
１．平成23年12月期第３四半期の業績（平成23年１月１日～平成23年９月30日） 

  

(注1)平成21年12月期第３四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３四半期の対前年
同四半期増減率の記載をしておりません。 

(注2)平成22年12月期第３四半期の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式は存在しております
が、当社株式は平成22年12月期第３四半期において非上場であり期中平均株価が把握できないため、記載しており
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） 

（％表示は、対前期増減率）

  

(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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  （百万円未満切捨て）

（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３四半期  39,114  24.6  3,575  △1.5  3,374  △2.6  1,994  △3.2

22年12月期第３四半期  31,399 －  3,631     －  3,464 －  2,060 － 

  
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３四半期  449  64  428  76

22年12月期第３四半期  1,542  11   － 

  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３四半期  27,269  8,556  31.3  1,852  06

 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３四半期 8,543百万円 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     

  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３Ｑ 4,612,800株 22年12月期 1,359,000株

②  期末自己株式数 23年12月期３Ｑ 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３Ｑ 4,436,880株 22年12月期３Ｑ 1,336,429株
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（１）経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期累計期間における我が国経済は、東日本大震災で甚大な被害を受けた企業の生産設備やサプライ

チェーンの復旧が急ピッチで進められた事により、企業の生産活動が回復してきましたが、世界経済の景気停滞懸

念や長期の円高などから、依然として厳しい景気状況が続いております。 

 当社の属する不動産業界におきましても、震災直後の市場の混乱や雇用情勢の不安から消費マインドの低下の影

響等を受けておりましたが、新設住宅着工戸数は回復の動きを見せており、徐々に回復の兆しが見えております。

 このような情勢の中、当社は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。 

 以上の結果、当第３四半期累計期間におきましては売上高 百万円（前年同期比24.6％増）、営業利益

百万円（前年同期比1.5％減）、経常利益 百万円（前年同期比2.6％減）、四半期純利益 百万円

（前年同期比3.2％減）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３四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5,361百万円増加し 百万円となりまし

た。これは、現金及び預金が1,036百万円減少したものの、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6,298百万円増加したことが主な要因であります。 

 当第３四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2,492百万円増加し、 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1,208百万円減少したものの、分譲用地の仕入増加に

伴い短期借入金が2,786百万円増加したこと及び生産棟数の増加に伴い工事未払金が999百万円増加したことが主

な要因であります。 

 当第３四半期会計期間末における純資産合計は、前事業年度末に比べ2,868百万円増加し、 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 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３四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656百

万円減少し、 百万円となりました。 

 当第３四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4,739百万円（前年同期は2,485百万円の使用）となりました。 

 収入の主な内訳は税引前四半期純利益3,370百万円及び仕入債務の増加額756百万円であり、支出の主な内訳は

たな卸資産の増加額6,298百万円及び法人税等の支払額2,494百万円であります。 

（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315百万円（前年同期は305百万円の使用）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500百万円であり、支出の主な内訳は定期預金の預入による支出

120百万円及び有形固定資産の取得による支出35百万円であります。 

（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3,767百万円（前年同期は3,952百万円の調達）となりました。 

 収入の主な内訳は短期借入金の純増加額2,786百万円及び株式の発行による収入1,225百万円であり、支出の主

な内訳は配当金の支払額359百万円及び社債の償還による支出140百万円であります。 

  

（３）業績予想に関する定性的情報 

 平成23年３月15日に公表しました平成23年12月期の業績予想につきましては、現在のところ変更はございませ

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３四半期累計期間の営業利益及び経常利益は1,745千円、税引前四半期純利益は6,232千円

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３四半期会計期間末 
(平成23年９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 6,230,124 7,266,997

売掛金 63,126 36,543

販売用不動産 6,674,920 2,214,996

仕掛販売用不動産 12,002,095 10,187,690

未成工事支出金 1,560,029 1,535,049

貯蔵品 434 1,386

その他 487,666 473,936

流動資産合計 27,018,397 21,716,600

固定資産   

有形固定資産 78,391 54,833

無形固定資産 27,281 499

投資その他の資産 145,345 135,949

固定資産合計 251,018 191,282

資産合計 27,269,415 21,907,883

負債の部   

流動負債   

支払手形 2,250,315 2,493,143

工事未払金 3,466,205 2,466,694

短期借入金 11,335,660 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 100,000 140,000

未払法人税等 349,375 1,558,220

賞与引当金 62,777 85,423

完成工事補償引当金 157,765 100,348

その他 273,095 306,675

流動負債合計 18,048,955 15,752,965

固定負債   

社債 490,000 290,000

長期借入金 104,900 145,220

退職給付引当金 38,972 27,699

その他 30,054 4,399

固定負債合計 663,927 467,319

負債合計 18,712,883 16,220,285
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成23年９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 727,565 104,103

資本剰余金 685,594 62,203

利益剰余金 7,130,011 5,499,541

自己株式 △36 －

株主資本合計 8,543,135 5,665,847

新株予約権 13,397 21,750

純資産合計 8,556,532 5,687,598

負債純資産合計 27,269,415 21,907,883
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（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 31,399,924 39,114,402

売上原価 25,760,833 33,159,718

売上総利益 5,639,091 5,954,683

販売費及び一般管理費 2,007,430 2,379,136

営業利益 3,631,660 3,575,547

営業外収益   

受取利息 358 141

受取配当金 508 7

違約金収入 6,900 18,112

その他 3,093 1,567

営業外収益合計 10,861 19,827

営業外費用   

支払利息 132,315 181,665

その他 45,519 38,929

営業外費用合計 177,835 220,595

経常利益 3,464,686 3,374,779

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 3,464,686 3,370,293

法人税、住民税及び事業税 1,408,000 1,300,800

法人税等調整額 △4,230 74,509

法人税等合計 1,403,769 1,375,309

四半期純利益 2,060,917 1,994,983
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（第３四半期会計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期会計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成23年７月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 12,188,411 13,415,143

売上原価 10,049,701 11,537,931

売上総利益 2,138,709 1,877,211

販売費及び一般管理費 776,761 792,202

営業利益 1,361,948 1,085,009

営業外収益   

受取利息 116 39

受取配当金 502 2

新株予約権戻入益 1,878 －

違約金収入 3,000 4,300

その他 539 620

営業外収益合計 6,035 4,962

営業外費用   

支払利息 50,473 62,663

その他 10,926 7,336

営業外費用合計 61,399 70,000

経常利益 1,306,584 1,019,970

税引前四半期純利益 1,306,584 1,019,970

法人税、住民税及び事業税 544,700 340,100

法人税等調整額 △17,076 76,847

法人税等合計 527,623 416,947

四半期純利益 778,961 603,023
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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３四半期累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年９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 3,464,686 3,370,293

減価償却費 19,081 28,657

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 674 236

新株予約権戻入益 △1,878 △75

引当金の増減額（△は減少） 23,140 46,044

受取利息及び受取配当金 △867 △148

支払利息 132,315 181,665

売上債権の増減額（△は増加） △10,731 △26,583

たな卸資産の増減額（△は増加） △5,728,894 △6,298,356

仕入債務の増減額（△は減少） 1,180,472 756,683

その他 △98,125 △116,850

小計 △1,020,124 △2,053,946

利息及び配当金の受取額 897 208

利息の支払額 △141,246 △191,889

法人税等の支払額 △1,324,904 △2,494,173

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,485,377 △4,739,801

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 △255,112 △120,000

定期預金の払戻による収入 － 500,167

有形固定資産の取得による支出 △42,384 △35,634

無形固定資産の取得による支出 － △22,243

その他 △8,458 △6,337

投資活動によるキャッシュ・フロー △305,954 315,951

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） 3,869,540 2,786,960

長期借入金の返済による支出 △52,380 △40,320

社債の発行による収入 288,173 294,425

社債の償還による支出 △130,000 △140,000

株式の発行による収入 3,852 1,225,858

自己株式の取得による支出 － △36

配当金の支払額 △26,400 △359,744

財務活動によるキャッシュ・フロー 3,952,785 3,767,143

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,161,453 △656,705

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 5,702,886 6,225,124
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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３四半期累計期間において、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623,462千円、623,391千円増加し、当第３四半期会計期間末におい

て、資本金が727,565千円及び資本準備金が685,594千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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