同事業が順調に推移し、継続現場の販売が好調なことから、受注

量が増加し、完成工事高は当初予定を上回ることとなりました。 

その結果、建設事業全体では、売上高は当初予定を上回る業績となりましたが、前年同期実績までの回復には及

ばず、売上高は前年同期比減少いたしました。 

なお、当第２四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に比べ、３億１千５百万円増加

しており、当第２四半期末における着工棟数も、前年同四半期末比82棟増の311棟となりました。これは、主に法

人取引の受注増加によるものであります。 

不動産事業におきましては、前期より引き続き、たな卸資産回転率を重視した小規模分譲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需要を喚起、競争力を強化し、さらなる収益の向上を目指して建

売分譲の販売に注力してまいりました。 

東京都では杉並・世田谷を含む東京西部地区及び多摩南西部の「東京デコルテグローイングヒルズ」、神奈川県

では横浜市緑区の「グローイングヒルズ長津田みなみ台」、同都筑区の「グローイングスクエア北山田ネオシス」

などの継続団地においての販売は順調に推移しましたが、その他の首都圏地域では、震災やその後の原発事故の影

響により、お客様の分譲地へのご来場が６月まで前年を大幅に下回ったことや、新規建売分譲の商品投入が下期に

ずれ込んだことにより、建売分譲の売上高は当初予定を下回ることとなり、前年同期比につきましても大きく減少

する結果となりました。  

一方、東北地方では、当社分譲地である「グローイングタウン高野原」（宮城県仙台市青葉区）に加え、「将監

ニュータウン建売分譲」（宮城県仙台市泉区）では新たな受注を請けるなど、住宅事業は今までにない活況を呈し

ております。こうした中、当社といたしましては、低価格で優良な住宅をご提供するため、宮城県住宅供給公社の

「愛島（めでしま）ニュータウン（宮城県名取市）」、「ゆとりーと小牛田（こごた）（宮城県遠田郡美里町）」

及び当社分譲地である「グローイングタウン高野原」の３団地を中心に次世代ＣＩＳタイプの太陽光発電装置を標

準仕様とした「復興支援住宅」を展開することといたしました。なお、モデルハウスの設置は、高野原を先行して

着工を開始しております。 

１．当四半期決算に関する定性的情報
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戸建分譲以外の不動産事業では、当第２四半期において「D-ASSET千葉中央」ビル（千葉県千葉市）の売却を見

込んでおりましたが、震災後の影響による事情で取り止めとなったことにより、前年同期及び当初予定と比較し売

上高は減少したものの、利益面では、当初計画において保守的に見積もっていたことから、これによる影響は軽微

であります。 

このような状況のもと、不動産事業におきましては、鋭意販売に注力してまいりましたが、震災後の影響による

首都圏を中心とした当社分譲地へのご来場が、一時的ではありますが大幅に減少したことが主因となり、売上高に

つきましては、当初予定及び前年同期比減少することとなりました。 

経費面では、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２四半期連結累計期間の売上高は52億７千１百万円（前年同期比36.4％減）、営業損失は３億２

千７百万円（前年同期は１億１千６百万円の営業利益）、経常損失は５億７千５百万円（前年同期は７千８百万円

の経常損失）となり、四半期純損失は５億６千７百万円（前年同期は１億２千８百万円の四半期純損失）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２四半期連結会計期間末における総資産は、245億４千９百万円となり、前連結会計年度末と比べて45億２

千８百万円の増加となりました。これは主に、現金預金が１億８千９百万円、受取手形・完成工事未収入金等が２

億５百万円減少し、販売用不動産等たな卸資産が合計で49億８百万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、負債総額が176億５千９百万円となり、前連結会計年度末と比べて50億９千９百万円の増

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36億５千１百

万円増加したこと等によるものであります。 

純資産は、68億８千９百万円となり、前連結会計年度末と比べて５億７千万円の減少となりました。これは主

に、四半期純損失が５億６千７百万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28.1％

となりました。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間における業績の進捗状況等を勘案し、平成23年５月16日に公表いたしました平成24年

３月期の通期の業績予想を修正しております。詳細につきましては、平成23年11月４日に公表いたしました「平成

24年３月期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。  
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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２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 1,356,075 1,166,288

受取手形・完成工事未収入金等 258,390 53,011

未成工事支出金 312,459 1,516,513

販売用不動産 9,205,986 10,267,392

仕掛販売用不動産 4,218,978 6,861,998

その他のたな卸資産 20,443 20,276

その他 180,331 197,786

貸倒引当金 △2,687 △1,366

流動資産合計 15,549,977 20,081,901

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 1,017,834

有形固定資産合計 3,611,543 3,607,921

無形固定資産 168,475 194,813

投資その他の資産   

投資有価証券 78,637 75,587

その他 612,560 589,183

貸倒引当金 △112 △103

投資その他の資産合計 691,085 664,668

固定資産合計 4,471,104 4,467,402

資産合計 20,021,081 24,549,304

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 556,602 741,509

短期借入金 7,577,935 11,122,420

1年内償還予定の社債 50,000 50,000

未払法人税等 31,042 20,805

完成工事補償引当金 83,253 74,640

その他 728,999 1,989,341

流動負債合計 9,027,833 13,998,717

固定負債   

社債 300,000 275,000

長期借入金 1,780,084 1,912,489

退職給付引当金 686,067 691,789

その他 766,701 781,765

固定負債合計 3,532,853 3,661,043

負債合計 12,560,687 17,659,761

-4-

(株)細田工務店（1906）　平成24年3月期　第2四半期決算短信



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９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 30,236

自己株式 △90,407 △90,407

株主資本合計 7,899,170 7,331,369

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 1,759

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 △441,826

純資産合計 7,460,394 6,889,543

負債純資産合計 20,021,081 24,549,304
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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２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 8,294,144 5,271,627

売上原価 6,544,641 4,063,117

売上総利益 1,749,502 1,208,510

販売費及び一般管理費 1,632,827 1,535,661

営業利益又は営業損失（△） 116,674 △327,151

営業外収益   

受取利息 583 244

受取配当金 3,147 4,860

投資有価証券売却益 29,215 －

その他 17,317 13,103

営業外収益合計 50,262 18,208

営業外費用   

支払利息 228,021 198,655

支払手数料 8,952 61,613

その他 8,306 6,292

営業外費用合計 245,279 266,561

経常損失（△） △78,342 △575,504

特別利益   

固定資産売却益 9,367 －

貸倒引当金戻入額 511 －

役員退職慰労金戻入額 35,381 －

特別利益合計 45,260 －

特別損失   

固定資産売却損 14,565 －

固定資産除却損 13,381 2,145

減損損失 15,725 －

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 82,986 2,145

税金等調整前四半期純損失（△） △116,068 △577,649

法人税、住民税及び事業税 11,442 12,114

法人税等調整額 1,155 △21,962

法人税等合計 12,598 △9,848

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △128,666 △567,801

四半期純損失（△） △128,666 △567,801
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △128,666 △567,801

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △30,327 △3,049

その他の包括利益合計 △30,327 △3,049

四半期包括利益 △158,994 △570,850

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △158,994 △570,850

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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