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1.  平成24年12月期第2四半期の連結業績（平成24年1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 ％

24年12月期第2四半期 268 ― △79 ― △105 ― △105 ―

23年12月期第2四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

（注）包括利益 24年12月期第2四半期 △105百万円 （―％） 23年12月期第2四半期 ―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

24年12月期第2四半期 △7,939.65 ―

23年12月期第2四半期 ― ―

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12月期第2四半期 405 204 50.5 15,347.51

23年12月期 ― ― ― ―

（参考） 自己資本 24年12月期第2四半期 204百万円 23年12月期 ―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

23年12月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

24年12月期 ― 0.00

24年12月期（予想） ― 0.00 0.00

3. 平成24年12月期の連結業績予想（平成24年 1月 1日～平成24年12月31日）

（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無

連結業績予想の修正については、平成24年８月10日公表いたしました「平成24年12月業績予想の修正及び評価性引当金の計上に関するお知らせ」をご参照く

ださい。

当社は平成23年12月期第２四半期においては、四半期連結財務諸表を作成していないため、平成24年12月期第２四半期（累計）の対前年同四半期増減率を

記載しておりません。

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 650 △33.6 △105 ― △100 ― △100 ― △7,503.56



(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

(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、四半期連結財務諸表に対す

る四半期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

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P．2 「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 ： 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12月期2Q 13,327 株 23年12月期 13,327 株

② 期末自己株式数 24年12月期2Q ― 株 23年12月期 ― 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年12月期2Q 13,327 株 23年12月期2Q 13,327 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報

当第２四半期連結累計期間の当社グループを取り巻く環境は、住宅の安心・安全エネルギー確保に対する関心が

強まるなか、当社はゼロエネルギー住宅、低ランニングコスト住宅としてイザットハウスを提案してまいりまし

た。また、５月には新商品「ソラシア」を販売開始し、既存の商品と比較して、断熱性を更にアップさせることで

ランニングコストが低く、住宅本体価格はイニシャルコストを抑えたいわゆる「高コストパフォーマンス住宅」と

なり、「高性能×低ランニングコスト×低イニシャルコスト」の新たなニーズに応えております。しかしながら

「ゼロ・エネルギー化」に対する補助事業などの効果は下半期以降にずれ込むと予想されます。

以上の結果、当第２四半期連結累計期間の業績は売上高２億68百万円、営業損失79百万円、経常損失１億５百万

円、四半期純損失１億５百万円となりました。

なお、当社は前第２四半期連結累計期間は四半期連結財務諸表を作成していないため、前第2四半期連結累計期

間との比較情報の記載は行っておりません。

（２）連結財政状態に関する定性的情報

当第２四半期連結会計期間末の総資産は４億５百万円となり、前連結会計年度末に比べ１億20百万円減少いたし

ました。その主な要因といたしましては、「貸倒引当金」を46百万円積み増したことが挙げられます。

負債合計は２億円となり、前連結会計年度末に比べ14百万円減少いたしました。その主な要因といたしまして

は、「長期借入金」が16百万円減少したことが挙げられます。

純資産合計は２億４百万円となり、前連結会計年度末に比べ１億５百万円減少し、自己資本比率は50.5％となり

ました。

（３）連結業績予想に関する定性的情報

平成24年８月10日付で平成24年12月期第２四半期及び通期の業績予想を修正しております。詳細につきまして

は、平成24年８月10日開示の「平成24年12月期業績予想の修正及び評価性引当金の計上に関するお知らせ」をご参

照ください。

（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

該当事項はありません。

当社グループは、当第２四半期連結累計期間において、重要な営業損失79百万円、経常損失１億５百万円及び当期純

損失１億５百万円を計上するに至ったことから、継続企業の前提に関する重要事象等が存在していると認識しておりま

す。

当社グループは、同状況を解消するために、経費削減等の経営合理化策を継続的に実施していくとともに、事業の再

構築及び財務の健全化に取り組み、経営資源の選択と集中を行う所存であります。

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（その他）に関する事項

３．継続企業の前提に関する重要事象等について
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４．四半期連結財務諸表

（１）四半期連結貸借対照表

（単位：千円）

前連結会計年度

(平成23年12月31日)

当第２四半期連結会計期間

(平成24年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 74,839 26,286

受取手形及び売掛金 109,173 33,793

商品 33,241 24,140

未成工事支出金 38 4,203

短期貸付金 12,030 82,381

その他 15,970 30,247

貸倒引当金 △790 △11,390

流動資産合計 244,503 189,662

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 93,748 86,191

機械装置及び運搬具（純額） 4,285 3,790

その他（純額） 1,333 980

有形固定資産合計 99,367 90,962

無形固定資産

ソフトウエア 16,275 11,145

その他 293 293

無形固定資産合計 16,568 11,439

投資その他の資産

長期貸付金 108,280 32,679

破産更生債権等 32,077 46,078

敷金及び保証金 53,579 45,499

長期未収入金 － 54,079

その他 1,122 624

貸倒引当金 △30,377 △65,969

投資その他の資産合計 164,683 112,991

固定資産合計 280,619 215,393

資産合計 525,122 405,056
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（単位：千円）

前連結会計年度

(平成23年12月31日)

当第２四半期連結会計期間

(平成24年６月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 51,479 31,865

1年内返済予定の長期借入金 28,176 30,524

未払法人税等 1,660 1,460

その他 31,749 52,419

流動負債合計 113,065 116,269

固定負債

長期借入金 67,740 51,304

長期預り保証金 30,700 30,700

その他 3,269 2,246

固定負債合計 101,709 84,250

負債合計 214,774 200,519

純資産の部

株主資本

資本金 226,589 226,589

資本剰余金 190,484 190,484

利益剰余金 △106,725 △212,537

株主資本合計 310,347 204,536

純資産合計 310,347 204,536

負債純資産合計 525,122 405,056
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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２四半期連結累計期間）

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間

(自 平成24年１月１日

至 平成24年６月30日)

売上高 268,737

売上原価 201,171

売上総利益 67,565

販売費及び一般管理費 147,365

営業損失（△） △79,799

営業外収益

受取利息 1,293

受取手数料 97

償却債権取立益 12,747

その他 35

営業外収益合計 14,174

営業外費用

支払利息 725

支払手数料 312

貸倒引当金繰入額 35,439

支払補償費 2,931

その他 76

営業外費用合計 39,485

経常損失（△） △105,111

税金等調整前四半期純損失（△） △105,111

法人税、住民税及び事業税 700

法人税等合計 700

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △105,811

四半期純損失（△） △105,811
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（四半期連結包括利益計算書）

（第２四半期連結累計期間）

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間

(自 平成24年１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（△） △105,811

四半期包括利益 △105,811

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △105,811

少数株主に係る四半期包括利益 －
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間

(自 平成24年１月１日

至 平成24年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失（△） △105,111

減価償却費 13,534

貸倒引当金の増減額（△は減少） 46,193

敷金及び保証金償却額 566

受取利息及び受取配当金 △1,293

支払利息 725

売上債権の増減額（△は増加） 64,052

長期未収入金の増減額（△は増加） △54,079

たな卸資産の増減額（△は増加） 4,936

破産更生債権等の増減額（△は増加） △14,000

その他の流動資産の増減額（△は増加） △7,545

仕入債務の増減額（△は減少） △19,614

その他の流動負債の増減額（△は減少） 33,411

未払消費税等の増減額（△は減少） 184

長期未払金の増減額（△は減少） △1,292

その他 254

小計 △39,079

利息及び配当金の受取額 1,010

利息の支払額 △725

法人税等の支払額 △0

営業活動によるキャッシュ・フロー △38,794

投資活動によるキャッシュ・フロー

保険積立金の積立による支出 △60

保険積立金の解約による収入 304

短期貸付金の増減額（△は増加） 86

長期貸付金の回収による収入 4,000

投資活動によるキャッシュ・フロー 4,330

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出 △14,088

財務活動によるキャッシュ・フロー △14,088

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △48,552

現金及び現金同等物の期首残高 74,839

現金及び現金同等物の四半期末残高 26,286
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該当事項はありません。 

該当事項はありません。 

該当事項はありません。 

（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

（６）重要な後発事象
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