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(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 ％

25年1月期第1四半期 28,863 23.4 1,634 △21.8 1,479 △20.7 851 △38.9
24年1月期第1四半期 23,386 47.4 2,089 36.0 1,866 48.1 1,392 △1.3

（注）包括利益 25年1月期第1四半期 866百万円 （ ％）△34.8 24年1月期第1四半期 1,328百万円 （ ％）－

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

25年1月期第1四半期 31.62 31.52
24年1月期第1四半期 51.73 51.68

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

25年1月期第1四半期 75,688 36,043 47.6 1,336.05
24年1月期 79,774 35,680 44.7 1,323.50

（参考）自己資本 25年1月期第1四半期 36,008百万円 24年1月期 35,640百万円

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

24年1月期 － 19.00 － 19.00 38.00
25年1月期 －
25年1月期
（予想）

19.00 － 19.00 38.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無: 無

（％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）

56,630 14.5 3,310 △16.2 2,970 △15.1 1,760 △30.0 65.35

通期 113,860 10.6 8,010 13.8 7,310 17.4 4,330 10.9 160.79

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無: 無



4．その他

新規 社 （社名） 、除外 社 （社名）

(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

※  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

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

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年1月期1Q 26,965,956株 24年1月期 26,942,956株

②  期末自己株式数 25年1月期1Q 14,455株 24年1月期 14,339株

③  期中平均株式数（四半期累計） 25年1月期1Q 26,930,073株 24年1月期1Q 26,923,681株

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

取引法に基く四半期連結財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。

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。
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（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、東日本大震災による影響が残る中、復興需要等を背景に、生

産、企業収益等に回復の兆しが見られ、個人消費も緩やかな増加に転じるなど、景気回復の動きが現れており、これ

らの背景をもとに、先行きについても景気回復基調が確かなものとなることが期待されております。しかしながら、

欧州債務危機による金融資本市場の変動や海外景気の下振れ、電力供給の制約や原油高、デフレの影響等により景気

が下押しされるリスクも存在しております。

当社グループが主体とする不動産業界においては、震災の影響がありながらも、住宅エコポイント制度の再開や

低金利政策等の各種の住宅取得促進政策を背景に、新設住宅着工戸数が持ち直し、また地価下落傾向の底打ち感が現

れておりますが、その一方で供給過剰感が出始めており、在庫リスクが強まってきております。

このような市場環境を鑑み、当社グループの主力である戸建住宅においては、適正な在庫回転率及び在庫水準維

持のための仕入・着工・販売のバランスの平準化、「長期優良住宅」認定住宅の標準仕様化、住宅性能評価書全棟取

得、新規エリア展開等を通じ、安定的な事業基盤の構築及び事業の拡大を図りました。当該戦略に基づいた結果、売

上高については想定通りに伸長することができましたが、土地仕入競争の激化及び市場の供給過剰感に対応すべく上

記の在庫回転率重視の販売活動を実施した結果、前年同期と比べ粗利益率が低下いたしました。

販売費及び一般管理費においては、ほぼ想定通りの水準を維持し、財務面においても最適資金調達の基本方針に

沿って、積極的な土地仕入に十分対応できる調達枠を確保できております。

また、税務上の繰越欠損金の影響により、前年同期と比べ税金費用が増加し、四半期純利益が減少することとな

りました。

その結果、当第１四半期連結累計期間における売上高は288億63百万円（前年同期比 ％増）、営業利益は16億

34百万円（前年同期比 ％減）、経常利益は14億79百万円（前年同期比 ％減）、四半期純利益は８億51百万円

（前年同期比 ％減）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。

①不動産分譲事業

戸建住宅におきましては、前年同期と比較して販売戸数が 戸増加したこと等により、戸建住宅に係る売上高

は 億 百万円（前年同期比 ％増）となりました。土地に係る売上高は２億 百万円（前年同期比 ％

減）、建築条件付戸建住宅に係る売上高は３億 百万円（前年同期比 ％減）、不動産分譲事業の周辺業務に係

る売上高は 百万円（前年同期比 ％減）となりました。これらにより、不動産分譲事業全体の売上高は 億

百万円（前年同期比 ％増）となりました。

②建築請負事業

建築請負事業に係る売上高は、４億 百万円（前年同期比 ％減）となりました。

③不動産賃貸事業

不動産賃貸事業に係る売上高は、 百万円（前年同期比 ％増）となりました。

（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資産合計は756億88百万円となり、前連結会計年度末比で40億85百万円の減少とな

りました。これは主に、仕掛販売用不動産等のたな卸資産が 億 百万円減少したこと等によるものであります。

当第１四半期連結会計期間末の負債合計は396億45百万円となり、前連結会計年度末比で44億49百万円の減少とな

りました。これは、主に不動産分譲事業における事業用地仕入資金として借り入れた借入金が 億 百万円減少した

こと、未払法人税等が 億 百万円減少したこと等によるものであります。

当第１四半期連結会計期間末の純資産合計は360億43百万円となり、前連結会計年度末比で３億63百万円の増加と

なりました。これは主に、剰余金の配当５億 百万円に対し、四半期純利益８億51百万円を計上したこと等によるも

のであります。

（３）連結業績予想に関する定性的情報

平成25年１月期の連結業績予想につきましては、現時点では、平成24年３月16日公表の業績予想に変更はござい

ません。

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

該当事項はありません。

（２）四半期連結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。

（３）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１四半期連結会計期間より、「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）、「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）及び「１株当たり当期純利益に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第９号 平成22年６月30

日）を適用しております。

この適用により潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、ストック・オプションの権利行使に

より払い込まれた場合の入金額に、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

スに係る分を含めて算定しております。

また、前第１四半期連結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の数値は、当該会計方針の変

更を反映した遡及修正後の数値を記載しております。

なお、これらの会計基準等を適用しなかった場合の、前第１四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四

半期純利益金額に与える影響はありません。

（４）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の適用）

当第１四半期連結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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３．四半期連結財務諸表
（１）四半期連結貸借対照表

（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成24年１月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年４月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 12,766 12,169

販売用不動産 15,550 18,790

仕掛販売用不動産 32,334 26,612

未成工事支出金 5,066 4,071

その他 886 981

貸倒引当金 △1 －

流動資産合計 66,602 62,625

固定資産

有形固定資産

建物 4,730 4,707

土地 8,360 8,277

その他 475 504

減価償却累計額 △1,708 △1,733

有形固定資産合計 11,858 11,754

無形固定資産 195 179

投資その他の資産

投資有価証券 544 567

その他 603 592

貸倒引当金 △30 △30

投資その他の資産合計 1,117 1,129

固定資産合計 13,171 13,063

資産合計 79,774 75,688
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（単位：百万円）

前連結会計年度
(平成24年１月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年４月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び営業未払金 11,766 11,137

短期借入金 26,836 24,405

1年内返済予定の長期借入金 426 343

未払法人税等 2,232 553

賞与引当金 53 201

その他 1,192 1,513

流動負債合計 42,509 38,155

固定負債

長期借入金 631 545

退職給付引当金 491 507

保証工事引当金 306 308

その他 155 128

固定負債合計 1,585 1,489

負債合計 44,094 39,645

純資産の部

株主資本

資本金 7,811 7,818

資本剰余金 8,103 8,109

利益剰余金 19,577 19,917

自己株式 △40 △41

株主資本合計 35,451 35,804

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 188 204

その他の包括利益累計額合計 188 204

新株予約権 40 35

純資産合計 35,680 36,043

負債純資産合計 79,774 75,688
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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）

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

当第１四半期連結累計期間
(自 平成24年２月１日
至 平成24年４月30日)

売上高 23,386 28,863

売上原価 19,342 25,075

売上総利益 4,044 3,788

販売費及び一般管理費 1,954 2,153

営業利益 2,089 1,634

営業外収益

受取利息 0 0

受取保険金 2 4

還付加算金 6 －

その他 4 2

営業外収益合計 13 7

営業外費用

支払利息 160 116

融資手数料 59 36

その他 15 9

営業外費用合計 236 162

経常利益 1,866 1,479

特別利益

固定資産売却益 1 0

特別利益合計 1 0

特別損失

固定資産売却損 8 6

減損損失 － 0

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 4 －

特別損失合計 13 7

税金等調整前四半期純利益 1,854 1,472

法人税、住民税及び事業税 166 537

法人税等調整額 295 83

法人税等合計 462 620

少数株主損益調整前四半期純利益 1,392 851

四半期純利益 1,392 851
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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）

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

当第１四半期連結累計期間
(自 平成24年２月１日
至 平成24年４月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 1,392 851

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △63 15

その他の包括利益合計 △63 15

四半期包括利益 1,328 866

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,328 866

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。

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

報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報

（注）１．セグメント利益の調整額 百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。

全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない管理部門等に係る一般管理費等であります。

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自 平成24年２月１日 至 平成24年４月30日）

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

（注）１．セグメント利益又は損失（△）の調整額 百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費

用であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない管理部門等に係る一般管理費等であり

ます。

２．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

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）セグメント情報等

（単位：百万円）

報告セグメント
調整額
（注）１

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）２

不動産分譲
事業

建築請負
事業

不動産賃貸
事業

計

売上高

外部顧客への売上高 22,525 776 84 23,386 － 23,386

セグメント間の内部売上高
又は振替高

3 77 － 80 △80 －

計 22,529 853 84 23,467 △80 23,386

セグメント利益 2,493 36 39 2,569 △480 2,089

△480

（単位：百万円）

報告セグメント
調整額
（注）１

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）２

不動産分譲
事業

建築請負
事業

不動産賃貸
事業

計

売上高

外部顧客への売上高 28,336 442 85 28,863 － 28,863

セグメント間の内部売上高
又は振替高

1 44 － 45 △45 －

計 28,337 486 85 28,909 △45 28,863

セグメント利益又は損失（△） 2,145 △39 42 2,149 △514 1,634

△514

（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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生産、契約及び販売の状況

(1）生産の実績

（注）１．セグメント間の取引については、相殺消去しております。

２．金額は販売価額により表示しております。

３．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(2）契約の状況

（注）１．セグメント間の取引については、相殺消去しております。

２．金額は販売価額により表示しております。

３．件数については、戸建住宅は戸数、土地は区画数、建築条件付戸建住宅は土地の区画数を表示しております。また、建築請負事業

のその他建築請負工事の件数は省略しております。

４．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

４．補足情報

セグメントの名称 項目

前第１四半期連結会計期間
（自 平成23年２月１日
至 平成23年４月30日）

当第１四半期連結会計期間
（自 平成24年２月１日
至 平成24年４月30日）

金額（百万円） 前年同期比（％） 金額（百万円） 前年同期比（％）

不動産分譲事業

戸建住宅 23,257 +68.3 32,745 +40.8

土地 285 △51.7 246 △13.8

建築条件付戸建住宅 792 △61.5 344 △56.6

小計 24,335 +47.8 33,335 +37.0

建築請負事業

建築請負工事 560 +70.9 298 △46.8

その他建築請負工事

（リフォーム等）
164 △39.2 189 +14.9

小計 725 +21.2 487 △32.8

合計 25,061 +46.8 33,823 +35.0

セグメントの名称 項目

前第１四半期連結会計期間
（自 平成23年２月１日

至 平成23年４月30日）

契約高
前第１四半期連結会計期間末

契約残高

件数
前年同期比

（％）

金額

（百万円）

前年同期比

（％）
件数

前年同期

末比(％)

金額

（百万円）

前年同期

末比(％)

不動産分譲事業

戸建住宅 635 +27.3 20,669 +25.7 354 +4.7 12,397 +3.1

土地 7 △73.1 210 △69.0 3 △70.0 82 △70.8

建築条件付戸建住宅 21 △51.2 939 △42.7 33 △63.3 1,581 △61.5

小計 663 +16.7 21,819 +16.3 390 △11.0 14,060 △14.3

建築請負事業

建築請負工事 37 △11.9 518 △10.8 81 +30.6 1,116 +21.3

その他建築請負工事

（リフォーム等）
－ － 220 △18.9 － － 127 +51.3

小計 37 △11.9 738 △13.4 81 +30.6 1,244 +23.8

合計 700 +14.8 22,558 +15.0 471 △5.8 15,305 △12.1

セグメントの名称 項目

当第１四半期連結会計期間
（自 平成24年２月１日

至 平成24年４月30日）

契約高
当第１四半期連結会計期間末

契約残高

件数
前年同期比

（％）

金額

（百万円）

前年同期比

（％）
件数

前年同期

末比(％)

金額

（百万円）

前年同期

末比(％)

不動産分譲事業

戸建住宅 851 +34.0 27,586 +33.5 386 +9.0 13,064 +5.4

土地 23 +228.6 744 +253.9 17 +466.7 570 +593.3

建築条件付戸建住宅 10 △52.4 417 △55.6 11 △66.7 468 △70.3

小計 884 +33.3 28,748 +31.8 414 +6.2 14,104 +0.3

建築請負事業

建築請負工事 29 △21.6 436 △15.7 100 +23.5 1,401 +25.5

その他建築請負工事
（リフォーム等）

－ － 233 +6.0 － － 106 △16.9

小計 29 △21.6 670 △9.2 100 +23.5 1,507 +21.1

合計 913 +30.4 29,418 +30.4 514 +9.1 15,611 +2.0
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(3）販売の実績

（注）１．セグメント間の取引については、相殺消去しております。

２．件数については、戸建住宅は戸数、土地は区画数、建築条件付戸建住宅は土地の区画数を表示しております。また、不動産分譲事

業のその他、建築請負事業のその他建築請負工事及び不動産賃貸事業の件数は省略しております。

３．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

セグメントの名称 項目

前第１四半期連結会計期間
（自 平成23年２月１日

至 平成23年４月30日）

当第１四半期連結会計期間
（自 平成24年２月１日

至 平成24年４月30日）

件数
前年同期比
（％）

金額
（百万円）

前年同期比
（％）

件数
前年同期比
（％）

金額
（百万円）

前年同期比
（％）

不動産分譲事業

戸建住宅 662 +62.7 21,362 +70.0 843 +27.3 27,674 +29.5

土地 8 △65.2 285 △51.7 11 +37.5 246 △13.8

建築条件付戸建住宅 19 △54.8 818 △57.9 6 △68.4 356 △56.4

その他 － － 59 +33.4 － － 58 △1.7

小計 689 +46.0 22,525 +48.8 860 +24.8 28,336 +25.8

建築請負事業

建築請負工事 40 +73.9 606 +70.1 15 △62.5 242 △59.9

その他建築請負工事
（リフォーム等）

－ － 170 △34.0 － － 199 +17.1

小計 40 +73.9 776 +26.4 15 △62.5 442 △43.1

不動産賃貸事業 － － 84 △27.2 － － 85 +0.7

合計 729 +47.3 23,386 +47.4 875 +20.0 28,863 +23.4
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