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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） 

(注)当社は、平成25年４月１日付で普通株式１株につき100株の株式分割を行っております。そのため、前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮
定して、「１株当たり四半期純利益」を算定しております。 

(2) 連結財政状態 

(注)当社は、平成25年４月１日付で普通株式１株につき100株の株式分割を行っております。そのため、前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮
定して、「１株当たり純資産」を算定しております。  

(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 2,426 13.5 263 97.6 258 104.1 156 136.1
25年3月期第2四半期 2,138 △11.3 133 △13.6 126 △9.9 66 △23.8

（注）包括利益 26年3月期第2四半期 137百万円 （170.5％） 25年3月期第2四半期 50百万円 （△41.6％）

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 77.92 ―
25年3月期第2四半期 33.00 ―

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

26年3月期第2四半期 5,068 2,827 55.8 1,405.11
25年3月期 5,434 2,740 50.4 1,361.83
（参考） 自己資本   26年3月期第2四半期  2,827百万円 25年3月期  2,740百万円

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  
（注）当社は、平成25年４月１日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。 

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 ― 0.00 ― 2,500.00 2,500.00
26年3月期 ― 0.00
26年3月期（予想） 0.00 25.00 25.00

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  
（注）当社は、平成25年４月１日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。 

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 5,000 10.4 325 2.8 310 2.2 180 3.1 89.46



(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） 

(注)当社は、平成25年４月１日付で普通株式１株につき100株の株式分割を行っております。そのため、前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われた
と仮定して、「期末発行済株式数（自己株式を含む）」及び「期中平均株式数」を算定しております。 

※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ますが、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レビュー手続は終了しております。 

※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２ページ「（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） 26年3月期2Q 2,012,000 株 25年3月期 2,012,000 株
② 期末自己株式数 26年3月期2Q ― 株 25年3月期 ― 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期2Q 2,012,000 株 25年3月期2Q 2,012,000 株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、金融政策の見直しにより円高が是正され株式市況

の回復から景気は緩やかに持ち直しつつあるものの、一方で円安の影響による原材料価格の高騰や、電

気料金の値上げなどによる景気下振れの懸念材料に加え、雇用・所得環境も厳しい状況であり、景気の

先行きについては依然として不透明感が払拭できない状況にあります。    

当社グループが属する不動産業界におきましては、引き続き低金利の住宅ローン等の後押しもあり比

較的堅調に推移しておりますが、同業者間の価格競争は依然として厳しい状況にあります。 

このような環境下、当社グループは「より良い家をより安く提供する」という経営理念の基に、地域

に密着し、高品質低価格な建売住宅を主幹事業として事業展開を図ってまいりました。 

当社グループの当第２四半期連結累計期間（平成25年４月１日～平成25年９月30日）の経営成績は、

建売住宅事業が消費税増税前の駆込み等の影響により売上を伸ばした結果、売上高2,426百万円（前年

同期比13.5％増）、営業利益263百万円（前年同期比97.6％増）、経常利益258百万円（前年同期比

104.1％増）、四半期純利益は156百万円（前年同期比136.1％増）となりました。 

  

（資産） 

 当第２四半期連結会計期間末における総資産は、5,068百万円となり前連結会計年度末に比べ366百万

円減少いたしました。 

 流動資産は、4,094百万円となり、前連結会計年度末に比べ352百万円減少いたしました。これは、現

金及び預金が25百万円増加いたしましたが、受取手形・完成工事未収入金が97百万円、たな卸資産が

226百万円減少したことなどによります。  

 固定資産は、973百万円となり、前連結会計年度末に比べ13百万円減少いたしました。これは、建物

及び構築物が８百万円、投資有価証券が８百万円減少したことなどによります。       

  

 （負債） 

 当第２四半期連結会計期間末における負債合計は、2,240百万円となり前連結会計年度末に比べ453百

万円減少いたしました。 

 流動負債は、1,294百万円となり、前連結会計年度末に比べ281百万円減少いたしました。これは、１

年内返済予定の長期借入金が38百万円増加いたしましたが、支払手形・工事未払金が175百万円、短期

借入金が125百万円、１年内償還予定の社債が36百万円減少したことなどによります。  

 固定負債は、945百万円となり、前連結会計年度末に比べ172百万円減少いたしました。これは、社債

が58百万円、長期借入金が114百万円減少したことによります。  

  

 （純資産） 

 当第２四半期連結会計期間末における純資産合計は、2,827百万円となり前連結会計年度末に比べ87

百万円増加いたしました。これは、四半期純利益156百万円の計上、配当金の支払額50百万円などによ

ります。 

  

現時点における今後の業績予想につきましては、平成25年５月14日に発表した数値を修正しておりま

せん。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）連結経営成績に関する定性的情報

（２）連結財政状態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
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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。 

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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 1,828,132 1,853,980

受取手形・完成工事未収入金 640,132 542,776

販売用不動産 837,014 644,952

仕掛販売用不動産 793,546 807,350

未成工事支出金 265,713 217,761

その他 88,857 36,008

貸倒引当金 △5,954 △8,129

流動資産合計 4,447,442 4,094,700

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 150,276 141,358

土地 482,922 482,922

その他（純額） 8,436 14,281

有形固定資産合計 641,635 638,562

無形固定資産   

のれん 9,392 9,001

電話加入権 127 127

無形固定資産合計 9,520 9,128

投資その他の資産   

投資有価証券 297,230 288,501

その他 47,601 45,542

貸倒引当金 △9,141 △8,387

投資その他の資産合計 335,690 325,656

固定資産合計 986,846 973,347

資産合計 5,434,289 5,068,047

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金 371,923 196,568

短期借入金 174,471 49,000

1年内返済予定の長期借入金 681,693 720,656

1年内償還予定の社債 158,000 122,000

未払法人税等 78,961 94,643

賞与引当金 5,728 6,785

完成工事補償引当金 2,304 2,353

その他 103,059 102,985

流動負債合計 1,576,142 1,294,993

固定負債   

社債 200,000 142,000

長期借入金 918,135 803,968

固定負債合計 1,118,135 945,968

負債合計 2,694,277 2,240,961
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(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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 578,800 578,800

資本剰余金 317,760 317,760

利益剰余金 1,845,123 1,951,599

株主資本合計 2,741,683 2,848,159

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △1,671 △21,073

その他の包括利益累計額合計 △1,671 △21,073

純資産合計 2,740,011 2,827,086

負債純資産合計 5,434,289 5,068,047
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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)

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 2,138,675 2,426,365

売上原価 1,792,581 1,934,898

売上総利益 346,094 491,467

販売費及び一般管理費   

役員報酬 27,276 24,924

給料及び手当 49,953 51,080

賞与引当金繰入額 3,264 3,642

法定福利費 10,668 10,968

販売手数料 23,141 23,455

広告宣伝費 21,844 21,973

租税公課 19,985 16,511

支払手数料 26,494 45,073

減価償却費 9,427 7,953

のれん償却額 391 391

その他 20,412 22,270

販売費及び一般管理費合計 212,860 228,244

営業利益 133,233 263,223

営業外収益   

受取利息 192 157

受取配当金 4,638 5,324

受取賃貸料 7,751 6,985

雑収入 782 1,078

営業外収益合計 13,364 13,546

営業外費用   

支払利息 13,847 13,717

支払保証料 2,689 1,679

雑支出 3,433 2,980

営業外費用合計 19,970 18,377

経常利益 126,628 258,392

特別損失   

投資有価証券評価損 11,287 －

投資有価証券償還損 3,163 －

特別損失合計 14,450 －

税金等調整前四半期純利益 112,178 258,392

法人税、住民税及び事業税 48,048 92,936

法人税等調整額 △2,270 8,678

法人税等合計 45,778 101,615

少数株主損益調整前四半期純利益 66,399 156,776

少数株主利益 － －

四半期純利益 66,399 156,776
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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)

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 66,399 156,776

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △15,616 △19,402

その他の包括利益合計 △15,616 △19,402

四半期包括利益 50,783 137,374

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 50,783 137,374

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）

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 112,178 258,392

減価償却費 11,756 10,492

のれん償却額 391 391

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,525 1,420

賞与引当金の増減額（△は減少） △215 1,057

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） △154 48

受取利息及び受取配当金 △4,830 △5,482

支払利息 13,847 13,717

投資有価証券評価損益（△は益） 11,287 －

投資有価証券償還損益（△は益） 3,163 －

売上債権の増減額（△は増加） △297,018 97,355

たな卸資産の増減額（△は増加） 102,776 226,210

仕入債務の増減額（△は減少） 227,279 △175,355

前渡金の増減額（△は増加） 9,160 41,150

前受金の増減額（△は減少） 422 △2,959

未成工事受入金の増減額（△は減少） 2,857 20,401

その他 △20,142 △10,359

小計 174,283 476,481

利息及び配当金の受取額 4,830 5,482

利息の支払額 △13,881 △15,824

法人税等の支払額 △111,185 △77,356

営業活動によるキャッシュ・フロー 54,046 388,783

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △57,423 △70,974

定期預金の払戻による収入 114,362 80,372

投資有価証券の取得による支出 △11,526 △11,580

投資有価証券の償還による収入 5,669 －

有形固定資産の取得による支出 － △7,664

出資金の売却による収入 200 －

保険積立金の積立による支出 △290 △1,162

長期貸付金の回収による収入 446 102

その他 1,890 2,267

投資活動によるキャッシュ・フロー 53,328 △8,640

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） △64,000 △125,471

長期借入れによる収入 301,000 335,700

長期借入金の返済による支出 △302,766 △410,904

社債の償還による支出 △110,600 △94,000

配当金の支払額 △50,216 △50,221

財務活動によるキャッシュ・フロー △226,582 △344,897

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,088 －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △120,295 35,245

現金及び現金同等物の期首残高 1,239,873 1,566,959

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,119,577 1,602,205
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 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。  

（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）
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