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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12月31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3四半期 17,663 △24.9 226 ― △266 ― △265 ―

21年3月期第3四半期 23,531 ― △2,578 ― △3,121 ― △4,617 ―

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3四半期 △16.67 ―

21年3月期第3四半期 △289.64 ―

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3四半期 28,162 7,228 25.7 453.44
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3四半期  7,228百万円 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４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3四半期 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3四半期  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3四半期 15,942,311株 21年3月期第3四半期 15,942,386株



当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、輸出・生産の持ち直しや、国内外における景気刺激策の効果

により、一部に回復の兆しが見え始めたものの自律的な回復力は弱く、企業収益の減少による雇用・所得環境の悪

化や、円高・株安、デフレ懸念等により、景気の先行きは不透明な状況が続きました。 

建設・不動産業界におきましては、公共事業の減少に加え、民間設備投資も上向かず、厳しい受注環境が続きま

した。また、住宅ローン減税の拡充、太陽光発電の補助金制度等住宅需要を喚起する施策が行われましたが、雇

用・所得環境の低迷により顧客の住宅取得意欲の改善には至りませんでした。 

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発表した長期

優良住宅〈創造空間「軸」〉のモデルハウスを分譲地に建設し、地域密着営業を展開し受注・販売活動を推進する

一方で、業務の効率化、コストの低減、たな卸資産の圧縮、販売費及び一般管理費の削減に取り組んでまいりまし

た。 

その結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は176億６千３百万円（前年同期比24.9％減）、営業利益は２億

２千６百万円（前年同期は25億７千８百万円の営業損失）、経常損失は２億６千６百万円（前年同期は31億２千１

百万円の経常損失）となり、四半期純損失は２億６千５百万円（前年同期は46億１千７百万円の四半期純損失）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、法人受注では厳しい顧客獲得競争が続いており、受注単価も低水準で推移いたしま

した。個人受注では、分譲地のモデルハウスを利用した長期優良住宅〈創造空間「軸」〉商品説明会やエコポイ

ントセミナー、税金相談会等の集客イベントを開催し、受注拡大に努めてまいりました。 

この結果、売上高は34億３千７百万円（前年同期比30.3％減）となり、営業利益は１億４千８百万円（前年同

期は７千３百万円の営業損失）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、本社や分譲地のモデルハウスでの集客イベントを実施すると

ともに、顧客の建物に対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」を主軸

に分譲地の販売促進に注力いたしました。また、収益不動産事業では商業ビル、賃貸マンション等の早期売却を

行い、たな卸資産の圧縮に努めてまいりました。 

この結果、売上高は139億９千３百万円（前年同期比24.0％減）となり、営業利益は４億３千９百万円（前年

同期は19億８千７百万円の営業損失）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、売上高は２億３千２百万円（前

年同期比31.0％増）、営業利益は６百万円（前年同期は４千６百万円の営業損失）をそれぞれ計上いたしまし

た。 

  

当第３四半期末における総資産は、281億６千２百万円となり、前連結会計年度末と比べて87億１千１百万円の

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86億５千３百万円、受取手形・完成工事未収入金等

が１億４千６百万円、投資有価証券が１億３千３百万円減少し、現金預金が４億３千７百万円増加したこと等によ

るものであります。 

負債につきましては、負債総額が209億３千３百万円となり、前連結会計年度末と比べて84億４千８百万円の減

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86億４千６百

万円、支払手形・工事未払金等が９億４千万円減少し、未成工事受入金が６億５千４百万円増加したこと等による

ものであります。 

純資産は、平成21年６月26日開催の当社定時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２億６千５百万円計上されたこと等により、前連結会計年度末

と比べて２億６千３百万円減少し72億２千８百万円となりました。この結果、自己資本比率は25.7％となりまし

た。 

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



  

平成22年３月期の業績予想につきましては、現時点におきまして、平成21年11月９日に公表いたしました連結業

績予想から修正は行っておりません。 

  

 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３四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３四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。 

３．連結業績予想に関する定性的情報

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３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 2,036,316 1,599,164

受取手形・完成工事未収入金等 227,971 374,872

未成工事支出金 1,127,450 460,529

販売用不動産 15,907,772 24,631,464

仕掛販売用不動産 2,670,953 3,265,512

その他のたな卸資産 19,423 21,379

その他 300,310 350,116

貸倒引当金 △10,431 △3,348

流動資産合計 22,279,766 30,699,691

固定資産   

有形固定資産 4,064,061 4,122,910

無形固定資産 218,830 253,824

投資その他の資産   

投資有価証券 159,790 293,105

その他 1,501,665 1,573,681

貸倒引当金 △61,816 △68,972

投資その他の資産合計 1,599,638 1,797,815

固定資産合計 5,882,530 6,174,550

資産合計 28,162,297 36,874,241

負債の部   

流動負債   

支払手形・工事未払金等 1,139,029 2,079,817

短期借入金 15,572,314 23,585,898

1年内償還予定の社債 50,000 150,000

未払法人税等 22,723 158,893

未成工事受入金 965,581 311,294

賞与引当金 44,986 －

完成工事補償引当金 125,368 162,645

その他 1,415,410 814,868

流動負債合計 19,335,412 27,263,418

固定負債   

社債 350,000 400,000

長期借入金 182,658 666,000

退職給付引当金 647,730 558,896

その他 417,599 493,265

固定負債合計 1,597,989 2,118,161

負債合計 20,933,401 29,381,580



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 26,856 △7,075,217

自己株式 △90,404 △90,404

株主資本合計 7,327,991 7,575,567

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 28,241 45,039

土地再評価差額金 △127,338 △127,945

評価・換算差額等合計 △99,096 △82,906

純資産合計 7,228,895 7,492,661

負債純資産合計 28,162,297 36,874,241



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 23,531,875 17,663,878

売上原価 22,354,449 14,786,877

売上総利益 1,177,426 2,877,000

販売費及び一般管理費 3,755,952 2,650,659

営業利益又は営業損失（△） △2,578,525 226,340

営業外収益   

受取利息 20,048 10,723

受取配当金 4,493 3,770

投資有価証券売却益 － 6,575

その他 49,731 27,297

営業外収益合計 74,273 48,366

営業外費用   

支払利息 528,980 502,833

その他 87,932 38,459

営業外費用合計 616,912 541,293

経常損失（△） △3,121,165 △266,585

特別利益   

固定資産売却益 40,332 17

会員権売却益 － 36,800

子会社清算益 71,621 －

貸倒引当金戻入額 － 2,806

特別利益合計 111,953 39,624

特別損失   

固定資産売却損 19,482 －

固定資産除却損 20,454 4,970

減損損失 106,083 －

投資有価証券評価損 29,436 22,693

その他 1,300 700

特別損失合計 176,756 28,364

税金等調整前四半期純損失（△） △3,185,968 △255,326

法人税、住民税及び事業税 82,063 19,324

法人税等調整額 1,349,513 △8,897

法人税等合計 1,431,576 10,427

四半期純損失（△） △4,617,544 △265,753



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31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（△） △3,185,968 △255,326

減価償却費 100,173 121,541

減損損失 106,083 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 57,307 △72

賞与引当金の増減額（△は減少） 74,760 41,386

退職給付引当金の増減額（△は減少） 62,230 88,833

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） △11,509 △37,276

受取利息及び受取配当金 △24,542 △14,494

支払利息 528,980 502,833

固定資産売却損益（△は益） △20,849 △17

固定資産除却損 20,454 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） 56,063 22,693

会員権売却損益（△は益） － △36,800

売上債権の増減額（△は増加） 1,160,042 146,901

たな卸資産の増減額（△は増加） 9,796,018 8,784,880

仕入債務の増減額（△は減少） △752,398 △460,607

その他 721,627 807,163

小計 8,688,473 9,710,034

利息及び配当金の受取額 14,676 4,783

利息の支払額 △516,548 △514,115

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 453,383 △110,641

営業活動によるキャッシュ・フロー 8,639,984 9,090,060

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 △370,000 △670,000

定期預金の払戻による収入 200,000 670,000

有形固定資産の取得による支出 △66,986 △14,031

有形固定資産の売却による収入 119,273 3,297

無形固定資産の取得による支出 △75,562 △83,679

投資有価証券の売却による収入 345,008 47,471

貸付けによる支出 △42,900 △52,835

貸付金の回収による収入 67,166 7,716

関係会社の整理による収入 － 35,498

その他 2,348 50,579

投資活動によるキャッシュ・フロー 178,346 △5,983



（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31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 2,076,000 1,893,500

短期借入金の返済による支出 △6,372,000 △2,442,900

長期借入れによる収入 635,000 220,000

長期借入金の返済による支出 △7,162,153 △8,167,525

社債の償還による支出 △1,690,000 △150,000

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 △12,704,503 △8,646,925

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,886,171 437,152

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 1,546,374 1,666,316



 該当事項はありません。 

  

前第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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、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３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31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３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31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３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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  4,931,574  18,422,569  177,732  23,531,875  －  23,531,875

(2) セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  9,305  －  9,305 (9,305)  －

計  4,931,574  18,431,874  177,732  23,541,181 (9,305)  23,531,875

営業利益又は営業損失（△）  △73,932  △1,987,841  △46,830  △2,108,604 (469,921)  △2,578,525

  
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  3,437,205  13,993,792  232,880  17,663,878  －  17,663,878

(2) セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  10,400  －  10,400 (10,400)  －

計  3,437,205  14,004,193  232,880  17,674,278 (10,400)  17,663,878

営業利益又は営業損失（△）  148,976  439,941  6,177  595,095 (368,754)  226,340

〔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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