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1.  平成24年3月期の連結業績（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

24年3月期 16,197 △15.5 △314 ― △828 ― △910 ―
23年3月期 19,168 △23.4 705 △24.4 282 △10.3 158 △43.1

（注）包括利益 24年3月期 △854百万円 （―％） 23年3月期 △325百万円 （―％）

1株当たり当期純利益 潜在株式調整後1株当たり
当期純利益

自己資本当期純利益
率 総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

24年3月期 △57.14 ― △13.0 △3.7 △1.9
23年3月期 9.95 ― 2.1 1.3 3.7

（参考） 持分法投資損益 24年3月期  ―百万円 23年3月期  ―百万円

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 25,392 6,605 26.0 414.36
23年3月期 20,021 7,460 37.3 467.96

（参考） 自己資本   24年3月期  6,605百万円 23年3月期  7,460百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

24年3月期 △4,698 △66 5,304 1,518
23年3月期 2,296 318 △3,434 978

2.  配当の状況 

 

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

23年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―
24年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―
25年3月期(予想) ― 0.00 ― 0.00 0.00 ―

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期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) 12,500 137.1 180 ― △75 ― △94 ― △5.90
通期 25,100 55.0 910 ― 330 ― 290 ― 18.19



※  注記事項 
(1) 期中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) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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 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 274,221 株 23年3月期 274,221 株
③ 期中平均株式数 24年3月期 15,942,291 株 23年3月期 15,942,291 株

（参考）個別業績の概要 

1.  平成24年3月期の個別業績（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

24年3月期 15,347 △17.3 △310 ― △792 ― △882 ―
23年3月期 18,560 △24.3 637 △25.0 205 △5.9 117 △41.9

1株当たり当期純利益 潜在株式調整後1株当たり当期純
利益

円 銭 円 銭

24年3月期 △55.37 ―
23年3月期 7.38 ―

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 25,100 6,223 24.8 390.40
23年3月期 19,799 7,050 35.6 442.23

（参考） 自己資本 24年3月期  6,223百万円 23年3月期  7,050百万円

2. 平成25年 3月期の個別業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく財務諸表の監査手続が実施中です。 

※ 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．経営成績（１）経営成績に関する分析」をご覧ください。 

売上高 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 ％ 円 銭

第2四半期(累計) 12,050 143.4 △80 ― △97 ― △6.08
通期 24,300 58.3 300 ― 260 ― 16.31
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（1）経営成績に関する分析 

当連結会計年度におけるわが国経済は、東日本大震災に伴う社会インフラやサプライチェーンの混乱、電力供給

の制約などによる大きな影響を受けたものの、復旧・復興需要などによる一部の経済活動が徐々に回復に向かい、

個人消費の底堅さも見られました。一方で、タイにおける洪水被害、欧州における金融不安、長引く円高基調など

を背景に生産・輸出が停滞するなど景気の先行きは不透明な状況のまま推移しました。 

建設・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取得時における贈与税の特例措置など住

宅需要を喚起する施策が実施され、新設住宅着工戸数にも回復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、東日本大震災の影響による建設コストの上昇、顧客の購入マインドの低

下など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、中期経営計画に掲げたドミナント戦略に基づき、本社周辺（東京都杉

並区）を 重点エリアに設定して地域密着型の営業展開を行う事により、注文建築・リフォーム・小口営繕工事の

受注・販売活動を推進するとともに、戸建分譲事業では、当社の主力分譲供給エリアを中心として、用地の取得か

ら設計・施工・販売・資金回収までの事業期間の短縮を重視した小規模物件の事業化を継続的に推進し、収益の向

上に努めてまいりました。さらに、スピードと連携を重視し、営業情報の集中と共有を図り、また一層の業務の効

率化、生産コストの低減と販売費及び一般管理費の削減などにも引き続き取り組んでまいりました。 

しかしながら、当連結会計年度は東日本大震災の影響により、生活環境の変化や消費マインドの大幅な低下、広

告宣伝などの販売活動の一部自粛などがあり、また、当期に販売予定の分譲用地の確保にことのほか時間を要する

こととなりました。そのため、販売期間の短縮を目的として、主に首都圏の新規分譲物件においては、販売手法を

「バイ・コンセプト」（予めお客様のライフスタイルやお好みなどをお伺いし間取りに反映させてから契約・着工

する手法）から、完成後に販売する建売分譲への切り替えを行なったものの、労務不足も重なり当初の計画から建

物の完成が遅れることとなりました。 

 その結果、完成物件をご案内しての販売開始に遅れが生じ、お客様がご検討される時間が短くなったことから、

売上が予想以上に伸びず、戸建分譲事業の予算を大きく下回る結果となりました。 

 また、公示地価の下落などを踏まえ、たな卸資産（千葉市中央区、東京都渋谷区他）の評価を見直したことなど

により、たな卸資産評価損２億９千１百万円を売上原価として計上いたしました。 

 なお、当期は平成22年３月期を初年度とした中期経営計画の 終年度であり、平成24年３月期の目標としており

ました個別単体の数値は、売上高257億円、売上高経常利益率3.0％超、自己資本比率30％超でありましたが、個別

の実績は、売上高153億４千７百万円、売上高経常利益率につきましては７億９千２百万円の経常損失となり、自

己資本比率も24.8％と目標を大きく下回る結果となりました。それにより、当連結会計年度の売上高は161億９千

７百万円（前連結会計年度比15.5%減）、営業損失は３億１千４百万円（前連結会計年度は７億５百万円の営業利

益）、経常損失は８億２千８百万円（前連結会計年度は２億８千２百万円の経常利益）、当期純損失は９億１千万

円（前連結会計年度は１億５千８百万円の当期純利益）となりました。 

セグメントの業績は次のとおりであります。 

（イ）建設事業 

 建設事業におきましては、新設住宅着工戸数は回復の兆しがあるものの、顧客獲得競争が一層激化しており受

注単価は低調に推移するなど厳しい受注環境が続きました。このような状況の中、法人受注につきましては、当

社の品質並びに施工力を評価頂き、継続現場である「プラウドシティ稲毛海岸 シーズン街区」（千葉県千葉

市・野村不動産株式会社）並びに「ラヴィアンヴェール 青葉こどもの国」（神奈川県横浜市・日本土地建物販

売株式会社）、「Brillia Terrace 川崎戸手本町」（神奈川県川崎市・東京建物株式会社）などの戸建分譲住

宅が完成工事高に計上されました。 

また、個人受注につきましては、新たな屋上の活用の仕方、住まい方をご提案する「屋上庭園のある家」の販

売を開始するとともに、本社周辺を中心に分譲住宅の施工現場を利用した「住まいの構造見学会」や「いえづく

りセミナー」などを開催し、平成23年８月には「家と暮らしの相談所 細田工務店パールセンター館」（東京都

杉並区）を開設するなど、主に注文建築・リフォーム・小口営繕工事を中心に需要の掘り起こしに努めてまいり

ました。 

リフォーム受注につきましては、東日本大震災の被害を受けられた方の補修工事を優先するとともに、拠点を

中心として「耐震診断セミナー」や「住宅版エコポイントセミナー」などのイベントを積極的に開催し、また当

社の住宅にお住まい頂いているご入居者に対して、定期的にリフォームをご案内するなど受注の拡大に努めてま

いりました。 

 この結果、建設事業の売上高は59億１千３百万円（前連結会計年度比9.0%増）となり、営業損失は２億円（前

連結会計年度は３億３千８百万円の営業利益）となりました。 

１．経営成績
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（ロ）不動産事業 

 不動産事業におきましては、戸建分譲事業では、継続分譲の「グローイングヒルズ長津田みなみ台」（神奈川

県横浜市）、「グローイングシティ成田はなのき台」（千葉県成田市）などに加え、本社を拠点とした杉並エリ

アでは、「グローイングスクエア久我山２丁目」（東京都杉並区）、「グローイングスクエア杉並堀ノ内」（東

京都杉並区）、西武線沿線では、「グローイングスクエア南大泉」（東京都練馬区）、「グローイングスクエア

ひばりが丘」（東京都西東京市）など供給エリアを絞った販売を計画的に進めることにより、エリア内での当社

の知名度向上並びに広告宣伝費の削減に努めてまいりました。また、当社の販売エリアである東北地域につきま

しては、当社の主力分譲地である「グローイングタウン高野原」（宮城県仙台市）、「将監ニュータウン」（宮

城県仙台市）などを始め、宮城県住宅供給公社の「愛島（めでしま）東部ニュータウン・愛の杜」（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）につきましても新たに分譲事業を展開し、被災

された方々や住宅をご検討中のお客様に対し、次世代CSI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」などの良質な住宅の供給に努めてまいりました。なお、固定資産である「美郷ガーデンシティ」（福島県

福島市）の販売センターにつきましては、東日本大震災後の影響を考慮し収益性と照らし合わせた結果、１千９

百万円の減損損失を計上することにいたしました。 

 さらに、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の取得・開発に取り組むとともに、

お客様のご購入検討時に影響の大きいホームページの全面リニューアルやご購入を検討されているお客様の友の

会組織「グローイング倶楽部」の会員特典を強化し、マーケティングによる効率的かつ戦略的な販売方法を採用

することで需要を喚起し、時代に即応した競争力を高め、収益の向上を目指して分譲住宅の販売に注力してまい

りました。しかしながら、東日本大震災の影響は用地の取得や販売、生産にまで及び、分譲住宅の供給が販売戦

略上第４四半期に集中したため、平成24年１月以降の販売体制も社内異動により営業人員を20名増員し人員体制

の強化に取り組みましたが、お客様の住宅ご購入にかける検討時間が充分に確保できない状況となり、当期の契

約及び引渡しが大幅に未達の結果となりました。 

また、法人提携事業では、相互住宅株式会社との共同事業による「成田はなのき台」（千葉県成田市）を継続

分譲するとともに、株式会社エスケー・グローバルス（現株式会社エスケークリード）との共同事業による「ブ

リーズガーデンユーカリが丘」（千葉県佐倉市）を分譲いたしました。 

一方、収益不動産事業につきましては、「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により取り止めとなりました。 

この結果、賃貸収入や販売手数料などを加えた不動産事業の売上高は99億１千２百万円（前連結会計年度比

26.0%減）、営業利益は２億７千１百万円（前連結会計年度比68.8%減）となりました。 

（ハ）その他事業 

 その他事業は、当社顧客に対する金銭の貸付業務や美容室の店舗運営などであり、売上高は３億７千１百万円

（前連結会計年度比5.4%増）、営業利益は１千４百万円（前連結会計年度比429.3%増）となりました。 

（次期の見通し） 

 今後の見通しにつきましては、東日本大震災の復旧・復興需要などによる一部の経済活動が徐々に回復に向か

い、個人消費の底堅さも見られたものの、長引く円高基調や欧州の金融不安などの影響で日本経済の先行きは不透

明感を増しております。また、当社グループを取り巻く環境も、住宅エコポイントや減税措置など住宅取得促進政

策が引き続き実施され、新設住宅着工戸数も回復が見込まれるものの、供給量の増加による不安定な価格動向や、

雇用並びに所得環境の伸び悩みなどにより、住宅需要の本格的な回復には相当の時間を要するものと想定されま

す。 

 このような事業環境下にあって、当社グループは、不動産事業におきましては、平成24年３月期より繰り越しま

した建売分譲住宅の早期販売に努めるとともに、平成25年３月期に予定している新規分譲用地の予定数を全て取得

済みであることから、分譲事業に係わる部署を分譲住宅部門として統合し、用地取得から商品企画、販売計画、販

売までの一連の作業を一元化いたしました。これにより、変化の激しい市況に対し素早い意思決定を行いながら、

商品力の向上や集客の増大、並びに業務の効率化を図り、売上・収益の向上を目指してまいります。 

また、建設事業におきましては、法人受注は着工量の確保と着工スケジュールの管理を徹底することにより、生

産コストの圧縮に努め収益の向上を目指すとともに、個人受注・リフォーム受注につきましては、本社周辺を重点

エリアと定め、各種セミナーなどを実施し需要喚起に努めてまいります。あわせて、販売費及び一般管理費の節減

を実施し、財政状態の健全化と業績の改善を進め、企業体質の強化を図ってまいります。 

 これにより、平成25年３月期の連結業績予想については、売上高251億円、営業利益９億１千万円、経常利益３

億３千万円、当期純利益２億９千万円の計上となる見込みです。 
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（2）財政状態に関する分析 

①資産、負債及び純資産の状況  

当連結会計年度における総資産は253億９千２百万円となり、前連結会計年度（以下「前年度」という。）と比

較して53億７千１百万円の増加となりました。流動資産は、210億３千１百万円となり、前年度と比較して54億８

千１百万円増加いたしました。これは主に、販売用不動産等たな卸資産が46億１千８百万円、現金預金が５億９千

万円及び受取手形・完成工事未収入金等が２億１千７百万円増加したことなどによるものであります。固定資産は

43億６千万円となり、前年度と比較して１億１千万円減少いたしました。これは主に、建物及び構築物の有形固定

資産が８千４百万円減少したことなどによるものであります。 

負債につきましては、負債総額が187億８千６百万円となり、前年度と比較して62億２千５百万円の増加となり

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53億１千万円、支払手

形・工事未払金等が２億４千３百万円及び未成工事受入金が６億４千９百万円増加したことなどによるものであり

ます。  

また、純資産は、66億５百万円となり、前年度と比較して８億５千４百万円の減少となりました。これは主に、

当期純損失が９億１千万円計上されたことなどによるものであります。この結果、自己資本比率は26.0%となりま

した。  

②キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度における税金等調整前当期純損失は８億７千４百万円（前連結会計年度（以下「前年度」とい

う。）は１億９千９百万円の税金等調整前当期純利益）となり、当連結会計年度末の現金及び現金同等物（以下

「資金」という。）は15億１千８百万円で前年度末と比較して５億４千万円の増加となりました。 

当連結会計年度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通りであります。 

（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46億９千８百万円（前年度は22億９千６百万円の増加）となりました。これは

主に、たな卸資産を積極的に購入したことによる支出であります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果、使用した資金は６千６百万円（前年度は３億１千８百万円の増加）となりました。これは主

に、定期預金の預入及び固定資産の取得による支出であります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果、増加した資金は53億４百万円（前年度は34億３千４百万円の使用）となりました。これは主

に、たな卸資産の取得に伴う借入金の増加によるものであります。 

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

（注１）いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

（注２）株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。 

（注３）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。 

（注４）有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払っている全ての負債を対象としてお

ります。 

（注５）平成20年３月期及び平成24年３月期のキャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレスト・カバレッ

ジ・レシオにつきましては、営業キャッシュ・フローがマイナスであるため記載しておりません。 

  平成20年３月期 平成21年３月期 平成22年３月期 平成23年３月期 平成24年３月期

自己資本比率（％）  35.3  20.3  31.5  37.3   26.0

時価ベースの自己資本比率

（％） 
 8.0  4.8  9.3  9.1   6.5

キャッシュ・フロー対有利子

負債比率（年） 
 －  1.8  1.1  4.2   －

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍） 
 －  19.7  19.1  5.7   －
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（3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

利益配分につきましては、経営基盤の強化のため内部留保に努めるとともに、今後の経営環境、事業展開及び

業績の推移等を総合的に勘案し、安定的な利益還元を図っていくことを基本方針としております。 

当期の配当金につきましては、平成23年５月16日に公表いたしました配当予想の通り無配とし、また、次期の

配当金につきましても、現在、内部留保充実に向けた取り組み途上のため、誠に遺憾ではございますが、引き続

き無配とさせていただきたいと存じます。 
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当社グループは、当社及び連結子会社４社により構成され、建設事業と不動産事業を主な事業としております。 

当社グループの事業内容及び当該事業にかかる位置付けは次の通りであります。 

（1）建設事業 

当社は戸建住宅、宅地造成等の企画・設計・工事等の請負を営んでおり、子会社の細田資材流通株式会社に対し

建設工事の発注を行うとともに、同社より木材製品の一部を購入しております。 

また、子会社の細田住宅管理株式会社が、当社施工住宅ご入居のお客様に対するリフォーム業務を行っておりま

す。  

（2）不動産事業 

当社は戸建住宅、マンション、宅地等の開発・分譲及び不動産の仲介・賃貸を営んでおり、子会社の細田住宅管

理株式会社に不動産の販売業務の一部を委託しております。 

（3）その他事業 

子会社の親和ファイナンス株式会社が当社顧客等に対する損害保険代理店業及び金銭の貸付等の業務を営んでお

ります。 

また、子会社の株式会社ピュア企画が美容室の店舗運営を行っております。 

   

２．企業集団の状況
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（1）会社の経営の基本方針 

    当社は創業以来、家づくりを通じて社会基盤の向上に貢献したいという信念のもと、品質のよい永く愛される住

まいの供給に取り組んでおります。 

    また、当社グループは、常に「顧客第一主義」をモットーにお客様の多様化するニーズに対応できる企画設計、

厳しい品質管理のもとでの施工、きめ細やかな心づかいの販売及び完成後のアフターメンテナンスや増・改築への

対応などを実践しております。 

（2）目標とする経営指標 

    当社グループでは、安定的な収益の確保に向けて、高品質な住宅の安定供給を可能とする企業体質への転換を図

り、あわせて財務基盤の強化に努めてまいります。 

    また、経営の安定性の観点から「自己資本比率」と収益性の観点から「売上高経常利益率」の向上を重要な経営

指標としております。 

（3）中長期的な会社の経営戦略及び対処すべき課題 

 今後の見通しにつきましては、東日本大震災の影響や欧州の金融不安、長引く円高基調などにより、日本経済の

先行きは一層不透明感を増しております。また、当社グループを取り巻く環境も、依然として雇用・所得環境は伸

び悩んでいる状況から、住宅需要の本格的な回復には相応の時間を要するものと想定されます。 

    このような状況下において、当社グループは、「高品質な住宅の供給と収益の安定的な確保を可能とする企業体

質への転換」を目標に、「ブランド力の向上」と「知名度の向上」を掲げ、地域に密着した営業展開をおこなうと

ともに、主力事業である分譲住宅事業および、高い品質を求められる法人企業からの受注事業を推進することによ

り、施工量のバランスを取りながら、安定的な生産量と収益基盤の確保を図るため、以下の施策を中心とした事業

を展開してまいります。 

ⅰ）ブランド戦略 

    注文住宅・リフォーム事業におきましては、本社周辺を 重点エリアとし、「家と暮らしの相談所 細田

工務店パールセンター館」（東京都杉並区）を中心に地域に密着した営業展開を行うことで、知名度と業務

効率の向上に努めてまいります。注文住宅におきましては、分譲住宅のモデルハウスを注文住宅の展示場と

して活用するなど相乗効果による「主要エリアでの知名度の向上」を図り、本社周辺の建替需要を取り込ん

でまいります。リフォーム事業につきましては、リフォームの担当部署を統合した「カスタマーサポートセ

ンター」をリニューアルし、人的資源の集中を図るとともに、小口の営繕工事から耐震診断・耐震工事まで

対応して幅広いお客様の認知を得ることにより、当社のブランド力向上に努めてまいります。 

    法人提携事業におきましては、高品質を求める大手デベロッパーからの受注を促進することにより、高い

コスト競争力と施工品質を追求し、住宅価値の向上を目指してまいります。 

    また、戸建分譲住宅事業におきましては、首都圏（東京・千葉・神奈川・埼玉）の主力分譲供給エリアを

中心に分譲住宅ブランド「グローイングシリーズ」の展開を図るとともに、従来から営業を展開している東

北営業所（宮城県仙台市）では「復興支援住宅」の供給を行い、震災復興に向けた取り組みを拡大いたしま

す。 

ⅱ）分譲事業用地購入戦略 

 本社周辺及び主力分譲供給エリアを中心としてたな卸資産回転率を重視した小・中規模物件への取り組み

を拡大するとともに、事業用地の特性やマーケット分析を行い、事業に適した用地を厳選することで収益性

の向上を図ってまいります。あわせて、連続性のある収益確保の観点から、一定量の適正在庫を確保しなが

ら、安定的な供給体制の構築を目指してまいります。 

ⅲ）商品戦略 

 戸建分譲事業では、用地の取得から設計・施工の期間を短縮し、早期の資金回収を重視するとともに、事

業用地の環境、特性、マーケットにあった商品企画を実施することにより、競争力の強化と需要の喚起に努

めてまいります。また、建物完成後の販売である建売分譲住宅とお客様のご要望をあらかじめ建物に反映さ

せてから着工する「バイ・コンセプト」の二つの販売方法を商品企画と組み合わせることにより、よりお客

様のご要望にお応えできる高品質の住宅供給に努めてまいります。また、低炭素社会実現に向け、「エネル

ギー消費量の削減可能な住宅」や「エネルギーを効率よく利用できる住宅」など「環境にやさしい住宅」の

開発を進めてまいります。 

３．経営方針
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ⅳ）原価低減戦略 

 自社設計並びに直営責任施工を採用することにより、設計基準・施工基準の見直しを継続して行うととも

に、工期短縮などによる徹底したコストダウンに努め、また、受注事業の促進を行うことにより、一定の施

工量を確保しながらスケールメリットを追及し、高い品質を維持しつつ原価の低減に努めてまいります。あ

わせて、分譲住宅と注文建築の仕様の共通化を推進することで、原価削減を図り競争力の確保と収益の向上

を図ってまいります。 

ⅴ）財務戦略 

 たな卸資産回転率を重視した事業展開を行い、「バイ・コンセプト」を活用することにより、建物在庫リ

スクの軽減を図り、早期の資金回収と資金効率の向上を目指してまいります。また、事業計画に基づく新規

事業用地の取得並びに建築資金を機動的かつ安定的に調達できるよう、更に金融機関との良好な協力関係を

構築してまいります。 

ⅵ）グループ戦略 

 グループの主力事業である住宅の生産、販売、受注、アフターメンテナンスの効率的な事業展開を図るた

め、各連結子会社の事業領域を明確化いたします。それにより、各事業並びにグループ間の連携を強化し、

事業間におけるシナジー効果を高めてまいります。連結子会社である細田住宅管理株式会社は、事業内容を

当社が施工した住宅にお住まいのお客様を主たる対象としたアフターメンテナンスのサービス事業を主力と

しておりましたが、今後はリフォーム事業を拡大し、収益の向上に努めてまいります。 
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４．連結財務諸表 
（１）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) 

当連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 1,356,075 1,946,670

受取手形・完成工事未収入金等 258,390 476,278

未成工事支出金 312,459 1,084,951

販売用不動産 9,205,986 10,198,436

仕掛販売用不動産 4,218,978 7,069,448

その他のたな卸資産 20,443 23,651

繰延税金資産 4,592 23,851

その他 175,738 208,544

貸倒引当金 △2,687 △370

流動資産合計 15,549,977 21,031,462

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 3,049,412 3,018,716

減価償却累計額 △2,064,872 △2,118,259

建物及び構築物（純額） 984,540 900,456

機械装置及び運搬具 334,120 334,109

減価償却累計額 △326,726 △330,859

機械装置及び運搬具（純額） 7,393 3,250

工具、器具及び備品 113,605 118,805

減価償却累計額 △86,582 △92,306

工具、器具及び備品（純額） 27,023 26,498

土地 2,590,086 2,590,086

その他 2,941 28,020

減価償却累計額 △441 △4,416

その他（純額） 2,499 23,604

有形固定資産合計 3,611,543 3,543,896

無形固定資産 168,475 158,945

投資その他の資産   

投資有価証券 78,637 78,172

長期貸付金 12,953 9,973

繰延税金資産 7,387 6,514

その他 592,220 563,162

貸倒引当金 △112 △18

投資その他の資産合計 691,085 657,803

固定資産合計 4,471,104 4,360,645

資産合計 20,021,081 25,392,108
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 556,602 800,438

短期借入金 7,577,935 11,875,247

1年内償還予定の社債 50,000 300,000

未払法人税等 31,042 20,140

未成工事受入金 175,031 824,355

前受金 226,897 81,943

完成工事補償引当金 83,253 77,655

その他 327,070 521,383

流動負債合計 9,027,833 14,501,164

固定負債   

社債 300,000 －

長期借入金 1,780,084 2,843,262

再評価に係る繰延税金負債 448,330 420,845

退職給付引当金 686,067 692,428

長期預り敷金 281,285 281,244

その他 37,086 47,380

固定負債合計 3,532,853 4,285,160

負債合計 12,560,687 18,786,324

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 △358,422

自己株式 △90,407 △90,407

株主資本合計 7,899,170 6,942,710

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 2,612

土地再評価差額金 △443,585 △339,539

その他の包括利益累計額合計 △438,776 △336,927

純資産合計 7,460,394 6,605,783

負債純資産合計 20,021,081 25,392,108
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
（連結損益計算書） 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

売上高 19,168,843 16,197,644

売上原価 15,320,951 13,325,408

売上総利益 3,847,891 2,872,236

販売費及び一般管理費 3,142,286 3,186,423

営業利益又は営業損失（△） 705,605 △314,186

営業外収益   

受取利息及び配当金 4,170 5,600

投資有価証券売却益 29,215 －

その他 28,688 18,756

営業外収益合計 62,074 24,357

営業外費用   

支払利息 414,667 440,617

支払手数料 49,549 91,749

その他 21,242 6,651

営業外費用合計 485,458 539,017

経常利益又は経常損失（△） 282,221 △828,847

特別利益   

固定資産売却益 14,821 －

貸倒引当金戻入額 776 －

役員退職慰労金戻入額 35,381 －

特別利益合計 50,979 －

特別損失   

固定資産売却損 16,796 －

固定資産除却損 36,219 25,420

減損損失 19,523 20,089

投資有価証券評価損 6,623 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 39,314 －

災害による損失 15,434 －

特別損失合計 133,912 45,510

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

199,288 △874,357

法人税、住民税及び事業税 27,898 23,927

法人税等調整額 12,784 12,697

法人税等合計 40,682 36,624

少数株主損益調整前当期純利益又は少数株主損益調
整前当期純損失（△）

158,605 △910,982

当期純利益又は当期純損失（△） 158,605 △910,982
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（連結包括利益計算書） 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 158,605 △910,982

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △35,281 △2,197

土地再評価差額金 △448,330 58,568

その他の包括利益合計 △483,611 56,371

包括利益 △325,005 △854,610

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 △325,005 △854,610

少数株主に係る包括利益 － －
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 6,820,590 6,820,590

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 6,820,590 6,820,590

資本剰余金   

当期首残高 570,950 570,950

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 570,950 570,950

利益剰余金   

当期首残高 571,514 598,037

当期変動額   

当期純利益 158,605 △910,982

土地再評価差額金の取崩 △132,082 △45,477

当期変動額合計 26,523 △956,459

当期末残高 598,037 △358,422

自己株式   

当期首残高 △90,407 △90,407

当期変動額   

自己株式の取得 － －

当期変動額合計 － －

当期末残高 △90,407 △90,407

株主資本合計   

当期首残高 7,872,647 7,899,170

当期変動額   

当期純利益 158,605 △910,982

自己株式の取得 － －

土地再評価差額金の取崩 △132,082 △45,477

当期変動額合計 26,523 △956,459

当期末残高 7,899,170 6,942,710

（株）細田工務店（1906）　平成24年3月期決算短信

-13-



（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 40,090 4,809

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △35,281 △2,197

当期変動額合計 △35,281 △2,197

当期末残高 4,809 2,612

土地再評価差額金   

当期首残高 △127,338 △443,585

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △316,247 104,046

当期変動額合計 △316,247 104,046

当期末残高 △443,585 △339,539

その他の包括利益累計額合計   

当期首残高 △87,247 △438,776

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △351,528 101,849

当期変動額合計 △351,528 101,849

当期末残高 △438,776 △336,927

純資産合計   

当期首残高 7,785,399 7,460,394

当期変動額   

当期純利益 158,605 △910,982

自己株式の取得 － －

土地再評価差額金の取崩 △132,082 △45,477

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △351,528 101,849

当期変動額合計 △325,005 △854,610

当期末残高 7,460,394 6,605,783
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純
損失（△）

199,288 △874,357

減価償却費 155,815 148,475

貸倒引当金の増減額（△は減少） △64,007 △2,411

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） △27,232 △5,597

退職給付引当金の増減額（△は減少） 16,767 6,361

受取利息及び受取配当金 △4,170 △5,600

支払利息 414,667 440,617

固定資産売却損益（△は益） 1,975 －

固定資産除却損 36,219 25,420

減損損失 19,523 20,089

投資有価証券売却損益（△は益） △29,215 －

投資有価証券評価損益（△は益） 6,623 －

売上債権の増減額（△は増加） 98,480 △217,888

たな卸資産の増減額（△は増加） 3,080,675 △4,618,619

仕入債務の増減額（△は減少） △499,556 392,679

その他 △682,787 469,424

小計 2,723,067 △4,221,407

利息及び配当金の受取額 4,170 5,600

利息の支払額 △401,115 △455,688

法人税等の支払額 △29,370 △26,520

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,296,752 △4,698,015

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 △678,000 △725,000

定期預金の払戻による収入 670,000 675,000

有形固定資産の取得による支出 △22,087 △15,836

有形固定資産の売却による収入 224,613 －

無形固定資産の取得による支出 △43,959 △21,342

長期前払費用の取得による支出 △110 －

投資有価証券の売却による収入 72,901 －

貸付けによる支出 △2,350 △960

貸付金の回収による収入 5,549 3,819

その他 91,497 17,955

投資活動によるキャッシュ・フロー 318,053 △66,363

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 2,733,000 6,280,500

短期借入金の返済による支出 △2,582,630 △3,025,090

長期借入れによる収入 2,313,000 5,526,000

長期借入金の返済による支出 △5,848,045 △3,420,920

社債の償還による支出 △50,000 △50,000

その他 － △5,516

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,434,675 5,304,973

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △819,869 540,595

現金及び現金同等物の期首残高 1,797,944 978,075

現金及び現金同等物の期末残高 978,075 1,518,670
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 該当事項はありません。 

   

  

Ⅰ 前連結会計年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日） 

１．報告セグメントの概要 

 当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営

資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 

 当社グループでは、顧客に対するサービス内容により、主として事業を建設及び不動産と区分し、それぞ

れの事業で戦略を策定し、事業を展開しております。 

 従って、当社グループでは、報告セグメントを「建設事業」及び「不動産事業」としております。各事業

の概要は以下のとおりであります。 

 建設事業  戸建住宅の建築、宅地造成等の企画・設計・工事等の請負 

 不動産事業 戸建住宅、マンション、オフィスビル、宅地等の開発・分譲及び不動産の仲介・賃貸等  

  

２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 

 報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事

項」における記載の方法と概ね同一であります。 

 報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。 

 セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。   

  

３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 

 （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、金融サービス事業・美容室の

店舗運営等であります。 

２．セグメント利益の調整額△506,511千円は、セグメント間取引消去11,843千円及び各報告セグメントに配

分していない全社費用494,667千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない

一般管理費であります。 

３．セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

４．セグメント資産の調整額1,344,405千円は、当社での余資運用資金（現金預金）、長期投資資金（投資有

価証券）及び当社の総務・経理部門にかかる資産等であります。 

５．減価償却費の調整額には、各報告セグメントに配分していない全社資産分6,607千円を含んでおります。 

  

(5)継続企業の前提に関する注記

(6)連結財務諸表に関する注記事項

（セグメント情報等）

ａ．セグメント情報

  

  

  

報告セグメント 
その他 

  
（千円）

  
（注）１

合計 
  

（千円） 
  
  

調整額 
  

（千円） 
(注) 
２,４,５ 

連結財務 
諸表 
計上額 
（千円）
(注）３ 

 建設事業 

（千円） 

不動産事業
（千円） 

計  
（千円） 

売上高               

(1)外部顧客への売上高 5,424,311 13,392,599  18,816,911  351,932  19,168,843  －  19,168,843

(2)セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
 －  11,677  11,677  166  11,843  △11,843  －

計  5,424,311 13,404,277  18,828,588  352,099  19,180,687  △11,843  19,168,843

セグメント利益又は損失（△）  338,029  871,257  1,209,286  2,830  1,212,117  △506,511  705,605

セグメント資産  1,124,262 17,329,143  18,453,406  223,269  18,676,675  1,344,405  20,021,081

その他の項目               

減価償却費   47,188  90,835  138,024  11,183  149,208  6,607  155,815

有形固定資産及び無形固定 

資産の増加額  
 19,594  38,722  58,316  7,730  66,046  －  66,046
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Ⅱ 当連結会計年度（自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日） 

１．報告セグメントの概要 

 当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営

資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 

 当社グループでは、顧客に対するサービス内容により、主として事業を建設及び不動産と区分し、それぞ

れの事業で戦略を策定し、事業を展開しております。 

 従って、当社グループでは、報告セグメントを「建設事業」及び「不動産事業」としております。各事業

の概要は以下のとおりであります。 

 建設事業  戸建住宅の建築、宅地造成等の企画・設計・工事等の請負 

 不動産事業 戸建住宅、マンション、オフィスビル、宅地等の開発・分譲及び不動産の仲介・賃貸等  

  

２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 

 報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事

項」における記載の方法と概ね同一であります。 

 報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。 

 セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。   

  

３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 

 （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、金融サービス事業・美容室の

店舗運営等であります。 

２．セグメント利益又は損失（△）の調整額△ 千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用

等であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

３．セグメント利益又は損失（△）は、連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。 

４．セグメント資産の調整額 千円は、当社での余資運用資金（現金預金）、長期投資資金（投資有

価証券）及び当社の総務・経理部門にかかる資産等であります。 

５．減価償却費の調整額 千円は、主に各報告セグメントに配分していない全社資産の減価償却費であり

ます。 

  

  

  

  

報告セグメント 
その他 

  
（千円）

  
（注）１

合計 
  

（千円） 
  
  

調整額 
  

（千円） 
(注) 
２,４,５ 

連結財務 
諸表 
計上額 
（千円）
(注）３ 

 建設事業 

（千円） 

不動産事業
（千円） 

計  
（千円） 

売上高               

(1)外部顧客への売上高 5,913,781  9,912,813  15,826,595  371,049  16,197,644  －  16,197,644

(2)セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
 －  13,557  13,557  －  13,557  △13,557  －

計  5,913,781  9,926,371  15,840,153  371,049  16,211,202  △13,557  16,197,644

セグメント利益又は損失（△）  △200,076  271,974  71,897  14,982  86,879  △401,066  △314,186

セグメント資産  2,154,986 21,161,954  23,316,941  211,176  23,528,117  1,863,990  25,392,108

その他の項目               

減価償却費   52,330  78,766  131,097  8,411  139,509  8,965  148,475

有形固定資産及び無形固定 

資産の増加額  
 46,660  57,776  104,437  2,019  106,456  －  106,456

401,066

1,863,990

8,965
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Ⅰ 前連結会計年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日） 

１．製品及びサービスごとの情報   

 セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。 

  

２．地域ごとの情報  

(1) 売上高 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。   

(2) 有形固定資産 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。  

  

３．主要な顧客ごとの情報 

  外部顧客への売上高のうち、特定の顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の10％に満たないため、主

要な顧客ごとの情報の記載を省略しております。  

  

Ⅱ 当連結会計年度（自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日） 

１．製品及びサービスごとの情報   

 セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。 

  

２．地域ごとの情報  

(1) 売上高 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。   

(2) 有形固定資産 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。  

  

３．主要な顧客ごとの情報 

  外部顧客への売上高のうち、特定の顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の10％に満たないため、主

要な顧客ごとの情報の記載を省略しております。  

  

前連結会計年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日） 

  

当連結会計年度（自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日） 

  

前連結会計年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日） 

 該当事項はありません。   

  

当連結会計年度（自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日） 

 該当事項はありません。   

  

ｂ．関連情報

ｃ．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

  
建設事業 
(千円） 

不動産事業 
（千円） 

その他 
(千円）  

合計 
(千円）  

減損損失  －  15,725  3,797  19,523

  
建設事業 
(千円） 

不動産事業 
（千円） 

その他 
(千円）  

合計 
(千円）  

減損損失  －  20,089  －  20,089

ｄ．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

（株）細田工務店（1906）　平成24年3月期決算短信

-18-



前連結会計年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日） 

 該当事項はありません。 

  

当連結会計年度（自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日） 

 該当事項はありません。 

  

 （注）１．当連結会計年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、１株当たり当期純損失金額であ

り、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。なお、前連結会計年度の潜在株式調整後１株当

たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

２．１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額（△）の算定上の基礎は、以下のとおりでありま

す。 

  

 該当事項はありません。    

  

ｅ．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

（１株当たり情報）

  
  
  

前連結会計年度 
（自  平成22年４月１日 
至  平成23年３月31日） 

当連結会計年度 
（自  平成23年４月１日 
至  平成24年３月31日） 

１株当たり純資産額 円 467.96 円 414.36

１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期

純損失金額（△） 
円  9.95 円 △57.14

  
前連結会計年度 

（自  平成22年４月１日 
 至  平成23年３月31日） 

当連結会計年度 
（自  平成23年４月１日 
 至  平成24年３月31日） 

 当期純利益金額又は当期純損失金額（△）（千円）  158,605  △910,982

普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式に係る当期純利益金額又は当期純損失金額

（△）（千円） 
 158,605  △910,982

 期中平均株式数（千株）  15,942,291  15,942,291

（重要な後発事象）
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（1）役員の異動 

①代表取締役の異動 

該当事項はありません。 

  

②その他の役員の異動 

・新任取締役候補 

取締役 小林 和昭（現 執行役員） 

・退任取締役（平成24年５月14日付） 

取締役 藤原 幸久(退任後、顧問就任）  

  

③就任予定日 

平成24年６月28日  

  

５．その他
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