
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

   

   

 

   

     

 

     

   

 
 

 

   

平成25年12月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
平成25年５月10日

上 場 会 社 名 株式会社桧家ホールディングス 上場取引所 名

コ ー ド 番 号 1413 URL http://www.hinokiya-holdings.jp/

代  表  者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 近藤 昭
問合せ先責任者 (役職名) 経営企画部長 (氏名) 島田 幸雄 (TEL) 0480-26-1118

四半期報告書提出予定日 平成25年５月13日 配当支払開始予定日 ―

四半期決算補足説明資料作成の有無 ：無

四半期決算説明会開催の有無 ：無  

(百万円未満切捨て)

１．平成25年12月期第１四半期の連結業績（平成25年１月１日～平成25年３月31日）
（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12月期第１四半期 10,122 6.1 △183 － △122 － 64 △64.4
24年12月期第１四半期 9,542 27.4 274 △46.9 340 △38.1 181 △31.6

(注) 包括利益 25年12月期第１四半期 83百万円(△59.9％) 24年12月期第１四半期 207百万円(△29.1％)

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12月期第１四半期 4.76 －
24年12月期第１四半期 13.38 －

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

25年12月期第１四半期 28,325 8,556 28.1
24年12月期 25,413 8,372 32.4

(参考) 自己資本 25年12月期第１四半期 7,963百万円 24年12月期 8,238百万円

２．配当の状況

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12月期 － 10.00 － 26.00 36.00
25年12月期 －

25年12月期(予想) 20.00 － 26.00 46.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

 

３．平成25年12月期の連結業績予想（平成25年１月１日～平成25年12月31日）

                                    (％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

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

第２四半期(累計) 24,000 18.4 700 △10.4 790 △13.4 390 △8.5 28.73
通期 60,000 15.1 4,900 15.6 5,000 10.8 2,900 18.1 213.63

(注) 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）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 有

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 －社（社名） 、除外 １社（社名） 株式会社桧家不動産千葉

  (注) 詳細は、添付資料３ページ「２．サマリ－情報（注記事項）に関する事項」の「（１）当四半期連結累計
    期間における重要な子会社の異動」をご覧ください。

（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

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

  (注) 当第１四半期連結会計期間より減価償却方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積りと
    区別することが困難な場合」に該当しております。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」の「（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）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 25年12月期１Ｑ 13,575,000株 24年12月期 13,575,000株

② 期末自己株式数 25年12月期１Ｑ 148株 24年12月期 148株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年12月期１Ｑ 13,574,852株 24年12月期１Ｑ 13,574,924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は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、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財務諸表のレビュー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、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３ページ 「連結業績予想
に関する定性的情報」をご覧ください。
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１．当四半期決算に関する定性的情報 

(1)  連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新政権による経済・金融政策に対する期待感から円

安が進行し、株価が上昇するなど景気回復への明るい兆しがみられました。 

しかしながら世界景気の下振れ懸念や今後の雇用・所得環境によっては国内景気が下押しされるリスク

も存在しており、依然として先行き不透明な状況にあります。 

住宅業界におきましては、住宅取得支援策や低金利を背景に当社グループの注文住宅事業に関連の深い

持家の新設住宅着工戸数は７ヶ月連続で前年同月を上回っており底堅く推移しました。 

このような状況のもとで、当社グループ経営理念「最高品質と最低価格で社会に貢献」に基づき各事業

セグメントにおいて、お客様のニーズにあった新商品開発と展示場作り、住宅関連サービスに関する問題

解決のための提案等に取り組み売上拡大に努めました。 

この結果、当第１四半期連結累計期間における売上高は101億22百万円（前年同期比6.1％増）、営業損

失は１億83百万円（前年同期は営業利益２億74百万円）、経常損失は１億22百万円（前年同期は経常利益

３億40百万円）、四半期純利益は64百万円（前年同期比64.4％減）となりました。 

 

セグメントごとの業績（セグメント間の取引消去前）は次のとおりであります。 

① 注文住宅事業 

注文住宅事業におきましては、当社グループの主力事業である注文住宅分野の全国ベースの持家住宅

着工数は71千戸（前年同期比7.4％増）となりました。 

このような状況のもとで、当第１四半期連結累計期間における完成引き渡し棟数及び売上高は前年同

期に比べ増加したものの、展示場の新規出展に伴う諸費用の増加等により営業損失となりました。一

方、年初からテレビＣＭや各種見学会（完成現場・断熱構造・施主宅訪問）を実施し、１月に「プレミ

アムキャンペーン」、３月に「選べるガス得キャンペーン」を実施するなど受注拡大に取り組みまし

た。 

この結果、受注棟数606棟（前年同期比11.0％増）、受注高112億７百万円（前年同期比10.9％増）、

売上棟数326棟（前年同期比5.5％増）、売上高は64億88百万円（前年同期比1.4％増）、セグメント損失

（営業損失）は２億３百万円（前年同期は営業利益82百万円）となりました。 

② 不動産事業 

不動産事業におきましては、本年１月より子会社３社を合併し、新商品ベルハーブシリーズの販売を

開始するなど、東京エリアを中心に販売は順調に推移しました。しかしながら各エリアにおいて競争が

激化し、販売価格が低下していることから利益面においては、前年同期を下回りました。 

この結果、売上棟数30棟（前年同期比14.3％減）、売上高は14億39百万円（前年同期比5.2％増）、セ

グメント損失（営業損失）は１億31百万円（前年同期比109.7％増）となりました。 

③ 断熱材事業 

断熱材事業におきましては、消費者の省エネ、エコに対する意識の高まりを受け、徐々に発泡断熱材

の認知度が上昇していること、昨年より積極的に営業エリアの拡大に取り組んだことによって、施工棟

数は前年同期に比べ大幅に増加しました。また、さらなる需要増に対応するため営業エリアの拡大と自

社施工体制の強化に積極的に取り組んでおります。 

この結果、売上高は18億55百万円（前年同期比59.2％増）、セグメント利益（営業利益）は68百万円

（前年同期比24.2％増）となりました。 

④ 不動産賃貸事業 

不動産賃貸事業におきましては、当社が所有するテナントビル「クッキープラザ」の収益力向上に向

けたテナントの誘致に取り組んでおります。 

この結果、売上高は87百万円（前年同期比9.9％減）、セグメント利益（営業利益）は18百万円（前年

同期比52.6％増）となりました。 

⑤ その他 

その他におきましては、持株会社としての事業、戸建賃貸住宅事業、リフォーム・外構事業等が含ま

れており、これらの事業の売上が順調に推移しました。 

この結果、売上高は15億68百万円（前年同期比3.5％増）、セグメント利益（営業利益）は９億３百万

円（前年同期比6.0％増）となりました。 
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(2)  連結財政状態に関する定性的情報 

（総資産） 

当第１四半期連結会計期間末における総資産は283億25百万円となり、前連結会計年度末に比べ29億12百

万円の増加となりました。 

流動資産は188億９百万円となり、前連結会計年度末に比べ24億88百万円の増加となりました。この増加

の主な要因は、現金預金の10億42百万円の増加、不動産事業の販売用不動産の７億49百万円の増加、仕掛

工事件数増による未成工事支出金の８億19百万円の増加等によるものであります。 

固定資産は95億16百万円となり、前連結会計年度末に比べ４億23百万円の増加となりました。 

 

（負債） 

当第１四半期連結会計期間末における負債合計は197億69百万円となり、前連結会計年度末に比べ27億28

百万円の増加となりました。 

流動負債は193億45百万円となり、前連結会計年度末に比べ27億83百万円の増加となりました。この増加

の主な要因は、短期借入金の57億40百万円の増加、受注契約件数増及び仕掛工事件数増による未成工事受

入金の14億71百万円の増加と、一方で工事未払金の31億77百万円の減少、１年内返済予定の長期借入金の

２億41百万円の減少、未払法人税等の10億50百万円の減少等によるものであります。 

固定負債は４億23百万円となり、前連結会計年度末に比べ54百万円の減少となりました。この減少の主

な要因は、長期借入金の73百万円の減少等によるものであります。 

 

（純資産） 

当第１四半期連結会計期間末における純資産は85億56百万円となり、前連結会計年度末に比べ１億83百

万円の増加となりました。 

この増加の主な要因は、少数株主持分の４億58百万円の増加と、一方で四半期純利益の64百万円と配当

金３億52百万円とによる利益剰余金の２億88百万円の減少等によるものであります。 

 

（自己資本比率） 

当第１四半期連結会計期間末における自己資本比率は28.1％（前連結会計年度比4.3ポイント減）となり

ました。 

 

(3)  連結業績予想に関する定性的情報 

平成25年12月期の連結業績予想につきましては、現時点で平成25年２月８日に公表した計画から変更は

ありません。 

 

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 

(1)  当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

当第１四半期連結累計期間において、当社の重要な連結子会社でありました株式会社桧家不動産千葉は

平成25年１月１日を合併期日とする株式会社桧家不動産東京との吸収合併により消滅したため、連結の範

囲から除外しております。 

 

(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 

当社及び連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成25年１月１日以

降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。 

なお、この変更が四半期連結財務諸表に与える影響は軽微であります。 
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(3) 継続企業の前提に関する注記 

    該当事項はありません。 

 

(4)  セグメント情報等 

【セグメント情報】 

 Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自  平成24年１月１日  至  平成24年３月31日） 

  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） 

 
報告セグメント 

その他 
(注)１ 

調整額 
(注)２ 

四半期連
結損益計
算書計上
額(注)３ 

注文住宅
事業 

不動産 
事業 

断熱材 
事業 

不動産 
賃貸事業 

計 

売上高         

  外部顧客への売上高 6,369,794 1,367,471 1,035,384 75,839 8,848,489 693,928 － 9,542,418 

  セグメント間の内部売上
高又は振替高 

30,761 － 129,839 21,108 181,709 821,228 △1,002,938 － 

計 6,400,556 1,367,471 1,165,223 96,947 9,030,199 1,515,157 △1,002,938 9,542,418 

セグメント利益又は損失
（△） 

82,485 △62,862 55,469 12,344 87,436 852,418 △665,403 274,451 

(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及びその他の収益を稼得する事業活

動であり、戸建賃貸住宅事業、リフォーム事業、ＦＣ事業及び持株会社の取引を含んでおります。 

２．セグメント利益の調整額△665,403千円には、セグメント間取引消去△524,257千円、各報告セグメントに

配賦していない全社費用△141,146千円が含まれております。 

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。 

 

 Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自  平成25年１月１日  至  平成25年３月31日） 

  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） 

 
報告セグメント 

その他 
(注)１ 

調整額 
(注)２ 

四半期連結
損益計算書
計上額(注)

３ 
注文住宅
事業 

不動産 
事業 

断熱材 
事業 

不動産 
賃貸事業 

計 

売上高         

  外部顧客への売上高 6,354,295 1,439,214 1,673,165 68,583 9,535,257 586,867 － 10,122,125 

  セグメント間の内部売上
高又は振替高 

133,847 － 182,069 18,800 334,716 981,467 △1,316,184 － 

計 6,488,142 1,439,214 1,855,234 87,383 9,869,974 1,568,334 △1,316,184 10,122,125 

セグメント利益又は損失
（△） 

△203,267 △131,804 68,886 18,843 △247,342 903,719 △839,664 △183,286 

(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及びその他の収益を稼得する事業活

動であり、戸建賃貸住宅事業、リフォーム事業及びＦＣ事業及び持株会社の取引を含んでおります。 

２．セグメント利益の調整額△839,664千円には、セグメント間取引消去△654,524千円、各報告セグメントに

配賦していない全社費用△185,140千円が含まれております。 

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損失と調整を行っております。 

 

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

    該当事項はありません。 
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