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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9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 ％

22年3月期第2四半期 12,004 △33.9 △77 ― △432 ― △399 ―

21年3月期第2四半期 18,150 ― △1,534 ― △1,893 ― △3,381 ―

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

22年3月期第2四半期 △25.08 ―

21年3月期第2四半期 △212.13 ―

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

22年3月期第2四半期 30,522 7,104 23.3 445.66
21年3月期 36,874 7,492 20.3 469.99

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  7,104百万円 21年3月期  7,492百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

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

21年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

22年3月期 ― 0.00

22年3月期 
（予想）

― 3.00 3.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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 25,850 △25.7 880 ― 190 ― 180 ― 11.29



4.  その他 

(1) 期中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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
(注) 詳細は、４ページ「定性的情報・財務諸表等」 ４. その他をご覧ください。 

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（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されるもの） 

(注) 詳細は、４ページ「定性的情報・財務諸表等」 ４. その他をご覧ください。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異な
る結果となる可能性があります。上記の予想に関連する事項については、添付資料の３ページ「定性的情報・財務諸表等」 ３．連結業績予想に関する定性
的情報をご覧ください。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第2四半期 16,216,512株 21年3月期  16,216,512株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  274,201株 21年3月期  274,201株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 15,942,311株 21年3月期第2四半期 15,942,419株



当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、輸出、鉱工業生産の増加を背景に、企業の景況感に改善の動

きが見られる等、景気に底入れの兆しが見受けられましたが、個人消費の冷え込みは依然として厳しく、景気の先

行き不透明感を払拭しきれないまま推移いたしました。 

建設・不動産業界におきましては、民間設備投資は停滞し、企業間の激しい受注競争が続きました。また、雇用

環境や個人所得の悪化による住宅取得意欲の低迷は続いており、住宅需要を喚起する政策が行われましたが、新設

住宅着工戸数は上期ベースで過去 低となる前年同期比 33％減の38万戸に止まり、業界を取り巻く環境は引き続

き厳しい状況が続きました。 

このような状況のもと、当社グループは、「ＨＯＳＯＤＡ」ブランドのフラッグシップ商品として長期優良住宅

〈創造空間「軸」〉を発表し、更なる高品質な住宅の安定供給を可能とする企業体質への転換を目指す一方、設

計・施工手順の合理化・再整備等により建築コストの低減、たな卸資産の圧縮と販売費及び一般管理費の削減等に

取り組んでまいりました。 

その結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は120億４百万円（前年同期比33.9％減）となり、営業損失は７

千７百万円（前年同期は15億３千４百万円の営業損失）、経常損失は４億３千２百万円（前年同期は18億９千３百

万円の経常損失）、四半期純損失は３億９千９百万円（前年同期は33億８千１百万円の四半期純損失）の計上とな

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。 

（イ）建設事業 

建設事業におきましては、法人受注では顧客獲得競争が激化し、引き続き受注単価も低水準で推移いたしまし

た。また、個人受注では、本社周辺を中心とした販売促進イベントや各分譲地のモデルハウスを利用した相談会

等を開催し受注拡大に努めてまいりました。 

この結果、建設事業部門の売上高は17億９千３百万円（前年同期比43.5％減）となり、営業利益は0.8百万円

（前年同期は７千万円の営業損失）の計上となりました。 

（ロ）不動産事業 

不動産事業におきましては、戸建分譲事業では、各分譲地で顧客の建物に対する多様化するニーズに柔軟に対

応できる新・住まいづくりシステム「バイ・コンセプト」に取り組み、地域に密着した販売活動を展開してまい

りました。また、収益不動産事業では商業ビル等の早期売却を行い、たな卸資産の圧縮に努めてまいりました。

この結果、その他賃貸収入や販売手数料等を加えました不動産事業部門の売上高は100億６千１百万円（前年

同期比32.3％減）となり、営業利益は１億７千１百万円（前年同期は11億９百万円の営業損失）の計上となりま

した。 

（ハ）その他事業 

その他事業といたしましては、金銭の貸付業務や美容室の店舗運営等により、売上高１億４千９百万円（前年

同期比32.4％増）、営業損失0.5百万円（前年同期は２千５百万円の営業損失）をそれぞれ計上いたしました。

  

当第２四半期連結会計期間末における総資産は、305億２千２百万円となり、前連結会計年度末と比べて63億５

千２百万円の減少となりました。これは主に、販売用不動産等たな卸資産が59億９千５百万円、投資有価証券が９

千３百万円減少したことによるものであります。 

負債につきましては、負債総額が234億１千７百万円となり、前連結会計年度末と比べて59億６千４百万円の減

少となりました。これは主に、短期借入金、長期借入金及び社債（１年内償還予定を含む）の合計が58億５千８百

万円、支払手形・工事未払金等が８億４千８百万円それぞれ減少し、未成工事受入金が６億９千８百万円増加した

ことによるものであります。 

純資産は、平成21年６月26日開催の当社株主総会決議に基づき、資本準備金73億４千９百万円を減少し、その他

資本剰余金に振り替え、同額を繰越利益剰余金に振り替えております。また、利益準備金１億９千９百万円を減少

し、その他利益剰余金の固定資産圧縮積立金８百万円及び別途積立金105億円を減少し、それぞれ繰越利益剰余金

に振り替えております。また、四半期純損失が３億９千９百万円計上されたことにより、純資産は、前連結会計年

度末と比べて３億８千７百万円減少し71億４百万円となりました。この結果、自己資本比率は23.3％となりまし

た。  

  

通期の業績予想につきましては、平成21年11月４日に公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」記

載の連結業績予想から修正は行っておりません。  

定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報

２．連結財政状態に関する定性的情報

３．連結業績予想に関する定性的情報



  

  

該当事項はありません。 

（簡便な会計処理） 

たな卸資産の評価方法 

たな卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、簿

価切下げを行う方法によっております。 

（会計処理基準に関する事項の変更） 

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

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。 

なお、当第２四半期連結会計期間末においては工事進行基準を適用しているものがないため、これによる損益

への影響はありません。 

また、セグメント情報に与える影響もありません。 

当社グループは、前連結会計年度において、大幅な当期純損失を計上するとともに、複数の金融機関と締結し

ております３件のシンジケートローン契約に付されている財務制限条項に抵触しております。 

当社グループは、当該状況を解消し、又は改善すべく、「中期経営計画」（平成22年３月期～平成24年３月

期）を策定し、財政状態の健全化と経営成績の改善を目指して第１四半期連結会計期間より進めております。 

「中期経営計画」では、収益不動産事業から撤退するとともに、経営資源を住宅事業に集中し、分譲住宅販売

システム「バイ・コンセプト」により住宅購入の幅広いニーズを取り込むとともに、地域での知名度の向上と販

売・受注の増加を図るべく、分譲住宅・注文住宅・リフォームの３事業の総合的事業拠点を中心に営業活動（ド

ミナント戦略）を行い、引き続き業績の改善に取り組んでおります。 

なお、財務制限条項の抵触につきましては、金融機関に対し、「中期経営計画」についての説明を行い、各シ

ンジケートローン契約の主な参加金融機関から期限の利益を喪失させない旨の同意を得ており、財務制限条項の

抵触を理由に期限の利益を喪失することはありません。さらに、主要な金融機関から今後も継続して取引すると

の方針を得ており、当該状況については大きな変化はなく、資金計画においては、特段の問題が発生することは

ありません。  

  

４．その他

（１）期中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）

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

（４）その他、会社の経営上重要な事項



５．四半期連結財務諸表 
（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21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金預金 1,552,177 1,599,164

受取手形・完成工事未収入金等 342,604 374,872

未成工事支出金 1,246,466 460,529

販売用不動産 17,820,360 24,631,464

仕掛販売用不動産 3,296,124 3,265,512

その他のたな卸資産 20,155 21,379

その他 306,147 350,116

貸倒引当金 △12,533 △3,348

流動資産合計 24,571,502 30,699,691

固定資産   

有形固定資産 4,079,880 4,122,910

無形固定資産 237,230 253,824

投資その他の資産   

投資有価証券 199,519 293,105

その他 1,499,853 1,573,681

貸倒引当金 △65,911 △68,972

投資その他の資産合計 1,633,460 1,797,815

固定資産合計 5,950,571 6,174,550

資産合計 30,522,073 36,874,241

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 1,231,176 2,079,817

短期借入金 18,310,011 23,585,898

1年内償還予定の社債 50,000 150,000

未払法人税等 20,478 158,893

未成工事受入金 1,009,952 311,294

完成工事補償引当金 121,625 162,645

その他 1,031,254 814,868

流動負債合計 21,774,499 27,263,418

固定負債   

社債 375,000 400,000

長期借入金 208,333 666,000

退職給付引当金 617,542 558,896

その他 441,804 493,265

固定負債合計 1,642,680 2,118,161

負債合計 23,417,179 29,381,580



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,820,590 6,820,590

資本剰余金 570,950 7,920,600

利益剰余金 △107,264 △7,075,217

自己株式 △90,404 △90,404

株主資本合計 7,193,871 7,575,567

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 38,361 45,039

土地再評価差額金 △127,338 △127,945

評価・換算差額等合計 △88,977 △82,906

純資産合計 7,104,893 7,492,661

負債純資産合計 30,522,073 36,874,241



（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20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第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) 

売上高 18,150,631 12,004,914

売上原価 17,110,698 10,251,146

売上総利益 1,039,932 1,753,767

販売費及び一般管理費 2,573,984 1,830,838

営業損失（△） △1,534,051 △77,071

営業外収益   

受取利息 15,902 7,372

受取配当金 3,800 3,284

投資有価証券売却益 － 6,575

その他 43,791 19,431

営業外収益合計 63,494 36,663

営業外費用   

支払利息 363,336 356,051

その他 60,051 36,289

営業外費用合計 423,388 392,341

経常損失（△） △1,893,945 △432,748

特別利益   

固定資産売却益 27,300 17

子会社清算益 71,621 －

会員権売却益 － 36,800

貸倒引当金戻入額 － 3,049

特別利益合計 98,921 39,867

特別損失   

固定資産売却損 12,033 615

固定資産除却損 19,281 4,970

減損損失 106,083 －

投資有価証券評価損 35,868 －

その他 － 700

特別損失合計 173,266 6,285

税金等調整前四半期純損失（△） △1,968,291 △399,166

法人税、住民税及び事業税 40,547 4,673

法人税等調整額 1,373,056 △3,966

法人税等合計 1,413,603 707

四半期純損失（△） △3,381,894 △399,874



（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20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第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) 

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（△） △1,968,291 △399,166

減価償却費 62,249 81,004

減損損失 106,083 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 56,092 6,124

退職給付引当金の増減額（△は減少） 41,761 58,645

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） △3,873 △41,020

受取利息及び受取配当金 △19,703 △10,657

支払利息 363,336 356,051

固定資産売却損益（△は益） △15,267 597

固定資産除却損 19,281 4,970

投資有価証券売却損益（△は益） － △6,575

投資有価証券評価損益（△は益） 35,868 －

会員権売却損益（△は益） － △36,800

売上債権の増減額（△は増加） 1,251,040 32,267

たな卸資産の増減額（△は増加） 9,027,477 6,127,373

仕入債務の増減額（△は減少） △1,406,622 △365,399

その他 531,322 461,987

小計 8,080,757 6,269,402

利息及び配当金の受取額 12,872 4,192

利息の支払額 △354,633 △371,762

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 560,868 △98,235

営業活動によるキャッシュ・フロー 8,299,865 5,803,597

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 △350,000 △650,000

定期預金の払戻による収入 180,000 650,000

有形固定資産の取得による支出 △28,232 △8,977

有形固定資産の売却による収入 67,196 3,297

無形固定資産の取得による支出 △37,114 △83,679

投資有価証券の売却による収入 － 47,471

貸付けによる支出 △33,300 △49,381

貸付金の回収による収入 34,172 5,830

関係会社の整理による収入 － 35,498

その他 △126 57,909

投資活動によるキャッシュ・フロー △167,403 7,968



（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第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) 

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 1,306,000 1,893,500

短期借入金の返済による支出 △4,840,000 △1,814,900

長期借入れによる収入 635,000 200,000

長期借入金の返済による支出 △4,797,149 △6,012,153

社債の償還による支出 △1,665,000 △125,000

自己株式の取得による支出 △39 －

配当金の支払額 △191,309 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △9,552,499 △5,858,553

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,420,037 △46,987

現金及び現金同等物の期首残高 5,432,546 1,229,164

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,012,508 1,182,177



該当事項はありません。 

前第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 

当第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）事業区分の方法及び各区分に属する主要な製品等の名称 

事業区分は事業内容を勘案し、次のとおり分類しております。 

建設事業：戸建住宅の建築、宅地造成等の企画・設計・工事等の請負 

不動産事業：戸建住宅、マンション、オフィスビル、宅地等の開発・分譲及び不動産の仲介・賃貸・コンサ

ルティング等 

その他事業：金融サービス事業、美容室の店舗運営  

前第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 

本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報の

記載を省略しております。 

当第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２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 

海外売上高は、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

当第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。  

当社は、平成21年６月26日開催の定時株主総会決議に基づき、資本準備金7,349,649千円を減少し、その他資

本剰余金に振り替え、同額を繰越利益剰余金に振り替えております。 

また、利益準備金199,007千円を減少し、その他利益剰余金の固定資産圧縮積立金8,703千円及び別途積立金

10,500,000千円を減少し、それぞれ繰越利益剰余金に振り替えております。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  
建設事業
（千円） 

不動産事業
（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             

(1) 外部顧客に対する売上高  3,174,947  14,862,791  112,892  18,150,631  －  18,150,631

(2) セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
 －  6,596  －  6,596 (6,596)  －

計  3,174,947  14,869,388  112,892  18,157,228 (6,596)  18,150,631

営業利益又は営業損失（△）  △70,120  △1,109,602  △25,772  △1,205,495 (328,556)  △1,534,051

  
建設事業
（千円） 

不動産事業
（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             

(1) 外部顧客に対する売上高  1,793,644  10,061,789  149,480  12,004,914  －  12,004,914

(2) セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
 －  6,653  －  6,653 (6,653)  －

計  1,793,644  10,068,442  149,480  12,011,567 (6,653)  12,004,914

営業利益又は営業損失（△）  815  171,382  △528  171,668 (248,740)  △77,071

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

（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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