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第一部 【企業情報】 

第１ 【企業の概況】 

連結経営指標等 

  

 
(注) １ 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。 

２ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

３ 潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、１株当たり四半期純損失であり、また、

潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

  

１ 【主要な経営指標等の推移】

回次 
第22期 

第２四半期 

連結累計期間 

第23期 

第２四半期 

連結累計期間 

第22期 

第２四半期 

連結会計期間 

第23期 

第２四半期 

連結会計期間 
第22期 

会計期間 
自 平成21年１月１日

至 平成21年６月30日

自 平成22年１月１日

至 平成22年６月30日

自 平成21年４月１日

至 平成21年６月30日

自 平成22年４月１日 

至 平成22年６月30日 

自 平成21年１月１日

至 平成21年12月31日

売上高 （千円） 8,449,537 10,905,365 5,792,691 6,457,222 21,840,184 

経常利益又は経常損失
（△） 

（千円） △88,618 159,067 317,529 334,678 982,867 

四半期（当期）純利益又は
四半期純損失（△） 

（千円） △108,817 △55,707 195,704 115,119 585,111 

純資産額 （千円） － － 2,583,990 3,145,518 3,271,010 

総資産額 （千円） － － 12,021,742 13,882,971 12,007,887 

１株当たり純資産額 （円） － － 57,104.75 69,276.78 72,190.77 

１株当たり四半期（当期）
純利益金額又は四半期純損
失金額（△） 

（円） △2,404.81 △1,231.10 4,324.95 2,544.08 12,930.63 

潜在株式調整後１株当たり 
四半期（当期）純利益金額 

（円） － － － － － 

自己資本比率 （％） － － 21.5 22.6 27.2 

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

（千円） △727,612 △1,086,631 － － 2,546,893 

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

（千円） △876,054 △219,732 － － △1,856,259 

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

（千円） 2,242,185 1,363,890 － － △196,901 

現金及び現金同等物の 
四半期末（期末）残高 

（千円） － － 2,741,148 2,653,889 2,596,363 

従業員数 （人） － － 539 632 575 
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当第２四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれて

いる事業の内容に重要な変更はありません。 

また、主要な関係会社についても異動はありません。 

  

当第２四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

  

  

(1) 連結会社の状況 

平成22年６月30日現在 

 
(注) 従業員数は就業人員であります。 

  

(2) 提出会社の状況 

平成22年６月30日現在 

 
(注) 従業員数は就業人員であります。 

  

２ 【事業の内容】

３ 【関係会社の状況】

４ 【従業員の状況】

従業員数(人) 632  

従業員数(人) 274  
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第２ 【事業の状況】 

(1) 受注工事高、完成工事高、繰越工事高及び施工高 

当第２四半期連結会計期間における受注実績及び施工高等を事業の種類別セグメントごとに示す

と、次のとおりであります。 

 
(注) １ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ セグメント間の取引については、相殺消去しております。 

３ その他の事業は、前期はリフォーム事業の実績を記載し、当期はリフォーム事業及び賃貸住宅事業の

実績を記載しております。 

４ 四半期末繰越工事高の施工高は、支出金により手持工事高の施工高を推定したものであります。 

５ 期中施工高は(期中完成工事高＋四半期末繰越施工高－前四半期繰越施工高)に一致いたします。 

  

(2) 販売実績 

当第２四半期連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと次のとおりであ

ります。なお、「第５ 経理の状況 １ 四半期連結財務諸表 注記事項(セグメント情報)」に記載の

とおり、当連結会計年度の第１四半期連結会計期間より事業の種類別セグメントの区分を変更しており

ます。このため、前年同期比については、前年同期実績値を変更後の区分に組み替えて行っておりま

す。 

 
(注) １ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ セグメント間の取引については、相殺消去しております。 

３ 主な相手先別の販売実績については、当該販売実績の総販売実績に対する割合が100分の10以上の販売

先は該当ありません。 

  

１ 【生産、受注及び販売の状況】

期  別 セグメント別

前四半期 
繰越 
工事高 
(千円) 

期中受注 
工事高 
(千円) 

計 
(千円) 

期中完成

工事高 
(千円) 

四半期末繰越工事高 
期中 
施工高 
(千円) 

手持 
工事高 
(千円) 

うち施工高 

比率 
(％) 

金額 
(千円) 

前第２四半

期連結 会計

期間 

(自 平成21年

４月１日 

至 平成21年

６月30日) 

注文住宅事業 13,400,808 5,730,273 19,131,081 4,137,635 14,993,446 6.3 946,125 3,581,914

その他の事業 72,503 147,535 220,038 82,954 137,084 15.6 21,346 95,432

計 13,473,311 5,877,808 19,351,120 4,220,589 15,130,530 6.4 967,471 3,677,347

当第２四半

期連結 会計

期間 

(自 平成22年

４月１日 

至 平成22年

６月30日) 

注文住宅事業 17,219,272 6,745,393 23,964,665 4,497,381 19,467,283 6.4 1,247,558 4,512,221

その他の事業 475,561 294,913 770,474 268,886 501,588 17.3 86,613 289,572

計 17,694,833 7,040,306 24,735,140 4,766,268 19,968,872 6.7 1,334,172 4,801,793

期  別 事業の種類別セグメントの名称 棟数(棟) 販売高(千円) 前年同期比(％) 

当第２四半期連結会計期間 

(自 平成22年４月１日 

至 平成22年６月30日) 

注文住宅事業 222 4,497,381 108.7 

不動産事業 14 1,088,623 87.5 

断熱材事業 ― 526,307 179.4 

その他の事業 14 344,909 291.6 

合計 250 6,457,222 111.5 
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事業等のリスクにつきましては、本四半期報告書提出日現在において、平成22年３月29日提出の有価証券

報告書に記載した内容に重要な変更はありません。 

また、当第２四半期連結会計期間において、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な

影響を及ぼす可能性のある事項は発生しておりません。 

  

当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。 

  

文中の将来に関する事項は、本四半期報告書提出日現在において当社グループ（当社及び当社の関係会

社）が判断したものであります。 

(1) 経営成績の分析 

当第２四半期連結会計期間におけるわが国経済は、緊急経済対策の効果やアジア向けを中心に緩やか

な輸出の増加などを背景に、企業収益に改善の兆しがみられるものの、欧州の金融不安による世界景気

の下振れ懸念、急激な為替変動、株式市場の低迷、完全失業率の高止まりなど依然として先行き不透明

な状況が続いております。 

住宅業界におきましては、所得減少や雇用不安から本格的な回復には至っていないものの、住宅取得

等資金に係る贈与税の特例措置の拡充、住宅ローン減税、住宅版エコポイント制度の創設などの政策支

援による効果により持家の新設住宅着工戸数は前年比８ヶ月連続で増加するなど、一部に持ち直しの動

きが見られます。 

このような状況のもとで、当社グループは、営業力強化の為の展示場への出展、そして経営資源の効

率的な活用等に全グループをあげて取り組みました。 

注文住宅事業においては、注文住宅の完成引渡しが第２四半期及び第４四半期に偏る傾向があること

から、売上高及び利益の実現が第２四半期及び第４四半期に集中するという特徴があります。 

当第２四半期連結会計期間において、特別損失として、展示場建物の災害による損失、除却損及びソ

フトウェア仮勘定の減損損失を計上いたしました。 

この結果、当第２四半期連結会計期間の売上高は64億57百万円（前年同期比11.5％増）、営業利益は

３億21百万円（同5.8％減）、経常利益は３億34百万円（同5.4％増）、四半期純利益は１億15百万円

（同41.2％減）となりました。 

  

事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。なお、「第５ 経理の状況 １ 四半期連

結財務諸表 注記事項（セグメント情報）」に記載のとおり、当連結会計年度の第１四半期連結会計期

間より事業の種類別セグメントの区分を変更しております。このため、前年同四半期比較については、

前年同四半期実績値を変更後の区分に組み替えて行っております。 

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持家住宅着工数は75

千戸（前年同期比3.8％増）となりました。このような状況のもとで、省エネＥＣＯハウス「Ｇコン

セプト」に新たに「平屋」と「３階建」を追加いたしました。また、断熱気密性能の測定・検証を目

的とした「実験棟」を埼玉県加須市に建設いたしました。さらに営業拠点である住宅展示場の再構築

２ 【事業等のリスク】

３ 【経営上の重要な契約等】

４ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】
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に取り組み、新たに１ヶ所（旭）に出展するとともに３ヶ所を閉鎖いたしました。 

この結果、受注棟数381棟（同40.1％増）、受注高67億45百万円（同17.7％増）、売上棟数222棟

（同11.0％増）、売上高は46億30百万円（同8.8％増）、営業利益は３億84百万円（同5.4％減）とな

りました。 

②不動産事業 

不動産事業におきましては、練馬区・西東京市を中心に戸建分譲、不動産販売及び仲介を展開して

きました。昨年より販売している在庫物件の成約が順調に推移し、メイプルガーデン武蔵野緑町（全

17棟）が完売いたしました。 

また新たにメイプルガーデンＥＣＯ柳沢（全２棟）、メイプルガーデンＥＣＯ住吉町２丁目（全２

棟）等を販売開始いたしました。 

この結果、売上棟数14棟、売上高は10億90百万円（同12.5％減）、営業利益は96百万円（同20.5％

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、住宅版エコポイントに対応した商品の売上が順調に推移いたしまし

た。 

この結果、売上高は６億16百万円（同82.8％増）、営業利益は39百万円（前年同期は営業損失27百

万円）となりました。 

④その他の事業 

その他の事業におきましては、株式会社桧家ランデックスが営む賃貸住宅事業を当該事業に含めて

おります。 

この結果、売上高は３億79百万円（同187.0％増）、営業損失は33百万円（前年同期は営業利益８

百万円）となりました。 

  

(2) 財政状態の分析 

（総資産） 

当第２四半期連結会計期間末における総資産は138億82百万円（前連結会計年度比15.6％増）とな

り、前連結会計年度末に比べ18億75百万円の増加となりました。 

流動資産は84億53百万円（同30.9％増）となり、前連結会計年度末に比べ19億95百万円の増加となり

ました。この増加の主な要因は、販売用不動産13億88百万円の増加、未成工事支出金４億円の増加等に

よるものであります。 

固定資産は54億29百万円（同2.2％減）となり、前連結会計年度末に比べ１億20百万円の減少となり

ました。 

  

（負債） 

当第２四半期連結会計期間末における負債合計は107億37百万円（同22.9％増）となり、前連結会計

年度末に比べ20億円の増加となりました。 

流動負債は101億29百万円（同28.5％増）となり、前連結会計年度末に比べ22億44百万円の増加とな

りました。この増加の主な要因は、短期借入金17億円の増加、未成工事受入金10億58百万円の増加があ

り、一方で請負工事の仕掛棟数の減少により工事未払金が４億80百万円減少したこと等によるものであ

ります。 
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固定負債は６億７百万円（同28.7％減）となり、前連結会計年度末に比べ２億44百万円の減少となり

ました。この減少の主な要因は、長期借入金２億50百万円の返済等によるものであります。 

  

（純資産） 

当第２四半期連結会計期間末における純資産は31億45百万円（同3.8％減）となり、前連結会計年度

末に比べ１億25百万円の減少となりました。この減少の主な要因は、四半期純損失の計上及び配当金支

払いによる利益剰余金１億34百万円の減少等によるものであります。 

この結果、自己資本比率は、前連結会計年度末に比べ4.6ポイント減少し、22.6％となりました。 

  

(3) キャッシュ・フローの状況の分析 

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、第１四半期連結会計期間末に比べ１億

７百万円の増加となり、26億53百万円となりました。営業活動により６億63百万円の収入（前年同期は

６億53百万円の収入）、投資活動で０百万円の収入（前年同期は２億83百万円の支出）となり、財務活

動で５億55百万円の支出（前年同期は１億85百万円の支出）となりました。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動によるキャッシュ・フローは６億63百万円の収入（前年同期は６億53百万円の収入）となり

ました。これは、税金等調整前四半期純利益２億30百万円（前年同期は３億１百万円）、仕入債務の増

加額５億39百万円（前年同期は76百万円の増加）、未成工事受入金の増加額４億３百万円（前年同期は

７億74百万円の減少）などがあり、他方、売上債権の増加額１億28百万円（前年同期は78百万円の増

加）、販売用不動産の増加額７億６百万円（前年同期は５億33百万円の減少）などがあったことによる

ものであります。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動によるキャッシュ・フローは０百万円の収入（前年同期は２億83百万円の支出）となりまし

た。これは、有形固定資産売却による収入77百万円があり、他方、有形固定資産取得による支出97百万

円（前年同期は３億12百万円の支出）などがあったこと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） 

財務活動によるキャッシュ・フローは５億55百万円の支出（前年同期は１億85百万円の支出）となり

ました。これは、長期借入金の返済による支出２億50百万円（前年同期は１億33百万円の支出）、短期

借入金の純増減による減少額３億円（前年同期は47百万円の減少）などがあったことによるものであり

ます。 

  

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題 

当第２四半期連結会計期間において、当連結会社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更

及び新たに生じた課題はありません。 

  

(5) 研究開発活動 

該当事項はありません。 
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第３ 【設備の状況】 

(1) 主要な設備の状況 

当第２四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

  

(2) 設備の新設、除却等の計画 

当第２四半期連結会計期間において、第１四半期連結会計期間末に計画中であった、旧東埼玉支店の土

地・建物の売却につきましては、平成22年６月に完了しております。 

また、当第２四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等はありません。 
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第４ 【提出会社の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

 
  

② 【発行済株式】 

  

 
（注）普通株式は完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式でありま

す。なお、単元株制度は採用しておりません。 

  

(2) 【新株予約権等の状況】 

該当事項はありません。 

  

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】 

該当事項はありません。 

  

(4) 【ライツプランの内容】 

該当事項はありません。 

  

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】 

  

 
  

１ 【株式等の状況】

種類 発行可能株式総数(株) 

普通株式 161,000

計 161,000

種類 

第２四半期会計期間末

現在発行数(株) 

(平成22年６月30日) 

提出日現在 

発行数(株) 

(平成22年８月13日) 

上場金融商品取引所 

名又は登録認可金融 

商品取引業協会名 

内容 

普通株式 45,250 45,250 
株式会社名古屋証券
取引所(市場第二部) (注) 

計 45,250 45,250 － － 

年月日 

発行済株式 

総数増減数 

(株) 

発行済株式 

総数残高 

(株) 

資本金増減額

(千円) 

資本金残高 

(千円) 

資本準備金 

増減額 

(千円) 

資本準備金 

残高 

(千円) 

平成22年４月１日～ 

平成22年６月30日 
－ 45,250 － 389,900 － 339,900 
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(6) 【大株主の状況】 

平成22年６月30日現在 

 
  

氏名又は名称 住所
所有株式数

(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

黒須 新治郎 埼玉県久喜市 18,622 41.2 

永大産業株式会社 大阪府大阪市住之江区平林南２－10－60 2,000 4.4 

桧家住宅従業員持株会 埼玉県加須市南小浜509－１ 1,611 3.6 

黒須 恵久子 埼玉県久喜市 1,500 3.3 

桧家住宅取引先持株会 埼玉県加須市南小浜509－１ 1,105 2.4 

加藤 まゆみ 埼玉県久喜市 800 1.8 

近藤 治恵 埼玉県久喜市 800 1.8 

益子 春代 埼玉県加須市 679 1.5 

エフジーシーエス エヌブイ ト
リーテイ アカウント タクサブ
ル 
（常任代理人 株式会社三菱東京
UFJ銀行） 

206-214 HERENGRACHT AMSTERDAM THE  
NETHERLAND 
（東京都千代田区丸の内２－７－１） 

631 1.4 

株式会社三菱東京UFJ銀行 東京都千代田区丸の内２－７－１ 600 1.3 

計 ― 28,348 62.6 
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(7) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

 平成22年６月30日現在 

 
  

② 【自己株式等】 

該当事項はありません。 

  

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】 

  

 
(注) 最高・最低株価は、名古屋証券取引所市場第二部におけるものであります。 

  

前事業年度の有価証券報告書提出日後、本四半期報告書提出日までの役員の異動はありません。 

  

  

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容 

無議決権株式  － － － 

議決権制限株式（自己株式等）  － － － 

議決権制限株式（その他）  － － － 

完全議決権株式（自己株式等）  － － － 

完全議決権株式（その他） 普通株式 45,250 45,250 
権利内容に何ら限定のない当
社における標準となる株式 

単元未満株式  － － － 

発行済株式総数  45,250 － － 

総株主の議決権  － 45,250 － 

２ 【株価の推移】

月別 平成22年１月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 

最高(円) 55,000 52,000 65,500 72,500 72,500 70,000 

最低(円) 45,500 47,200 49,400 60,300 60,000 61,500 

３ 【役員の状況】
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第５ 【経理の状況】 

当社の四半期連結財務諸表は、「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」（平成

19年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成し、「建設業法施行規

則」（昭和24年建設省令第14号）に準じて記載しております。 

なお、前第２四半期連結会計期間（平成21年４月１日から平成21年６月30日まで）及び前第２四半期連

結累計期間（平成21年１月１日から平成21年６月30日）は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、

当第２四半期連結会計期間（平成22年４月１日から平成22年６月30日まで）及び当第２四半期連結累計期

間（平成22年１月１日から平成22年６月30日まで）は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づき作成し

ております。 

  

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第２四半期連結会計期間（平成21年４

月１日から平成21年６月30日まで）及び前第２四半期連結累計期間（平成21年１月１日から平成22年６月

30日まで）並びに当第２四半期連結会計期間（平成22年４月１日から平成22年６月30日まで）及び当第２

四半期連結累計期間（平成22年１月１日から平成22年６月30日まで）の四半期連結財務諸表について、有

限責任監査法人トーマツにより四半期レビューを受けております。 

  

１  四半期連結財務諸表の作成方法について

２ 監査証明について
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１【四半期連結財務諸表】 
(1)【四半期連結貸借対照表】 

(単位：千円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 2,653,889 2,596,363

受取手形及び売掛金 347,855 ※４  264,357

完成工事未収入金 53,904 58,615

営業未収入金 388 4,343

販売用不動産 3,482,490 2,094,322

未成工事支出金 1,356,497 955,816

材料貯蔵品 17,416 22,026

その他 543,145 464,609

貸倒引当金 △2,288 △3,010

流動資産合計 8,453,299 6,457,445

固定資産   

有形固定資産   

建物・構築物（純額） ※１  2,369,095 ※１, ※２  2,157,470

土地 1,970,982 ※２  2,138,706

その他（純額） ※１  213,397 ※１  306,825

有形固定資産合計 4,553,475 4,603,002

無形固定資産   

のれん 298,800 340,081

その他 69,516 100,742

無形固定資産合計 368,316 440,824

投資その他の資産   

その他 535,700 ※２  531,725

貸倒引当金 △27,819 △25,110

投資その他の資産合計 507,880 506,615

固定資産合計 5,429,672 5,550,442

資産合計 13,882,971 12,007,887
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(単位：千円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

工事未払金 2,594,044 3,074,843

買掛金 423,590 374,398

短期借入金 2,700,000 1,000,000

1年内返済予定の長期借入金 500,014 ※２  500,014

1年内償還予定の社債 10,000 10,000

未払法人税等 120,825 224,623

未成工事受入金 3,028,830 1,969,980

賞与引当金 37,103 28,672

展示場閉鎖損失引当金 4,100 6,000

その他 711,463 696,592

流動負債合計 10,129,972 7,885,123

固定負債   

社債 15,000 20,000

長期借入金 483,299 ※２  733,306

その他 109,181 98,447

固定負債合計 607,480 851,753

負債合計 10,737,453 8,736,877

純資産の部   

株主資本   

資本金 389,900 389,900

資本剰余金 339,900 339,900

利益剰余金 2,408,394 2,543,289

株主資本合計 3,138,194 3,273,089

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △3,419 △6,456

評価・換算差額等合計 △3,419 △6,456

少数株主持分 10,744 4,378

純資産合計 3,145,518 3,271,010

負債純資産合計 13,882,971 12,007,887
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(2)【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21年１月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 ※１  8,449,537 ※１  10,905,365

売上原価 6,252,122 8,001,553

売上総利益 2,197,415 2,903,811

販売費及び一般管理費 ※２  2,251,745 ※２  2,765,132

営業利益又は営業損失（△） △54,330 138,679

営業外収益   

受取利息 150 96

受取配当金 3,125 7,182

受取賃貸料 37,064 －

紹介手数料収入 － 11,169

その他 40,794 28,754

営業外収益合計 81,134 47,204

営業外費用   

支払利息 20,884 17,019

賃貸費用 88,165 －

その他 6,372 9,797

営業外費用合計 115,422 26,816

経常利益又は経常損失（△） △88,618 159,067

特別利益   

固定資産売却益 － 543

貸倒引当金戻入額 658 1,365

特別利益合計 658 1,908

特別損失   

固定資産除売却損 3,408 21,255

減損損失 37,044 164,341

災害による損失 － ※３  38,911

展示場閉鎖損失引当金繰入額 － 4,100

貸倒引当金繰入額 11,200 2,709

その他 10,019 15,520

特別損失合計 61,672 246,838

税金等調整前四半期純損失（△） △149,632 △85,862

法人税、住民税及び事業税 9,173 117,820

法人税等調整額 △49,987 △154,342

法人税等合計 △40,814 △36,521

少数株主利益 － 6,366

四半期純損失（△） △108,817 △55,707
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【第２四半期連結会計期間】 

(単位：千円)

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 ※１  5,792,691 ※１  6,457,222

売上原価 4,271,498 4,704,714

売上総利益 1,521,192 1,752,508

販売費及び一般管理費 ※２  1,179,899 ※２  1,431,005

営業利益 341,292 321,502

営業外収益   

受取利息 12 13

受取配当金 3,125 3,076

受取賃貸料 20,092 －

紹介手数料収入 － 5,810

その他 24,823 15,223

営業外収益合計 48,052 24,123

営業外費用   

支払利息 10,688 9,018

賃貸費用 55,160 －

その他 5,967 1,929

営業外費用合計 71,815 10,947

経常利益 317,529 334,678

特別利益   

貸倒引当金戻入額 440 －

特別利益合計 440 －

特別損失   

固定資産除売却損 470 21,233

減損損失 15,027 28,573

災害による損失 － ※３  38,911

展示場閉鎖損失引当金繰入額 － 4,100

貸倒引当金繰入額 － 2,709

その他 1,363 9,040

特別損失合計 16,861 104,569

税金等調整前四半期純利益 301,108 230,109

法人税、住民税及び事業税 7,180 66,036

法人税等調整額 98,223 44,567

法人税等合計 105,403 110,604

少数株主利益 － 4,385

四半期純利益 195,704 115,119
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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21年１月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年６月30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損失（△） △149,632 △85,862

減価償却費 64,468 167,087

減損損失 37,044 164,341

のれん償却額 － 41,280

貸倒引当金の増減額（△は減少） 10,655 1,988

展示場閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） △6,000 △1,900

受取利息及び受取配当金 △3,275 △7,279

支払利息 20,884 17,019

固定資産除売却損益（△は益） 3,408 20,712

売上債権の増減額（△は増加） 134,890 △74,831

未成工事支出金の増減額（△は増加） 93,948 △400,680

材料貯蔵品の増減額（△は増加） △2,282 4,610

販売用不動産の増減額（△は増加） 33,534 △1,423,745

仕入債務の増減額（△は減少） △875,820 △431,606

未成工事受入金の増減額（△は減少） 117,546 1,058,850

その他 △29,298 85,786

小計 △549,926 △864,230

利息及び配当金の受取額 3,275 7,279

利息の支払額 △22,173 △17,738

法人税等の支払額 △158,788 △211,942

営業活動によるキャッシュ・フロー △727,612 △1,086,631

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 500 －

有形固定資産の取得による支出 △594,863 △314,462

有形固定資産の売却による収入 4,077 78,107

無形固定資産の取得による支出 △6,195 △6,660

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△313,277 －

差入保証金の差入による支出 △11,880 △2,176

貸付金の回収による収入 573 300

その他 45,011 25,159

投資活動によるキャッシュ・フロー △876,054 △219,732

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） 2,448,400 1,700,000

長期借入金の返済による支出 △133,340 △250,007

社債の償還による支出 △5,000 △5,000

配当金の支払額 △67,875 △79,187

その他 － △1,915

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,242,185 1,363,890

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 638,517 57,526

現金及び現金同等物の期首残高 2,102,630 2,596,363

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  2,741,148 ※  2,653,889

― 17 ―



【継続企業の前提に関する事項】 

該当事項はありません。 

  

【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】 

  

 
  

  

 
当第２四半期連結累計期間 

(自 平成22年１月１日 至 平成22年６月30日) 

会計処理基準に関する
事項の変更 

 

 

１．完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更 

請負工事に係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適用しており
ましたが、「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27
日）及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号
平成19年12月27日）を第１四半期連結会計期間より適用し、第１四半期連結会計期
間に着手した工事契約から、当第２四半期連結会計期間末までの進捗部分について
成果の確実性が認められる工事（工期がごく短期間のもの等を除く）については工
事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の工事については工
事完成基準を適用することとしております。 

なお、当第２四半期連結累計期間においては、工事進行基準を適用すべき契約が
ないため、この変更による四半期連結財務諸表に与える影響はありません。 

 
 ２．不動産賃貸収入の計上区分の変更 

従来、賃貸資産に関する受取賃貸料及び賃貸費用については、営業外収益及び営
業外費用に計上しておりましたが、第１四半期連結会計期間から売上高及び売上原
価に計上する方法に変更いたしました。 

この変更は、新たに前連結会計年度の11月からテナント事業を開始したことに伴
い、今後の受取賃貸料の金額的重要性が増すことが予想され、また、賃貸事業を営
業目的の事業として適切に管理することが経営上重要な課題であると考え、経営成
績をより適正に表示するために行ったものであります。 

この変更により、従来の方法と比較して、当第２四半期連結累計期間の売上高が
85,402千円、売上原価が145,626千円増加し、売上総利益及び営業利益は60,223千円
減少しておりますが、経常利益及び税金等調整前四半期純損失に与える影響はあり
ません。 

なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 
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【表示方法の変更】 

 
  

  

 
  

【簡便な会計処理】 

該当事項はありません。 

  

【四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理】 

該当事項はありません。 

  

【追加情報】 

該当事項はありません。 

  

当第２四半期連結累計期間 

(自 平成22年１月１日 至 平成22年６月30日) 

（四半期連結損益計算書関係） 

前第２四半期連結累計期間において、営業外収益の「その他」に含めて表示しておりました「紹介手数料収入」
は、営業外収益の総額の100分の20を超えたため、当第２四半期連結累計期間では区分掲記することとしておりま
す。なお、前第２四半期連結累計期間の営業外収益の「その他」に含まれる「紹介手数料収入」は8,909千円であ
ります。 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前第２四半期連結累計期間において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めて表示してお
りました「のれん償却額」は、重要性が増したため、当第２四半期連結累計期間では区分掲記することとしており
ます。なお、前第２四半期連結累計期間の「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含まれる「のれ
ん償却額」は26,918千円であります。 

 

 
 

当第２四半期連結会計期間 

(自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日) 

（四半期連結損益計算書関係） 

前第２四半期連結会計期間において、営業外収益の「その他」に含めて表示しておりました「紹介手数料収入」
は、営業外収益の総額の100分の20を超えたため、当第２四半期連結会計期間では区分掲記することとしておりま
す。なお、前第２四半期連結会計期間の営業外収益の「その他」に含まれる「紹介手数料収入」は5,440千円であ
ります。 
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【注記事項】 

(四半期連結貸借対照表関係) 

  

 
  

  

当第２四半期連結会計期間末 

(平成22年６月30日) 

前連結会計年度末 

(平成21年12月31日) 

 
※１ 有形固定資産の減価償却累計額 531,950千円 

  
※１ 有形固定資産の減価償却累計額 406,163千円 

 ２ 担保に供している資産及び担保付債務 

担保に供されている資産について、事業の運営におい
て重要なものであり、かつ、前連結会計年度の末日に比
べて著しい変動が認められるものはありません。 

 

※２ 担保に供している資産及び担保付債務 

（担保提供資産） 

 

（上記に対応する債務） 

 

上記の他、従業員（関係会社の従業員を含む）の金融
機関からの借入（当期末残高4,915千円）に対して、保
険積立金（19,670千円）を担保に供しております。 

建物・構築物 410,573 千円 (帳簿価額) 

土地 413,527 〃 (  〃  ) 

計 824,101 千円 (帳簿価額) 

 

1年内返済予定の長
期借入金 500,014 千円  

長期借入金 733,306 〃  

計 1,233,320 千円  

 

 
 ３ 偶発債務 

当社の個人顧客のつなぎ融資に対して、次のとおり債
務保証を行っております。 

 
  

個人顧客（38名） 540,590千円 

 ３ 偶発債務 

当社の個人顧客のつなぎ融資に対して、次のとおり債
務保証を行っております。 

 
  

個人顧客（21名） 405,510千円 

― ※４ 期末日満期手形の会計処理については、満期日に
決済が行われたものとして処理しております。 

なお、当期末日が金融機関の休日であったた
め、次の期末日満期手形を満期日に決済が行われた
ものとして処理しております。 

 

受取手形 371千円 

 

 
 

― 20 ―



  

(四半期連結損益計算書関係) 

第２四半期連結累計期間 

  

 
  

第２四半期連結会計期間 

  

 
  

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

 
  

前第２四半期連結累計期間 

(自 平成21年１月１日 

 至 平成21年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 

(自 平成22年１月１日 

 至 平成22年６月30日) 

※１ 当社グループの注文住宅事業は、顧客への引渡し
が第２四半期及び第４四半期に集中する傾向があり
ます。そのため、売上高に季節的変動が見られ、第
２四半期及び第４四半期に高くなる傾向がありま
す。 

 

※１          同左 

 

※２ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額
は次のとおりであります。 

 
  

営業出展費用 411,470 千円 

従業員給与手当 815,366  〃 

賞与引当金繰入額 22,054  〃 

貸倒引当金繰入額 114  〃 

※２ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額
は次のとおりであります。 

 

営業出展費用 454,228 千円 

従業員給与手当 1,025,782  〃 

賞与引当金繰入額 26,567  〃 

貸倒引当金繰入額 643  〃 

 

          ― ※３ 災害による損失は展示場の火災によるものであ
ります。 

 

前第２四半期連結会計期間 

(自 平成21年４月１日 

 至 平成21年６月30日) 

当第２四半期連結会計期間 

(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年６月30日) 

※１ 当社グループの注文住宅事業は、顧客への引渡し
が第２四半期及び第４四半期に集中する傾向があり
ます。そのため、売上高に季節的変動が見られ、第
２四半期及び第４四半期に高くなる傾向がありま
す。 

  

※１          同左 

  

 

※２ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額
は次のとおりであります。 

 
  

営業出展費用 204,766 千円 

従業員給与手当 435,849  〃 

賞与引当金繰入額 20,289  〃 

※２ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額
は次のとおりであります。 

 
  

営業出展費用 229,639 千円 

従業員給与手当 534,117  〃 

賞与引当金繰入額 4,078  〃 

貸倒引当金繰入額 760  〃 

          ― ※３ 災害による損失は展示場の火災によるものであ
ります。 

 

前第２四半期連結累計期間 

(自 平成21年１月１日 

 至 平成21年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 

(自 平成22年１月１日 

 至 平成22年６月30日) 

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸
借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

(平成21年６月30日現在) 

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸
借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

(平成22年６月30日現在) 

  

   

現金預金 2,741,148 千円 

現金及び現金同等物 2,741,148 千円 

  

   

現金預金 2,653,889 千円 

現金及び現金同等物 2,653,889 千円 
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(株主資本等関係) 

当第２四半期連結会計期間末（平成22年６月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自 平成22年１月１

日 至 平成22年６月30日） 

１ 発行済株式に関する事項 

 
  

２ 自己株式に関する事項 

該当事項はありません。 

  

３ 新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 

  

４ 配当に関する事項 

配当金支払額 

 
  

５ 株主資本の著しい変動に関する事項 

株主資本の金額は、前連結会計年度末日と比較して著しい変動がありません。 

株式の種類 
当第２四半期 

連結会計期間末 

  普通株式（株） 45,250 

決議 株式の種類 
配当金の総額

(千円) 

１株当たり 

配当額(円) 
基準日 効力発生日 配当の原資 

平成22年３月29日 
定時株主総会 

普通株式 79,187 1,750 平成21年12月31日 平成22年３月30日 利益剰余金
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(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前第２四半期連結会計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

  

 
  

当第２四半期連結会計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日） 

  

 
(注) １ 事業の区分は、事業の種類・性質の類似性により区分しております。 

２ 各事業の主な内容 

(1) 注文住宅事業・・・・・・・・・・・・・・・一般顧客向け注文住宅建築 

(2) 不動産事業・・・・・・・・・・・・・・・・住宅分譲及び不動産の仲介に関する事業 

(3) 断熱材事業・・・・・・・・・・・・・・・・断熱材の製造・販売 

(4) その他の事業・・・・・・・・・・・・・・・一般顧客向け住宅リフォーム、中小工務店向け営業・施工

に関するノウハウの提供、戸建賃貸住宅の建築請負・設

計・施工に関する事業、不動産賃貸 

３ 事業区分の変更 

従来、断熱材の製造・販売については、その他の事業に含めておりましたが、当該売上割合が増加してお

り、今後もこの傾向が予想されるため、第１四半期連結会計期間より「断熱材事業」として区分表示するこ

とに変更しました。この結果、従来の方法と比較して、当第２四半期連結会計期間のその他の事業の売上高

は616,263千円減少し、営業利益は39,901千円減少しており、断熱材事業については、それぞれ同額増加し

ております。 

なお、前第２四半期連結会計期間の「その他の事業」に含まれている「断熱材事業」に係る売上高は

337,131千円、営業損失は27,735千円であります。 

  

 
注文住宅事業

(千円) 

不動産事業 

(千円) 

その他の事業

(千円)

計 

(千円) 

消去又は 
全社 

(千円) 

連結 

(千円) 

売上高    

(1)外部顧客に対する売上高 4,137,635 1,243,460 411,595 5,792,691 － 5,792,691 

(2)セグメント間の内部売上高
又は振替高 117,363 3,006 57,666 178,036 (178,036) － 

計 4,254,998 1,246,466 469,262 5,970,727 (178,036) 5,792,691 

営業利益又は営業損失(△) 406,222 79,654 △19,336 466,540 (125,247) 341,292 

 
注文住宅事

業 

(千円) 

不動産事業

(千円) 
断熱材事業
(千円) 

その他の事
業 

(千円) 

計 

(千円) 

消去又は 
全社 

(千円) 

連結 

(千円) 

売上高     

(1)外部顧客に対する売上高 4,497,381 1,088,623 526,307 344,909 6,457,222 － 6,457,222 

(2)セグメント間の内部売上
高又は振替高 133,594 2,228 89,955 34,248 260,027 (260,027) － 

計 4,630,976 1,090,852 616,263 379,158 6,717,250 (260,027) 6,457,222 

営業利益又は営業損失(△) 384,108 96,022 39,901 △33,472 486,559 (165,057) 321,502 
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前第２四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年６月30日） 

  

 
(注) １ 事業の区分は、事業の種類・性質の類似性により区分しております。 

当連結会計年度の第１四半期連結会計期間より、事業の種類別セグメントの事業区分名称を簡潔・明瞭な表

現とするため、木造注文住宅建築事業を注文住宅事業に名称変更しております。 

なお、名称変更による事業区分の変更はありません。 

２ 各事業の主な内容 

(1) 注文住宅事業・・・・・・・・・・・・・・・注文住宅建築工事の請負、設計、施工及び監理 

(2) 不動産事業・・・・・・・・・・・・・・・・戸建住宅及び土地の分譲、不動産の仲介 

(3) その他の事業・・・・・・・・・・・・・・・住宅のリフォーム工事請負、中小工務店向け営業・施工に

関するノウハウの提供、断熱材の製造販売 

３ 会計基準に関する事項の変更 

（棚卸資産の評価に関する会計基準の適用） 

当連結会計年度の第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９

号 平成18年７月５日公表分）を適用しております。 

この変更により、従来の方法に比べ、当第２四半期連結累計期間の不動産事業における営業利益が19,779

千円減少しております。 

４ 著しく変動したセグメント別資産 

当連結会計年度の第１四半期連結会計期間において、株式会社日本アクアの株式を取得し、同社は当社の

子会社になったことなどにより、その他の事業のセグメント資産が、前連結会計年度末比668,810千円増加

しました。 

 
注文住宅事業 

(千円) 

不動産事業 

(千円) 

その他の事業

(千円) 

計 

(千円) 

消去又は 
全社 

(千円) 

連結 

(千円) 

売上高    

(1)外部顧客に対する売上高 6,132,313 1,683,973 633,251 8,449,537 － 8,449,537 

(2)セグメント間の内部売上
高又は振替高 125,780 3,006 118,402 247,188 (247,188) － 

計 6,258,094 1,686,979 751,653 8,696,726 (247,188) 8,449,537 

営業利益又は営業損失(△) 164,755 43,784 △16,759 191,779 (246,110) △54,330 
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当第２四半期連結累計期間（自 平成22年１月１日 至 平成22年６月30日） 

  

 
(注) １ 事業の区分は、事業の種類・性質の類似性により区分しております。 

２ 各事業の主な内容 

(1) 注文住宅事業・・・・・・・・・・・・・・・一般顧客向け注文住宅建築 

(2) 不動産事業・・・・・・・・・・・・・・・・住宅分譲及び不動産の仲介に関する事業 

(3) 断熱材事業・・・・・・・・・・・・・・・・断熱材の製造・販売 

(4) その他の事業・・・・・・・・・・・・・・・一般顧客向け住宅リフォーム、中小工務店向け営業・施工

に関するノウハウの提供、戸建賃貸住宅の建築請負・設

計・施工に関する事業、不動産賃貸 

３ 事業区分の変更 

従来、断熱材の製造・販売については、その他の事業に含めておりましたが、当該売上割合が増加してお

り、今後もこの傾向が予想されるため、第１四半期連結会計期間より「断熱材事業」として区分表示するこ

とに変更しました。この結果、従来の方法と比較して、当第２四半期連結累計期間のその他の事業の売上高

は1,110,808千円減少し、営業利益は59,756千円減少しており、断熱材事業については、それぞれ同額増加

しております。 

なお、前第２四半期連結累計期間の「その他の事業」に含まれている「断熱材事業」に係る売上高は

435,533千円、営業損失は31,257千円であります。 

４ 会計処理基準に関する事項の変更 

（不動産賃貸収入の計上区分の変更） 

「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載のとおり、従来、賃貸資産に

関する受取賃貸料及び賃貸費用については、営業外収益及び営業外費用に計上しておりましたが、第１四半

期連結会計期間から売上高及び売上原価に計上する方法に変更いたしました。 

この変更は、新たに前連結会計年度の11月からテナント事業を開始したことに伴い、今後の受取賃貸料の

金額的重要性が増すことが予想され、また、賃貸事業を営業目的の事業として適切に管理することが経営上

重要な課題であると考え、経営成績をより適正に表示するために行ったものであります。 

この変更により、従来の方法と比較して、当第２四半期連結累計期間のその他の事業における売上高が

101,575千円増加し、営業利益が44,051千円減少し、営業損失となっております。 

  

 

注文住宅 

事業 

(千円) 

不動産事業 

(千円) 

断熱材事業

(千円) 

その他の 

事業 

(千円) 

計 

(千円) 

消去又は 
全社 

(千円) 

連結 

(千円) 

売上高     

(1)外部顧客に対する売
上高 7,225,400 1,943,807 946,231 789,925 10,905,365 － 10,905,365 

(2)セグメント間の内部
売上高又は振替高 241,304 2,228 164,576 91,744 499,854 (499,854) － 

計 7,466,705 1,946,036 1,110,808 881,670 11,405,220 (499,854) 10,905,365 

営業利益又は営業損失
(△) 272,090 142,056 59,756 △11,239 462,663 (323,983) 138,679 
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【所在地別セグメント情報】 

前第２四半期連結会計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日）及び当第２四半期連結会計

期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日)並びに前第２四半期連結累計期間（自 平成21年１

月１日 至 平成21年６月30日)及び当第２四半期連結累計期間（自 平成22年１月１日 至 平成22年６

月30日） 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

【海外売上高】 

前第２四半期連結会計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日）及び当第２四半期連結会計

期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日）並びに前第２四半期連結累計期間（自 平成21年１

月１日 至 平成21年６月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自 平成22年１月１日 至 平成22年６

月30日） 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

― 26 ―



  

(有価証券関係) 

当第２四半期連結会計期間末（平成22年６月30日） 

有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動が

ありません。 

  

(デリバティブ取引関係) 

当第２四半期連結会計期間末（平成22年６月30日） 

当社グループはデリバティブ取引を行っていないため、該当事項はありません。 

  

(ストック・オプション等関係) 

当第２四半期連結会計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日） 

当社グループは、ストック・オプションを発行しておりませんので、該当事項はありません。 

  

(企業結合等関係) 

当第２四半期連結会計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日） 

該当事項はありません。 
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(１株当たり情報) 

１ １株当たり純資産額 

  

 
(注) １株当たり純資産額の算定上の基礎 

 
  

当第２四半期連結会計期間末 

(平成22年６月30日) 

前連結会計年度末 

(平成21年12月31日) 

  

   

１株当たり純資産額 69,276円78銭 

  

   

１株当たり純資産額 72,190円77銭 

 

 
当第２四半期連結会計期間末 

(平成22年６月30日) 

前連結会計年度末 

(平成21年12月31日) 

連結貸借対照表の純資産の部の合計額（千円） 3,145,518 3,271,010 

普通株式に係る純資産額（千円） 3,134,774 3,266,632 

差額の主な内訳（千円） 

  少数株主持分 10,744 4,378 

普通株式の発行済株式数（株） 45,250 45,250 

1株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の
数（株） 45,250 45,250 

― 28 ―



  

２  １株当たり四半期純利益金額等 

第２四半期連結累計期間 

 
(注) １ 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、１株当たり四半期純損失であり、また、潜在株

式が存在しないため記載しておりません。 

２ １株当たり四半期純損失金額の算定上の基礎 

 
第２四半期連結会計期間 

 
(注) １ 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。 

２ １株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎 

 
  

前第２四半期連結累計期間 

(自 平成21年１月１日 

 至 平成21年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 

(自 平成22年１月１日 

 至 平成22年６月30日) 

  

   

１株当たり四半期純損失金額 2,404円81銭 

  

   

１株当たり四半期純損失金額 1,231円10銭 

 

 

前第２四半期連結累計期間 

(自 平成21年１月１日 

 至 平成21年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 

(自 平成22年１月１日 

 至 平成22年６月30日) 

四半期連結損益計算書上の四半期純損失(△)（千
円） 

△108,817 △55,707 

普通株式に係る四半期純損失（△）（千円） △108,817 △55,707 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

普通株式の期中平均株式数（株） 45,250 45,250 

 

前第２四半期連結会計期間 

(自 平成21年４月１日 

 至 平成21年６月30日) 

当第２四半期連結会計期間 

(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年６月30日) 

  

   

１株当たり四半期純利益金額 4,324円95銭 

  

   

１株当たり四半期純利益金額 2,544円08銭 

 

 

前第２四半期連結会計期間 

(自 平成21年４月１日 

 至 平成21年６月30日) 

当第２四半期連結会計期間 

(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年６月30日) 

四半期連結損益計算書上の四半期純利益（千円） 195,704 115,119 

普通株式に係る四半期純利益（千円） 195,704 115,119 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

普通株式の期中平均株式数（株） 45,250 45,250 
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(重要な後発事象) 

当第２四半期連結会計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日） 

該当事項はありません。 

  

(リース取引関係) 

所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年12月31日以前の

ものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて処理を行っておりますが、当第２四半期連

結会計期間末におけるリース取引残高は前連結会計年度末に比べて著しい変動が認められないた

め、記載しておりません。 

  

該当事項はありません。 

２ 【その他】
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。 
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平成２１年８月１１日

株式会社 桧 家 住 宅 

 取   締   役   会  御中 

  
 

  
 

  
 

   

  
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている

株式会社桧家住宅の平成２１年１月１日から平成２１年１２月３１日までの連結会計年度の第２四半期連結

会計期間(平成２１年４月１日から平成２１年６月３０日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成２１年１

月１日から平成２１年６月３０日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四

半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半

期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対す

る結論を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビ

ューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公

正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行

われた。 

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公

正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社桧家住宅及び連結子会社の平成２

１年６月３０日現在の財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期

間の経営成績並びに第２四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさ

せる事項がすべての重要な点において認められなかった。 

  
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  
以 上 

  

 
  

  

独立監査人の四半期レビュー報告書
 

有限責任監査法人 ト ー マ ツ

指定有限責任社員 
業務執行社員 

公認会計士    鈴  木  昌  治  印 

指定有限責任社員 
業務執行社員 

公認会計士    武  井  雄  次  印 

(注) １ 上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期

報告書提出会社)が別途保管しております。 

２ 四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。 

 



 

  
平成２２年８月１０日

株式会社 桧 家 住 宅 

  取  締  役  会  御中 

  
 

  
 

  
 

  
 

当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている

株式会社桧家住宅の平成２２年１月１日から平成２２年１２月３１日までの連結会計年度の第２四半期連結

会計期間(平成２２年４月１日から平成２２年６月３０日まで)及び第２四半期連結累計期間（平成２２年１

月１日から平成２２年６月３０日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四

半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半

期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対す

る結論を表明することにある。 

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビ

ューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公

正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行

われた。 

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公

正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社桧家住宅及び連結子会社の平成２

２年６月３０日現在の財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期

間の経営成績並びに第２四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさ

せる事項がすべての重要な点において認められなかった。 

  
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  
以 上 

  

 
  
  

独立監査人の四半期レビュー報告書
 

有限責任監査法人 ト ー マ ツ

指定有限責任社員 
業務執行社員 

公認会計士  鈴 木 昌 治  印 

指定有限責任社員 
業務執行社員 

公認会計士  武 井 雄 次  印 

 

(注) １ 上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期

報告書提出会社)が別途保管しております。 

２ 四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。 

 



 
  

【表紙】 

【提出書類】 確認書 

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の８第１項 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成22年８月13日 

【会社名】 株式会社桧家住宅 

【英訳名】 Hinokiya Juutaku Co.,Ltd. 

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 近藤 昭 

【最高財務責任者の役職氏名】 ― 

【本店の所在の場所】 埼玉県久喜市久喜中央一丁目１番20号 

【縦覧に供する場所】 株式会社名古屋証券取引所 

  (名古屋市中区栄三丁目８番20号) 

 

 



当社代表取締役社長近藤昭は、当社の第23期第２四半期(自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30

日)の四半期報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認いたしまし

た。 

  

確認に当たり、特記すべき事項はありません。 

  

１ 【四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項】

２ 【特記事項】
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