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（1）経営成績に関する分析 

当連結会計年度におけるわが国経済は、東日本大震災の影響が残るものの、復興需要を背景として、生産、企業

収益に一部回復の兆しが見え、また年末の政権交代以降は新政権の経済対策への期待感から円安、株高の傾向が顕

著となり、デフレ脱却への期待感が高まる中、経済活動は徐々に回復しつつあります。しかしながら、雇用・所得

環境は改善の見通しが掴みにくい状況で推移し、今後においては、消費税増税政策などもあり消費の先行きにも不

透明感が残る状況のまま推移いたしました。 

建設・不動産業界につきましては、住宅エコポイント制度や低金利政策等各種の住宅取得促進施策が継続され、

新設住宅着工戸数も３年連続の増加となり、地価の下落傾向も底打ち感が現れるなど回復の兆しが見えてまいりま

した。また、平成25年度税制改正大綱では、住宅ローン減税政策の延長・拡充の方針が打ち出され市況の活性化が

期待されますが、消費税増税に向けた短期的な供給量の増加も予想され、在庫リスクも高まっております。 

このような状況のもと、当社グループは、「高品質な住宅の供給と収益の安定的な確保を可能とする企業体質へ

の転換」を目標に、「商品ブランド力の向上」と「当社知名度の向上」を掲げ、地域に密着した営業展開を行うと

ともに、主力事業である分譲住宅事業および法人企業からの高い品質基準の受注とのバランスを取りながら事業を

推進することで、安定的な生産量と収益基盤の確保に努めてまいりました。また、一層の業務の効率化、生産コス

トの低減、並びに販売費及び一般管理費の削減などにも引き続き取り組んでまいりました。 

しかしながら、当連結会計年度におきましては、事業スケジュールの短縮を図り、平成24年３月期より繰り越し

た物件等の販売価格の見直しを行いながら早期完売に努め、平成26年３月期の売上予定の一部物件を当期に前倒し

て販売を行うなどの施策を実施いたしましたが、集客等の効果が中々得られず販売目標棟数を達成するには至りま

せんでした。 

また、当社は平成26年３月期を初年度とする中期経営計画の達成に掲げた施策の早期実現に向け、100％出資子

会社である細田資材流通株式会社を吸収合併し、また、東京都渋谷区宇田川町の収益不動産並びに社宅・賃貸物件

等の固定資産の売却並びに希望退職者の募集などを実施したことで事業構造の改善に係る多くの費用を計上したた

め、当連結会計年度においては大幅な損失を計上することとなりました。 

その結果、当連結会計年度の売上高は222億６千８百万円（前連結会計年度比37.5%増）、営業損失は10億８千万

円（前連結会計年度は３億１千４百万円の営業損失）、経常損失は15億９千万円（前連結会計年度は８億２千８百

万円の経常損失）、当期純損失は14億７千８百万円（前連結会計年度は９億１千万円の当期純損失）となりまし

た。 

セグメントの業績は次のとおりであります。 

（イ）建設事業 

  建設事業におきましては、新設住宅着工戸数は回復の兆しがあるものの、厳しい受注環境が続く中、主力とな

る法人受注につきましては、施工量の確保と利益率の向上に努めてまいりました。そのような状況において、当

社の設計、施工力の評価をいただいたことで、「プラウドシーズン富士見ヶ丘 ガーデンテラス」（東京都世田

谷区・野村不動産株式会社）、「永福町リファインドヒルズ」（東京都杉並区・新日鉄興和不動産株式会社）等

の受注を完成工事高に計上することができました。 

 また、個人受注につきましては、本社周辺を 重点エリアと設定し、分譲住宅のモデルハウスを活用した「住

いの構造見学会」や各種セミナーを開催し、「都市型３階建ての家」や「15坪からの都市型住宅」などの提案型

商品の販売を推進してまいりました。 

 リフォーム受注につきましては、本社ならびに各拠点を中心に「耐震診断セミナー」や「リフォーム展」など

の各種イベントを積極的に開催するとともに、当社の住宅にお住いいただいているご入居者に対し、ご入居後10

年以内に点検・補修工事を行うことで、さらに10年間長期保証期間が延長される「保証延長工事」の受注拡大に

努めてまいりました。 

 また、「家と暮らしの相談所 細田工務店パールセンター館」（東京都杉並区）では、主に個人受注、リフォ

ーム受注を中心に需要の掘り起こしに努めてまいりました。 

 これらにより、建設事業の売上高は66億３千９百万円（前連結会計年度比11.1%増）、営業損失は９千５百万

円（前連結会計年度は２億円の営業損失）となりました。 

（ロ）不動産事業 

 不動産事業におきましては、戸建分譲事業では、継続分譲の「グローイングシティ成田はなのき台」（千葉県

成田市）などに加え、本社を拠点とした杉並エリアでは、「グローイングスクエア西荻北二丁目」（東京都杉並

区）、「グローイングスクエア浜田山グランデ」（東京都杉並区）、多摩エリアでは「グローイングスクエア成

城学園前」（東京都調布市）、「グローイングスクエア調布つつじヶ丘」（東京都調布市）、「グローイングス

クエア狛江」（東京都狛江市）、神奈川エリアでは、「グローイングスクエア横浜・洋光台Ⅰ」、「グローイン

グスクエア横浜・洋光台Ⅱ」（神奈川県横浜市）など、分譲エリアをまとめ計画的な販売を進めることにより、
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エリア内での知名度の向上と効果的な販売促進に努めてまいりました。 

 また、当社の販売エリアである東北地域につきましては、当社継続分譲の「グローイングタウン高野原」（宮

城県仙台市）をはじめ、宮城県住宅供給公社と「将監ニュータウン」（宮城県仙台市）および「愛島（めでし

ま）東部ニュータウン・愛の杜」(宮城県名取市）などにおいて共同事業を展開し、被災された方々や住宅をご

検討中のお客様へ優良な住宅の供給に努めてまいりました。 

 その他に、分譲事業に係わる部署を分譲住宅部門として統合し、用地の取得から商品企画、販売計画、販売ま

での業務を一元化し、変化の著しい分譲住宅の市場での早い意思決定を行うとともに、商品力の向上や集客の増

大、並びに業務の効率化に努め売上・収益の向上に取り組んでまいりました。また、前期繰越物件の早期完売や

事業スケジュールの短縮などの業務の効率化、および法人提携先への紹介依頼活動や各種集客イベントの開催な

どの施策を実施いたしましたが、販売予定棟数を完売するには至りませんでした。なお、法人提携事業では、相

互住宅株式会社との共同事業による「成田はなのき台」（千葉県成田市）を継続的に分譲してまいりました。 

 一方、収益不動産事業におきましては、「D-ASSET千葉中央ビル」（千葉県千葉市）および東京都渋谷区宇田

川町の土地を売却し、これにより全ての収益不動産の売却を完了いたしました。 

 これらにより、賃貸収入や販売手数料などを加えた不動産事業の売上高は153億４千９百万円（前連結会計年

度比54.8%増）、営業損失は６億３千９百万円（前連結会計年度は２億７千１百万円の営業利益）となりまし

た。 

（ハ）その他事業 

 その他事業は、当社顧客に対する金銭の貸付業務や美容室の店舗運営などでありますが、平成24年９月、当社

の連結子会社である細田住宅管理株式会社の子会社であったピュア企画株式会社の全株式を売却したことによ

り、美容室の店舗運営事業は終結いたしました。 

 これにより、売上高は２億８千万円（前連結会計年度比24.5%減）、営業利益は２千６百万円（前連結会計年

度比75.5%増）となりました。 

（次期の見通し） 

 近年の住宅市場を取り巻く国内外の経済環境は、欧州債務危機や新興国の景気減速、歴史的な円高基調と東日本

大震災の発生を受けて低調に推移し、雇用情勢や所得環境の先行きを不安視する顧客の住宅購入マインドは低下し

ておりました。 

 目下のところ新政権による金融緩和と米国の景気回復を期待した円安が進み日経平均株価は上昇基調であり、各

種住宅取得促進政策にも期待感が高まり新設住宅着工戸数も増加基調にあります。しかしながら、平成26年４月以

降に段階的に始まる消費税増税等による国内景気の先行きの不安感、並びに分譲住宅の供給量増加に伴う販売価格

の推移など、予断を許さない状況は今後も続くものと予想されます。 

 このような状況下において当社グループは、平成26年３月期を初年度とする「中期経営計画」を策定し、200億

円規模の売上高でも利益の出る体制作りを目指してまいります。平成25年３月期では、ノンコア資産を売却し財務

体質の改善を行うとともに、希望退職者の募集を行いコスト構造の適正化を実施いたしました。 

 平成26年３月期では、不動産事業におきましては、平成25年３月期より繰り越しました分譲住宅の早期販売に努

めるとともに、事業スケジュールの管理を徹底し高い利益確保を目指し、新規事業用地を厳選して取得し安定供給

が出来る体制作りを進め、さらなる生産コスト並びに販売費の圧縮を実施してまいります。 

 また、建設事業におきましては、法人受注は着工量並びに着工スケジュールの管理を徹底して生産コストの圧縮

に努めるとともに、新規法人の開拓を行い受注の拡大を図ることにより収益の向上を目指してまいります。 

 個人受注・リフォーム受注におきましては、お客様に当社商品の理解をより深めていただくために、本社（東京

都杉並区）の１階および２階をショールーム化するための改装を行い、集客率並びに契約率の向上を図ってまいり

ます。 

 平成26年３月期より、営業に係わる部署を営業本部、生産に係わる部署を生産本部、そして管理に係わる部署を

管理本部として集約し、各本部間の連携並びに業務の効率化を図り、合わせて販売費及び一般管理費の節減を実施

することで売上・収益の向上を目指してまいります。また、業績の改善を進めると同時に企業体質の強化も図って

まいります。 

 これらの施策を実行することで、平成26年３月期の連結業績予想については、売上高209億２千７百万円、営業

利益４億９千８百万円、経常利益１億６千３百万円となる見込みです。 
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（2）財政状態に関する分析 

  ①資産、負債及び純資産の状況  

当連結会計年度における総資産は189億９千６百万円となり、前連結会計年度（以下「前年度」という。）と比

較して63億９千５百万円の減少となりました。流動資産は、170億８千１百万円となり、前年度と比較して39億４

千９百万円減少いたしました。これは主に、販売用不動産等たな卸資産が39億５千１百万円減少したことによるも

のであります。固定資産は19億１千４百万円となり、前年度と比較して24億４千６百万円減少いたしました。これ

は主に、土地が17億８千１百万円、建物及び構築物が６億２千万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138億６千１百万円となり、前年度と比較して49億２千４百万円の減少となり

ました。これは主に、短期借入金、長期借入金及び１年内償還予定の社債の合計が55億６千８百万円減少したこと

によるものであります。  

また、純資産は、51億３千４百万円となり、前年度と比較して14億７千１百万円の減少となりました。これは主

に、利益剰余金が11億５千７百万円減少し、土地再評価差額金が３億２千万円減少したことによるものでありま

す。この結果、自己資本比率は27.0％となりました。  

②キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度における税金等調整前当期純損失は17億６千３百万円（前連結会計年度（以下「前年度」とい

う。）は８億７千４百万円の税金等調整前当期純損失）となり、当連結会計年度末の現金及び現金同等物（以下

「資金」という。）は19億１千５百万円で前年度末と比較して３億９千６百万円の増加となりました。 

当連結会計年度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通りであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果、増加した資金は33億１千２百万円（前年度は46億９千８百万円の使用）となりました。これは

主に、たな卸資産を売却したことによる収入であります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果、増加した資金は25億７千４百万円（前年度は６千６百万円の使用）となりました。これは主

に、有形固定資産の売却による収入であります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動に使用した資金は54億９千万円（前年度は53億４百万円の増加）となりました。これは主に、たな卸資

産及び有形固定資産の売却により借入金の返済を進めたことによるものであります。 

（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

（注１）いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

（注２）株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。 

（注３）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。 

（注４）有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払っている全ての負債を対象としてお

ります。 

（注５）平成24年３月期のキャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレスト・カバレッジ・レシオにつきまし

ては、営業キャッシュ・フローがマイナスであるため記載しておりません。 

  平成21年３月期 平成22年３月期 平成23年３月期 平成24年３月期 平成25年３月期

自己資本比率（％）  20.3  31.5  37.3  26.0   27.0

時価ベースの自己資本比率

（％） 
 4.8  9.3  9.1  6.5   18.2

キャッシュ・フロー対有利子

負債比率（年） 
 1.8  1.1  4.2  －   2.9

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍） 
 19.7  19.1  5.7  －   7.6
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（3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

利益配分につきましては、経営基盤の強化のため内部留保に努めるとともに、今後の経営環境、事業展開及び業

績の推移等を総合的に勘案し、安定的な利益還元を図っていくことを基本方針としております。 

当期の配当金につきましては、平成24年５月14日に公表いたしました配当予想の通り無配とし、また、次期の配

当金につきましても、現在、内部留保充実に向けた取り組み途上のため、誠に遺憾ではございますが、引き続き無

配とさせていただきたいと存じます。 
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当社グループは、当社及び連結子会社４社（平成25年３月31日現在は２社）により構成され、建設事業と不動産事

業を主な事業としております。 

当社グループの事業内容及び当該事業にかかる位置付けは次の通りであります。 

（1）建設事業 

当社は戸建住宅、宅地造成等の企画・設計・工事等の請負を営んでおり、子会社の細田資材流通株式会社に対し

建設工事の発注を行うとともに、同社より木材製品の一部を購入しております。 

また、子会社の細田住宅管理株式会社が、当社施工住宅ご入居のお客様に対するリフォーム業務を行っておりま

す。  

（2）不動産事業 

当社は戸建住宅、マンション、宅地等の開発・分譲及び不動産の仲介・賃貸を営んでおり、子会社の細田住宅管

理株式会社に不動産の販売業務の一部を委託しております。 

（3）その他事業 

子会社の親和ファイナンス株式会社が当社顧客等に対する損害保険代理店業及び金銭の貸付等の業務を営んでお

ります。 

また、子会社の株式会社ピュア企画が美容室の店舗運営を行っております。 

（注）１．株式会社ピュア企画については、平成24年９月25日に同社株式を売却したため、当連結会計年度末にお  

     いては、連結の範囲より除外しております。 

    ２．細田資材流通株式会社については、平成25年３月31日を効力発生日として当社を存続会社とする吸収合  

          併を行いました。  

２．企業集団の状況
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（1）会社の経営の基本方針 

    当社は創業以来、家づくりを通じて社会基盤の向上に貢献したいという信念のもと、品質のよい永く愛される住

まいの供給に取り組んでおります。 

    また、当社グループは、常に「顧客第一主義」をモットーにお客様の多様化するニーズに対応できる企画設計、

厳しい品質管理のもとでの施工、きめ細やかな心づかいの販売及び完成後のアフターメンテナンスや増・改築への

対応などを実践しております。 

（2）目標とする経営指標 

    当社グループでは、安定的な収益の確保に向けて、高品質な住宅の安定供給を可能とする企業体質への転換を図

り、あわせて財務基盤の強化に努めてまいります。 

    また、経営の安定性の観点から「自己資本比率」と収益性の観点から「売上高経常利益率」の向上を重要な経営

指標としております。 

（3）中長期的な会社の経営戦略及び対処すべき課題 

今後のわが国経済につきましては、各種の金融・経済対策などにより緩やかな景気回復が期待されるものの、依

然として所得・雇用環境は低迷しており、景気の先行きは不透明な状態が続くと思われます。 

また、当社グループを取り巻く環境も、各種の住宅取得促進政策を背景に、新設住宅着工戸数の増加や地価の下

げ止まりなど、各種の指標において回復の兆しが見えております。しかしながら、平成26年４月より実施予定の消

費税増税に伴い、駆け込み需要を睨んだ用地取得競争の激化並びに供給量の短期的増加、また増税後の急速な需要

の減退など需給バランスの悪化も想定されます。 

このような事業環境のもと、当社グループは現事業規模においても安定した収益を確保できるビジネスモデルの

構築を基本方針として、リスクを 小限に抑え成長事業へ経営資源を再配分する事業ポートフォリオを再構築する

とともに、建築コストの低減ならびに販管費の削減などによりコスト構造を適正化し、また、ノンコア資産の売却

による財務体質の改善を図ることを目的として、この度の新「中期経営計画」を策定いたしました。 

平成26年３月期を初年度とする「中期経営計画」では、 

１．事業ポートフォリオの構築 

    ・分譲事業の黒字化・・・安定供給の維持と「バイ・コンセプト」の拡大 

    ・法人受注事業の安定受注・・・安定受注の確保 

    ・注文住宅事業の拡大・・・集客力・契約率の向上、商品コンセプトの確立と営業力の強化 

    ・リフォーム事業の拡大・・・提案型リフォームの拡販、アフターフォローの充実と営業効率の改善 

２．コスト構造の適正化 

    ・人員数の 適化・・・組織の改編と業務の効率化（既に実施済み） 

    ・建築コストの低減・・・設計業務の効率化とコストダウンプロジェクトの推進 

    ・販売費および一般管理費の低減・・・販売費の見直しおよび削減 

３．財務体質の改善 

    ・ノンコア資産の売却（既に実施済み） 

以上の施策を実施することにより、平成28年３月期の個別業績では、売上高206億８千５百万円、経常利益６億

６千９百万円、経常利益率3.2％の目標を掲げ、達成に向けて鋭意取り組んでまいります。 

  

  

  

３．経営方針
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４．連結財務諸表 
（１）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) 

当連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 1,946,670 2,104,532

受取手形・完成工事未収入金等 476,278 390,910

未成工事支出金 1,084,951 1,549,275

販売用不動産 10,198,436 6,116,731

仕掛販売用不動産 7,069,448 6,737,787

商品及び製品 959 －

材料貯蔵品 22,692 21,258

繰延税金資産 23,851 22,838

その他 208,544 139,129

貸倒引当金 △370 △646

流動資産合計 21,031,462 17,081,817

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 3,018,716 1,259,126

減価償却累計額 △2,118,259 △979,022

建物及び構築物（純額） 900,456 280,104

機械装置及び運搬具 334,109 327,667

減価償却累計額 △330,859 △325,102

機械装置及び運搬具（純額） 3,250 2,564

工具、器具及び備品 118,805 74,525

減価償却累計額 △92,306 △54,631

工具、器具及び備品（純額） 26,498 19,893

土地 2,590,086 808,424

その他 28,020 31,385

減価償却累計額 △4,416 △8,852

その他（純額） 23,604 22,533

有形固定資産合計 3,543,896 1,133,519

無形固定資産 158,945 105,888

投資その他の資産   

投資有価証券 78,172 62,278

長期貸付金 9,973 7,631

繰延税金資産 6,514 －

その他 563,162 606,262

貸倒引当金 △18 △1,240

投資その他の資産合計 657,803 674,932

固定資産合計 4,360,645 1,914,340

資産合計 25,392,108 18,996,158
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 800,438 876,118

短期借入金 11,875,247 6,518,437

1年内償還予定の社債 300,000 －

未払法人税等 20,140 78,291

未成工事受入金 824,355 990,038

前受金 81,943 116,379

完成工事補償引当金 77,655 113,132

その他 521,383 1,258,488

流動負債合計 14,501,164 9,950,886

固定負債   

長期借入金 2,843,262 2,931,966

再評価に係る繰延税金負債 420,845 17,598

退職給付引当金 692,428 667,466

長期預り敷金 281,244 225,029

その他 47,380 68,793

固定負債合計 4,285,160 3,910,853

負債合計 18,786,324 13,861,740

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 △1,516,036

自己株式 △90,407 △90,414

株主資本合計 6,942,710 5,785,089

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 9,714

土地再評価差額金 △339,539 △660,385

その他の包括利益累計額合計 △336,927 △650,670

純資産合計 6,605,783 5,134,418

負債純資産合計 25,392,108 18,996,158
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
（連結損益計算書） 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

売上高 16,197,644 22,268,992

売上原価 13,325,408 20,269,246

売上総利益 2,872,236 1,999,745

販売費及び一般管理費 3,186,423 3,080,644

営業損失（△） △314,186 △1,080,898

営業外収益   

受取利息及び配当金 5,600 9,454

違約金収入 47 7,788

その他 18,708 15,014

営業外収益合計 24,357 32,257

営業外費用   

支払利息 440,617 449,565

支払手数料 91,749 84,573

その他 6,651 7,254

営業外費用合計 539,017 541,392

経常損失（△） △828,847 △1,590,032

特別利益   

固定資産売却益 － 105,054

関係会社株式売却益 － 21,767

特別利益合計 － 126,822

特別損失   

固定資産売却損 － 10,885

固定資産除却損 25,420 6,360

減損損失 20,089 82,647

事業構造改善費用 － 200,254

特別損失合計 45,510 300,148

税金等調整前当期純損失（△） △874,357 △1,763,358

法人税、住民税及び事業税 23,927 110,821

法人税等調整額 12,697 △395,719

法人税等合計 36,624 △284,897

少数株主損益調整前当期純損失（△） △910,982 △1,478,460

当期純損失（△） △910,982 △1,478,460
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（連結包括利益計算書） 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純損失（△） △910,982 △1,478,460

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △2,197 7,102

土地再評価差額金 58,568 －

その他の包括利益合計 56,371 7,102

包括利益 △854,610 △1,471,357

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 △854,610 △1,471,357

少数株主に係る包括利益 － －
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 6,820,590 6,820,590

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 6,820,590 6,820,590

資本剰余金   

当期首残高 570,950 570,950

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 570,950 570,950

利益剰余金   

当期首残高 598,037 △358,422

当期変動額   

当期純損失（△） △910,982 △1,478,460

土地再評価差額金の取崩 △45,477 320,846

当期変動額合計 △956,459 △1,157,614

当期末残高 △358,422 △1,516,036

自己株式   

当期首残高 △90,407 △90,407

当期変動額   

自己株式の取得 － △7

当期変動額合計 － △7

当期末残高 △90,407 △90,414

株主資本合計   

当期首残高 7,899,170 6,942,710

当期変動額   

当期純損失（△） △910,982 △1,478,460

自己株式の取得 － △7

土地再評価差額金の取崩 △45,477 320,846

当期変動額合計 △956,459 △1,157,621

当期末残高 6,942,710 5,785,089
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 4,809 2,612

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,197 7,102

当期変動額合計 △2,197 7,102

当期末残高 2,612 9,714

土地再評価差額金   

当期首残高 △443,585 △339,539

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 104,046 △320,846

当期変動額合計 104,046 △320,846

当期末残高 △339,539 △660,385

その他の包括利益累計額合計   

当期首残高 △438,776 △336,927

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 101,849 △313,743

当期変動額合計 101,849 △313,743

当期末残高 △336,927 △650,670

純資産合計   

当期首残高 7,460,394 6,605,783

当期変動額   

当期純損失（△） △910,982 △1,478,460

自己株式の取得 － △7

土地再評価差額金の取崩 △45,477 320,846

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 101,849 △313,743

当期変動額合計 △854,610 △1,471,364

当期末残高 6,605,783 5,134,418
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純損失（△） △874,357 △1,763,358

減価償却費 148,475 110,809

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,411 1,498

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） △5,597 35,476

退職給付引当金の増減額（△は減少） 6,361 △24,962

受取利息及び受取配当金 △5,600 △9,454

支払利息 440,617 449,565

固定資産売却損益（△は益） － △94,169

固定資産除却損 25,420 6,360

減損損失 20,089 82,647

関係会社株式売却損益（△は益） － △21,767

売上債権の増減額（△は増加） △217,888 77,947

たな卸資産の増減額（△は増加） △4,618,619 3,951,434

仕入債務の増減額（△は減少） 392,679 75,679

その他 469,424 932,336

小計 △4,221,407 3,810,043

利息及び配当金の受取額 5,600 9,454

利息の支払額 △455,688 △433,828

法人税等の支払額 △26,520 △73,395

営業活動によるキャッシュ・フロー △4,698,015 3,312,274

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 △725,000 △685,684

定期預金の払戻による収入 675,000 914,339

有形固定資産の取得による支出 △15,836 △13,325

有形固定資産の売却による収入 － 2,335,833

無形固定資産の取得による支出 △21,342 △18,066

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

－ 73,744

貸付けによる支出 △960 △30,450

貸付金の回収による収入 3,819 4,084

その他 17,955 △6,212

投資活動によるキャッシュ・フロー △66,363 2,574,263

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 6,280,500 5,756,760

短期借入金の返済による支出 △3,025,090 △8,522,857

長期借入れによる収入 5,526,000 5,531,076

長期借入金の返済による支出 △3,420,920 △8,009,511

社債の償還による支出 △50,000 △300,000

セール・アンド・リースバックによる収入 － 71,048

その他 △5,516 △16,530

財務活動によるキャッシュ・フロー 5,304,973 △5,490,014

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 540,595 396,523

現金及び現金同等物の期首残高 978,075 1,518,670

現金及び現金同等物の期末残高 1,518,670 1,915,193
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 該当事項はありません。 

   

（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、法人税の改正に伴い、当連結会計年度より、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、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。  

  これによる、当連結会計年度の営業損失、経常損失及び税金等調整前当期純損失に与える影響は軽微であります。  

   

(5)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）

（会計方針の変更）
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１．報告セグメントの概要 

 当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営

資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 

 当社グループでは、顧客に対するサービス内容により、主として事業を建設及び不動産と区分し、それぞ

れの事業で戦略を策定し、事業を展開しております。 

 従って、当社グループでは、報告セグメントを「建設事業」及び「不動産事業」としております。各事業

の概要は以下のとおりであります。 

 建設事業  戸建住宅の建築、宅地造成等の企画・設計・工事等の請負 

 不動産事業 戸建住宅、マンション、オフィスビル、宅地等の開発・分譲及び不動産の仲介・賃貸等  

  

２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 

 報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事

項」における記載の方法と概ね同一であります。 

 報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。 

 セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。   

  

３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 

前連結会計年度（自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日） 

（単位：千円）

 （注）１．「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、金融サービス事業・美容室の

店舗運営等であります。 

２．セグメント利益又は損失（△）の調整額△ 千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用

等であります。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．セグメント利益又は損失（△）は、連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。 

４．セグメント資産の調整額 千円は、当社での余資運用資金（現金預金）、長期投資資金（投資有

価証券）及び当社の総務・経理部門にかかる資産等であります。 

５．減価償却費の調整額 千円は、主に各報告セグメントに配分していない全社資産の減価償却費であり

ます。 

  

（セグメント情報等）

ａ．セグメント情報

  

  

  

報告セグメント 
その他 
（注）１

合計 
  

調整額 
(注) 
２,４,５ 

連結財務 
諸表 
計上額 
(注）３  建設事業 不動産事業 計  

売上高               

(1)外部顧客への売上高 5,913,781  9,912,813  15,826,595  371,049  16,197,644  －  16,197,644

(2)セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
 －  13,557  13,557  －  13,557  △13,557  －

計  5,913,781  9,926,371  15,840,153  371,049  16,211,202  △13,557  16,197,644

セグメント利益又は損失（△）  △200,076  271,974  71,897  14,982  86,879  △401,066  △314,186

セグメント資産  2,154,986 21,161,954  23,316,941  211,176  23,528,117  1,863,990  25,392,108

その他の項目               

減価償却費   52,330  78,766  131,097  8,411  139,509  8,965  148,475

有形固定資産及び無形固定 

資産の増加額  
 46,660  57,776  104,437  2,019  106,456  －  106,456

401,066

1,863,990

8,965
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当連結会計年度（自  平成24年４月１日  至  平成25年３月31日） 

（単位：千円）

 （注）１．「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、金融サービス事業・美容室の

店舗運営等であります。 

２．セグメント利益又は損失（△）の調整額△ 千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用

等であります。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．セグメント利益又は損失（△）は、連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。 

４．セグメント資産の調整額 千円は、当社での余資運用資金（現金預金）、長期投資資金（投資有

価証券）及び当社の総務・経理部門にかかる資産等であります。 

５．減価償却費の調整額 千円は、主に各報告セグメントに配分していない全社資産の減価償却費であり

ます。 

  

  

  

  

報告セグメント 
その他 
（注）１

合計 
  

調整額 
(注) 
２,４,５ 

連結財務 
諸表 
計上額 
(注）３  建設事業 不動産事業 計  

売上高               

(1)外部顧客への売上高 6,639,084 15,349,834  21,988,919  280,072  22,268,992  －  22,268,992

(2)セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
 －  12,632  12,632  －  12,632  △12,632  －

計  6,639,084 15,362,467  22,001,552  280,072  22,281,625  △12,632  22,268,992

セグメント利益又は損失（△）  △95,808  △639,232  △735,041  26,295  △708,746  △372,152  △1,080,898

セグメント資産  2,524,265 14,190,037  16,714,302  100,008  16,814,310  2,181,847  18,996,158

その他の項目               

減価償却費   37,201  60,224  97,426  6,051  103,478  7,331  110,809

有形固定資産及び無形固定 

資産の増加額  
 5,991  5,839  11,830  12,125  23,955  －  23,955

372,152

2,181,847

7,331
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前連結会計年度（自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日） 

１．製品及びサービスごとの情報   

 セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。 

  

２．地域ごとの情報  

(1) 売上高 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。   

(2) 有形固定資産 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。  

  

３．主要な顧客ごとの情報 

  外部顧客への売上高のうち、特定の顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の10％に満たないため、主

要な顧客ごとの情報の記載を省略しております。  

  

当連結会計年度（自  平成24年４月１日  至  平成25年３月31日） 

１．製品及びサービスごとの情報   

 セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。 

  

２．地域ごとの情報  

(1) 売上高 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。   

(2) 有形固定資産 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。  

  

３．主要な顧客ごとの情報 

  外部顧客への売上高のうち、特定の顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の10％に満たないため、主

要な顧客ごとの情報の記載を省略しております。  

  

前連結会計年度（自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日） 

                                       （単位：千円） 

  

当連結会計年度（自  平成24年４月１日  至  平成25年３月31日） 

                                       （単位：千円） 

  

前連結会計年度（自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日） 

 該当事項はありません。   

  

当連結会計年度（自  平成24年４月１日  至  平成25年３月31日） 

 該当事項はありません。   

  

ｂ．関連情報

ｃ．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

  建設事業 不動産事業 その他  合計  

減損損失  －  20,089  －  20,089

  建設事業 不動産事業 その他  合計  

減損損失  －  82,647  －  82,647

ｄ．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
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前連結会計年度（自  平成23年４月１日  至  平成24年３月31日） 

 該当事項はありません。 

  

当連結会計年度（自  平成24年４月１日  至  平成25年３月31日） 

 該当事項はありません。 

  

 （注）１．前連結会計年度及び当連結会計年度の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、１株当たり当

期純損失金額であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

２．１株当たり当期純損失金額（△）の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

 該当事項はありません。    

  

ｅ．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

（１株当たり情報）

  
  
  

前連結会計年度 
（自  平成23年４月１日 
至  平成24年３月31日） 

当連結会計年度 
（自  平成24年４月１日 
至  平成25年３月31日） 

１株当たり純資産額 円 414.36 円 322.06

１株当たり当期純損失金額（△） 円 △57.14 円 △92.74

  
前連結会計年度 

（自  平成23年４月１日 
 至  平成24年３月31日） 

当連結会計年度 
（自  平成24年４月１日 
 至  平成25年３月31日） 

 当期純損失金額（△）（千円）  △910,982  △1,478,460

普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式に係る当期純損失金額（△）（千円）  △910,982  △1,478,460

 期中平均株式数（株）  15,942,291  15,942,223

（重要な後発事象）
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