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1.  平成23年12月期第2四半期の連結業績（平成23年1月1日～平成23年6月30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 ％

23年12月期第2四半期 3,223 16.9 181 △25.3 190 △21.8 116 △18.2
22年12月期第2四半期 2,756 1.9 242 184.7 243 175.4 142 91.5

（注）包括利益 23年12月期第2四半期 ―百万円 （―％） 22年12月期第2四半期 ―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

23年12月期第2四半期 2,837.00 2,829.86
22年12月期第2四半期 3,496.55 3,467.51

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

23年12月期第2四半期 4,616 1,378 29.9 33,662.77
22年12月期 4,709 1,373 29.2 33,543.74
（参考） 自己資本   23年12月期第2四半期  1,378百万円 22年12月期  1,373百万円

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

22年12月期 ― 0.00 ― 2,700.00 2,700.00
23年12月期 ― 0.00
23年12月期（予想） ― 2,700.00 2,700.00

3.  平成23年12月期の連結業績予想（平成23年1月1日～平成23年12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 7,049 14.2 570 10.0 552 7.2 326 8.6 7,969.04



(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  ：  有  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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いません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化
等により、上記予想数値と異なる場合があります。なお、上記予想に関する事項は添付資料の２ページを参照してください。  

4.  その他

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   ：  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   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年12月期2Q 40,960 株 22年12月期 40,960 株
② 期末自己株式数 23年12月期2Q 0 株 22年12月期 0 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年12月期2Q 40,960 株 22年12月期2Q 40,649 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、海外経済の緩やかな改善に伴い、景気に持ち直しの動きが

見られましたが、平成23年３月11日に発生した東日本大震災の影響により、企業の生産活動が停滞する等、国内の

経済活動が落ち込み、景気の先行きは不透明な状況で推移いたしました。 

当不動産業界におきましても、東日本大震災の影響による不動産取引の停滞や、建築資材の調達懸念等が内在

していますが、継続した住宅ローン減税や住宅版エコポイント制度等、政府の経済対策の効果もあって、特に低価

格帯を中心とした住宅需要は堅調に推移し、住宅着工状況については一部に弱い動きも見られましたが、持ち直し

の傾向が続いております。 

このような事業環境の下、当社グループの特徴である地域密着戦略を継続しながらも、低価格帯を中心として

好調な住宅需要を背景に、新築戸建分譲事業における住宅供給戸数を増加させた結果、物件販売が好調に推移いた

しました。 

これにより、売上高が伸長し、お客様ニーズに沿った価格帯の物件が好調に販売できた事で利益面も適正に推

移いたしましたが、第１四半期に推進した、物件の早期完売に伴った価格調整による利益減をカバーするに至ら

ず、前期に比して利益面では減少となりました。 

 以上の結果、当社グループの当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高3,223百万円（前年同期比16.9％

増）、営業利益181百万円（同25.3％減）、経常利益190百万円（同21.8％減）、第２四半期純利益116百万円（同

18.2％減）となりました。 

  

（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総資産は、4,616百万円となり、前連結会計年度末に比べ93百万円減少い

たしました。その主な要因は、販売用不動産が82百万円、仕掛販売用不動産が16百万円それぞれ減少したことによ

るものであります。 

 当第２四半期連結会計期間末における負債合計は、3,237百万円となり、前連結会計年度末に比べ98百万円減少

いたしました。その主な要因は、短期借入金が147百万円、賞与支給月変更により賞与引当金が51百万円増加した

一方で、１年内償還予定の社債が44百万円、１年内返済予定の長期借入金が54百万円、未払法人税等が81百万円、

長期借入金が146百万円それぞれ減少したことによるもであります。  

 当第２四半期連結会計期間末における純資産は、1,378百万円となり、前連結会計年度末に比べ４百万円増加い

たしました。その主な要因は、四半期当期純利益で116百万円増加した一方、剰余金の配当により110百万円減少し

たことによるものであります。  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 当期の連結業績予想につきましては、昨日発表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」による通り、

修正はありません。  

  

（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。  

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 貸倒実績率が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認められるため、前連結会計年度末に算

定した貸倒実績率等の合理的な基準を使用して一般債権の貸倒見積高を算定しております。 

②固定資産の減価償却費の算定方法  

 定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法によ

っております。 

③製品保証引当金見積高の算定方法  

 当第２四半期連結会計期間末の製品保証実績率が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認め

られるため、前連結会計年度末の製品保証実績率を使用して、製品保証引当金を算定しております。 

④繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法  

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生

状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタックス・プラ

ンニングを利用する方法によっております。 

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

２．その他の情報
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（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

 （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」等の適用 

  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。 

 これにより、営業利益及び経常利益は177千円、税金等調整前四半期純利益は1,580千円減少しております。ま

た、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は2,926千円であります。 

  

（表示方法の変更）  

①四半期連結キャッシュ・フロー計算書  

 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「賞与引当金の増減額（△は減少）」は、当第２四半期連結累計期間において、その重要性が増した

ため、区分掲記しております。 

 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「賞与引

当金の増減額（△は減少）」は、3,619千円であります。 
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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）

当第２四半期連結会計期間末
(平成23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22年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,739,619 1,736,735

受取手形及び売掛金 4,596 4,712

販売用不動産 175,194 257,356

仕掛販売用不動産 1,290,118 1,306,620

未成工事支出金 23,521 15,269

繰延税金資産 37,008 19,549

その他 36,458 53,269

貸倒引当金 △958 △958

流動資産合計 3,305,559 3,392,554

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 101,457 98,558

車両運搬具（純額） 14,530 3,456

工具、器具及び備品（純額） 5,813 5,441

土地 127,303 127,303

有形固定資産合計 249,105 234,760

無形固定資産   

のれん 1,039 1,519

ソフトウエア 4,932 5,319

商標権 1,097 859

その他 179 179

無形固定資産合計 7,249 7,877

投資その他の資産   

投資有価証券 9,184 9,920

投資不動産（純額） 968,335 986,980

繰延税金資産 731 1,179

その他 58,948 58,708

貸倒引当金 △5,449 △5,449

投資その他の資産合計 1,031,749 1,051,338

固定資産合計 1,288,103 1,293,976

繰延資産 22,587 23,280

資産合計 4,616,251 4,709,811

4

㈱ハウスフリーダム（8996）　平成23年12月期第２四半期決算短信



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成23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22年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

営業未払金 429,580 431,749

短期借入金 1,102,768 955,600

1年内償還予定の社債 170,000 214,400

1年内返済予定の長期借入金 216,699 271,218

未払法人税等 92,813 174,508

賞与引当金 55,614 3,731

製品保証引当金 10,785 11,164

その他 155,337 159,914

流動負債合計 2,233,597 2,222,286

固定負債   

社債 856,000 823,000

長期借入金 137,910 284,394

資産除去債務 2,949 －

その他 6,967 6,180

固定負債合計 1,003,826 1,113,574

負債合計 3,237,424 3,335,860

純資産の部   

株主資本   

資本金 328,112 328,112

資本剰余金 173,210 173,210

利益剰余金 872,513 866,901

株主資本合計 1,373,835 1,368,223

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 4,992 5,728

評価・換算差額等合計 4,992 5,728

純資産合計 1,378,827 1,373,951

負債純資産合計 4,616,251 4,709,811
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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22年１月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 2,756,924 3,223,376

売上原価 2,018,426 2,493,016

売上総利益 738,498 730,359

販売費及び一般管理費 495,705 548,974

営業利益 242,793 181,384

営業外収益   

受取利息 692 545

受取配当金 89 348

受取手数料 11,566 11,824

不動産賃貸料 49,240 55,145

その他 1,598 5,757

営業外収益合計 63,187 73,621

営業外費用   

支払利息 17,968 18,807

不動産賃貸原価 32,825 34,230

その他 11,200 11,084

営業外費用合計 61,994 64,123

経常利益 243,986 190,883

特別利益   

固定資産売却益 － 54

特別利益合計 － 54

特別損失   

固定資産除却損 123 35

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 1,403

特別損失合計 123 1,438

税金等調整前四半期純利益 243,862 189,499

法人税、住民税及び事業税 97,846 90,307

法人税等調整額 3,883 △17,011

法人税等合計 101,730 73,295

少数株主損益調整前四半期純利益 － 116,203

四半期純利益 142,131 116,203
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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22年１月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年１月１日 
 至 平成23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利益 243,862 189,499

減価償却費 26,003 26,548

貸倒引当金の増減額（△は減少） 648 0

賞与引当金の増減額（△は減少） － 51,883

受取利息及び受取配当金 △781 △893

支払利息 17,968 18,807

固定資産売却損益（△は益） － △54

固定資産除却損 123 35

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 1,403

売上債権の増減額（△は増加） △36,249 12,998

たな卸資産の増減額（△は増加） △88,897 90,410

仕入債務の増減額（△は減少） 25,308 14,070

その他 △876 145

小計 187,109 404,853

利息及び配当金の受取額 759 916

利息の支払額 △20,506 △21,193

法人税等の支払額 △85,862 △170,948

営業活動によるキャッシュ・フロー 81,500 213,627

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 △19,836 △78,026

定期預金の払戻による収入 18,002 78,005

有形固定資産の取得による支出 △1,306 △19,915

その他 △956 △2,622

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,096 △22,558

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） △348,000 124,568

長期借入れによる収入 830,000 226,000

長期借入金の返済による支出 △363,855 △404,403

社債の発行による収入 － 98,040

社債の償還による支出 △89,400 △111,400

株式の発行による収入 1,000 －

配当金の支払額 △85,919 △110,359

その他 △6,479 △10,651

財務活動によるキャッシュ・フロー △62,654 △188,205

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 14,749 2,863

現金及び現金同等物の期首残高 1,461,891 1,699,300

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,476,641 1,702,163
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 該当事項はありません。 

  

【事業の種類別セグメント情報】  

  前第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．事業区分の方法 

事業は、当社の業務内容及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

２．各区分に属する主要な業務内容 

不動産仲介事業・・・・・・・・不動産の仲介及び販売代理 

新築戸建分譲事業・・・・・・・戸建分譲住宅及び中古物件の企画開発、建築、販売 

建設請負事業・・・・・・・・・注文住宅及びリフォームの請負 

損害保険代理事業・・・・・・・火災保険・地震保険等の保険代理業 

  

【所在地別セグメント情報】  

前第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） 

当社グループは、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。

  

【海外売上高】  

前第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） 

該当事項はありません。 

  

【セグメント情報】  

１．報告セグメントの概要 

 当社グループの報告セグメントは、当社グループ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。

 当社グループは、各店舗において、不動産に関する営業活動を行っており、取引の特性別に「不動産仲介事業」

、「新築戸建分譲事業」、「建設請負事業」、「損害保険代理事業」の４事業を展開し、これら４つを報告セグメ

ントとしております。 

 「不動産仲介事業」は、不動産仲介及び販売代理を行っております。「新築戸建分譲事業」は、戸建分譲住宅の

販売及び中古住宅のリノベーション販売を行っております。「建設請負事業」は、注文住宅及びリフォームの請負

を行っております。「損害保険代理事業」は火災保険・地震保険等の保険代理業を行っております。 

   

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  
不動産 

仲介事業 
（千円） 

新築戸建 

分譲事業 
（千円） 

建設請負 

事業 
（千円） 

損害保険 

代理事業 
（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  192,483  2,427,221  118,577  18,642  2,756,924  －  2,756,924

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 7,518 － － －  7,518  (7,518) －

計  200,001  2,427,221  118,577  18,642  2,764,443  (7,518)  2,756,924

営業利益  36,516  281,112  17,795  5,335  340,760  (97,967)  242,793
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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23年１月１日 至 平成23年６月30日） 

  

（注）１．セグメント利益の調整額103,663千円には、セグメント間取引消去2,414千円、各報告セグメントに配分

していない全社費用106,077千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一般

管理費であります。 

２．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。 

  

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。 

  

（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。 

   

 該当事項はありません。 

  

     （単位：千円）

  

報告セグメント

合計 
調整額 

（注）１ 

四半期連結

損益計算書 
計上額 
（注）２ 

不動産  

仲介事業 
新築戸建

分譲事業 
建築請負  

事業 
損害保険  

代理事業 
計

売上高                 

外部顧客への売上高  160,539  2,949,372  97,386  16,077  3,223,376  3,223,376  －  3,223,376

セグメント間の内部

売上高又は振替高  6,703  －  －  －  6,703  6,703  (6,703)  －

計  167,242  2,949,372  97,386  16,077  3,230,079  3,230,079  (6,703)  3,223,376

セグメント利益  20,545  246,985  13,163  4,353  285,048  285,048  (103,663)  181,384

（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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