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（百万円未満切捨て） 

１．平成24年12月期第１四半期の業績（平成24年１月１日～平成24年３月31日） 

（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 ％

 24年12月期第１四半期 14,028   20.1 697  △40.0 638   △41.1 378   △40.9

 23年12月期第１四半期 11,681  － 1,163  － 1,083   － 639   －

  

  
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12月期第１四半期    81.80    79.10 

 23年12月期第１四半期    153.29    145.16 

（注）当社は、平成22年12月期第１四半期においては、四半期財務諸表を作成していないため、平成23年12月期第１四

半期の対前年同四半期増減率の記載をしておりません。  

 

（２）財政状態 

  総 資 産 純 資 産 自己資本比率 

  百万円 百万円 ％

 24年12月期第１四半期   29,232 9,365   32.0 

 23年12月期 27,019 9,211 34.0

（参考）自己資本 24年12月期第１四半期9,355百万円 23年12月期9,198百万円 

  

２．配当の状況 

  
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12月期 － 50.00 － 50.00 100.00 

 24年12月期  －

 24年12月期(予想)   50.00 － 52.00 102.00 

（注１）直近に公表されている配当予想からの修正の有無：無   

（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24年12月期の業績予想（平成24年１月１日～平成24年12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） 

  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）  30,422 18.4 2,273 △8.7 2,130 △9.5 1,246 △10.4 270.10

通期 67,530 21.7 5,322 12.5 5,000 11.2 2,930 10.6 634.78

（注１）直近に公表されている業績予想からの修正の有無：無  

（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。  



４．その他   

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ：無 

  

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ：有 

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 

（注）詳細は、添付資料 P.3「２．サマリー情報（その他）に関する事項 （２）会計方針の変更・会計上の見積

りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

  

（３）発行済株式数（普通株式） 

① 期末発行済株式数(自己株式を含む)  24年12月期１Ｑ 4,648,800 株  23年12月期 4,616,400 株

② 期末自己株式数  24年12月期１Ｑ 40 株  23年12月期 17 株

③ 期中平均株式数(四半期累計)  24年12月期１Ｑ 4,621,830 株  23年12月期１Ｑ 4,170,000 株

  

  

  

※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、添付資料 P.2「１．当四半期決算に関

する定性的情報 （３）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。 
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（１）経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期累計期間における我が国の経済は、復興関連需要の高まりから設備投資が緩やかに持ち直している

ほか、個人消費についてもエコカー補助金の復活等の効果もあり堅調な動きとなっております。しかしながら、欧

州の政府債務危機や原油価格の上昇を背景とした海外景気下押しリスク、デフレの影響、電力供給の制約や原子力

災害の影響等、先行き不透明な状況で推移しております。 

 当社が属する不動産業界におきましては、住宅エコポイント制度の再開や住宅金融支援機構の金利優遇措置等の

政策効果により首都圏の一部で持ち直しの兆しが見えつつも、所得・雇用環境は依然として厳しい状況が続いてい

ることから、予断を許さない状況となっております。 

 このような事業環境の中、当社は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、「価格のValue」「品質のValue」「安心のValue」をコンセプトに、徹底した原価管理と品質の向上

に努め、良質で安心な戸建分譲住宅を低価格で供給することに注力してまいりました。 

 戸建分譲事業では、東京都下や埼玉県といった一部の地域における供給過剰感からの競争過熱傾向に対して、仕

入・着工・販売のバランスと在庫回転率に重点をおき、市場動向を早期に把握し価格調整を主体的に実施した販売

活動を推進いたしました。このことから平均販売価格の低下を招き、営業利益および営業利益率は前年同期実績を

下回ることとなったものの、前事業年度の秋口より厳選してまいりました事業用地との在庫入替が増進し、販売棟

数は601棟（前年同期比26.3％増）となるとともに、売上高も前年同期実績を上回ることとなりました。 

 これらの結果、当第１四半期累計期間におきましては売上高 百万円（前年同期比 ％増）、営業利益

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

同期比 ％減）となりました。   

   

（２）財政状態に関する定性的情報   

 当第１四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 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 百万円増加したこと及び厳選した中で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 百万円増加したことが主な要因であります。 

  当第１四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 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 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 百万円増加したことが主な要因であります。 

  当第１四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 百万円増加し、 百万円となりまし

た。これは、剰余金の配当 百万円により減少したものの、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。  

   

（３）業績予想に関する定性的情報 

 業績予想につきましては、平成24年２月14日の決算短信で公表いたしました第２四半期累計期間及び通期の業績

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

14,028 20.1
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40.9

2,212 29,232

124

2,196

2,058 19,867

594

2,616

154 9,365

230 378

アイディホーム(株) (3274) 平成24年12月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（非連結）

- 2 -



（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

  該当事項はありません。 

   

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（１株当たり当期純利益に関する会計基準等の適用） 

 当第１四半期会計期間より、「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第２号 平成22年６

月30日）及び「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第４号 平成22年

６月30日）を適用しております。 

 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定にあたり、一定期間の勤務後に権利が確定するストック・

オプションについて、権利の行使により払い込まれると仮定した場合の入金額に、ストック・オプションの公正

な評価額のうち、将来企業に提供されるサービスに係る分を含める方法に変更しております。 

 なお、この変更による前第１四半期累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額への影響はありま

せん。  

  

【追加情報】  

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用）  

 当第１四半期会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤

謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に

関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。 

   

   

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

（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年12月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成24年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,886,895 6,011,183

売掛金 60,187 38,763

販売用不動産 5,872,669 7,789,256

仕掛販売用不動産 12,303,349 12,766,851

未成工事支出金 2,129,724 1,945,880

貯蔵品 324 114

その他 442,280 340,286

流動資産合計 26,695,429 28,892,336

固定資産   

有形固定資産 78,842 78,439

無形固定資産 25,916 25,045

投資その他の資産 219,706 236,900

固定資産合計 324,465 340,385

資産合計 27,019,895 29,232,721

負債の部   

流動負債   

支払手形 2,196,536 2,170,890

工事未払金 3,884,479 3,737,897

短期借入金 9,610,543 12,226,543

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 100,000 150,000

未払法人税等 862,214 268,209

賞与引当金 6,166 91,871

その他 236,952 362,358

流動負債合計 16,950,652 19,061,529

固定負債   

社債 490,000 420,000

長期借入金 91,460 78,020

退職給付引当金 42,456 46,811

完成工事補償引当金 207,454 234,337

その他 26,853 26,993

固定負債合計 858,223 806,162

負債合計 17,808,875 19,867,692

純資産の部   

株主資本   

資本金 728,092 733,179

資本剰余金 686,118 691,172

利益剰余金 7,783,897 7,931,127

自己株式 △36 △80

株主資本合計 9,198,072 9,355,398

新株予約権 12,946 9,629

純資産合計 9,211,019 9,365,028

負債純資産合計 27,019,895 29,232,721
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（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年３月31日) 

売上高 11,681,137 14,028,298

売上原価 9,768,376 12,488,197

売上総利益 1,912,760 1,540,100

販売費及び一般管理費 748,953 842,341

営業利益 1,163,807 697,759

営業外収益   

違約金収入 6,112 3,400

その他 588 783

営業外収益合計 6,700 4,183

営業外費用   

支払利息 57,176 61,451

その他 29,932 1,917

営業外費用合計 87,108 63,369

経常利益 1,083,399 638,573

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 1,078,912 638,573

法人税、住民税及び事業税 361,300 254,033

法人税等調整額 78,373 6,490

法人税等合計 439,673 260,524

四半期純利益 639,239 378,049
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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

（５）重要な後発事象

 当第１四半期会計期間 

（自 平成24年１月１日 

  至 平成24年３月31日）  

 （ストック・オプションとしての新株予約権の発行） 

 当社は、平成24年５月７日開催の取締役会において、平成24年３月28日開催の第17回定時株主総会の決議に基づ

き、当社取締役及び従業員に対するストック・オプションとしての新株予約権の発行について、以下のとおり決議

いたしました。 

 １. 新株予約権を割り当てる日（以下「割当日」という。） 

   平成24年６月１日 

  ２. 新株予約権の総数 

   979個 

  ３. 新株予約権の割当対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数 

   当社取締役   ２名  80個 

   当社従業員   60名  899個  

 ４．新株予約権の目的となる株式の種類及び数 

   当社普通株式 97,900株（新株予約権１個当たりの目的となる株式数は、当社普通株式100株とする。） 

  ５. 新株予約権の発行価額 

   無償 

  ６. 新株予約権の行使時の払込金額 

 各新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、その価額は、新株予約権の行使に際して払込みをす

べき１株当たりの金額（以下「行使価額」という。）に新株予約権の目的である株式の数を乗じた価額とし、行

使価額は、割当日の属する月の前月の各日（取引が成立しない日を除く。）の大阪証券取引所における当社株式

の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額とし、１円未満の端数は切り上げる。ただし、その金額が割当日

の終値（当日に終値がない場合は、それに先立つ直近の終値）を下回る場合は、割当日の終値とする。 

  ７. 新株予約権の行使期間 

 平成26年６月２日から平成31年６月１日までとする。ただし、行使期間の 終日が土日祝日にあたるときは、 

その前日を 終日とする。 

  ８. 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金及び資本準備金の額 

（１）新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１項に 

  従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その 

  端数を切り上げるものとする。 

（２）新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記（１）に記載の資本 

  金等増加限度額から上記（１）に定める増加する資本金の額を減じた金額とする。  

アイディホーム(株) (3274) 平成24年12月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（非連結）
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