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1.  平成25年3月期第1四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年6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 ％

25年3月期第1四半期 4,443 149.6 △276 ― △387 ― △388 ―
24年3月期第1四半期 1,780 △35.2 △392 ― △489 ― △491 ―

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 △390百万円 （―％） 24年3月期第1四半期 △492百万円 （―％）

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3月期第1四半期 △24.35 ―
24年3月期第1四半期 △30.83 ―

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3月期第1四半期 24,103 6,215 25.8 389.88
24年3月期 25,392 6,605 26.0 414.36
（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  6,215百万円 24年3月期  6,605百万円

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

24年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
25年3月期 ―
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）

（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

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



(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 

（注）「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第10条の５に該当するものであります。詳細は、添付資料３ページ「２．サマリー情報
（注記事項）に関する事項（３）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。 

(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 
(将来に関する記述等についてのご注意) 
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、その達
成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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．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。 

※  注記事項

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   ：  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   ：  有
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3月期1Q 16,216,512 株 24年3月期 16,216,512 株
② 期末自己株式数 25年3月期1Q 274,301 株 24年3月期 274,221 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 15,942,251 株 24年3月期1Q 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、東日本大震災の復興需要等を背景に、生産、企業収益が徐々

に回復し、個人消費も増加に転じたことなどから、緩やかな回復傾向を示しましたが、株価の低迷や長引く欧州債

務危機による円高の再燃等により、景気の先行きは不透明な状況が続きました。 

建設・不動産業界におきましては、低金利政策等の各種住宅取得促進施策の効果により、新設住宅着工戸数も回

復基調にあるものの、雇用・所得環境の不透明感が残っていることなどから、住宅取得意欲の本格的な回復には至

りませんでした。 

このような状況のもと、当社グループは、「自社一貫体制」と「直営責任施工」を徹底した品質の高い住宅の供

給と安定的な経営基盤を作るための収益の確保を念頭に、ブランド力並びに知名度の向上に努め、受注及び販売活

動に邁進してまいりました。 

建設事業におきましては、個人受注では、本社周辺の分譲住宅を利用した構造見学会並びに完成現場見学会を開

催するとともに、本社では「地震に備える住いフェア」等の各種イベントを開催し、受注拡大に努めてまいりまし

た。また、法人受注では、従来からの取引先との関係をより一層深め相互の発展を図るとともに、建築技術の向上

や新規受注においても積極的に対応してまいりました。 

不動産事業におきましては、前期より繰り越しました分譲住宅を早期完売するために、各種集客イベントを積極

的に展開し、お客様へのご説明とお客様からのご要望を広く深くお伺いすることで成約へと結びつけてまいりまし

た。一方で、法人企業との提携にも積極的に取り組んだ結果、新規法人提携先も多数開拓でき、提携先ご担当者を

対象とした現場見学会を実施するなど、ご購入戴けるお客様のご紹介件数を大きく伸ばすことができました。ま

た、たな卸資産回転率を一層重視し、仕入・建築・販売の一貫した販売体制の構築に努めてまいりました。 

それらの結果、連結売上高は前々年同期の27億４千８百万円、前年同期の17億８千万円と比較し大きく伸長致し

ましたが、たな卸資産回転率とともにキャッシュ・フローを重視し、分譲物件の早期完売のため、販売価格の見直

しを行ったことなどにより売上総利益率は低下いたしました。 

また、収益不動産事業におきましては、「D-ASSET千葉中央」ビルを当第１四半期に販売・引渡しをしたことに

より、当事業は渋谷区宇田川町の土地を残すのみとなりました。 

経費面につきましては、業務の効率化、コストの低減と販売費並びに一般管理費の節減にも引き続き取り組んで

まいりました。 

  その結果、当第１四半期の連結売上高は44億４千３百万円（前年同期比149.6％増）、営業損失は２億７千６百

万円（前年同期は３億９千２百万円の営業損失）、経常損失は３億８千７百万円（前年同期は４億８千９百万円の

経常損失）となり、四半期純損失は３億８千８百万円（前年同期は４億９千１百万円の四半期純損失）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１四半期連結会計期間末における総資産は、241億３百万円となり、前連結会計年度末と比べて12億８千８百

万円の減少となりました。これは主に、現金預金が４億９千５百万円、受取手形・完成工事未収入金等が３億４千

２百万円、販売用不動産等たな卸資産が合計で４億５千万円減少したことによるものであります。 

 負債につきましては、負債総額が178億８千８百万円となり、前連結会計年度末と比べて８億９千７百万円の減

少となりました。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14億８千１百

万円減少したことによるものであります。 

 純資産は、62億１千５百万円となり、前連結会計年度末と比べて３億９千万円の減少となりました。これは主

に、四半期純損失が３億８千８百万円計上されたことによるものであります。この結果、自己資本比率は25.8％と

なりました。 

    

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 連結業績予想につきましては、現時点におきまして、平成24年５月14日の「平成24年３月期 決算短信」で公表

いたしました第２四半期連結累計期間及び通期の連結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
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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 

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）  

 当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に

取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。 

 これによる、当第１四半期連結累計期間の営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失に与える影響は軽

微であります。    

   

２．サマリー情報（注記事項）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：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 1,946,670 1,451,018

受取手形・完成工事未収入金等 476,278 133,702

未成工事支出金 1,084,951 1,518,327

販売用不動産 10,198,436 8,430,963

仕掛販売用不動産 7,069,448 7,957,989

その他のたな卸資産 23,651 18,530

その他 232,396 231,577

貸倒引当金 △370 △487

流動資産合計 21,031,462 19,741,621

固定資産   

有形固定資産   

土地 2,590,086 2,590,086

その他（純額） 953,810 941,671

有形固定資産合計 3,543,896 3,531,757

無形固定資産 158,945 141,737

投資その他の資産   

投資有価証券 78,172 50,911

その他 579,649 637,879

貸倒引当金 △18 △17

投資その他の資産合計 657,803 688,773

固定資産合計 4,360,645 4,362,268

資産合計 25,392,108 24,103,890

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 800,438 909,238

短期借入金 11,875,247 10,958,102

1年内償還予定の社債 300,000 275,000

未払法人税等 20,140 18,967

賞与引当金 － 44,244

完成工事補償引当金 77,655 102,768

その他 1,427,682 1,877,089

流動負債合計 14,501,164 14,185,410

固定負債   

長期借入金 2,843,262 2,303,556

退職給付引当金 692,428 686,358

その他 749,469 713,040

固定負債合計 4,285,160 3,702,954

負債合計 18,786,324 17,888,365
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６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 △358,422 △746,618

自己株式 △90,407 △90,414

株主資本合計 6,942,710 6,554,507

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 2,612 556

土地再評価差額金 △339,539 △339,539

その他の包括利益累計額合計 △336,927 △338,983

純資産合計 6,605,783 6,215,524

負債純資産合計 25,392,108 24,103,890
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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：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 1,780,376 4,443,465

売上原価 1,399,558 3,870,570

売上総利益 380,818 572,895

販売費及び一般管理費 773,568 849,213

営業損失（△） △392,750 △276,318

営業外収益   

受取利息 144 232

受取配当金 4,214 7,698

その他 5,143 7,137

営業外収益合計 9,502 15,068

営業外費用   

支払利息 91,612 120,164

その他 14,467 6,473

営業外費用合計 106,080 126,637

経常損失（△） △489,327 △387,888

特別利益   

固定資産売却益 － 499

特別利益合計 － 499

特別損失   

固定資産除却損 2,145 －

特別損失合計 2,145 －

税金等調整前四半期純損失（△） △491,473 △387,388

法人税、住民税及び事業税 11,412 14,094

法人税等調整額 △11,407 △13,287

法人税等合計 4 807

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △491,477 △388,195

四半期純損失（△） △491,477 △388,195
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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：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △491,477 △388,195

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △1,216 △2,055

その他の包括利益合計 △1,216 △2,055

四半期包括利益 △492,694 △390,251

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △492,694 △390,251

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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