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1.  平成25年6月期第2四半期の連結業績（平成24年7月1日～平成24年12月31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6月期第2四半期 10,706 59.9 732 128.7 421 123.0 185 81.9
24年6月期第2四半期 6,697 128.1 320 ― 189 ― 101 ―

（注）包括利益 25年6月期第2四半期 189百万円 （86.9％） 24年6月期第2四半期 101百万円 （―％）

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6月期第2四半期 14.44 13.76
24年6月期第2四半期 8.11 7.73

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年6月期第2四半期 20,457 4,625 22.2
24年6月期 19,045 4,446 22.9
（参考） 自己資本 25年6月期第2四半期 4,540百万円 24年6月期 4,365百万円

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
詳細につきましては、本日別途開示いたしました「第２四半期連結累計期間業績予想と実績との差異及び通期連結業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧く
ださい。

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6月期 ― 0.00 ― 15.00 15.00
25年6月期 ― 0.00
25年6月期（予想） ― 15.00 15.00

3. 平成25年 6月期の連結業績予想（平成24年 7月 1日～平成25年 6月30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 ： 有
詳細につきましては、本日別途開示いたしました「第２四半期連結累計期間業績予想と実績との差異及び通期連結業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧く
ださい。

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 26,043 △12.2 1,313 △55.6 591 △77.4 266 △82.2 20.58



(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）詳細は、添付資料Ｐ３「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は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続きの対象外であり、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
四半期連結財務諸表の四半期レビュー手続きが実施中であります。

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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。詳細につきましては、本日別途開示いたしました「第２四半期連結累計期間業績予想と実績との差異
及び通期連結業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。
平成24年９月５日を払込期日とする公募により、普通株式320,000株を発行しております。また、平成24年９月26日を払込期日とするオーバーアロットメントによる
当社株式の売出し関する第三者割当増資により、普通株式124,200株を発行しております。これにより、平成25年６月期の連結業績予想に記載の１株当たり当期
純利益の数値は、株式増加後の数値で再計算しております。

※  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） 25年6月期2Q 13,021,000 株 24年6月期 12,576,800 株
② 期末自己株式数 25年6月期2Q 76 株 24年6月期 ― 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年6月期2Q 12,847,430 株 24年6月期2Q 12,576,800 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、欧州債務危機の長期化による海外経済の低迷、中国をはじめ

とするアジア経済の成長鈍化等により、景気後退感が強まる状況にありましたが、12月の政権交代による景気浮揚

策への期待感から、為替相場は円安傾向、株式市況は上昇傾向へと変化の兆しがみられるようになりました。

当社グループが属する不動産業界におきましては、消費増税をはじめとする経済不安があり、消費者マインドが

低下しておりましたが、政権交代により増税だけでなく減税も含めた経済政策が具現化しつつあることから、消費

者マインドも回復基調が見受けられます。

このような環境下、当社グループにおいては、今後の経済市況の上昇を見込んで仕入を積極的に行い、事業拡大

を図ってまいります。

マンション事業におきましては、変化する顧客ニーズに柔軟に対応し、デザイン性の高い高品質な「ウィルロー

ズ」シリーズを提供することによって、同業他社との差別化を図っておりますが、より一層ブランド訴求や商品開

発に注力いたしました。

戸建事業におきましては、建売住宅に選ぶという楽しさを盛り込み、注文住宅の自由度の高さと建売住宅の安心

価格をパッケージとした「ＨＯＵＳＴＹＬＥ（ハウスタイル）」の商品開発に注力いたしました。

以上の結果、当第２四半期連結累計期間における売上高は10,706百万円（前年同四半期比59.9％増）、営業利益

は732百万円（前年同四半期比128.7％増）、経常利益は421百万円（前年同四半期比123.0％増）、四半期純利益は

185百万円（前年同四半期比81.9％増）となりました。

当第２四半期連結累計期間におけるセグメントの業績は次のとおりであります。

なお、売上高の金額につきましては、セグメント間の内部売上高を含めて記載しております。

［マンション事業］

マンション事業におきましては、「ウィルローズ元浅草」、「ウィルローズ蔵前リバースイート」、「ウィルロ

ーズつつじヶ丘」、「ウィルローズ八丁堀レジデンス」合計147戸の引渡しを行いました。

以上の結果、当セグメントの売上高は7,191百万円（前年同四半期比72.9％増）、営業利益は883百万円（前年同

四半期比224.6％増）となりました。

［戸建事業］

戸建事業におきましては、「練馬区中村プロジェクト」、「板橋区弥生町プロジェクト」、「川口市芝中田プロ

ジェクト」、「入間市扇町屋プロジェクト」、「横浜市鶴見区北寺尾プロジェクト」、「町田市森野プロジェク

ト」等、合計91戸の引渡しを行いました。

以上の結果、当セグメントの売上高は3,227百万円（前年同四半期比51.2％増）、営業利益は91百万円（前年同

四半期比29.9％減）となりました。

［販売代理事業］

販売代理事業におきましては、自社開発及び他社開発物件の販売代理を行い、東京都区部で10物件161戸、東京

都下で１物件28戸、神奈川県で１物件11戸、合計12物件200戸の引渡しを行いました。

以上の結果、当セグメントの売上高は406百万円（前年同四半期比11.7％減）、営業損失は９百万円（前年同四

半期は営業利益97百万円）となりました。

［建物管理事業］

建物管理事業におきましては、マンション管理が順調に推移しました。

以上の結果、当セグメントの売上高は114百万円（前年同四半期比54.5％増）、営業利益は17百万円（前年同四

半期比137.2％増）となりました。

［その他］

その他におきましては、賃貸用不動産から賃料収入を確保しております。

以上の結果、当セグメントの売上高は60百万円（前年同四半期比3.0％増）、営業利益は44百万円（前年同四半

期比29.5％増）となりました。

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（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資産は、前連結会計年度末に比べ1,411百万円増加し、20,457百万円とな

りました。負債については前連結会計年度末から1,232百万円増加し、15,831百万円となりました。また、純資産

については前連結会計年度末から178百万円増加し、4,625百万円となりました。前連結会計年度末からの主な変動

要因は以下のとおりであります。

資産の主な要因については、現金及び預金が888百万円減少したこと、販売用不動産が162百万円減少したこと、

及び仕掛販売用不動産が2,447百万円増加したことによるものであります。負債の主な要因については、新規物件

の取得に伴い有利子負債が2,381百万円増加したこと、買掛金が122百万円増加したこと、未払金が160百万円減少

したこと、未払消費税等が125百万円減少したこと、及び未払法人税等が808百万円減少したことによるものであり

ます。また、純資産の主な要因としては、平成24年９月５日を払込期日とする公募による新株式の発行、平成24年

９月26日を払込期日とするオーバーアロットメントによる当社株式の売出しに関する第三者割当による新株式を発

行したことにより、資本金が85百万円及び資本準備金が85百万円増加したことによるものであります。

＜キャッシュ・フローの状況＞

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ887百万円減少し、1,965

百万円となりました。当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は下記のと

おりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益421百万

円を計上した一方、たな卸資産の増加額2,285百万円、貸倒引当金の増加額134百万円、仕入債務の増加額122百万

円、未払金の減少額159百万円、未払消費税等の減少額132百万円、預り金の減少額163百万円、利息の支払額153百

万円及び法人税等の支払額1,053百万円を主要因として、3,107百万円の支出（前年同期は361百万円の支出）とな

りました。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の預入による支出15百万

円、差入保証金の差入による支出110百万円を主要因として、127百万円の支出（前年同期は92百万円の支出）とな

りました。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入れによる収入2,716百万

円、短期借入金の返済による支出1,680百万円、長期借入れによる収入4,621百万円、長期借入金の返済による支出

3,275百万円を主要因として、2,342百万円の収入（前年同期は531百万円の収入）となりました。

（３）連結業績予想に関する定性的情報

通期の業績に関しましては、平成24年８月10日に公表いたしました業績予想を修正しております。詳細は、本日

公表いたしました「第２四半期連結累計期間業績予想と実績との差異及び通期連結業績予想の修正に関するお知ら

せ」をご参照ください。

（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

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
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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６月30日)

当第２四半期連結会計期間
(平成24年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,952,696 2,064,115

売掛金 51,154 9,990

完成工事未収入金 20,638 20,324

販売用不動産 1,699,115 1,536,665

仕掛販売用不動産 11,118,634 13,565,902

前払費用 639,848 693,331

繰延税金資産 103,317 85,729

その他 561,143 589,452

流動資産合計 17,146,549 18,565,511

固定資産

有形固定資産 1,568,016 1,534,164

無形固定資産 14,842 11,648

投資その他の資産

投資有価証券 54,485 53,792

破産更生債権等 － 134,000

その他 261,852 292,164

貸倒引当金 － △134,000

投資その他の資産合計 316,338 345,957

固定資産合計 1,899,196 1,891,770

資産合計 19,045,746 20,457,282

負債の部

流動負債

買掛金 1,215,611 1,337,803

短期借入金 2,372,630 3,408,498

1年内返済予定の長期借入金 4,673,092 5,866,228

未払金 313,922 153,774

未払法人税等 1,037,029 228,595

未払消費税等 133,530 7,760

前受金 698,471 673,025

賞与引当金 12,343 12,399

その他 248,879 97,805

流動負債合計 10,705,510 11,785,890

固定負債

長期借入金 3,870,666 4,023,094

その他 23,098 22,829

固定負債合計 3,893,764 4,045,923

負債合計 14,599,275 15,831,814
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成24年６月30日)

当第２四半期連結会計期間
(平成24年12月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 288,797 374,694

資本剰余金 1,235,026 1,320,924

利益剰余金 2,851,186 2,851,371

自己株式 － △33

株主資本合計 4,375,010 4,546,956

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 433 1,866

為替換算調整勘定 △10,070 △7,904

その他の包括利益累計額合計 △9,636 △6,038

新株予約権 81,096 84,549

純資産合計 4,446,470 4,625,467

負債純資産合計 19,045,746 20,457,282
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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７月１日
至 平成23年12月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年７月１日
至 平成24年12月31日)

売上高 6,697,282 10,706,379

売上原価 5,215,361 8,388,319

売上総利益 1,481,920 2,318,059

販売費及び一般管理費 1,161,404 1,585,132

営業利益 320,515 732,927

営業外収益

受取利息 292 1,326

受取手数料 4,134 13,572

解約精算金 6,381 8,620

消費税等調整差額 8,966 －

その他 12,726 9,089

営業外収益合計 32,501 32,609

営業外費用

支払利息 147,087 155,895

支払手数料 15,613 20,106

持分法による投資損失 1,195 4,712

株式公開費用 － 22,289

貸倒引当金繰入額 － 134,000

その他 32 6,886

営業外費用合計 163,928 343,891

経常利益 189,088 421,645

特別利益

投資有価証券売却益 － 166

特別利益合計 － 166

特別損失

投資有価証券売却損 － 1

固定資産除却損 － 185

特別損失合計 － 186

税金等調整前四半期純利益 189,088 421,625

法人税、住民税及び事業税 98,080 225,980

法人税等調整額 △10,952 10,132

法人税等合計 87,127 236,113

少数株主損益調整前四半期純利益 101,960 185,512

四半期純利益 101,960 185,512

-6-



（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７月１日
至 平成23年12月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年７月１日
至 平成24年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 101,960 185,512

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △247 1,432

為替換算調整勘定 △506 2,165

その他の包括利益合計 △754 3,598

四半期包括利益 101,206 189,110

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 101,206 189,110
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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23年７月１日
至 平成23年12月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年７月１日
至 平成24年12月31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 189,088 421,625

減価償却費 30,339 40,921

賞与引当金の増減額（△は減少） 962 56

貸倒引当金の増減額（△は減少） － 134,000

株式報酬費用 20,716 3,452

受取利息及び受取配当金 △310 △1,345

支払利息 147,087 155,895

為替差損益（△は益） 365 △6,183

持分法による投資損益（△は益） 1,195 4,712

株式公開費用 － 22,289

投資有価証券売却益 － △166

投資有価証券売却損 － 1

固定資産除却損 － 185

売上債権の増減額（△は増加） 50,065 41,477

たな卸資産の増減額（△は増加） △673,536 △2,285,361

前払費用の増減額（△は増加） △569,399 △50,248

長期前払費用の増減額（△は増加） 2,599 △1,488

仕入債務の増減額（△は減少） 266,628 122,191

未払金の増減額（△は減少） 3,267 △159,368

未払消費税等の増減額（△は減少） 7,110 △132,992

未払費用の増減額（△は減少） 36 6,726

前受金の増減額（△は減少） 1,144,329 △25,445

預り金の増減額（△は減少） △15,819 △163,334

その他 △146,847 △111,797

小計 457,879 △1,984,198

利息及び配当金の受取額 310 1,345

利息の支払額 △137,052 △153,919

法人税等の還付額 － 82,938

法人税等の支払額 △682,468 △1,053,780

営業活動によるキャッシュ・フロー △361,331 △3,107,612
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成23年７月１日
至 平成23年12月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年７月１日
至 平成24年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入 － 7,200

定期預金の預入による支出 △11,630 △15,960

有形固定資産の取得による支出 △45,038 △4,840

無形固定資産の取得による支出 △6,236 －

差入保証金の差入による支出 △11,778 △110,907

出資金の払込による支出 － △200

保険積立金の積立による支出 △1,976 △2,164

投資有価証券の取得による支出 △15,870 △1,200

投資有価証券の売却による収入 － 207

投資活動によるキャッシュ・フロー △92,530 △127,866

財務活動によるキャッシュ・フロー

担保差入定期預金の回収による収入 100,000 －

短期借入れによる収入 1,796,200 2,716,000

短期借入金の返済による支出 △1,362,225 △1,680,132

長期借入れによる収入 1,440,300 4,621,100

長期借入金の返済による支出 △1,329,498 △3,275,537

社債の償還による支出 △50,000 －

配当金の支払額 △62,884 △188,652

株式の発行による収入 － 171,794

株式公開費用の支出 － △22,289

自己株式の取得による支出 － △33

財務活動によるキャッシュ・フロー 531,893 2,342,249

現金及び現金同等物に係る換算差額 △365 6,183

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 77,665 △887,045

現金及び現金同等物の期首残高 1,403,533 2,852,108

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,481,199 1,965,062
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該当事項はありません。

当社は、平成24年９月５日を払込期日とする公募による新株式の発行、平成24年９月26日を払込期日とするオー

バーアロットメントによる当社株式の売出しに関する第三者割当による新株式を発行し払込みを受けました。この

結果、第１四半期連結会計期間において資本金が85百万円、資本準備金が85百万円増加し、第２四半期連結会計期

間末において資本金が374百万円、資本準備金が261百万円となっております。

（セグメント情報）

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間 （自 平成23年７月１日 至 平成23年12月31日）

１. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

（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、不動産賃貸事業等を含んでおりま

す。

２．セグメント利益の調整額△221,096千円には、未実現利益の調整額等3,465千円及び各報告セグメントに配分

していない全社費用△224,561千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない総務人

事・財務経理部門等の管理部門に係る費用であります。

３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間 （自 平成24年７月１日 至 平成24年12月31日）

１. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

（単位：千円）

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）セグメント情報等

報告セグメント
その他
（注）1

合計
調整額
（注）２

連結財務
諸表計上

額
（注）３

マンション
事業

戸建
事業

販売代理
事業

建物管理
事業

計

売上高

外部顧客への売

上高
4,158,546 2,135,212 272,467 72,559 6,638,785 58,496 6,697,282 － 6,697,282

セグメント間の

内部売上高又は

振替高

－ － 187,422 1,723 189,145 － 189,145 △189,145 －

計 4,158,546 2,135,212 459,889 74,283 6,827,931 58,496 6,886,428 △189,145 6,697,282

セグメント利益 272,059 130,523 97,183 7,400 507,166 34,444 541,611 △221,096 320,515

報告セグメント
その他
（注）1

合計
調整額
（注）２

連結財務
諸表計上

額
（注）３

マンション
事業

戸建
事業

販売代理
事業

建物管理
事業

計

売上高

外部顧客への売

上高
7,191,791 3,227,655 113,631 113,052 10,646,131 60,248 10,706,379 － 10,706,379

セグメント間の

内部売上高又は

振替高

－ － 292,636 1,723 294,359 － 294,359 △294,359 －

計 7,191,791 3,227,655 406,267 114,776 10,940,490 60,248 11,000,739 △294,359 10,706,379

セグメント利益

又は損失（△）
883,218 91,536 △9,021 17,552 983,286 44,613 1,027,899 △294,972 732,927
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（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、不動産賃貸事業等を含んでおりま

す。

２．セグメント利益の調整額△294,972千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全社費

用は、主に報告セグメントに帰属しない総務人事・財務経理部門等の管理部門に係る費用であります。

３．セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

２. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

３．報告セグメントの変更等に関する事項

（測定方法の変更）

第１四半期連結累計期間より、各事業セグメントに対する費用の配賦基準の見直しを行っております。この変更

は営業費用の配分方法をより当社の経営管理手法に即したものとし、セグメント別損益の実態をより正確に表示す

るためであります。なお、前第２四半期連結累計期間の報告セグメントは、変更後の配賦方法に基づき作成したも

のを開示しております。
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