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1.  平成25年3月期第2四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24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 ％

25年3月期第2四半期 10,131 92.2 △115 ― △339 ― △283 ―
24年3月期第2四半期 5,271 △36.4 △327 ― △575 ― △567 ―

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 △286百万円 （―％） 24年3月期第2四半期 △570百万円 （―％）

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

25年3月期第2四半期 △17.79 ―
24年3月期第2四半期 △35.62 ―

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3月期第2四半期 22,765 6,319 27.8 396.39
24年3月期 25,392 6,605 26.0 414.36
（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  6,319百万円 24年3月期  6,605百万円

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

24年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
25年3月期 ― 0.00
25年3月期（予想） ― 0.00 0.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25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 25,100 55.0 910 ― 330 ― 290 ― 18.19



(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 

（注）「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第10条の５に該当するものであります。詳細は、添付資料３ページ「２．サマリー情報
（注記事項）に関する事項（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

(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のレビュー手続が実施中です。 

※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いては、添付資料２ページ「１．当四半期決算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」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   ：  有
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  有
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期2Q 16,216,512 株 24年3月期 16,216,512 株
② 期末自己株式数 25年3月期2Q 274,301 株 24年3月期 274,221 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 15,942,234 株 24年3月期2Q 15,942,291 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の復興需要を背景として、生産、企業収益に

持ち直しの動きが見られ、緩やかな回復傾向を示しましたが、欧州債務危機による海外景気の減速懸念や長引く

円高傾向等により、景気の先行きは不透明な状況が続きました。 

建設・不動産業界におきましては、低金利政策や住宅エコポイント制度等の各種住宅取得促進施策の効果によ

り、新設住宅着工戸数も緩やかな回復基調となりましたが、消費税増税政策、電気料金の値上げ等による個人消

費意欲の低下や、雇用・所得環境の改善も進まないこと等から、住宅取得のきっかけになる市場環境の本格的な

回復には至りませんでした。 

このような状況のもと、当社グループは、「直営責任施工」による「高品質住宅の供給」と「安定的収益の確

保」を目指し、ブランド力並びに知名度の向上に努め、受注及び販売活動を推進してまいりました。 

建設事業におきましては、個人受注では、本社周辺の当社施工による分譲住宅・注文住宅を利用した構造見学

会並びに「屋上庭園のある家」の完成現場見学会を開催するとともに、「都市型３階建ての家」、「15坪からの

都市型住宅」など提案型商品の販売を推進いたしました。また、本社では「地震に備える住いフェア」等各種イ

ベントを開催し、当社施工建物にご入居のお客様への定期的な営業やインターネットでの集客を推進するなど、

リフォーム・小口営繕工事の受注拡大にも努めてまいりました。さらに、法人受注では、新規法人への受注活動

を積極的に行うとともに、確かな技術力と豊かな街づくりの経験を活かし、従来からの取引先との安定的な受注

を目指し、相互の発展と生産量の確保並びに施工の平準化に努めてまいりました。 

不動産事業におきましては、各企業の社員様をご紹介頂く提携企業の新規開拓を積極的に推進し、提携企業向

けｗｅｂ会員の募集を強化いたしました。一方で住宅をご検討頂くお客様の友の会組織「グローイング倶楽部」

の新規会員募集と会員特典の強化を行うとともに、「紹介キャンペーン」などの各種集客イベント並びにインタ

ーネットでの広告活動を積極的に展開し需要の喚起を行い、お客様のご要望を丁寧にお伺いし可能な限りお応え

する方針を継続してきたことにより、多くの物件の成約に結び付けてまいりました。その結果、東日本大震災か

らの復興需要等を背景とした経済活動が徐々に回復傾向にある東北地域の販売は堅調に推移いたしましたが、首

都圏では、前期末より繰越した住宅の販売について早期完売に向け精力的に販売してきたことにより、前期に比

べ売上高は増加いたしましたが、需要喚起の成果には中々結び付かず、販売予定数を完売するには至りませんで

した。 

また、経費面につきましては、業務の効率化、コストの低減と販売費並びに一般管理費の削減にも引き続き取

り組んでまいりましたが、前期からの繰り越し分により販売物件数が増加したことにより広告宣伝費や販売手数

料等の販売費用が増加したため、前期は広告宣伝活動を自粛していたこともあり、前年同期と比較し、販売費及

び一般管理費が１億６百万円増加いたしました。 

それらの結果、当第２四半期の連結売上高は101億３千１百万円となり、前年同期と比べて92.2％増と大きく伸

長いたしましたが、営業損失が１億１千５百万円（前年同期は３億２千７百万円の営業損失）の計上となり、経

常損失は３億３千９百万円（前年同期は５億７千５百万円の経常損失）、四半期純損失は２億８千３百万円（前

年同期は５億６千７百万円の四半期純損失）の計上となりました。 

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期連結会計期間末における総資産は、227億６千５百万円となり、前連結会計年度末と比べて26億２

千６百万円の減少となりました。これは主に、現金預金が９億８千９百万円、受取手形・完成工事未収入金等が１

億７千６百万円、販売用不動産等たな卸資産が合計で10億２千２百万円、土地が１億７千８百万円減少したことに

よるものであります。 

  負債につきましては、負債総額が164億４千５百万円となり、前連結会計年度末と比べて23億４千万円の減少と

なりました。これは主に、短期借入金、長期借入金及び社債（１年内償還予定を含む）の合計が32億７千２百万円

減少したことによるものであります。 

 純資産は、63億１千９百万円となり、前連結会計年度末と比べて２億８千６百万円の減少となりました。これは

主に、四半期純損失が２億８千３百万円計上されたことによるものであります。この結果、自己資本比率は27.8％

となりました。  

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 連結業績予想につきましては、現時点におきまして、平成24年５月14日の「平成24年３月期 決算短信」で公表

いたしました通期の連結業績予想に変更はありません。 

   

１．当四半期決算に関する定性的情報
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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 

  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 

 （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、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、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は、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。 

 これによる、当第２四半期連結累計期間の営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失に与える影響は

軽微であります。   

   

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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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24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 1,946,670 956,679

受取手形・完成工事未収入金等 476,278 299,375

未成工事支出金 1,084,951 1,908,097

販売用不動産 10,198,436 8,120,319

仕掛販売用不動産 7,069,448 7,308,964

その他のたな卸資産 23,651 16,151

その他 232,396 202,714

貸倒引当金 △370 △590

流動資産合計 21,031,462 18,811,710

固定資産   

有形固定資産   

土地 2,590,086 2,411,790

その他（純額） 953,810 748,305

有形固定資産合計 3,543,896 3,160,096

無形固定資産 158,945 125,035

投資その他の資産   

投資有価証券 78,172 49,900

その他 579,649 618,646

貸倒引当金 △18 △22

投資その他の資産合計 657,803 668,523

固定資産合計 4,360,645 3,953,655

資産合計 25,392,108 22,765,365

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 800,438 764,980

短期借入金 11,875,247 9,178,891

1年内償還予定の社債 300,000 275,000

未払法人税等 20,140 36,745

完成工事補償引当金 77,655 111,997

その他 1,427,682 2,454,560

流動負債合計 14,501,164 12,822,174

固定負債   

長期借入金 2,843,262 2,291,800

退職給付引当金 692,428 679,671

その他 749,469 652,349

固定負債合計 4,285,160 3,623,821

負債合計 18,786,324 16,445,995
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

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 △570,402

自己株式 △90,407 △90,414

株主資本合計 6,942,710 6,730,724

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 △195

土地再評価差額金 △339,539 △411,158

その他の包括利益累計額合計 △336,927 △411,353

純資産合計 6,605,783 6,319,370

負債純資産合計 25,392,108 22,765,365
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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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第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) 

売上高 5,271,627 10,131,138

売上原価 4,063,117 8,604,907

売上総利益 1,208,510 1,526,231

販売費及び一般管理費 1,535,661 1,641,783

営業損失（△） △327,151 △115,552

営業外収益   

受取利息 244 359

受取配当金 4,860 11,963

違約金収入 47 7,597

その他 13,055 3,886

営業外収益合計 18,208 23,808

営業外費用   

支払利息 198,655 231,576

支払手数料 61,613 16,505

その他 6,292 23

営業外費用合計 266,561 248,104

経常損失（△） △575,504 △339,849

特別利益   

固定資産売却益 － 15,706

関係会社株式売却益 － 21,767

特別利益合計 － 37,474

特別損失   

固定資産除却損 2,145 769

減損損失 － 17,918

特別損失合計 2,145 18,687

税金等調整前四半期純損失（△） △577,649 △321,061

法人税、住民税及び事業税 12,114 26,271

法人税等調整額 △21,962 △63,734

法人税等合計 △9,848 △37,463

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △567,801 △283,598

四半期純損失（△） △567,801 △283,598
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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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第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) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △567,801 △283,598

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △3,049 △2,807

その他の包括利益合計 △3,049 △2,807

四半期包括利益 △570,850 △286,405

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △570,850 △286,405

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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 該当事項はありません。   

   

   

 該当事項はありません。   

   

   

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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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