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1.  平成25年5月期第2四半期の業績（平成24年6月1日～平成24年11月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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5月期第2四半期 665 11.0 38 △31.5 46 21.5 26 47.4
24年5月期第2四半期 599 10.3 56 71.3 38 2.9 17 77.6

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5月期第2四半期 42.32 42.18
24年5月期第2四半期 28.69 28.58

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5月期第2四半期 1,391 529 38.0 870.05
24年5月期 1,137 481 42.3 777.80
（参考） 自己資本   25年5月期第2四半期  529百万円 24年5月期  481百万円

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5月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
25年5月期 ― 0.00
25年5月期（予想） ― 0.00 0.00

3. 平成25年 5月期の業績予想（平成24年 6月 1日～平成25年 5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 1,638 30.7 95 2.2 98 21.0 51 27.5 82.32



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

※  注記事項

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5月期2Q 619,500 株 24年5月期 619,500 株
② 期末自己株式数 25年5月期2Q 11,400 株 24年5月期 ― 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年5月期2Q 618,939 株 24年5月期2Q 619,500 株

※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レビュー手続は終了しております。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 本資料に記載されている業績見通し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
業績予想の利用にあたっての注意事項等については、四半期決算短信〔添付資料〕P.3「（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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当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の復興関連需要等により緩やかな回復基

調にあるものの、欧州を中心とした世界経済の停滞、米国経済の回復の遅れ、さらには電気料金の値上

げや消費税増税の動きにより内需も減速感が強まる等、依然として先行き不透明な状況が続いておりま

す。 

 建設業界におきましては、東日本大震災の復興関連需要を除き、公共工事の減少や民間設備投資の低

迷等、依然として厳しい状況が続いております。 

このような状況の中、当社は、前事業年度に開設した横浜支店の受注基盤の確立及び既存店における

パートナー（工務店等）との関係強化に取り組み、受注拡大を図って参りました。また、「コスト・利

益意識の徹底」を方針に原価低減と経費削減に取り組み、施工管理と品質・技術向上に努めるととも

に、人材育成を積極的に行い、請負工事における業容拡大やスケールメリットによる収益力の向上等も

図って参りました。              

これらにより、当第２四半期累計期間における売上高は、665,724千円（前年同期比11.0％増）とな

りました。また、営業利益は、事業拡大に備えた施工・営業社員の増員による人件費の増加等により

38,951千円（前年同期比31.5％減）、経常利益は、外国社債に関する有価証券利息5,614千円、支払利

息2,130千円の計上等により46,936千円（前年同期比21.5％増）となり、四半期純利益は、法人税等の

計上により26,192千円（前年同期比47.4％増）となりました。 

  

セグメント別の業績は以下のとおりであります。 

（ホームメイキャップ事業） 

ホームメイキャップ事業におきましては、ホームメイキャップ工法による内外装リフォーム工事等の

増加により、売上高は608,298千円（前年同期比11.5％増）となりました。セグメント利益につきまし

ては、事業拡大に備えた施工・営業社員の増員による人件費の増加等により、90,415千円（前年同期比

10.0％減）となりました。 

（建築工事業） 

建築工事業におきましては、新築及び改修工事等の増加により、売上高は49,374千円（前年同期比

76.0％増）となりました。セグメント利益は、新築及び改修工事等の増加により、1,509千円（前年同

期はセグメント損失2,628千円）となりました。 

（不動産事業） 

不動産事業におきましては、不動産売買及び仲介の案件減少等により、売上高は5,171千円（前年同

期比78.5％減）となりました。セグメント利益は、不動産売買及び仲介の案件減少等により、2,692千

円（前年同期比76.5％減）となりました。 

（その他） 

加盟店関連事業等で構成されるその他の事業におきましては、材料販売等の増加により、売上高は

2,880千円（前年同期比31.6％増）となりました。セグメント利益は、材料販売等の増加により、846千

円（前年同期はセグメント損失543千円）となりました。 

  

１．当四半期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
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当第２四半期会計期間末における資産の部は、前事業年度末に比べ254,164千円増加し、1,391,961千

円となりました。これは主に、現金及び預金の70,987千円の増加、投資有価証券の43,240千円の増加、

未成工事支出金の37,334千円の増加、完成工事未収入金の28,425千円の増加等によるものであります。

負債の部は、前事業年度末に比べ206,934千円増加し、862,881千円となりました。これは主に、長期

借入金の186,569千円の増加、工事未払金の40,268千円の増加、１年内返済予定の長期借入金の38,957

千円の増加、１年内償還予定の社債の100,000千円の減少等によるものであります。 

純資産の部は、前事業年度末に比べ47,230千円増加し、529,080千円となりました。これは主に、そ

の他有価証券評価差額金の29,701千円の増加等によるものであります。 

  

平成24年７月12日に発表いたしました平成25年５月期業績予想につきましては、現時点において変更

はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

  

  

（２）財政状態に関する定性的情報

（３）業績予想に関する定性的情報

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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４．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年５月31日) 

当第２四半期会計期間 
(平成24年11月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 93,221 164,208

受取手形 33,290 61,545

完成工事未収入金 219,394 247,819

売掛金 274 1,340

原材料及び貯蔵品 24,091 21,564

未成工事支出金 32,271 69,606

仕掛販売用不動産 9,594 －

販売用不動産 4,036 12,371

その他 8,179 44,625

貸倒引当金 △4,584 △5,526

流動資産合計 419,771 617,556

固定資産   

有形固定資産 116,503 114,016

無形固定資産 1,714 1,302

投資その他の資産   

投資不動産 320,567 320,567

投資有価証券 219,380 262,621

その他 69,414 84,036

貸倒引当金 △9,554 △8,138

投資その他の資産合計 599,807 659,086

固定資産合計 718,025 774,405

資産合計 1,137,797 1,391,961

負債の部   

流動負債   

工事未払金 140,103 180,371

買掛金 15,025 31,288

短期借入金 50,000 50,000

1年内返済予定の長期借入金 36,820 75,777

1年内償還予定の社債 110,000 10,000

未払法人税等 19,334 21,138

完成工事補償引当金 37,367 41,514

その他 33,849 45,486

流動負債合計 442,500 455,578

固定負債   

社債 30,000 25,000

長期借入金 173,009 359,578

資産除去債務 3,122 3,132

その他 7,314 19,592

固定負債合計 213,446 407,302

負債合計 655,946 862,881
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年５月31日) 

当第２四半期会計期間 
(平成24年11月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 185,012 185,012

資本剰余金 165,642 165,642

利益剰余金 136,191 162,383

自己株式 － △8,664

株主資本合計 486,845 504,373

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △4,994 24,706

評価・換算差額等合計 △4,994 24,706

純資産合計 481,850 529,080

負債純資産合計 1,137,797 1,391,961
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（２）四半期損益計算書 
 第２四半期累計期間 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成23年６月１日  
 至 平成23年11月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成24年６月１日  
 至 平成24年11月30日) 

売上高 599,616 665,724

売上原価 409,466 479,085

売上総利益 190,150 186,639

販売費及び一般管理費 133,322 147,687

営業利益 56,828 38,951

営業外収益   

デリバティブ評価益 15,065 －

不動産賃貸収入 9,149 1,913

有価証券利息 670 5,614

その他 1,124 3,581

営業外収益合計 26,010 11,109

営業外費用   

為替差損 29,911 －

支払利息 3,366 2,130

貸倒引当金繰入額 10,000 －

その他 923 994

営業外費用合計 44,201 3,124

経常利益 38,636 46,936

税引前四半期純利益 38,636 46,936

法人税、住民税及び事業税 19,107 20,112

法人税等調整額 1,757 631

法人税等合計 20,865 20,743

四半期純利益 17,771 26,192
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 
（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成23年６月１日
  至 平成23年11月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成24年６月１日
  至 平成24年11月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益 38,636 46,936

減価償却費 3,242 2,789

貸倒引当金の増減額（△は減少） 10,399 △473

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） 4,194 4,146

受取利息及び受取配当金 △1,070 △5,915

不動産賃貸収入 △6,935 －

支払利息 3,366 2,130

売上債権の増減額（△は増加） △34,341 △57,746

たな卸資産の増減額（△は増加） 4,382 △33,547

仕入債務の増減額（△は減少） 48,959 56,531

その他 △23,772 △1,245

小計 47,062 13,606

利息及び配当金の受取額 324 301

利息の支払額 △3,290 △2,833

法人税等の支払額 △27,911 △18,440

営業活動によるキャッシュ・フロー 16,184 △7,365

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 △10,000 －

定期預金の払戻による収入 9,202 －

保険積立金の積立による支出 △16,548 △15,787

投資有価証券の取得による支出 △210,675 －

投資不動産の賃貸による収入 11,558 －

貸付けによる支出 △10,000 △15,000

貸付金の回収による収入 302 311

敷金及び保証金の差入による支出 △907 △267

敷金及び保証金の回収による収入 1,128 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △225,939 △30,742

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 60,000 50,000

短期借入金の返済による支出 △125,000 △50,000

長期借入れによる収入 － 250,000

長期借入金の返済による支出 △26,922 △24,473

リース債務の返済による支出 △719 △762

社債の償還による支出 △5,000 △105,000

自己株式の取得による支出 － △8,697

財務活動によるキャッシュ・フロー △97,641 111,066

現金及び現金同等物に係る換算差額 △29,748 △1,970

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △337,145 70,987

現金及び現金同等物の期首残高 370,857 93,221

現金及び現金同等物の四半期末残高 33,712 164,208
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該当事項はありません。 

Ⅰ  前第２四半期累計期間(自  平成23年６月１日  至  平成23年11月30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)「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、加盟店関連事業等を含んでおりま

す。 

  

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期損益計算書計上額との差額及び当該差額の主

な内容(差異調整に関する事項) 

                                         （単位：千円） 

 
   (注) 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．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。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

報告セグメント
その他 
（注）

合計
ホームメイキャ

ップ事業
建築工事業 不動産事業 小計

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

545,347 28,048 24,031 597,427 2,189 599,616

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 545,347 28,048 24,031 597,427 2,189 599,616

セグメント利益又は損失
（△）

100,476 △2,628 11,479 109,328 △543 108,784

利益 金額

報告セグメント計 109,328

「その他」の区分の損失 △543

全社費用（注） △51,956

四半期損益計算書の営業利益 56,828
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Ⅱ  当第２四半期累計期間(自  平成24年６月１日  至  平成24年11月30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)「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、加盟店関連事業等を含んでおりま

す。 

  

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期損益計算書計上額との差額及び当該差額の主

な内容(差異調整に関する事項) 

                                         （単位：千円） 

 
   (注) 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．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。 

  

 当社は、第２四半期会計期間において、平成24年11月20日開催の臨時取締役会における自己株式の

取得決議に基づき、平成24年11月22日付で自己株式11,400株の取得を行いました。この結果、当第２

四半期累計期間において、自己株式が8,664千円増加し、当第２四半期会計期間末において8,664千円

となっております。 

報告セグメント
その他 
（注）

合計
ホームメイキャ

ップ事業
建築工事業 不動産事業 小計

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

608,298 49,374 5,171 662,843 2,880 665,724

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 608,298 49,374 5,171 662,843 2,880 665,724

セグメント利益 90,415 1,509 2,692 94,617 846 95,463

利益 金額

報告セグメント計 94,617

「その他」の区分の利益 846

全社費用（注） △56,512

四半期損益計算書の営業利益 38,951

（６）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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