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1.  平成25年5月期第1四半期の業績（平成24年6月1日～平成24年8月31日） 

 

(2) 財政状態 

  

(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 ％

25年5月期第1四半期 269 7.3 △1 ― 1 △54.5 △1 ―
24年5月期第1四半期 251 △12.4 15 △31.7 2 △88.2 0 △99.9

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5月期第1四半期 △2.41 ―
24年5月期第1四半期 0.03 0.03

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5月期第1四半期 1,147 494 43.1 798.73
24年5月期 1,137 481 42.3 777.80
（参考） 自己資本   25年5月期第1四半期  494百万円 24年5月期  481百万円

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5月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
25年5月期 ―
25年5月期（予想） 0.00 ― 0.00 0.00

3. 平成25年 5月期の業績予想（平成24年 6月 1日～平成25年 5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) 733 22.4 23 △58.9 21 △44.7 10 △41.2 16.14
通期 1,638 30.7 95 2.2 98 21.0 51 27.5 82.32



(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 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

※  注記事項

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） 25年5月期1Q 619,500 株 24年5月期 619,500 株
② 期末自己株式数 25年5月期1Q ― 株 24年5月期 ― 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年5月期1Q 619,500 株 24年5月期1Q 619,500 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、四半期財務諸表に対す
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
業績予想の利用にあたっての注意事項等については、四半期決算短信〔添付資料〕P.3「（3）業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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当第１四半期累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の復興関連需要等により緩やかな回復基

調にあるものの、円高や欧州債務危機問題の長期化、電気料金の値上げや消費税増税問題等、依然とし

て先行き不透明な状況が続いております。 

 建設業界におきましては、東日本大震災の復興関連需要を除き、公共工事の減少や民間設備投資の低

迷等、依然として厳しい状況が続いております。 

このような状況の中、当社は前事業年度に設置した横浜支店の受注基盤の確立及び既存店におけるパ

ートナー（工務店等）との関係強化に取り組み、受注拡大を図って参りました。また、引き続き徹底し

た原価・施工管理と品質向上に努めるとともに、人材育成を積極的に行い、請負工事における業容拡大

やスケールメリットによる収益力の向上等も図って参りました。              

これらにより、当第１四半期累計期間における売上高は、269,376千円（前年同期比7.3％増）とな

り、営業損失は、事業拡大に備えた施工・営業社員の増員による人件費の増加等により1,907千円（前

年同期は営業利益15,065千円）、経常利益は、外国社債に関する有価証券利息2,738千円、支払利息

1,165千円の計上等により1,238千円（前年同期比54.5％減）となり、四半期純損失は、法人税等の計上

により1,490千円（前年同期は四半期純利益19千円）となりました。 

  

セグメント別の業績は以下のとおりであります。 

（ホームメイキャップ事業） 

ホームメイキャップ事業におきましては、ホームメイキャップ工法による内外装リフォーム工事等の

増加により売上高は238,167千円（前年同期比11.9％増）、セグメント利益は事業拡大に備えた施工・

営業社員の増員による人件費の増加等により23,285千円（前年同期比23.8％減）となりました。 

（建築工事業） 

建築工事業におきましては、新築及び改修工事等の増加により売上高は29,016千円（前年同期比

69.7％増）、セグメント利益は1,523千円（前年同期はセグメント損失370千円）となりました。 

（不動産事業） 

不動産事業におきましては、当第1四半期累計期間において不動産売買取引や不動産仲介取引等が発

生しなかったため、売上高及びセグメント利益の計上はありませんでした。 

（その他） 

加盟店関連事業等で構成されるその他の事業におきましては、売上高は、材料販売等の増加により

2,193千円（前年同期比591.7％増）、セグメント利益は869千円（前年同期はセグメント損失849千円）

となりました。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する定性的情報
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当第１四半期会計期間末における資産の部は、前事業年度末に比べ9,394千円増加し、1,147,191千円

となりました。これは主に、受取手形の29,437千円増加、投資有価証券の19,637千円増加、現金及び預

金の20,287千円減少、完成工事未収入金の43,542千円減少等によるものであります。 

負債の部は、前事業年度末に比べ3,568千円減少し、652,378千円となりました。これは主に、１年内

償還予定の社債の100,000千円減少、工事未払金の25,215千円減少、長期借入金の121,605千円増加等に

よるものであります。 

純資産の部は、前事業年度末に比べ12,963千円増加し、494,813千円となりました。これは主に、そ

の他有価証券評価差額金の14,453千円増加等によるものであります。 

  

平成24年７月12日に発表いたしました平成25年５月期業績予想につきましては、現時点において変更

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。 

  

該当事項はありません。 

  

  

（２）財政状態に関する定性的情報

（３）業績予想に関する定性的情報

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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４．四半期財務諸表
（１）四半期貸借対照表

（単位：千円）

前事業年度
(平成24年5月31日)

当第１四半期会計期間
(平成24年8月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 93,221 72,934

受取手形 33,290 62,728

完成工事未収入金 219,394 175,852

売掛金 274 1,972

原材料及び貯蔵品 24,091 26,103

未成工事支出金 32,271 41,004

仕掛販売用不動産 9,594 －

販売用不動産 4,036 14,638

その他 8,179 20,122

貸倒引当金 △4,584 △4,383

流動資産合計 419,771 410,973

固定資産

有形固定資産 116,503 115,260

無形固定資産 1,714 1,508

投資その他の資産

投資不動産 320,567 320,567

投資有価証券 219,380 239,018

その他 69,414 69,356

貸倒引当金 △9,554 △9,491

投資その他の資産合計 599,807 619,449

固定資産合計 718,025 736,218

資産合計 1,137,797 1,147,191

負債の部

流動負債

工事未払金 140,103 114,888

買掛金 15,025 17,494

短期借入金 50,000 50,000

1年内返済予定の長期借入金 36,820 56,013

1年内償還予定の社債 110,000 10,000

未払法人税等 19,334 842

完成工事補償引当金 37,367 39,031

その他 33,849 24,754

流動負債合計 442,500 313,025

固定負債

社債 30,000 30,000

長期借入金 173,009 294,615

資産除去債務 3,122 3,127

その他 7,314 11,610

固定負債合計 213,446 339,353

負債合計 655,946 652,378
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（単位：千円）

前事業年度
(平成24年5月31日)

当第１四半期会計期間
(平成24年8月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 185,012 185,012

資本剰余金 165,642 165,642

利益剰余金 136,191 134,700

株主資本合計 486,845 485,354

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △4,994 9,459

評価・換算差額等合計 △4,994 9,459

純資産合計 481,850 494,813

負債純資産合計 1,137,797 1,147,191
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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6月 1日 
至 平成23年8月31日)

当第１四半期累計期間
(自 平成24年6月 1日 
至 平成24年8月31日)

売上高 251,011 269,376

売上原価 169,972 201,299

売上総利益 81,038 68,077

販売費及び一般管理費 65,973 69,984

営業利益又は営業損失（△） 15,065 △1,907

営業外収益

デリバティブ評価益 10,129 －

不動産賃貸収入 4,574 956

有価証券利息 － 2,738

その他 934 1,114

営業外収益合計 15,638 4,810

営業外費用

為替差損 25,647 －

支払利息 1,871 1,165

その他 461 498

営業外費用合計 27,980 1,664

経常利益 2,723 1,238

税引前四半期純利益 2,723 1,238

法人税、住民税及び事業税 469 496

法人税等調整額 2,233 2,233

法人税等合計 2,703 2,729

四半期純利益又は四半期純損失（△） 19 △1,490
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該当事項はありません。 

  

Ⅰ  前第１四半期累計期間(自  平成23年６月１日  至  平成23年８月31日) 

１．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 

                                      （単位：千円） 

 
(注) 「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、加盟店関連事業等を含んでおりま

す。 

  

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期損益計算書計上額との差額及び当該差額の主

な内容(差異調整に関する事項) 

                                    （単位：千円） 

 
   (注) 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．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

 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

報告セグメント
その他 
（注）

合計
ホームメイキ
ャップ事業

建築工事業 不動産事業 小計

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

212,766 17,092 20,834 250,694 317 251,011

 (2) セグメント間の内部
   売上高又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 212,766 17,092 20,834 250,694 317 251,011

セグメント利益又は損失
（△）

30,577 △370 9,960 40,168 △849 39,318

利益 金額

報告セグメント計 40,168

「その他」の区分の損失 △849

全社費用（注） △24,253

四半期損益計算書の営業利益 15,065
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Ⅱ  当第１四半期累計期間(自  平成24年６月１日  至  平成24年８月31日) 

１．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 

                                      （単位：千円） 

 
(注) 「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、加盟店関連事業等を含んでおりま

す。 

  

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期損益計算書計上額との差額及び当該差額の主

な内容(差異調整に関する事項) 

                                    （単位：千円） 

 
   (注) 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．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

 該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

報告セグメント
その他 
（注）

合計
ホームメイキ
ャップ事業

建築工事業 不動産事業 小計

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

238,167 29,016 ― 267,183 2,193 269,376

 (2) セグメント間の内部
   売上高又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 238,167 29,016 ― 267,183 2,193 269,376

セグメント利益 23,285 1,523 ― 24,809 869 25,679

利益 金額

報告セグメント計 24,809

「その他」の区分の利益 869

全社費用（注） △27,586

四半期損益計算書の営業損失（△） △1,907

（５）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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