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問合せ先責任者 (役職名) 取締役管理部長 (氏名) 益子 達 (TEL)0270-22-1171 

発行者情報提出予定日 平成 26年３月 31日 

中間決算補足説明資料作成の有無 ：無            配当支給開始予定日  ：－ 

中間決算説明会開催の有無 ：無 
（百万円未満切捨て） 

１．平成 26年６月期中間期の業績（平成 25年７月 1日～平成 25年 12月 31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 中間純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

26年６月期中間期 356 30.0 △74 ─ △76 ─ △83 ─ 
25年６月期中間期 273 ─ 3 ─ 3 ─ 2 ─ 

 

 
１株当たり 
中間純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり中間純利益 

自己資本 
中間純利益率 

総 資 産 
経常利益率 

売 上 高 
営業利益率 

 円   銭 円   銭 ％ ％ ％ 

26年 ６月期中間期 △76.08 ─ ─ ─ ─ 
25年 ６月期中間期 26.70 ─ 39.2 3.1 1.2 

（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株当たり中間純利益金額」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 

26年 ６月期中間期 692 101 14.6 92.01 
25年 ６月期 543 185 34.1 168.09 

（参考）自己資本       26年 ６月期中間期  101百万円   25年 ６月期  185百万円 

（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 

26年 ６月期中間期 △310 △1 269 94 
25年 ６月期中間期 △7 △1 5 3 
 
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 1,063 107.0 181 ─ 178 ─ 106 ─ 97.12 

（注） 

１．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。 

  2．直近に公表されている業績予想からの修正の有無：無 
 
 
※ 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) 26 年６月期中間期  1,101,000株 25年６月期 1,101,000株 

② 期末自己株式数 26 年６月期中間期  ―株 25年６月期 ―株 

③ 期中平均株式数（中間期） 26 年６月期中間期  1,101,000株 25 年６月期中間期  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。 

 

※ 中間監査手続の実施状況に関する表示 
 この中間決算短信は、金融商品取引法に準じた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．当中間決算に関する定性的情報（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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１．当中間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 

当中間会計期間（平成 25年７月１日～平成 25年 12月 31日）におけるわが国経済は、輸出が持ち直し
に向かい、各種政策の効果が発現する中、家計所得や投資の増加傾向が続き、景気回復の動きが確かなも
のとなることが期待されつつあるものの、依然として海外景気の下振れがわが国の景気下押しのリスクと
なっているとともに、消費税率引き上げに伴う需要増の反動が見込まれ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、消費税率引き上げに伴う需要もあり、堅調に推移してお

り、先行きについても雇用、所得環境が改善期待されておりますが、消費税増税による、駆け込み需要
も一段落し、需要の先取りをしたなか、この先は需要状況が低調な状態が続くと考えられております。 
このような事業環境の中、当社におきましては、地域に根ざした販売活動を展開するため、同業、他業

を問わず販売強化、顧客紹介を目的とした企業提携を推進してまいりました。 
また、利益率を向上させるために、販売、設計、管理の各コストの再見直しを徹底的に行い、販売原価、

施工工程、一般管理費のスリム化に取り組みました。 
   これらの結果、当中間会計期間における売上高は 356,164千円となりました。一方、利益面では営業損

失が 74,831千円、経常損失が 76,998千円、当中間純損失が 83,765千円となりました。 
また、当社は住宅等の請負工事に関連する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）財政状態に関する定性的情報 

   ①資産、負債及び純資産の状況 
    （流動資産） 
      当中間会計期間末における流動資産は、前会計期年度末と比べ 148,633 千円増加し、678,241 千

円となりました。これは主に完成工事未収入金が 44,189 千円増加、販売用不動産が 157,297 千円
の増加、造成用土地が 80,453千円増加したことによるものであります。 

    （固定資産） 
      当中間会計期間末における固定資産は、前会計期年度末と比べ 323 千円増加し、14,133 千円と

なりました。これは主に投資その他資産が 1,107千円増加したことによるものであります。 
    （流動負債） 
      当中間会計期間末における流動負債は、前会計期年度末と比べ 192,641 千円増加し、528,996 千

円となりました。これは主に短期借入金が 223,000千円増加したことによるものであります。 
    （固定負債） 
      当中間会計期間末における固定負債は、前会計期年度末と比べ 40,080 千円増加しました。これ

は長期借入が増加したものであります。 
 
   ②キャッシュ・フローの状況 
     当中間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、前事業年度と比べ、

41,723千円減少し、94,569千円となりました。 
     当中間会計期末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 310,002千円（前年同期は 7,758千円の使用）となりました。これ

は主に販売に伴う売上債権の増加 44,189 千円、たな卸資産の増加 141,839 千円等によるものであ
ります。 

 
    （投資活動によるキャッシュ・フロー） 
     投資活動の結果使用した資金は 1,381千円（前年同期は 1,106千円の使用）となりました。これは

主に有形固定資産の取得 1,085千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 269,660千円（前年同期は 5,805千円獲得）となりました。これは

主に短期借入金の増加による 223,000 千円、また、長期借入金の増加 50,000 千円等によるもので
あります。 

 
 （３）業績予想に関する定性的情報 
   平成 26 年６月期の業績予想につきましては、平成 25 年７月 31 日に公表した「事業計画の概要につい

て」から変更はありません。 
 
２．サマリー情報（その他）に関する事項 
（１）中間財務諸表の作成に特有の会計処理及び簡便な会計処理の適用 

   該当事項はありません。 
 
 （２）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。 
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３．中間財務諸表 
 （１）中間貸借対照表 

  
（単位：千円） 

  前事業年度 当中間会計期間 

  （平成 25年６月 30日） （平成 25年 12月 31日） 

資産の部 
  

  流動資産 
  

   現金及び預金 136,292 94,569 

   完成工事未収入金 99,351 143,540 

   未成工事支出金 65,284 55,975 

   販売用不動産 48,404 205,701 

   仕掛販売用不動産  131,347 45,541 

   造成用土地 10,784 91,238 

   材料貯蔵品 4,885 4,692 

   繰延税金資産 2,731 ― 

   貸倒引当金 ― △2,295 

   その他 30,525 39,278 

   流動資産合計 529,608 678,241 

  固定資産 
 

 

有形固定資産   

    機械及び装置 1,904 1,904 

     減価償却累計額 △952 △1,428 

     機械及び装置（純額） 952 476 

    車両運搬具 638 1,276 

     減価償却累計額 △212 △744 

     車両運搬具（純額） 425 531 

    工具、器具及び備品 2,112 2,112 

     減価償却累計額 △435 △848 

     工具、器具及び備品（純額） 1,677 1,264 

    有形固定資産合計 3,056 2,272 

   投資その他の資産 
 

 

    その他 10,753 11,861 

    投資その他の資産合計 10,753 11,861 

   固定資産合計 13,809 14,133 

  資産合計 543,418 692,375 
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（単位：千円） 

  前事業年度 当中間会計期間 

  （平成 25年６月 30日） （平成 25年 12月 31日） 

負債の部 
  

 流動負債 
  

  工事未払金 107,508 105,566 

  短期借入金  100,000 323,000 

  1年以内返済予定の長期借入金 6,500 13,080 

  未払法人税等 1,031 602 

  未成工事受入金 107,510 75,580 

  その他 13,804 11,168 

  流動負債合計 336,355 528,996 

 固定負債 
 

 

  長期借入金 22,000 62,080 

  固定負債合計 22,000 62,080 

 負債合計 358,355 591,076 

純資産の部 
 

 

 株主資本 
 

 

  資本金 190,500 190,500 

利益剰余金   

   その他利益剰余金 
 

 

    繰越利益剰余金 △5,436 △89,201 

   利益剰余金合計 △5,436 △89,201 

  株主資本合計 185,063 101,298 

 純資産合計 185,063 101,298 

負債純資産合計 543,418 692,375 
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（２）中間損益計算書 

  
（単位：千円） 

  前中間会計期間 当中間会計期間 

  

（自 平成 24年７月１日 

 至 平成 24年 12月 31日） 

（自 平成 25年７月１日 

 至 平成 25年 12月 31日） 

売上高 273,909 356,164 

売上原価 248,294 303,110 

売上総利益 25,614 53,054 

販売費及び一般管理費 22,406 127,885 

営業利益又は営業損失（△） 3,207 △74,831 

営業外収益   

 受取利息 0 5 

 雑収入 733 620 

 営業外収益合計 733 625 

営業外費用   

 支払利息 101 2,792 

 営業外費用合計 101 2,792 

経常利益又は経常損失（△） 3,839 △76,998 

特別損失   

 固定資産除却損 ― 1,013 

 事業所撤去費用 ― 2,709 

 特別損失合計 ― 3,722 

税引前中間純利益又は税引前中間純損失（△） 3,839 △80,721 

法人税、住民税及び事業税 1,296 312 

法人税等調整額 △127 2,731 

法人税等合計 1,168 3,044 

中間純利益又は中間純損失（△） 2,670 △83,765 
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（３）中間株主資本等変動計算書 

  
（単位：千円） 

  前中間会計期間 当中間会計期間 

  

（自 平成 24年７月１日 

  至 平成 24年 12月 31日） 

（自 平成 25年７月１日 

 至 平成 25年 12月 31日） 

株主資本 
 

 

 資本金 
 

 

  当期首残高 5,000 190,500 

  当中間期変動額   

   当中間期変動額合計 － － 

  当中間期末残高 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 481 △5,436 

    当中間期変動額   

     中間純利益又は中間純損失（△） 2,670 △83,765 

     当中間期変動額合計 2,670 △83,765 

    当中間期末残高 3,152 △89,201 

  利益剰余金合計   

   当期首残高 481 △5,436 

   当中間期変動額   

    中間純利益又は中間純損失（△） 2,670 △83,765 

    当中間期変動額合計 2,670 △83,765 

   当中間期末残高 3,152 △89,201 

 株主資本合計   

  当期首残高 5,481 185,063 

  当中間期変動額   

   中間純利益又は中間純損失（△） 2,670 △83,765 

   当中間期変動額合計 2,670 △83,765 

  当中間期末残高 8,152 101,298 

 純資産合計   

  当期首残高 5,481 185,063 

  中間期変動額   

   当中間期純利益又は当中間期純損失（△） 2,670 △83,765 

   当中間期変動額合計 2,670 △83,765 

  当中間期末残高 8,152 101,298 
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（４）中間キャッシュ・フロー計算書 

  
（単位：千円） 

  前中間会計期間 当中間会計期間 

  

（自 平成 24年７月１日 

 至 平成 24年 12月 31日） 

（自 平成 25年７月１日 

 至 平成 25年 12月 31日） 

営業活動によるキャッシュ・フロー 
  

 税引前中間純利益又は税引前中間純損失（△） 3,839 △80,721 

 減価償却費 95 1,302 

 貸倒引当金の増減 ― 2,295 

 固定資産除却損 ― 1,013 

 受取利息 △0 △５ 

 支払利息 101 2,792 

 売上債権の増減額（△は増加） △24,950 △44,189 

 たな卸資産の増減額（△は増加） 70,408 △141,839 

 未収入金の増減額（△は増加） △26,000 △1,974 

 前渡金の増減額（△は増加） ― 1,406 

 仕入債務の増減額（△は減少） △19,581 △1,942 

 未成工事受入金の増減額（△は減少） △17,487 △31,930 

 未払金の増減（△は減少） 3,102 △2,325 

 その他 2,753 △8,401 

 小計 △7,718 △304,519 

 利息及び配当金の受取額 0 5 

 利息の支払額 ― △4,745 

 法人税等の支払額 △40 △741 

 営業活動によるキャッシュ・フロー △7,758 △310,002 

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 ― △1,085 

 保証金の差入による支出 △1,011 △340 

 その他 △95 44 

 投資活動によるキャッシュ・フロー △1,106 △1,381 

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） 5,805 223,000 

 長期借入れによる収入 ― 50,000 

 長期借入金の返済による支出 ― △3,340 

 財務活動によるキャッシュ・フロー 5,805 269,660 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,059 △41,723 

現金及び現金同等物の期首残高 6,303 136,292 

現金及び現金同等物の中間期末残高 3,244 94,569 
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（５）中間財務諸表に係る注記事項 
 
(継続企業の前提に関する注記) 

該当事項はありません。 
 
(セグメント情報等) 

当社の事業は、住宅等の請負工事に関連する事業で、住宅事業及びこれらに付随する事業がほとん
どを占めており、実質的に単一セグメントであり、重要性が低いため、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 24年７月 1日 

至 平成 25年６月 30日) 

当中間会計期間 

（自 平成 25年７月 1日 

至 平成 25年 12月 31日) 

１株当たり純資産額 168円 09銭 92円 01銭 

 

１株当たり中間純利益金額又は1株当たり中間純損失金額の算定上の基礎は以下のとおりであ

ります。 

項目 

前中間会計期間 

（自 平成24年７月１日 

 至 平成 24年 12月 31日） 

当中間会計期間 

（自 平成25年７月１日 

 至 平成 25年 12月 31日） 

１株当たり中間純利益金額又は１株当たり

中間純損失金額（△） 
 26円 70銭 △76円 08銭 

中間純利益又は純損失金額（△）（千円） 2,670 △83,765 

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ― 

普通株式に係る中間純利益又は純損失金額

（△）（千円） 
 2,670 △83,765 

期中平均株式数（株） 100,000 1,101,000 

（注）1.潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額又は潜在株式調整後1株当たり中間純損失金額

（△）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。 

2.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

り中間純利益金額又は１株当たり中間純損失金額（△）」を算定しております。 

 

(重要な後発事象) 
該当事項はありません。 

 
 
 
 
 
 


