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１．平成 25年６月期の業績（平成 24年７月 1日～平成 25年６月 30日） 
（１）経営成績                                                            （％表示は対前期増減率） 

 売 上 高 営業利益 経常利益 当期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

25年 ６月期 583 △8.3 △9 － △7 － △5 － 
24年 ６月期 635 182.3 5 － 3 － 2 － 
 

 
１株当たり 
当期純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

自己資本 
当期純利益率 

総 資 産 
経常利益率 

売 上 高 
営業利益率 

 円   銭 円   銭 ％ ％ ％ 

25年 ６月期 △13.53 － △6.2 △2.2 △1.6 
24年 ６月期 26.76 － 64.6 4.2 0.9 

（参考）持分法投資損益    25年 ６月期   ― 百万円  24年 ６月期   ― 百万円 

（注）当社は平成 25 年４月５日付で株式１株につき 200 株の株式分割を行なっております。前事業年度の期首に当該株式分割

が行われたものと仮定して、「１株当たり当期純利益金額」を算定しております。 

 
（２）財政状態 

 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 ６月期 548 185 33.7 168.09 
24年 ６月期 133 5 4.1 54.81 

（参考）自己資本       25年 ６月期   185百万円  24年 ６月期    5百万円 

（注）当社は平成 25 年４月５日付で株式１株につき 200 株の株式分割を行なっております。前事業年度の期首に当該株式分割

が行われたものと仮定して、「１株当たり純資産額」を算定しております。 

 
（３）キャッシュ･フローの状況 

 
営業活動による 

キャッシュ･フロー 
投資活動による 

キャッシュ･フロー 
財務活動による 

キャッシュ･フロー 
現金及び現金同等物 

期末残高 

 百万円 百万円 百万円 百万円 

25年 ６月期 △148 △15 294 136 
24年 ６月期 △14 ― 19 6 
 
２．配当の状況 

 
年間配当金 配当金総額 

（合計） 
配当性向 

純資産 
配当率 中 間 期 末 期 末 合 計 

 円   銭 円   銭 円   銭 百万円 ％ ％ 
24年 ６月期 ― 0.00 0.00 ― ― ― 
25年 ６月期 ― 0.00 0.00   ― ― ― 

26年 ６月期(予想) ― 0.00 0.00    ―  
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

３．平成 26年６月期の業績予想（平成 25年 7月 1日～平成 26年 6月 30日） 
（％表示は、通期は対前期、増減率） 

 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 1,063 82.3 181 ― 178 ― 106 ― 97.12 

（注）当社では年次での業務管理を行っておりますので、中間期の業績予想の記載を省略しております。詳細は、決算短信（添

付資料）２ページの「１．経営成績・財政状態に関する分析（１）経営成績に関する分析」をご覧ください。 

 
 
※ 注記事項 

（１）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 
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 

 
 
（２）発行済株式数（普通株式） 

① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 25年６月期 1,101,000株 24年６月期 100,000株 

② 期末自己株式数 25年６月期 ―株 24年６月期 ―株 

③ 期中平均株式数 25年６月期 437,315株 24年６月期 100,000株 

（注）当社は平成 25 年４月５日付で普通株式１株につき 200 株の株式分割を行なっております。前事業年度の期首に当該株式
分割が行われたものと仮定して、発行済株式数（普通株式）を算定しております。 

 

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
 この決算短信は金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商
品取引法に準じた財務諸表の監査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 
 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る場合があります。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、決算短信（添付資料）２ページの「1．経営成績・財政状態に関する分析（１）
経営成績に関する分析」をご覧ください。 
 
 
 
 
 



 HABITA CRAFT株式会社（1427） 

平成 25年 6月期 決算短信 

1 

 

○添付資料の目次 
 
 １．経営成績・財政状態に関する分析  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  2 
  （１）経営成績に関する分析  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  2 
  （２）財政状態に関する分析  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  2 
  （３）利益配分に関する基本方針及び当期・来期の配当  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・  3 
  （４）事業等のリスク  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  3 
 ２．経営方針  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  4 
  （１）会社の経営の基本方針  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  4 
  （２）目標とする経営指標  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  4 
  （３）中長期的な会社の経営戦略  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  4 

（４）会社の対処すべき課題  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  5 
 ３．財務諸表  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  6 
  （１）貸借対照表  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  6 
  （２）損益計算書  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  8 
  （３）株主資本等変動計算書  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  10 
  （４）キャッシュ・フロー計算書  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  11 
  （５）財務諸表に関する注記事項  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  12 

（継続企業の前提に関する注記） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  12 
（持分法損益等） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  12 

     （セグメント情報等）  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  12 
     （１株当たり情報）  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  12 
     （重要な後発事象）  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 HABITA CRAFT株式会社（1427） 

平成 25年 6月期 決算短信 

2 

 

１．経営成績・財政状態に関する分析 
 

  （１）経営成績に関する分析 
    ①当期の経営成績 

当事業年度（平成 24 年７月１日～平成 25 年６月 30 日）におけるわが国経済は、輸出が持ち直し、
各種政策の効果の中、企業業績も回復へ向かいつつあるものの、海外景気の下振れがわが国の景気下押
しのリスクとして顕在化している環境下にありました。 
そのような中、当住宅業界におきましては、緩やかなデフレ状況は継続しているものの、分譲住宅、

マンション需要共に底堅く推移し、消費税増税の政策開始見込みも相まって堅調な推移が継続するもの
と期待される状況となっている環境下にあります。 

    このような環境下の中、当社におきましては、社会的信頼性と多様な経営資金を得るべく、平成 25
年７月 31 日に東京証券取引所「TOKYO PRO Market」への上場を行いました。また、社内管理において
は、原価管理を徹底し、高品質な、かつ顧客嗜好を捉えた住宅を供給することをすすめてまいりました。 

    これらの結果、当事業年度における売上高は 583,279 千円（前年同期比 8.3％減）となりました。営
業損失は 9,349 千円（前年同期は営業利益 5,875 千円）経常損失は 7,606 千円（前年同期は経常利益
3,580千円）、当期純損失は 5,918千円（前年同期は当期純利益 2,676千円）となりました。 

 
    なお、当社は住宅事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。 
 
   ②来期の見通し 
   来期の見通しにつきましては、各種政策や税制改正の効果に下支えされ、国内における住宅需要の増

加基調が継続するものと考えております。しかし、同業他社との競争は激しさを増し、コスト競争に
晒される状況もあると考えております。また、基本的な購買層の所得環境の改善には、まだ相当の時
間を要するものと考えております。そのような中、当社は各種政策や税制改正のポイントを捉えた営
業活動や、「働くソーラー住宅」などの顧客メリットの高い商品を的確に提供してまいります。また、
用地取得において利便性と取得費用とのバランスを重視しながら的確な原価管理を行うことで、着実
な収益確保に努めてまいります。 

   来期の業績につきましては、売上高は 1,063,333 千円（当事業年度比 82.3％増）、営業利益は
181,446千円（当期は営業損失 9,349千円）経常利益 178,221千円（当期は経常損失 7,606千円）当期
純利益は 106,933千円（当期は当期純損失 5,918千円）を見込んでおります。 

 
（２）財政状態に関する分析 

   ①資産、負債及び純資産の状況 
    （流動資産） 
      当事業年度末における流動資産は、前事業年度末と比べ 401,069 千円増加し、534,858 千円とな

りました。これは主に増資により現金及び預金が 129,989 千円増加、完成工事未収入金が 100,401
千円増加、また積極的に事業用地の取得を行ったことにより、仕掛販売用不動産が 131,347千円増
加したことによるものであります。 

    （固定資産） 
      当事業年度末における固定資産は、前事業年度末と比べ 13,809 千円増加しました。これは主に

現場工事用機械等の購入により純額で 3,056千円増加、及び保証金の差入れ 9,874千円等によるも
のであります。 

    （流動負債） 
      当事業年度末における流動負債は、前事業年度末と比べ 213,297 千円増加し、341,605 千円とな

りました。これは主に着工工事増加に伴う工事未払金が 53,744 千円、資金決済用に短期借入金が
80,300 千円、また、着工工事増加に伴う未成工事受入金が 58,416 千円増加したことによるもので
あります。 

    （固定負債） 
      当事業年度末における固定負債は、前事業年度末と比べ 22,000 千円増加しました。これはモデ

ルハウス用の土地購入等に長期借入を行ったことによります。 
 
   ②キャッシュ・フローの状況 
     当事業年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末と比べ、

129,989千円増加し、136,292千円となりました。 
     当事業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） 
     営業活動の結果使用した資金は 148,881 千円（前年同期は 14,252 千円の使用）となりました。こ

れは主に販売に伴う売上債権の増加 100,401千円、たな卸資産の増加 137,440千円等によるもので
あります。 
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    （投資活動によるキャッシュ・フロー） 
     投資活動の結果使用した資金は 15,429 千円（前年同期はなし）となりました。これは主に現場工

事用機械等の購入 4,676千円、また、保証金の差入 9,874千円等の使用によるものであります。 
 
    （財務活動によるキャッシュ・フロー） 
     財務活動の結果獲得した資金は 294,300 千円（前年同期は 19,700 千円獲得）となりました。これ

は主に新株発行による収入 185,500 千円、また、短期借入金の増加 80,300 千円等によるものであ
ります。 

 
    （参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 平成 24年６月期 平成 25年６月期 

自己資本比率（％） 4.1 33.7 

時価ベースの自己資本比率（％） ― ― 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率 ― ― 

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） ― ― 

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）平成 24年６月期および平成 25年６月期の時価ベースの自己資本比率は、当社株式は非上
場であるため記載しておりません。 

（注２）平成 24 年６月期および平成 25 年６月期の営業キャッシュ・フローがマイナスのため、
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・レシオは記載して
おりません。 

 
 （３）利益配分に関する基本方針及び当期・来期の配当 
    当社は株式会社として、株主への利益配分を経営の最重要事項の一つと認識しており、剰余金の配当

は、中間配当と期末配当の年２回を基本としております。しかしながら、現在は住宅事業の経営基盤を
確立させる事業段階にあり、配当可能な利益の蓄積が進んでいないことから、当面の間、配当を計画し
ておりません。しかし、配当可能な内部留保の充実が図れた場合には、利益配当を行っていく所存であ
ります。 

 
 （４）事業等のリスク 
    当社の経営成績及び財務状態等に影響を及ぼす可能性のある事項のうち、投資者の判断に重要な影響

を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。 
    なお、本文中における将来の事項は当事業年度末現在において当社が判断したものです。 
 
   ①景気動向や不動産市況における消費者の需要動向について 
        当社の事業は、景気動向、金利動向、地価動向及び税制等に基づく購買者の購入意欲や需要動向に影

響を受けやすいため、景気の先行き悪化や大幅な金利の上昇、地価の上昇、住宅税制・消費税増税等の
動向に大きく左右される傾向があります。そのため、これらの動向次第で、当社の経営成績および財政
状態に影響を与える可能性があります。 

 
   ②法的規制について 
    当社は、住宅建築を事業として展開しており、遵守すべき法令・規則は多岐にわたっています。「宅

地建物取引業法」に基づき、宅地建物取引業者として県知事の免許を、「建設業法」に基づき、建設業
者として国土交通大臣許可を、また「建築士法」に基づき、一級建築士事務所として県知事登録を行っ
ております。当社の主要な事業の継続には、これらの免許、許可及び登録が必要となりますが、将来に
おいてこれらの免許、許可及び登録に関連する法令が改正された場合や、新たな法規制が設けられた場
合、新たな義務や費用の発生等により、当社の業績および財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 

 
   ③住宅品質保証について 
    住宅供給業者は、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」により、新築住宅の構造上主要な部分及

び雨水の侵入を防止する部分については住宅の引渡日から 10年間、その他の部分については、「宅地建
物取引業法」により住宅の引渡日から最低２年間について瑕疵担保責任を負います。 

    施工充実と品質管理には万全を期すとともに、販売後のクレーム等に十分に対応しておりますが、万
一、当社の販売した物件に重大な瑕疵があることが判明した場合には、その直接的原因が当社の責に帰
すべきものでない場合であっても、売主としての瑕疵担保責任を負わなければならない場合があります。
その結果として生じる、保証工事費の増加や、信用の低下等により当社の業績に影響を及ぼす可能性が
あります。 
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   ④土地仕入とその土壌汚染について 
    当社は今後、建売住宅販売を強化する方針であります。建売住宅用の事業用地の仕入に際して、立地

条件、面積、地盤、周辺の環境及び仕入価格等について事前に十分に調査し、その結果を踏まえて仕入
を行なってまいりますが、この事業用地の仕入の可否によっては当社の業績に影響を及ぼす可能性があ
ります。 
また、土地の所有者等は、「土地汚染対策法」により、法令の規定によって特定有害物質による土壌

汚染の状況調査、報告及び汚染の除去等の措置を命ぜられることがあります。当社では、事業用地の取
得において、土壌汚染の状況について、事前に全てを認識できないことや、土壌汚染が発見されても売
主がその瑕疵担保責任を負担できないことがあります。そのため、取得した用地に土壌汚染が発見され
た場合、当初の事業スケジュールの変更や追加費用の発生、資産除去債務の追加計上等により、当社の
経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。 

 
   ⑤小規模であることについて 
    当社は役員６名（取締役５名、監査役１名）、従業員 16 名（平成 25 年６月末日現在）と小規模であ

り、会社の規模に応じた内部管理体制や業務執行体制になっております。このため、業容拡大に応じた
人員を確保できず役職員による業務執行に支障が生じた場合、あるいは役職員が予期せず退職した場合
には、内部管理体制や業務執行体制が有効に機能せず、当社の事業展開および経営成績に影響を及ぼす
可能性があります。 

 
   ⑥社歴が浅いことについて 
    当社は、平成 22年 10月に設立された業績が浅く、成長途上にあります。従って過去の財務情報だけ

では今後の事業及び業績を予想するうえで十分な判断を提供しているとは言えない可能性があります。 
    

⑦自然災害・事故等への対応について 
    当社は、主要な営業基盤を宮城県及び群馬県においておりますが、大規模な自然災害に見舞われた結

果、営業基盤に被害を受けた場合には、業績に影響を与える可能性があります。また、当社は、業務の
遂行において安全管理に留意しておりますが、重大な労働災害、事故が発生した場合には、業務に支障
をきたし、経営成績に影響を与える可能性があります。 

 
   ⑧MISAWA・international株式会社について 
    当社は MISAWA・international 株式会社と HABITA ブランド使用に関する継続的取引事項を取りまと

めた、業務提携契約（以下、「ライセンス契約」といいます。）を締結しております。 
    このライセンス契約により当社は HABITA のコンセプトによる注文住宅及び戸建住宅の販売が可能と

なっております。 
    ライセンス契約の契約期間は永年となっておりますが、ライセンス供給側におきる M＆A などによる

経営方針の転換など、ライセンス契約への影響も考えられます。当社はこのようなリスクを回避するた
め様々な方策を講じておりますが、ライセンス契約が維持できなくなった場合、もしくは契約内容に大
きな変更が生じた場合には、当社の経営成績及び財政状態に影響を与える可能性があります。 

 
   ⑨個人情報等の管理について 
    当社は物件をご購入いただいたお客様や事業を行う上で多数の取引先等の個人情報を保有しており、

また各種の経営情報等の内部情報を有しております。これらの情報管理については、管理体制の構築、
システムのセキュリティ対策の強化、社内規程の整備、社員教育の徹底に努めておりますが、万が一、
これらの情報が社外流出した場合には、信用失墜や損害賠償により、業績に影響を及ぼす可能性があり
ます。 

 
２．経営方針 
 
 （１）会社の経営の基本方針 
    当社の経営の基本方針は「暮らしをゆたかに・感動」という理念のもと、家の根本である木材資源の

持続可能性（資源同調）を考えた、数世代にわたって、幸せに住み続けられる居住環境をお客様へ提供
することと考えております。そして、世の中に住宅という「第２の森」を広げていき、企業としての地
球環境への社会的責任を果たしたいと考えております。そのために企業として法令を遵守し、社内管理
体制や作業品質・効率を常に向上させ、経営体質を強化しながら事業活動を行なってまいります。 

 
 （２）目標とする経営指標 
    当社は、安定的かつ持続的に企業価値の増大を図っていくために、目標とする経営指標としては、売

上高総利益率を高い数値で確保することを当面の目標としております。 
 
 （３）中長期的な会社の経営戦略 
    当社では継続して成長し続けるため、住宅事業の強化を推進してまいります。営業拠点を拡大し、積

極的に用地取得を行うため、情報収集を多方面にて行います。社内体制を見直し、施工管理体制を強化
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することにより、効率と安全性を高め、売上高総利益率向上を図ります。そして、それらの根幹たる人
材確保と育成に注力してまいります。 

  
（４）会社の対処すべき課題 
    本事業年度末における当社の対処すべき課題は以下のとおりです。 
   ①営業地域の拡大 
    現在、群馬県伊勢崎市、宮城県仙台市に拠点を設けておりますが、今後は積極的に出店を推進するこ

とで、一部地域に売上が偏ることを解消します。 
 
   ②技術開発及び提案力の強化 
    社内研修の積み重ねから、永く安心して暮らせる住宅創りに取り組み、より耐震性、耐久性に優れた

性能の高い技術開発を目指し、高付加価値商品を提供してまいります。また、自然エネルギーを効率的
に取り入れた環境に配慮した住宅創りを提案し、幅広いお客様のニーズに対応してまいります。 

 
   ③用地調達の強化 
    当社はこれまで注文住宅を中心としてまいりましたが、今後は更なる事業拡大に向けて建売住宅販売

を強化する計画であります。用地調達にあたっては、金融機関、設計事務所、建設会社等からの情報収
集に努め、物件情報の早期獲得に注力してまいります。 

 
   ④工程管理部門の強化 
    当社の工程管理部門では、施工を協力会社に分離発注し、品質・工程・原価を管理することに人的資

源を集中し、効率的な発注を行うことで、低価格で良質な住宅をお客様に提供しております。各担当者
が着工から竣工までの工程を熟知し、進捗を管理することが重要となります。今後につきましても各担
当者の技術向上、業者との協力体制の更なる強化に努めてまいります。 

 
   ⑤コンプライアンス体制の強化 
    当社の売上の主軸であります注文住宅販売は、建築業法、建築士法、建築基準法、宅地建物取引業法

など様々な法規制を受けております。当社はこれらの法令を遵守するとともに、引き続きコンプライア
ンス体制の強化を図り、誠実かつ公正な企業として認知されるよう努めてまいります。 

 
   ⑥財務体質の改善及び資金調達手段の多様化 
    更なる事業拡大のためには自己資本の充実による財務体質の改善及び強化が必要であると認識してお

ります。株式上場により、資金調達の多様化を図るとともに、株主資本利益率及び自己資本比率を意識
した適正な財務バランスの構築及び収益性の確保に取り組んでまいります。 

 
   ⑦企業認知度の向上 
    当社の知名度をより一層向上させるために、北関東地区、東北地区を中心としてテレビ、ラジオ、イ

ンターネット等の媒体を活用し、広報活動を強化し、会社の認知度の向上に向けた取り組みを推進して
まいります。 

 
   ⑧人材の確保と育成 
    上記の課題を克服するためには、優秀な人材を継続的に確保し、育成することが重要な課題であると

認識しております。当社の経営理念、経営方針、事業コンセプトを明示し、各従業員の役割・責任分担
の明確化を図り、優秀な人材を継続的に確保し、社員教育、研修制度を充実させ、各人のレベルアップ
を図ってまいります。 
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３．財務諸表 
 （１）貸借対照表 

  
（単位：千円） 

  前事業年度 当事業年度 

  （平成 24年６月 30日） （平成 25年６月 30日） 

資産の部 
  

  流動資産 
  

    現金及び預金 6,303 136,292 

    完成工事未収入金 4,200 104,601 

    未完成工事支出金 115,481 65,284 

    販売用不動産 ― 48,404 

    仕掛販売用不動産 ― 131,347 

    造成用土地 7,784 10,784 

    材料貯蔵品 ― 4,885 

    前渡金 ― 21,994 

    前払費用 ― 5,719 

    繰延税金資産 18 2,731 

    その他 ―  2,812 

    流動資産合計 133,788 534,858 

  固定資産 
 

 

有形固定資産   

    機械及び装置 ― 1,904 

     減価償却累計額 ― △952 

     機械及び装置（純額） ― 952 

    車両運搬具 ― 638 

     減価償却累計額 ― △212 

     車両運搬具（純額） ― 425 

    工具、器具及び備品 ― 2,112 

     減価償却累計額 ― △435 

     工具、器具及び備品（純額） ― 1,677 

    有形固定資産合計 ―  3,056 

   投資その他の資産    

    差入保証金 ― 9,874 

    長期前払費用 ― 869 

    その他 ―  10 

    投資その他の資産合計 ―  10,753 

   固定資産合計 ―  13,809 

  資産合計 133,788 548,668 
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（単位：千円） 

  前事業年度 当事業年度 

  （平成 24年６月 30日） （平成 25年６月 30日） 

負債の部 
  

 流動負債 
  

  工事未払金 59,014 112,758 

  短期借入金 19,700 100,000 

  1年以内返済予定の長期借入金 ― 6,500 

  未払金 261 10,353 

  未払費用 197 116 

  未払法人税等 40 1,031 

  未成工事受入金 49,094 107,510 

  預り金 ― 108 

  その他 ― 3,225 

  流動負債合計 128,307 341,605 

 固定負債    

  長期借入金 ― 22,000 

  固定負債合計 ―  22,000 

 負債合計 128,307 363,605 

純資産の部 
 

 

 株主資本 
 

 

  資本金 5,000 190,500 

利益剰余金   

   その他利益剰余金 
 

 

    繰越利益剰余金 481 △5,436 

   利益剰余金合計 481 △5,436 

  株主資本合計 5,481 185,063 

 純資産合計 5,481 185,063 

負債純資産合計 133,788 548,668 
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 （２）損益計算書 

  
（単位：千円） 

  前事業年度 当事業年度 

  

（自 平成 23年７月１日 

 至 平成 24年６月 30日） 

（自 平成 24年７月１日 

 至 平成 25年６月 30日） 

売上高 635,838 583,279 

売上原価 623,087 485,367 

売上総利益 12,750 97,912 

販売費及び一般管理費 
 

 

 役員報酬 3,600 8,315 

 給料手当 ― 37,189 

 法定福利費 2,546 2,417 

 広告宣伝費 ― 9,185 

 支払手数料 ― 6,112 

 支払報酬 ― 20,736 

 地代家賃 304 6,382 

 その他 423 16,921 

 販売費及び一般管理費合計 6,875 107,261 

営業利益又は営業損失（△） 5,875 △9,349 

営業外収益 
 

 

 受取利息 0 0 

 雑収入 1,807 2,344 

 営業外収益合計 1,807 2,345 

営業外費用    

 支払利息 197 602 

 消費税等調整額 3,905 ― 

 営業外費用合計 4,102 602 

経常利益又は経常損失（△） 3,580 △7,606 

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 3,580 △7,606 

法人税、住民税及び事業税 258 1,024 

法人税等調整額 646 △2,713 

法人税等合計 904 △1,688 

当期純利益又は当期純損失（△） 2,676 △5,918 
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【売上原価報告書】 

    前事業年度   当事業年度 

    
 （自 平成 23年７月１日 

  至 平成 24年６月 30日）   

 （自 平成 24年７月１日 

  至 平成 25年６月 30日） 

区分 
注記 

番号 
金額（千円） 

構成比率 

（％） 

注記 

番号 
金額（千円） 

構成比率 

（％） 

Ⅰ 土地購入費   ― ―   14,767 3.0 

Ⅱ 材料費   9,759 1.6    52,876 10.9 

Ⅲ 外注加工費   610,477 98.0    412,916 85.1 

Ⅳ 経費   2,850 0.4    4,806 1.0 

Ⅴ 当期総製造費用   623,087 100.0    485,367 100.0 

   （注）原価計算の方法は、個別原価計算であります。 
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  （３）株主資本等変動計算書 

  
（単位：千円） 

  前事業年度 当事業年度 

  

（自 平成 23年７月１日 

 至 平成 24年６月 30日） 

（自 平成 24年７月１日 

 至 平成 25年６月 30日） 

株主資本 
 

 

 資本金 
 

 

  当期首残高 5,000 5,000 

  当期変動額   

   新株の発行 ― 185,500 

   当期変動額合計 ― 185,500 

  当期末残高 5,000 190,500 

 利益剰余金 
 

 

  その他利益剰余金 
 

 

   繰越利益剰余金 
 

 

    当期首残高 △ 2,194 481 

    当期変動額   

     当期純利益又は当期純損失（△） 2,676 △5,918 

     当期変動額合計 2,676 △5,918 

    当期末残高 481 △5,436 

  利益剰余金合計   

   当期首残高 △2,194 481 

   当期変動額   

    当期純利益又は当期純損失（△） 2,676 △5,918 

    当期変動額合計 2,676 △5,918 

   当期末残高 481 △5,436 

 株主資本合計 
 

 

  当期首残高 2,805 5,481 

  当期変動額   

   新株の発行 ― 185,500 

   当期純利益又は当期純損失（△） 2,676 △5,918 

   当期変動額合計 2,676 179,581 

  当期末残高 5,481 185,063 

 純資産合計 
 

 

  当期首残高 2,805 5,481 

  当期変動額   

   新株の発行 ― 185,500 

   当期純利益又は当期純損失（△） 2,676 △5,918 

   当期変動額合計 2,676 179,581 

  当期末残高 5,481 185,063 
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  （４）キャッシュ・フロー計算書 

  
（単位：千円） 

  前事業年度 当事業年度 

  

（自 平成 23年７月１日 

 至 平成 24年６月 30日） 

（自 平成 24年７月１日 

 至 平成 25年６月 30日） 

営業活動によるキャッシュ・フロー 
  

 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 3,580 △7,606 

 減価償却費 ― 1,600 

 受取利息 △0 △0 

 支払利息 197 602 

 売上債権の増減額（△は増加） △ 4,200 △100,401 

 たな卸資産の増減額（△は増加） △ 89,814 △137,440 

 前渡金の増減額（△は増加） ― △21,994 

 仕入債務の増減額（△は減少） 39,014 53,744 

 未成工事受入金の増減（△は減少） 37,408 58,416 

 未払金の増減（△は減少） 111 9,702 

 その他 ― △5,178 

 小計 △ 13,701 △148,556 

 利息及び配当金の受取額 0 0 

 利息の支払額 ― △292 

 法人税等の支払額 △ 551 △33 

 営業活動によるキャッシュ・フロー △ 14,252 △148,881 

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 ― △4,676 

 保証金の差入による支出 ― △9,874 

 その他の支出 ― △879 

 投資活動によるキャッシュ・フロー ―  △15,429 

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） 19,700 80,300 

 長期借入れによる収入 ― 30,000 

 長期借入金の返済による支出 ― △1,500 

 株式の発行による収入 ― 185,500 

 財務活動によるキャッシュ・フロー 19,700 294,300 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 5,447 129,989 

現金及び現金同等物の期首残高 855 6,303 

現金及び現金同等物の期末残高 6,303 136,292 
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（５）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） 
 該当事項はありません。 
 
（持分法損益等） 
 当社は関連会社を有していないため、該当事項はありません。 
 
（セグメント情報等） 
 当社は住宅事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 
 
（１株当たり情報） 

  

前事業年度 

（自 平成 23年７月１日 

 至 平成 24年６月 30日） 

当事業年度 

（自 平成 24年７月１日 

 至 平成 25年６月 30日） 

１株当たり純資産額 54円 81銭 168円 09銭 

１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額（△） 26円 76銭 △13円 53銭 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純

損失金額（△） 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期

純損失金額（△）については、潜在株式が存在しないため記載

しておりません。 

（注） 当社は平成 25 年４月５日付で株式１株につき 200 株の株式分割を行っております。前事業年度の期首に当該株式分割が行われた

ものと仮定して、「１株当たり純資産額」及び「１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額（△）」を算定しており

ます。 

（注）１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 

 
（重要な後発事象） 
 該当事項はありません。 

  

前事業年度 

（自 平成 23年 7月 1日 

 至 平成 24年 6月 30日） 

当事業年度 

（自 平成 24年 7月 1日 

 至 平成 25年 6月 30日） 

１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額（△）   

当期純利益金額又は当期純損失金額（△）（千円） 2,676  △5,918 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

普通株式に係る当期純利益金額又は当期純損失金額（△）（千円） 2,676  △5,918 

期中平均株式数（株） 100,000  437,315 


