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1.  平成26年3月期第2四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年9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 ％

26年3月期第2四半期 39,695 22.0 2,713 35.6 2,697 36.4 1,646 35.9
25年3月期第2四半期 32,537 △8.8 2,001 △26.1 1,977 △26.9 1,211 △23.2

（注）包括利益 26年3月期第2四半期 1,615百万円 （38.9％） 25年3月期第2四半期 1,163百万円 （△28.2％）

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

26年3月期第2四半期 46.09 45.84
25年3月期第2四半期 34.23 34.14

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第2四半期 78,974 23,134 29.3
25年3月期 76,926 21,761 28.2
（参考） 自己資本   26年3月期第2四半期  23,115百万円 25年3月期  21,727百万円

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

25年3月期 ― 10.00 ― 10.00 20.00
26年3月期 ― 13.00
26年3月期（予想） ― 13.00 26.00

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26年 3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   

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 80,000 21.1 5,400 41.8 5,300 40.9 3,240 42.8 90.45
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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（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きまして、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は終了しておりません。 

※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きましては、四半期決算短信【添付資料】「１．当四半期決算に関する定性的情報 （３）連結業績予想などの将
来予測情報に関する説明」をご覧ください。 
（決算補足説明資料及び決算説明会内容の入手方法について） 
 決算補足説明資料はＴＤｎｅｔで同日開示するとともに、当社ホームページに掲載いたしております。 また、当社は、機関投資家及び個人投資家向け決算説明
会を開催する予定です。この決算説明会の詳細につきましては、当社ホームページに掲載いたしております。 

※  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） 26年3月期2Q 36,849,912 株 25年3月期 36,849,912 株
② 期末自己株式数 26年3月期2Q 1,029,868 株 25年3月期 1,320,868 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期2Q 35,724,044 株 25年3月期2Q 35,388,903 株
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（１）経営成績に関する説明 

 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府主導による経済政策や金融緩和政策による円安株高が進

行し、輸出関連企業を中心に企業収益が回復し、景気は回復基調となりました。 

 不動産業界におきましては、超低金利の住宅ローンの後押しと消費税増税前の駆け込み需要もあって分譲マンシ

ョン販売を中心に住宅販売が好調に推移しました。 

 当社グループ（当社及び連結子会社）におきましては、各事業セグメントの受注契約高は好調に推移し39,798百

万円（前年同期は30,166百万円）となり、前年同期を大きく上回りました。また、主として中古住宅の受注・引渡

しが当初予想に比べ大きく伸びたことから、当第２四半期連結累計期間の経常利益・四半期純利益とも順調な進捗

状況となりました。 

 なお、当第２四半期連結累計期間の計画値と実績は以下のとおりであります。 

セグメントの業績は、次のとおりであります。 

 分譲住宅セグメントにおいては、当第２四半期連結累計期間の自由設計住宅の受注契約戸数は309戸（前年同期

は329戸）と微減となりましたが、分譲マンションの受注契約戸数は269戸（前年同期は163戸）と大幅に増加しま

した。以上の結果、当セグメントの受注契約高は19,027百万円（前年同期比20.7％増）となりました。収益面にお

きましても、分譲マンションの引渡しが前年同期はありませんでしたが、当第２四半期連結累計期間中に224戸引

渡し、当セグメントの売上高は18,668百万円（前年同期比81.5％増）を計上し、セグメント利益は2,010百万円

（前年同期比218.1％増）となり大幅に増加いたしました。 

 住宅流通セグメントにおいては、中古住宅の仕入れが回復傾向となり、受注契約戸数が634戸（前年同期は508

戸）となり、受注契約高は12,576百万円（前年同期比22.2％増）となりました。売上高は12,348百万円（前年同期

比14.0％増）となり、セグメント利益は390百万円（前年同期比50.1％増）となりました。 

 土地有効活用セグメントにおいては、「フジパレスシニア」（低賃料タイプサービス付き高齢者向け住宅）及び

「個人投資家向け一棟売賃貸マンション」の受注が好調に推移し、受注契約高は7,633百万円（前年同期比106.0％

増）と大幅に増加しました。一方、売上高は前連結会計年度前半の低調な受注状況を反映し、3,663百万円（前年

同期比48.0％減）となり、セグメント利益は446百万円（前年同期比65.8％減）となりました。 

 賃貸及び管理セグメントにおいては、主として土地有効活用事業にリンクした賃貸物件及び管理物件の取扱い件

数が増加したことと、第１四半期連結会計期間より新たに開始しました中古住宅アセット事業が軌道に乗ったこと

により、当セグメントの売上高は4,720百万円（前年同期比13.3％増）となり、セグメント利益は285百万円（前年

同期比17.1％増）となりました。 

 注文住宅セグメントにおいては、当第２四半期連結累計期間の引渡し戸数は13戸（前年同期９戸）、売上高は

294百万円（前年同期比41.5％増）を計上しましたが、受注経費の増加を補い切れず、セグメント損失３百万円

（前年同期はセグメント損失25百万円）となりました。 

 以上の結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高は 百万円（前年同期比22.0％増）となり、営業

利益は 百万円（前年同期比35.6％増）、経常利益は 百万円（前年同期比36.4％増）、四半期純利益は

百万円（前年同期比35.9％増）となりました。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

   
当第２四半期連結累計期間 

差 異 
計 画 実 績 

売 上 高  (百万円)  36,700  39,695 ％増 8.2

営 業 利 益  (百万円)  2,250  2,713 ％増 20.6

経 常 利 益  (百万円)  2,200  2,697 ％増 22.6

四 半 期 純 利 益  (百万円)  1,330  1,646 ％増 23.8

39,695

2,713 2,697

1,646



※第２四半期における損益の特徴 

 不動産業界におきましては、一般に、マンション・住宅等の引渡し(売上計上)時期は第４四半期、特に３月に集

中する傾向があります。当社グループは、不動産販売事業における戸建住宅を中心とした引渡し時期の平準化に努

めており、平成26年３月期におきましては、当第２四半期連結累計期間実績の年間売上予想に対する実績進捗率は

49.6％となりました。 

 なお、通期予想に対する当第２四半期連結累計期間の実績は以下のとおりであります。 

    

（２）財政状態に関する説明 

 当第２四半期連結会計期間末における総資産は 百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,048百万円増加

しました。 

 流動資産は 百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,180百万円の増加となりました。これは主として、

現金及び預金の減少額974百万円及びたな卸資産の増加額2,102百万円を反映したものであります。固定資産は

百万円となり、前連結会計年度末に比べ867百万円増加しました。これは主として、有形固定資産の増加額

911百万円及び投資その他の資産の減少額48百万円を反映したものであります。 

 流動負債は 百万円となり、前連結会計年度末に比べ892百万円の増加となりました。これは主として、支

払手形・工事未払金の増加額1,357百万円、未払法人税等の増加額715百万円及び前受金の増加額494百万円並びに

短期借入金の減少額1,538百万円を反映したものであります。固定負債は 百万円となり、前連結会計年度末

に比べ216百万円の減少となりました。これは主として、社債の償還による減少額260百万円及び長期借入金の増加

額43百万円を反映したものであります。 

 純資産は 百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,372百万円の増加となりました。これは、配当金の支

払による減少額355百万円、その他有価証券評価差額金の減少額31百万円及び四半期純利益の計上による増加額

1,646百万円を反映したものであります。自己資本比率は、前連結会計年度末の28.2％から29.3％と上昇する結果

となりました。 

〈キャッシュ・フローの状況〉  

 当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比べ

974百万円減少し、 百万円（前年同四半期末残高 百万円）となりました。 

 当第２四半期連結累計期間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とおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動により得られた資金は 百万円（前年同期は1,841百万円の使用）となりました。これは主に、税

金等調整前四半期純利益 百万円、仕入債務の増加額 百万円及びその他債務の増加額 百万円等によ

る資金の増加と、たな卸資産の増加額 百万円及び法人税等の支払額 百万円等による資金の減少を反映し

たものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動により使用した資金は 百万円（前年同期172百万円の使用）となりました。これは主に、有形固定

資産の取得による支出 百万円及び無形固定資産の取得による支出 百万円等によるの資金の減少と有形固定

資産の売却による収入 百万円等による資金の増加を反映したものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動により使用した資金は 百万円（前年同期は2,158百万円の獲得）となりました。これは主に、短

期借入金・長期借入金の純減少額 百万円、社債の償還による支出 百万円及び配当金の支払額 百万円

等による資金の減少を反映したものであります。 

    
通期予想 

（平成25年４月30日公表）
当第２四半期 
連結累計期間 

進捗率 

売 上 高 (百万円)  80,000  39,695 ％ 49.6

営 業 利 益 (百万円)  5,400  2,713 ％ 50.2

経 常 利 益 (百万円)  5,300  2,697 ％ 50.9

四半期（当期）純利益 (百万円)  3,240  1,646 ％ 50.8

78,974

70,700

8,274

29,511

26,328

23,134

9,557 9,894

1,967

2,695 1,357 464

2,359 237

838

840 23

26

2,103

1,495 360 355



（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 連結業績予想につきましては、当第２四半期連結累計期間の連結業績は売上高においても利益面においても予想

を上回る業績結果となりました。期の後半におきましては、消費増税駆け込み需要の反動や資材価格、労務費の上

昇などの不安定要素もあり、今後の見通しにつきましては引続き検討を行い、業績予想に関して修正の必要が生じ

た場合には、速やかに開示する予定であります。 

（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。 

  

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項



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25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 10,532,353 9,557,957

完成工事未収入金 97,270 143,421

販売用不動産 12,877,560 15,686,201

仕掛販売用不動産 15,577,168 18,616,715

開発用不動産 29,001,903 25,231,243

未成工事支出金 96,260 121,451

貯蔵品 30,721 30,369

繰延税金資産 385,602 317,995

その他 982,788 1,062,023

貸倒引当金 △62,301 △67,220

流動資産合計 69,519,329 70,700,158

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,655,675 2,978,183

機械装置及び運搬具（純額） 0 0

工具、器具及び備品（純額） 124,960 115,262

土地 3,458,310 4,054,015

リース資産（純額） 16,484 15,438

建設仮勘定 － 4,220

有形固定資産合計 6,255,432 7,167,119

無形固定資産 33,477 37,812

投資その他の資産   

投資有価証券 556,580 525,949

長期貸付金 100,558 98,139

繰延税金資産 31,914 1,190

その他 430,647 446,109

貸倒引当金 △1,570 △1,570

投資その他の資産合計 1,118,130 1,069,819

固定資産合計 7,407,039 8,274,751

資産合計 76,926,369 78,974,909



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金 2,746,405 4,103,530

短期借入金 17,903,150 16,364,300

1年内償還予定の社債 720,000 620,000

リース債務 8,773 7,504

未払法人税等 263,875 979,147

前受金 4,410,318 4,905,250

賞与引当金 158,220 152,600

その他 2,408,139 2,379,093

流動負債合計 28,618,882 29,511,425

固定負債   

社債 780,000 520,000

長期借入金 25,524,300 25,567,450

リース債務 8,536 8,767

再評価に係る繰延税金負債 61,778 61,778

その他 170,950 170,950

固定負債合計 26,545,564 26,328,945

負債合計 55,164,446 55,840,370

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,872,064 4,872,064

資本剰余金 5,475,693 5,515,412

利益剰余金 11,795,287 13,086,380

自己株式 △396,928 △309,480

株主資本合計 21,746,115 23,164,376

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △85,516 △116,610

土地再評価差額金 67,373 67,373

その他の包括利益累計額合計 △18,143 △49,237

新株予約権 33,950 19,400

純資産合計 21,761,922 23,134,539

負債純資産合計 76,926,369 78,974,909



（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）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

売上高 32,537,207 39,695,145

売上原価 26,441,466 32,378,622

売上総利益 6,095,740 7,316,523

販売費及び一般管理費   

販売手数料 488,453 557,750

広告宣伝費 861,390 1,003,992

販売促進費 48,736 54,260

給料及び賞与 1,162,208 1,296,104

貸倒引当金繰入額 8,097 11,194

賞与引当金繰入額 92,844 83,713

事業税 26,200 29,800

消費税等 90,999 139,134

減価償却費 37,626 37,936

賃借料 170,592 185,552

その他 1,107,537 1,203,903

販売費及び一般管理費合計 4,094,687 4,603,341

営業利益 2,001,052 2,713,181

営業外収益   

受取利息 1,338 1,228

受取配当金 10,916 12,888

受取手数料 85,620 91,357

違約金収入 7,234 13,588

その他 26,104 32,154

営業外収益合計 131,214 151,218

営業外費用   

支払利息 140,291 156,091

その他 13,992 11,100

営業外費用合計 154,284 167,192

経常利益 1,977,982 2,697,207

特別利益   

固定資産売却益 － 192

特別利益合計 － 192

特別損失   

固定資産除却損 113 1,957

特別損失合計 113 1,957

税金等調整前四半期純利益 1,977,868 2,695,441

法人税、住民税及び事業税 716,100 951,300

法人税等調整額 50,428 97,758

法人税等合計 766,528 1,049,058

少数株主損益調整前四半期純利益 1,211,340 1,646,383

少数株主利益 － －

四半期純利益 1,211,340 1,646,383



（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）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,211,340 1,646,383

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △48,248 △31,093

その他の包括利益合計 △48,248 △31,093

四半期包括利益 1,163,091 1,615,289

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,163,091 1,615,289

少数株主に係る四半期包括利益 － －



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９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利益 1,977,868 2,695,441

減価償却費 136,028 151,825

有形固定資産売却損益（△は益） － △192

有形固定資産除却損 113 1,957

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3,380 4,919

賞与引当金の増減額（△は減少） 6,640 △5,620

受取利息及び受取配当金 △12,255 △14,117

支払利息 140,291 156,091

売上債権の増減額（△は増加） △93,621 △46,151

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,679,126 △2,359,799

その他の流動資産の増減額（△は増加） 59,132 △77,215

仕入債務の増減額（△は減少） 458,164 1,357,125

その他債務の増減額(△は減少) △573,671 464,936

その他 2,027 26,275

小計 △575,025 2,355,478

利息及び配当金の受取額 12,255 14,117

利息の支払額 △143,387 △164,517

法人税等の支払額 △1,135,593 △237,368

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,841,751 1,967,709

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △166,443 △840,916

有形固定資産の売却による収入 － 26,497

無形固定資産の取得による支出 △5,659 △23,753

貸付金の回収による収入 2,536 2,418

その他 △2,672 △3,236

投資活動によるキャッシュ・フロー △172,239 △838,990

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 1,251,400 1,234,000

長期借入れによる収入 8,165,000 8,268,850

長期借入金の返済による支出 △6,507,700 △10,998,550

社債の償還による支出 △360,000 △360,000

自己株式の売却による収入 4,063 112,617

リース債務の返済による支出 △4,810 △4,741

配当金の支払額 △389,218 △355,290

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,158,733 △2,103,115

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 144,743 △974,396

現金及び現金同等物の期首残高 9,749,597 10,532,353

現金及び現金同等物の四半期末残高 9,894,340 9,557,957



 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

〔セグメント情報〕 

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年９月30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 

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連結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） 

 （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。 

  

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自平成25年４月１日 至平成25年９月30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 

（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（セグメント情報等）

  （単位：千円）

  
報告セグメント

合計

分譲住宅 住宅流通 土地有効活用 賃貸及び管理 注文住宅 

売上高             

外部顧客への売上高  10,284,169  10,835,223  7,042,491  4,167,459  207,863  32,537,207

セグメント間の内部売上高 
又は振替高 

 －  －  －  －  －  －

計  10,284,169  10,835,223  7,042,491  4,167,459  207,863  32,537,207

セグメント利益又は損失（△）  632,118  259,952  1,303,206  244,061  △25,940  2,413,399

  （単位：千円）

利益 金額 

報告セグメント計  2,413,399

セグメント間取引消去  27,500

全社費用（注）  △439,846

四半期連結損益計算書の営業利益  2,001,052

  （単位：千円）

  
報告セグメント

合計

分譲住宅 住宅流通 土地有効活用 賃貸及び管理 注文住宅 

売上高             

外部顧客への売上高  18,668,859  12,348,252  3,663,079  4,720,810  294,143  39,695,145

セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

 －  －  －  －  －  －

計  18,668,859  12,348,252  3,663,079  4,720,810  294,143  39,695,145

セグメント利益又は損失（△）  2,010,464  390,315  446,218  285,856  △3,901  3,128,953



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連結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） 

 （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。 

  

  （単位：千円）

利益 金額   

報告セグメント計  3,128,953

セグメント間取引消去  33,100

全社費用（注）  △448,872

四半期連結損益計算書の営業利益  2,713,181

（重要な後発事象）



（１）経営管理上重要な指標 

 当社グループは、経営体質の安定化のための不動産の在庫量をコントロールする３つの指標値を目標設定いたしま

した。当指標の実績数値（通期予想）は、次のとおりとなっております。 

※通期業績予想に基づく数値であります。 

（注）１．売上高に対する在庫の量をコントロールする指標：たな卸不動産/不動産売上高 

   ２．在庫に対する有利子負債の額をコントロールする指標：有利子負債/たな卸不動産 

   ３．純資産額に対する在庫の金額をコントロールする指標：たな卸不動産/純資産 

  

（２）販売及び契約の状況 

① セグメント別連結売上高 

 （注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。  

２．住宅流通事業セグメントの「土地販売等」は、土地販売及び仲介手数料収入であります。  

  

４．補足情報

在庫量の指標 目標倍率 平成25年３月期実績 当第２四半期実績 

たな卸不動産/不動産売上高（注）１ １倍以下 1.14倍 0.92倍 ※ 

有利子負債/たな卸不動産 （注）２ 0.8倍以下 0.78倍 0.72倍 

たな卸不動産/純資産   （注）３ ２倍以下 2.64倍 2.58倍 

セグメントの名称 

前第２四半期連結累計期間 
（自 平成24年４月１日 
至 平成24年９月30日） 

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成25年４月１日 
至 平成25年９月30日） 

数量 金額（千円） 数量 金額（千円） 

分譲住宅  

自由設計住宅 戸 303  10,284,169 戸 325  12,441,564

分譲マンション 戸 －  － 戸 224  5,464,995

土地販売 ㎡ －  － ㎡ 5,301  762,298

  計 
戸 

㎡ 

303

－
 10,284,169

戸 

㎡ 

549

5,301
 18,668,859

住宅流通  

中古住宅 戸 547  8,474,713 戸 636  10,099,066

建売住宅 戸 90  2,321,379 戸 85  2,200,186

土地販売等 ㎡ 792  39,130 ㎡ 558  48,999

  計 
戸 

㎡ 

637

792
 10,835,223

戸 

㎡ 

721

558
 12,348,252

土地有効活用  

賃貸住宅等建築請負 ―  4,378,126 ―  2,456,393

個人投資家向け一棟売賃貸マンション ―  2,664,364 ―  1,206,686

  計 ―  7,042,491 ―  3,663,079

賃貸及び管理 ―  4,167,459 ―  4,720,810

注文住宅       

注文住宅建築請負 戸 9  192,397 戸 13  294,143

リフォーム工事請負 件 28  15,465 件 －  －

  計 
戸 

件 

9

28
 207,863

戸 

件 

13

－
 294,143

合計 

戸 

㎡ 

件 

949

792

28

 32,537,207

戸 

㎡ 

件 

1,283

5,859

－

 39,695,145



② セグメント別販売契約実績 

（注）１．期中契約高に記載された金額は、期中契約高と期中解約高を純額表示しております。 

２．個人投資家向け一棟売賃貸マンションの数量欄の「Ｆ」は一棟のうちのフロア単位で販売契約した数量を示

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。 

 （参考）  

通期セグメント別連結売上高予想 

  

セグメントの名称 

前第２四半期連結累計期間
（自 平成24年４月１日 
至 平成24年９月30日） 

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成25年４月１日 
至 平成25年９月30日） 

期中契約高 期末契約残高 期中契約高 期末契約残高

数量 金額（千円） 数量 金額（千円） 数量 金額（千円） 数量 金額（千円）

分譲住宅                 

自由設計住宅 329戸 11,754,243 518戸 18,003,924 309戸  11,954,849 534戸 20,391,746

分譲マンション 163戸 4,007,265 192戸 4,728,235 269戸  6,679,095 357戸 8,850,457

土地販売 －㎡ － －㎡ － 2,274㎡  393,911 1,928㎡ 381,152

  計 
492戸 
－㎡ 15,761,508

710戸
－㎡

22,732,159
578戸

2,274㎡
 19,027,855

891戸 
1,928㎡ 29,623,356

住宅流通                 

中古住宅 508戸 7,924,338 107戸 1,736,474 634戸  10,182,432 134戸 2,246,590

建売住宅  88戸 2,325,233 37戸 1,002,450 88戸  2,351,916 43戸 1,191,937

土地販売等 792㎡ 39,130 －㎡ － 353㎡  42,599 122㎡ 17,400

  計 
596戸 
792㎡ 10,288,702

144戸
－㎡

2,738,924
722戸
353㎡

 12,576,948
177戸 
122㎡ 3,455,927

土地有効活用                 

賃貸住宅等建築請負 14件 1,825,222 ― 5,946,839 43件  4,888,056 ― 8,041,396

個人投資家向け一棟売賃貸
マンション 

12棟 
6Ｆ 1,879,995 ― 931,710 26棟

－Ｆ
 2,745,579 ― 2,283,000

  計 
14件 
12棟 
6Ｆ 

3,705,218 ― 6,878,549
43件
26棟
－Ｆ

 7,633,636 ― 10,324,396

注文住宅          

注文住宅建築請負 18戸 400,850 23戸 484,507 25戸  559,859 37戸 811,778

リフォーム工事請負 22件 10,051 －件 － －件  － －件 －

  計 
18戸 
22件 410,902

23戸
－件

484,507
25戸
－件

 559,859
37戸 
－件 811,778

合計 

1,106戸 
792㎡ 
36件 
12棟 
6Ｆ 

30,166,331
877戸
－㎡
－件

32,834,141

1,325戸
2,626㎡

43件
26棟
－Ｆ

 39,798,300
1,105戸 
2,050㎡ 

－Ｆ 
44,215,459

区分 

通期予想 
（自 平成25年４月１日 
至 平成26年３月31日） 

数量 金額（百万円） 構成比（％） 

分譲住宅      

自由設計住宅 戸 760  29,357  36.7

分譲マンション 戸 470  12,032  15.0

小計  戸 1,230  41,389  51.7

住宅流通    

中古住宅 戸 1,000  15,500  19.4

建売住宅等 戸 190  5,030  6.3

小計  戸 1,190  20,530  25.7

土地有効活用   －  8,187  10.2

賃貸及び管理   －  9,314  11.7

注文住宅   －  580  0.7

合計 戸  2,420  80,000  100.0
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