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 （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、希薄化効果を有している潜在株式が存在

しないため記載しておりません。  

 当第２四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の連結子会社）が営む事業の内容について、重

要な変更はありません。また、主要な関係会社に異動はありません。 

  

 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。 

第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次 
第37期 

前第２四半期 
連結累計期間 

第38期 

当第２四半期 
連結累計期間 

第37期 

前第２四半期 
連結会計期間 

第38期 

当第２四半期 
連結会計期間 

第37期

会計期間 
自平成21年４月１日

至平成21年９月30日

自平成22年４月１日

至平成22年９月30日

自平成21年７月１日

至平成21年９月30日

自平成22年７月１日 

至平成22年９月30日 

自平成21年４月１日

至平成22年３月31日

売上高 (千円)  22,775,814  27,308,244  11,301,889  13,064,715  48,614,537

経常利益 (千円)  1,156,490  1,369,525  515,522  642,908  2,118,520

四半期（当期）純利益 (千円)  679,815  671,877  299,139  344,462  1,237,762

純資産額 (千円) － －  14,724,819  15,667,718  15,051,801

総資産額 (千円) － －  50,514,545  51,640,569  50,362,063

１株当たり純資産額 (円) － －  458.80  488.27  469.02

１株当たり四半期（当

期）純利益金額 
(円)  21.24  21.00  9.35  10.76  38.68

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 (％) － －  29.1  30.3  29.8

営業活動によるキャッ

シュ・フロー 
(千円)  △1,176,539  △277,099 － －  446,388

投資活動によるキャッ

シュ・フロー 
(千円)  △40,552  △407,681 － －  △183,346

財務活動によるキャッ

シュ・フロー 
(千円)  392,011  △198,278 － －  24,378

現金及び現金同等物の

四半期末（期末）残高 
(千円) － －  5,722,546  5,951,986  6,835,046

従業員数 (人) － －  366  383  361

２【事業の内容】

３【関係会社の状況】



(1）連結会社の状況                                 平成22年９月30日現在

 （注）１．従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は［ ］内に当第２四半期連結会計期間の平均人員を外数で記載

しております。 

２．臨時従業員にはパートタイマーの従業員を含み、派遣社員を除いております。 

  
(2）提出会社の状況                                 平成22年９月30日現在

 （注）１．従業員数は就業人員（当社から社外への出向者を除く。）であり、臨時従業員数は［ ］内に当第２四半期

会計期間の平均人員を外数で記載しております。 

２．臨時従業員にはパートタイマーの従業員を含み、派遣社員を除いております。  

（1）販売実績（事業別連結売上高） 

 当第２四半期連結会計期間及び前第２四半期連結会計期間における販売実績を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．住宅流通セグメントの「土地販売等」は、土地販売及び仲介手数料収入であります。  

３．土地有効活用セグメントの「賃貸住宅等建築請負」の売上高には工事進行基準によるものが、前第２四半期

連結会計期間で202,035千円、当第２四半期連結会計期間で1,274,389千円含まれております。 

４．その他は、注文住宅事業及びリフォーム事業であります。  

５．当連結会計年度より、セグメントは「第５ 経理の状況（セグメント情報等）」に記載の報告セグメントに

基づいており、前第２四半期連結会計期間につきましても新区分に組み替えております。 

４【従業員の状況】

従業員数（人） 383 [ ] 424

従業員数（人） 349 [ ] 289

第２【事業の状況】

１【販売及び契約の状況】

セグメントの名称  

前第２四半期連結会計期間 
（自 平成21年７月１日 
至 平成21年９月30日） 

当第２四半期連結会計期間 
（自 平成22年７月１日 
至 平成22年９月30日） 

数量 金額（千円） 数量 金額（千円） 

分譲住宅  

自由設計住宅  戸 139  5,124,958 戸 141  4,822,355

住宅流通  

中古住宅  戸 182  2,769,857 戸 230  3,598,998

建売住宅  戸 38  968,987 戸 39  1,003,479

土地販売等  ㎡ 309  49,568 ㎡ －  3,618

  計 
戸 

㎡ 

220

309
 3,788,413

戸 

㎡ 

269

－
 4,606,096

土地有効活用  

賃貸住宅等建築請負 －  692,282 －  1,444,203

個人投資家向け一棟売賃貸マンション  －  1,342 －  319,087

  計 －  693,624 －  1,763,290

賃貸及び管理 －  1,667,794 －  1,819,395

報告セグメント計 －  11,274,792 －  13,011,138

その他 －  27,096 －  53,576

合計  
359戸 

309㎡
 11,301,889

410戸 

－㎡ 
 13,064,715



（2）契約実績（事業別販売契約実績） 

 当第２四半期連結会計期間及び前第２四半期連結会計期間における契約実績をセグメントごとに示すと、次の

とおりであります。 

（注）１．期中契約高に記載された金額は、期中契約高と期中解約高を純額表示しております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

３．当連結会計年度より、セグメントは「第５ 経理の状況（セグメント情報等）」に記載の報告セグメントに

基づいており、前第２四半期連結会計期間につきましても新区分に組み替えております。 

 当第２四半期連結会計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。 

 また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。  

  

 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の決定又は締結等はありません。 

  

セグメントの名称 

前第２四半期連結会計期間

（自 平成21年７月１日 
至 平成21年９月30日） 

当第２四半期連結会計期間 
（自 平成22年７月１日 
至 平成22年９月30日） 

期中契約高 期末契約残高 期中契約高 期末契約残高 

数量 金額（千円） 数量 金額（千円） 数量 金額（千円） 数量 金額（千円）

分譲住宅                 

自由設計住宅 167戸 5,437,358 383戸 12,064,530 245戸  9,804,568 665戸 21,479,852

住宅流通                 

中古住宅 179戸 2,818,486 98戸 1,567,410 256戸  4,071,892 134戸 2,149,005

建売住宅  39戸 1,016,447 38戸 973,619 40戸  1,013,139 39戸 980,677

土地販売等 634㎡ 50,459 634㎡ 45,800 139㎡  17,618 731㎡ 35,300

  計  
218戸 
634㎡ 3,885,393

136戸
634㎡ 2,586,829

296戸
139㎡  5,102,649

173戸 
731㎡ 3,164,982

土地有効活用                 

賃貸住宅等建築請負 － 1,917,113 － 8,792,826 －  915,956 － 6,285,050

個人投資家向け一棟売賃貸
マンション －  890,860 －  1,041,517 －  △148,829 － 761,224

  計  － 2,807,973 － 9,834,344 －  767,126 － 7,046,274

報告セグメント計 － 12,130,724 － 24,485,704 －  15,674,344 － 31,691,110

その他 － 10,451 － 22,756 －  46,702 － 120,940

合計 385戸 
634㎡ 12,141,176

519戸
634㎡ 24,508,460

541戸
139㎡  15,721,046

838戸 
731㎡ 31,812,050

２【事業等のリスク】

３【経営上の重要な契約等】



 文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判断した

ものであります。 

(1）業績の状況 

 当第２四半期連結会計期間におけるわが国経済は、政府による経済対策効果などを反映して一部に景気の持ち直

しの兆しがみられるものの、急激な円高や依然として続く厳しい所得・雇用情勢を背景に、景気の先行きは不透明

な状況で推移いたしました。  

 不動産業界におきましては、住宅ローン減税や住宅版エコポイント制度の新設の効果に加えて住宅価格調整の進

展により、住宅市場は低価格帯の物件を中心に堅調に推移いたしました。 

 当社グループ(当社及び連結子会社)におきましては、当連結会計年度におきまして、「守りから攻めへ！」の中

期経営計画方針のもと、増収増益の業績数値目標を策定いたしました。当第２四半期連結会計期間におきまして

は、受注契約高・連結売上高及び連結経常利益は、期初の業績予想並びに前年同期の業績を大きく上回る結果とな

りました。 

 なお、前第２四半期連結会計期間及び当第２四半期連結会計期間の実績は以下のとおりであります。 

 セグメントの業績は、次のとおりであります。 

※ 当連結会計年度よりマネジメント・アプローチに基づくセグメント情報の開示を行うこととなりました。従

来、不動産販売事業セグメント、土地有効活用事業セグメント、賃貸及び管理事業セグメント並びにその他事

業セグメントの４つの事業セグメントに区分しておりましたが、第１四半期連結会計期間より、分譲住宅セグ

メント、住宅流通セグメント、土地有効活用セグメント並びに賃貸及び管理セグメントの４つの報告セグメン

トに区分して記載しております。各報告セグメントの事業内容の詳細につきましては、「第５ 経理の状況

（セグメント情報等）」をご参照ください。なお、この変更により前年同四半期連結会計期間分につきまして

は、新区分に組み替えて対前年同四半期比を記載しております。  

 分譲住宅セグメントにおいては、顧客の住宅間取りや設備仕様に対する様々なニーズに対応した自由設計住宅の

販売が順調に推移し、当第２四半期連結会計期間の受注戸数は245戸（前年同期167戸）となり、受注契約高は

9,804百万円（前年同期比80.3％増）と前年同期に比べ大幅な増加となりました。当セグメントの売上高は4,822百

万円（前年同期比5.9％減）となり、引渡し物件の販売単価の低下を反映して、セグメント利益は190百万円（前年

同期比24.8％減）となりました。 

 住宅流通セグメントにおいては、フジホームバンク大阪店の仕入・販売エリアの拡大、フジホームバンク泉北店

を岸和田市に移転したこと、さらに、平成22年９月にはおうち館和泉店を開店したことにより、順調に業績を伸長

させることができました。以上の結果、当セグメントの売上高は4,606百万円（前年同期比21.6％増）となりまし

たが、セグメント利益は273百万円（前年同期比5.9％減）に留まりました。  

 土地有効活用セグメントにおいては、当第２四半期連結会計期間における売上高は工事進行基準の適用物件の増

加により、1,763百万円（前年同期比154.2％増）となりました。この結果、セグメント利益は268百万円（前年同

期比682.5％増）となりました。  

 賃貸及び管理セグメントにおいては、主として土地有効活用事業にリンクした賃貸物件及び管理物件の取扱い件

数が増加しました。賃貸市場は引き続き厳しい状況となりましたが、稼働率の向上に注力したことにより稼働率は

前年同期に比べ改善傾向となりました。以上の結果、当セグメントの売上高は1,819百万円（前年同期比9.1％増）

となり、セグメント利益は110百万円（前年同期比27.9％増）となりました。  

 その他においては、注文住宅・リフォーム事業のテストマーケティングに係る売上高53百万円（前年同期比

97.7％増）を計上し、セグメント利益は6百万円（前年同期比17.1％増）となりました。  

  

 以上の結果、当第２四半期連結会計期間の業績は、売上高は 百万円（前年同期比15.6％増）となり、営業

利益は 百万円（前年同期比23.3％増）、経常利益 百万円（前年同期比24.7％増）、四半期純利益は 百万

円（前年同期比15.2％増）となりました。 

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】

    
前第２四半期 

連結会計期間 

当第２四半期 

連結会計期間 
増減率 

販 売 契 約 高  (百万円)    12,141    15,721   ％ 29.5

売 上 高  (百万円)  11,301  13,064   ％ 15.6

営 業 利 益  (百万円)  520  642   ％ 23.3

経 常 利 益  (百万円)  515  642   ％ 24.7

四半 期純 利益  (百万円)  299  344   ％ 15.2

13,064

642 642 344



(2）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（以下「資金」という）は、税金等調整前四半期純利益

594百万円を計上しましたが、たな卸資産の増加、有形固定資産の取得による支出及び仕入債務の減少等の減少要因

によりまして、前連結会計年度末に比べ883百万円減少し、 百万円（前年同四半期末残高 百万円）となり

ました。 

 当第２四半期連結会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次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２四半期連結会計期間における営業活動による資金の増加は425百万円（前年同期は1,416百万円の減少）とな

りました。これは主に、税金等調整前四半期純利益の獲得額594百万円、たな卸資産の増加額542百万円及び仕入債務

の減少額320百万円等を反映したものであります。  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期連結会計期間における投資活動による資金の減少は108百万円（前年同期比556.5％増）となりまし

た。これは主に、分譲住宅販売に係る販売センター等の有形固定資産の取得及び本社設備に係る支出による減少額

105百万円を反映したものであります。  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期連結会計期間における財務活動による資金の増加は408百万円（前年同期比76.1％減）となりまし

た。これは主に、社債の発行による収入594百万円及び社債の償還による支出200百万円を反映したものであります。

(3）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、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。  

  

(4）研究開発活動 

 該当事項はありません。 

  

(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、おうち館泉佐野店の大型化に伴う移転計画により、新たに確定した重要な

設備の新設及び除却の計画は次のとおりであります。 

① 新設  

（注） 上記金額には、消費税等を含んでおります。 

② 除却 

（注） 上記金額には、消費税等を含んでおりません。 

5,951 5,722

第３【設備の状況】

会社名 
事業所名 

所在地
セグメン
トの名称 

設備の内容

投資予定金額
資金調達
方法 

着手及び完了予定年月

総額
(千円) 

既支払額
(千円) 

着手 完了

当社 

おうち館 

泉佐野店 

大阪府 

泉佐野市 
住宅流通 その他設備 360,000 39,690 自己資金 

平成22年

９月 

平成23年

３月 

会社名 
事業所名 

所在地
セグメン
トの名称 

設備の内容
四半期連結会計期間末
帳簿価額（千円）  

除却予定年月 

当社 

おうち館 

泉佐野店 

大阪府 

泉佐野市 
住宅流通 その他設備 22,058 平成23年３月 



①【株式の総数】 

  

②【発行済株式】 

第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式  105,000,000

計  105,000,000

種類 
第２四半期会計期間末現
在発行数（株） 
（平成22年９月30日） 

提出日現在発行数（株）
（平成22年11月10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  36,849,912  36,849,912

大阪証券取引所 

東京証券取引所 

（各市場第一部） 

単元株式数 

100株 

計  36,849,912  36,849,912 － － 



  会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。 

   平成20年６月25日定時株主総会決議 

 （注） 新株予約権の行使による株式発行については、平成21年６月９日の取締役会決議により自己株式を充当する

こととなったため、資本組入額は定めておりません。   

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。   

（２）【新株予約権等の状況】

  
第２四半期会計期間末現在 
（平成22年９月30日） 

新株予約権の数（個） 1,745 

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 単元株式数 100株 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 872,500 

新株予約権の行使時の払込金額（円） 387 

新株予約権の行使期間 
自 平成22年７月１日 

至 平成26年６月30日 

新株予約権の行使により株式を発行する場

合の株式の発行価格及び資本組入額（円） 

 発行価格     387 

資本組入額    － （注） 

新株予約権の行使の条件 

（1）新株予約権の割当てを受けた者は、権利行使時においても、当

社または当社の子会社の取締役、監査役もしくは従業員の地位に

あることを要しない。ただし、任期満了による退任、定年退職そ

の他正当な理由のある場合に限る。  

（2）新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人による本

新株予約権の相続は認めない。 

（3）その他新株予約権の行使の条件は、「新株予約権割当契約書」

に定める。 

新株予約権の譲渡に関する事項 
（1）本新株予約権を譲渡する時は、当社取締役会の承認を要する。

（2）新株予約権の質入、その他一切の処分は認めない。 

代用払込みに関する事項  ――――― 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に

関する事項 

 組織再編に定める契約書又は計画書等に以下定める株式会社の新

株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応

じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。 

（1）合併（当社が消滅する場合に限る。）  

合併後存続する株式会社又は合併により設立する株式会社  

（2）吸収分割  

吸収分割する株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部

又は一部を承継する株式会社  

（3）新設分割  

新設分割により設立する株式会社  

（4）株式交換  

株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社 

（5）株式移転  

株式移転により設立する株式会社 

（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】

（４）【ライツプランの内容】



（注） 上記のほか、自己株式が4,851千株あります。 

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日 
発行済株式総
数増減数 

（千株） 

発行済株式総
数残高 

（千株） 

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７月１日～ 

平成22年９月30日 
 －  36,849  －  4,872,064  －  2,232,735

（６）【大株主の状況】

  平成22年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数 
（千株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

今井 光郎 大阪府泉南郡熊取町  3,752  10.18

有限会社フレックス 大阪府泉南郡熊取町山の手台３丁目１番８号  3,422  9.29

有限会社フジ住宅従業員共済会  大阪府泉南郡熊取町山の手台３丁目１番８号  2,561  6.95

フジ住宅取引先持株会 大阪府岸和田市土生町１丁目４－23  1,528  4.15

日本トラスティ・サービス信託銀

行株式会社（信託口） 
東京都中央区晴海１丁目８－11  1,225  3.33

日本マスタートラスト信託銀行株

式会社（退職給付信託紀陽銀行口） 
東京都港区浜松町２丁目11番３号  1,012  2.75

株式会社池田泉州銀行 大阪府大阪市北区茶屋町18－14  681  1.85

日本マスタートラスト信託銀行

株式会社（信託口）  
東京都港区浜松町２丁目11番３号   604  1.64

株式会社紀陽銀行 和歌山県和歌山市本町１丁目35番地  585  1.59

今井 志朗 大阪府岸和田市  580  1.58

計 －  15,953  43.30



①【発行済株式】 

 （注）「完全議決権株式（その他）」欄には、証券保管振替機構名義の名義書換失念株式が100株含まれております。

また、「議決権の数」欄には、同機構名義の名義書換失念株式に係る議決権の数1個が含まれております。 

 ②【自己株式等】 

【当該四半期累計期間における月別 高・ 低株価】 

 （注） 高・ 低株価は、大阪証券取引所市場第一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の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。 

（７）【議決権の状況】

  平成22年９月30日現在

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） 普通株式  4,851,300 － 単元株式数 100株 

完全議決権株式（その他） 普通株式  31,986,600  319,866 同上 

単元未満株式 普通株式  12,012 － 
１単元（100株） 

未満の株式 

発行済株式総数    36,849,912 － － 

総株主の議決権   －  319,866 － 

  平成22年９月30日現在

所有者の氏名又は
名称 

所有者の住所 
自己名義所有株
式数（株） 

他人名義所有株
式数（株） 

所有株式数の合
計（株） 

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％） 

フジ住宅株式会社 
大阪府岸和田市土生

町１丁目４番23号 
 4,851,300  －  4,851,300  13.17

計 －  4,851,300  －  4,851,300  13.17

２【株価の推移】

月別 
平成22年 
４月 

５月 ６月 ７月 ８月 ９月

高（円）  370  347  317  313  315  320

低（円）  328  295  298  300  298  300

３【役員の状況】



１．四半期連結財務諸表の作成方法について 

 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。）に基づいて作成しております。 

 なお、前第２四半期連結会計期間（平成21年７月１日から平成21年９月30日まで）及び前第２四半期連結累計期間

（平成21年４月１日から平成21年９月30日まで）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７月１日から平成22年９月30日まで）及び当第２四半期連結累計期間（平成22年４月１日から平

成22年９月30日まで）は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 

  

２．監査証明について 

 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７月１日から

平成21年９月30日まで）及び前第２四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年９月30日まで）に係る四半

期連結財務諸表並びに当第２四半期連結会計期間（平成22年７月１日から平成22年９月30日まで）及び当第２四半期

連結累計期間（平成22年４月１日から平成22年９月30日まで）に係る四半期連結財務諸表について、有限責任監査法

人トーマツによる四半期レビューを受けております。 

  

第５【経理の状況】



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９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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,951,986 6,835,046

完成工事未収入金 301,301 30,888

販売用不動産 ※2  10,575,147 ※2  9,881,780

仕掛販売用不動産 ※2  7,126,803 ※2  6,203,351

開発用不動産 ※2  19,066,501 ※2  18,788,509

未成工事支出金 27,266 19,673

貯蔵品 30,944 26,267

繰延税金資産 629,591 582,064

その他 812,764 1,186,126

貸倒引当金 △44,580 △43,822

流動資産合計 44,477,727 43,509,886

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） ※1,2  2,305,264 ※1,2  2,292,275

機械装置及び運搬具（純額） ※1  2,628 ※1  8

工具、器具及び備品（純額） ※1  105,427 ※1  106,296

土地 ※2  3,581,681 ※2  3,366,055

リース資産（純額） ※1  26,146 ※1  22,227

建設仮勘定 71,724 －

有形固定資産合計 6,092,873 5,786,863

無形固定資産 11,998 17,494

投資その他の資産   

投資有価証券 463,680 553,748

長期貸付金 133,873 139,673

繰延税金資産 101,900 3,971

その他 369,227 355,828

貸倒引当金 △10,711 △5,402

投資その他の資産合計 1,057,970 1,047,819

固定資産合計 7,162,841 6,852,177

資産合計 51,640,569 50,362,063



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９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22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金 1,607,927 1,751,411

短期借入金 11,512,900 13,365,300

1年内償還予定の社債 520,000 400,000

リース債務 7,314 5,833

未払法人税等 647,334 575,457

前受金 2,407,756 1,898,331

賞与引当金 148,966 142,300

その他 1,867,438 1,655,649

流動負債合計 18,719,637 19,794,283

固定負債   

社債 1,680,000 1,400,000

長期借入金 15,290,800 13,836,200

リース債務 20,139 17,505

再評価に係る繰延税金負債 91,323 91,323

その他 170,950 170,950

固定負債合計 17,253,213 15,515,978

負債合計 35,972,851 35,310,261

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,872,064 4,872,064

資本剰余金 5,220,548 5,220,548

利益剰余金 7,046,273 6,566,388

自己株式 △1,457,764 △1,457,712

株主資本合計 15,681,120 15,201,289

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △144,700 △280,785

土地再評価差額金 87,673 87,673

評価・換算差額等合計 △57,027 △193,112

新株予約権 43,625 43,625

純資産合計 15,667,718 15,051,801

負債純資産合計 51,640,569 50,362,063



（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４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 22,775,814 27,308,244

売上原価 18,808,976 22,488,423

売上総利益 3,966,838 4,819,820

販売費及び一般管理費   

販売手数料 253,928 385,958

広告宣伝費 493,762 676,077

販売促進費 23,995 40,243

給料及び賞与 881,811 1,019,813

貸倒引当金繰入額 19,073 12,167

賞与引当金繰入額 82,589 86,960

事業税 19,700 22,000

消費税等 109,956 110,365

減価償却費 34,605 43,792

賃借料 106,994 123,115

その他 769,584 955,249

販売費及び一般管理費合計 2,796,000 3,475,744

営業利益 1,170,837 1,344,076

営業外収益   

受取利息 5,297 1,574

受取配当金 10,277 10,482

受取手数料 103,416 134,362

違約金収入 8,028 14,805

その他 9,174 17,148

営業外収益合計 136,194 178,373

営業外費用   

支払利息 137,292 126,352

社債発行費 － 5,145

その他 13,249 21,426

営業外費用合計 150,541 152,924

経常利益 1,156,490 1,369,525

特別利益   

貸倒引当金戻入額 17,647 11,726

特別利益合計 17,647 11,726

特別損失   

固定資産除却損 2,331 5,693

減損損失 － 1,917

投資有価証券評価損 3,985 225,115

特別損失合計 6,316 232,727

税金等調整前四半期純利益 1,167,821 1,148,524

法人税、住民税及び事業税 484,000 621,100

法人税等調整額 4,005 △144,452

法人税等合計 488,005 476,647

少数株主損益調整前四半期純利益 － 671,877

少数株主利益 － －

四半期純利益 679,815 671,877



【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７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 11,301,889 13,064,715

売上原価 9,368,551 10,657,380

売上総利益 1,933,337 2,407,334

販売費及び一般管理費   

販売手数料 118,946 207,342

広告宣伝費 273,360 342,996

販売促進費 14,787 19,309

給料及び賞与 428,973 489,642

貸倒引当金繰入額 9,549 7,242

賞与引当金繰入額 52,971 55,446

事業税 10,200 10,900

消費税等 53,120 55,898

減価償却費 17,820 22,509

賃借料 51,948 62,771

その他 380,713 491,073

販売費及び一般管理費合計 1,412,392 1,765,133

営業利益 520,945 642,201

営業外収益   

受取利息 2,787 788

受取手数料 60,873 60,977

違約金収入 5,628 6,690

その他 144 11,420

営業外収益合計 69,433 79,877

営業外費用   

支払利息 66,471 63,573

社債発行費 － 5,145

その他 8,385 10,450

営業外費用合計 74,856 79,170

経常利益 515,522 642,908

特別利益   

貸倒引当金戻入額 7,703 7,440

特別利益合計 7,703 7,440

特別損失   

固定資産除却損 181 135

投資有価証券評価損 3,985 55,352

特別損失合計 4,167 55,488

税金等調整前四半期純利益 519,058 594,860

法人税、住民税及び事業税 303,700 340,800

法人税等調整額 △83,780 △90,402

法人税等合計 219,919 250,397

少数株主損益調整前四半期純利益 － 344,462

少数株主利益 － －

四半期純利益 299,139 344,462



（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４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９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利益 1,167,821 1,148,524

減価償却費 97,221 107,042

社債発行費 － 5,145

有形固定資産除却損 2,331 5,693

投資有価証券評価損益（△は益） 3,985 225,115

貸倒引当金の増減額（△は減少） △7,952 6,067

賞与引当金の増減額（△は減少） △1,140 6,666

減損損失 － 1,917

受取利息及び受取配当金 △15,575 △12,057

支払利息 137,292 126,352

売上債権の増減額（△は増加） △55,482 △270,413

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,403,560 △1,907,081

その他の流動資産の増減額（△は増加） △35,481 343,309

仕入債務の増減額（△は減少） △549,650 △143,484

その他債務の増減額(△は減少) 306,700 700,877

その他 13,732 5,828

小計 △339,757 349,504

利息及び配当金の受取額 15,575 12,057

利息の支払額 △137,836 △125,711

法人税等の支払額 △714,520 △512,950

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,176,539 △277,099

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △41,086 △400,678

無形固定資産の取得による支出 △4,455 －

貸付金の回収による収入 3,782 5,799

その他 1,207 △12,802

投資活動によるキャッシュ・フロー △40,552 △407,681

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） 650,000 △359,100

長期借入れによる収入 5,670,000 6,684,000

長期借入金の返済による支出 △5,537,900 △6,722,700

社債の発行による収入 － 594,854

社債の償還による支出 △100,000 △200,000

自己株式の取得による支出 △23 △52

リース債務の返済による支出 △2,073 △3,287

配当金の支払額 △287,991 △191,992

財務活動によるキャッシュ・フロー 392,011 △198,278

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △825,080 △883,059

現金及び現金同等物の期首残高 6,547,626 6,835,046

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  5,722,546 ※  5,951,986



  

  

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日） 

 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４月１日 
至 平成22年９月30日） 

 会計処理基準に関する事項

の変更 

（資産除去債務に関する会計基準の適用）  

 第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第

18号 平成20年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会

計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を適用しております。これによる当第２四

半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益への影響はあり

ません。 

【表示方法の変更】

当第２四半期連結累計期間
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年９月30日） 

（四半期連結連結損益計算書） 

 「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用語、様

式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の適用により、

当第２四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しております。 

当第２四半期連結会計期間
（自 平成22年７月１日 
至 平成22年９月30日） 

（四半期連結連結損益計算書） 

 「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用語、様

式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の適用により、

当第２四半期連結会計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しております。 

【簡便な会計処理】

  
当第２四半期連結累計期間
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年９月30日） 

たな卸資産の評価方法  四半期連結会計期間末における通常の販売目的で保有するたな卸資産の簿価切下げに

関し、収益性の低下が明らかなものについてのみを正味売却可能価額を見積り、簿価切

下げを行う方法によっております。 

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】



  

  

【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９月30日） 

前連結会計年度末 
（平成22年３月31日） 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 ※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

  3,476,095千円   3,390,106千円 

※２ 担保資産 

 担保に供している資産は次のとおりであります。 

※２ 担保資産 

 担保に供している資産は次のとおりであります。 

    千円 

販売用不動産  390,580  

仕掛販売用不動産 2,350,817  

開発用不動産 14,788,001  

建物及び構築物 1,230,961  

土地 2,077,146  

計 20,837,506  

    千円 

販売用不動産  694,118  

仕掛販売用不動産 1,650,691  

開発用不動産 15,932,532  

建物及び構築物 1,258,359  

土地 2,079,064  

計 21,614,764  

 ３ 保証債務  ３ 保証債務 

顧客の住宅つなぎローンに 

対する保証  
1,405,310千円 

顧客の住宅つなぎローンに 

対する保証  
1,353,110千円 

 （当社の分譲住宅引渡し時点において、顧客の住宅

ローンに係るつなぎローン資金を受領しております。

物件の引渡し後、顧客が住所移転を完了し、物件の所

有権移転が行われ、その後融資金融機関が抵当権の設

定、住宅ローンの実行をするまでの期間（平均30日程

度）、当該つなぎローンの融資金融機関に対し、連帯

保証を行っております。） 

 （当社の分譲住宅引渡し時点において、顧客の住宅

ローンに係るつなぎローン資金を受領しております。

物件の引渡し後、顧客が住所移転を完了し、物件の所

有権移転が行われ、その後融資金融機関が抵当権の設

定、住宅ローンの実行をするまでの期間（平均40日程

度）、当該つなぎローンの融資金融機関に対し、連帯

保証を行っております。） 

 ４ コミットメントライン契約 

 当社においては、運転資金の効率的な調達を行うた

め、取引銀行２行とコミットメントライン契約（特定

融資枠契約）を締結しております。この契約に基づく

当第２四半期連結会計期間末の借入未実行残高は次の

とおりであります。 

 ４ コミットメントライン契約 

 当社においては、運転資金の効率的な調達を行うた

め、取引銀行２行とコミットメントライン契約（特定

融資枠契約）を締結しております。この契約に基づく

当連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりであ

ります。 

    千円

コミットメントラインの総額 2,000,000  

借入実行残高 2,000,000  

差引額 －  

    千円

コミットメントラインの総額 2,000,000  

借入実行残高 600,000  

差引額 1,400,000  

（四半期連結損益計算書関係）

前第２四半期連結累計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年９月30日） 

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年９月30日） 

 当社が属する不動産業界におきましては、一般に、マ

ンション・住宅等の引渡し(売上計上)時期は第４四半

期、特に３月に集中する傾向があります。当社グループ

は、不動産販売事業における戸建住宅を中心とした引渡

し時期の平準化に努めており、平成22年３月期におきま

しては、当第２四半期連結累計期間実績の年間売上予想

に対する実績進捗率は48.5％となり、ほぼ年間売上予想

の２分の１に相当する売上実績となりました。 

 当社が属する不動産業界におきましては、一般に、マ

ンション・住宅等の引渡し(売上計上)時期は第４四半

期、特に３月に集中する傾向があります。当社グループ

は、不動産販売事業における戸建住宅を中心とした引渡

し時期の平準化に努めており、平成23年３月期におきま

しては、当第２四半期連結累計期間実績の年間売上予想

に対する実績進捗率は ％となり、ほぼ年間売上予想

の２分の１に近い売上実績を計上いたしました。 

46.1



  

  

  

当第２四半期連結会計期間末（平成22年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至

平成22年９月30日） 

１．発行済株式の種類及び総数 

２．自己株式の種類及び株式数 

３．新株予約権等に関する事項 

 ストック・オプションとしての新株予約権 

４．配当に関する事項 

（1）配当金支払額 

  

（2）基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間

末後となるもの 

  

前第２四半期連結会計期間 
（自 平成21年７月１日 
至 平成21年９月30日） 

当第２四半期連結会計期間 
（自 平成22年７月１日 
至 平成22年９月30日） 

 当社が属する不動産業界におきましては、一般に、マ

ンション・住宅等の引渡し(売上計上)時期は第４四半

期、特に３月に集中する傾向があります。当社グループ

は、不動産販売事業における戸建住宅を中心とした引渡

し時期の平準化に努めており、平成22年３月期におきま

しては、当第２四半期連結会計期間実績の年間売上予想

に対する実績進捗率は24.0％となり、ほぼ年間売上予想

の４分の１に相当する売上実績となりました。 

 当社が属する不動産業界におきましては、一般に、マ

ンション・住宅等の引渡し(売上計上)時期は第４四半

期、特に３月に集中する傾向があります。当社グループ

は、不動産販売事業における戸建住宅を中心とした引渡

し時期の平準化に努めており、平成23年３月期におきま

しては、当第２四半期連結会計期間実績の年間売上予想

に対する実績進捗率は ％となり、ほぼ年間売上予想

の４分の１に近い売上実績を計上いたしました。 

22.0

（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４月１日 
至 平成21年９月30日） 

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年９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 

※ 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９月30日現在） （平成22年９月30日現在） 

    千円

現金及び預金勘定 5,722,546  

現金及び現金同等物 5,722,546  

    千円

現金及び預金勘定 5,951,986  

現金及び現金同等物 5,951,986  

（株主資本等関係）

普通株式 千株36,849

普通株式 千株4,851

新株予約権の四半期連結会計期間末残高 提出会社 43,625千円

（決議） 株式の種類 配当金の総額
１株当たり
配当額 

基準日 効力発生日 配当の原資

平成22年６月23日 

定時株主総会 
普通株式 千円 191,992 ６円 平成22年３月31日 平成22年６月24日 利益剰余金 

（決議） 株式の種類 配当金の総額
１株当たり
配当額 

基準日 効力発生日 配当の原資

平成22年10月29日 

取締役会 
普通株式 千円 223,990 ７円 平成22年９月30日 平成22年11月26日 利益剰余金 



前第２四半期連結会計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日） 

   

前第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

 （注）１．事業区分は、売上集計区分によっております。 

 不動産販売事業セグメント（戸建住宅、分譲マンション、中古住宅、土地、定期借地権付分譲住宅及び個人投

資家向け一棟売り賃貸マンションの販売）、土地有効活用事業セグメント（賃貸マンション等請負工事）、賃貸

及び管理事業セグメント（不動産の賃貸及び管理）、その他事業セグメント（不動産仲介及びその他の手数料収

入）の区分によっております。 

２．会計処理の方法の変更 

前第２四半期連結会計期間及び前第２四半期連結累計期間 

（工事契約に関する会計基準）  

 「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、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）が適用されたことに伴い、第１四半期連結会計期間に着手した工事契約から、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しております。こ

の変更により、当第２四半期連結会計期間において、不動産販売事業（個人投資家向け一棟売り賃貸マンショ

ンの請負工事）の売上高が1,342千円、営業利益が360千円増加し、土地有効活用事業の売上高が202,035千

円、営業利益が65,574千円増加しております。また、当第２四半期連結累計期間において、不動産販売事業

（個人投資家向け一棟売り賃貸マンションの請負工事）の売上高が1,342千円、営業利益が360千円増加し、土

地有効活用事業の売上高が252,477千円、営業利益が79,544千円増加しております。  

前第２四半期連結会計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日）及び前第２四半期連結累計期間

（自 平成21年４月１日 至 平成21年９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在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

前第２四半期連結会計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日）及び前第２四半期連結累計期間

（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

 海外売上高がないため、該当事項はありません。  

  

（セグメント情報等）

【事業の種類別セグメント情報】

  
不動産販売事業

（千円） 
土地有効活用
事業（千円） 

賃貸及び管理
事業（千円） 

その他事業
（千円） 計（千円）

消去又は全社 
（千円） 連結（千円）

売上高 8,887,535  690,782 1,667,794 55,777 11,301,889  － 11,301,889

営業利益 443,967  142,319 86,431 8,901 681,619 ( )160,673 520,945

  
不動産販売事業

（千円） 
土地有効活用
事業（千円） 

賃貸及び管理
事業（千円） 

その他事業
（千円） 計（千円）

消去又は全社 
（千円） 連結（千円）

売上高 17,863,225  1,407,974 3,360,617 143,997 22,775,814  － 22,775,814

営業利益 1,057,089  238,186 194,488 20,128 1,509,892 ( )339,055 1,170,837

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】



１．報告セグメントの概要 

 当第２四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年９月30日）及び当第２四半期連結会計期間

（自平成22年７月１日 至平成22年９月30日） 

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営

資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 

当社は、営業部門ごとに取り扱う商品・サービスについて包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しており

ます。 

したがって、当社は、営業部門を基礎とした商品・サービス別のセグメントから構成されており、「分譲住

宅事業」、「住宅流通事業」、「土地有効活用事業」及び「賃貸及び管理事業」の４つを報告セグメントとし

ております。 

「分譲住宅事業」は、戸建住宅の自由設計住宅の販売を行っております。「住宅流通事業」は、中古住宅、

建売住宅、土地の販売及び不動産の仲介を行っております。「土地有効活用事業」は、土地所有者が保有する

遊休地に木造賃貸アパートや高齢者専用賃貸住宅等の賃貸住宅の請負工事及び個人投資家向け一棟売賃貸マン

ションの販売を行っております。「賃貸及び管理事業」は、不動産の賃貸及び管理を行っております。  

  

２．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 

 当第２四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年９月30日） 

  

 当第２四半期連結会計期間（自平成22年７月１日 至平成22年９月30日） 

 （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、注文住宅事業及びリフォーム事業等

を含んでおります。  

  

【セグメント情報】

  （単位：千円）

  
報告セグメント

その他 
（注） 

合計

分譲住宅 住宅流通 土地有効活用 賃貸及び管理 計

売上高               

外部顧客への売上高  10,341,702    9,776,837  3,539,865  3,580,048  27,238,454  69,790  27,308,244

セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 －  －  －  －  －  －  －

計  10,341,702  9,776,837  3,539,865  3,580,048  27,238,454  69,790  27,308,244

セグメント利益  410,376  650,628  560,212  108,936  1,730,153  10,914  1,741,068

  （単位：千円）

  
報告セグメント

その他 
（注） 

合計

分譲住宅 住宅流通 土地有効活用 賃貸及び管理 計

売上高               

外部顧客への売上高  4,822,355    4,606,096  1,763,290  1,819,395  13,011,138  53,576  13,064,715

セグメント間の内部

売上高又は振替高 
－ － － － － － － 

計  4,822,355  4,606,096  1,763,290  1,819,395  13,011,138  53,576  13,064,715

セグメント利益  190,574  273,306  268,925  110,640  843,445  6,189  849,634



３．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連結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）  

 当第２四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年９月30日） 

  

 当第２四半期連結会計期間（自平成22年７月１日 至平成22年９月30日） 

 （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。  

  

４．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  

 当第２四半期連結会計期間（自平成22年７月１日 至平成22年９月30日） 

 該当事項はありません。 

  

（追加情報） 

第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成

21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号

平成20年３月21日）を適用しております。   

当第２四半期連結会計期間末（平成22年９月30日） 

 該当事項はありません。 

  

当第２四半期連結会計期間末（平成22年９月30日） 

 該当事項はありません。 

  

当第２四半期連結会計期間末（平成22年９月30日） 

 該当事項はありません。 

  

当第２四半期連結会計期間（自 平成22年７月１日 至 平成22年９月30日） 

 該当事項はありません。 

  

当第２四半期連結会計期間末（平成22年９月30日） 

 該当事項はありません。  

  （単位：千円）

利益 金額   

報告セグメント計  1,730,153

「その他」の区分の利益  10,914

セグメント間取引消去  27,200

全社費用（注）  △424,191

四半期連結損益計算書の営業利益  1,344,076

  （単位：千円）

利益 金額   

報告セグメント計  843,445

「その他」の区分の利益  6,189

セグメント間取引消去  13,200

全社費用（注）  △220,633

四半期連結損益計算書の営業利益  642,201

（金融商品関係）

（有価証券関係）

（デリバティブ取引関係）

（ストック・オプション等関係）

（賃貸等不動産関係）



１．１株当たり純資産額 

  

２．１株当たり四半期純利益金額等 

 （注） １株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

 （注） １株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

（１株当たり情報）

当第２四半期連結会計期間末 
（平成22年９月30日） 

前連結会計年度末 
（平成22年３月31日） 

１株当たり純資産額 488.27円 １株当たり純資産額 469.02円

前第２四半期連結累計期間 
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年９月30日） 

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年９月30日） 

１株当たり四半期純利益金額 21.24円 １株当たり四半期純利益金額 21.00円

 なお、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、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないた

め記載しておりません。 

 なお、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、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないた

め記載しておりません。 

  
前第２四半期連結累計期間
（自 平成21年４月１日 
至 平成21年９月30日） 

当第２四半期連結累計期間
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年９月30日） 

四半期純利益（千円）  679,815  671,877

普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式に係る四半期純利益（千円）  679,815  671,877

期中平均株式数（千株）  31,998  31,998

前第２四半期連結会計期間 
（自 平成21年７月１日 
至 平成21年９月30日） 

当第２四半期連結会計期間 
（自 平成22年７月１日 
至 平成22年９月30日） 

１株当たり四半期純利益金額 9.35円 １株当たり四半期純利益金額 10.76円

 なお、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、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないた

め記載しておりません。 

 なお、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、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないた

め記載しておりません。 

  
前第２四半期連結会計期間
（自 平成21年７月１日 
至 平成21年９月30日） 

当第２四半期連結会計期間
（自 平成22年７月１日 
至 平成22年９月30日） 

四半期純利益（千円）  299,139  344,462

普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式に係る四半期純利益（千円）  299,139  344,462

期中平均株式数（千株）  31,998  31,998



  該当事項はありません。 

  

当第２四半期連結会計期間（自 平成22年７月１日 至 平成22年９月30日） 

  該当事項はありません。 

  

 平成22年10月29日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。 

(イ）中間配当による配当金の総額……………………223,990千円 

(ロ）１株当たりの金額…………………………………7円00銭 

(ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日…………平成22年11月26日 

 （注） 平成22年９月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行います。 

  

（重要な後発事象）

（リース取引関係）

２【その他】



 該当事項はありません。 

  

第二部【提出会社の保証会社等の情報】



  

  

  

  

  

  

  

  

  独立監査人の四半期レビュー報告書   

    平成21年10月29日 

フジ住宅株式会社     

  取締役会 御中   

  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 川﨑 洋文  印 

  
指定有限責任社員
業務執行社員   公認会計士 美馬 和実  印 

 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」に掲げられているフジ住宅株式会

社の平成21年４月１日から平成22年３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７月１日から平成

21年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成21年４月１日から平成21年９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、フジ住宅株式会社及び連結子会社の平成21年９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 

（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）が四半期連結財務諸表に添付する形で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。 



  

  

  

  

  

  

  

  

  独立監査人の四半期レビュー報告書   

    平成22年10月29日 

フジ住宅株式会社     

  取締役会 御中   

  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 川﨑 洋文  印 

  
指定有限責任社員
業務執行社員   公認会計士 美馬 和実  印 

 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」に掲げられているフジ住宅株式会

社の平成22年４月１日から平成23年３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７月１日から平成

22年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成22年４月１日から平成22年９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、フジ住宅株式会社及び連結子会社の平成22年９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 

（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）が四半期連結財務諸表に添付する形で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。 
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