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平成１８年８月期   個別中間財務諸表の概要 平成１８年４月２１日 
会 社 名   株式会社ウエストホールディングス     上場取引所      JASDAQ 
 
コ ード番 号   １４０７              本社所在都道府県   広島県 
（ＵＲＬ http://www.west-gr.co.jp/） 
代  表  者 役  職  名 代表取締役社長 
        氏    名 吉川 隆 
問い合わせ先  責任者役職名 執行役員財務経理部長 
        氏    名 椎葉 栄次       TEL（082）503－3900 
決算取締役会開催日  平成１８年４月２１日        中間配当制度の有無  有 ・ 無 
中間配当支払開始日  －                 単元株制度採用の有無 有（１単元100株）・無 
 
１．平成18年8月中間期の業績（平成17年9月1日～平成18年2月28日） 
(1) 経営成績                         (注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 売上高 営業利益 経常利益 
 

18年2月中間期 
17年2月中間期 

百万円 

3,578    
6,369    

％

（△43.8）
（   0.7）

百万円

△787   
300   

％

（  －）

（△ 9.4）

百万円 

△835    
338    

％

（  －）

（   5.0）
17年8月期 12,829     446    529     

 

 中間（当期）純利益 １株当たり中間 
（当期）純利益 

 
18年2月中間期 
17年2月中間期 

百万円 

△1,230    
167    

％

（  －）

（  15.0）

円    銭 
 △171    98 

25    65 
17年8月期 321     48    71 

(注) ① 持分法投資損益  18年2月中間期    －百万円  17年2月中間期     －百万円  17年8月期      －百万円 
② 期中平均株式数  18年2月中間期  7,156,000株  17年2月中間期   6,540,000株  17年8月期   6,592,318株 
③ 会計処理の方法の変更   有 ・ 無 
④ 売上高、営業利益、経常利益、中間（当期）純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率 

(2) 配当状況 

 １株当たり 
中間配当金 

１株当たり 
年間配当金 

 
18年2月中間期 
17年2月中間期 

円    銭 
0    00 
0    00 

円    銭 
――   ―― 
――   ―― 

17年8月期 ――   ―― 15    00 
(注) 17年8月期期末配当金の内訳    普通配当   15.0円     

(3) 財政状態 
 総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本 
 

18年2月中間期 
17年2月中間期 

百万円

7,297 
6,529 

百万円

3,155 
3,495 

％ 
43.2 
53.5 

円   銭

440      93 
534      54 

17年8月期 6,598 4,431 67.2 619      28 
(注) ① 期末発行済株式数  18年2月中間期  7,156,000株  17年2月中間期   6,540,000株  17年8月期   7,1560,000株 

② 期末自己株式数    18年2月中間期         －株  17年2月中間期          －株  17年8月期          －株 
 
２．平成18年8月期の業績予想（平成17年9月1日～平成18年8月31日） 

１株当たり年間配当金  売上高 経常利益 当期純利益 
期 末  

 
通 期 

百万円 
8,145 

百万円

△861 
百万円

△1,389 
円 銭 

15   00 
円 銭 

15   00 
（参考）１株当たり予想当期純利益(通期) △194円19銭 
 
※ 上記の業績予想につきましては、発表日現在において入手可能な情報に基づき当社で判断したものであり、

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場合があります。 

（ 株式会社骨太住宅【旧社名ウエスト】 ） 
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個別中間財務諸表等 

(1) 中間貸借対照表 

  
前中間会計期間末 

(平成17年２月28日) 

当中間会計期間末 

(平成18年２月28日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成17年８月31日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産    

１ 現金及び預金 ※２  2,104,372 2,299,807  1,859,424

２ 完成工事未収入金   588,990 283,837  722,719

３ 売掛金   22,792 3,369  31,947

４ 未成工事支出金   19,406 143,129  19,323

５ 販売用不動産   501,020 552,168  524,772

６ その他たな卸資産   21,144 182,858  58,188

７ その他流動資産 ※４  381,382 262,674  355,636

貸倒引当金   △6,713 △11,517  △7,156

流動資産合計   3,632,395 55.6 3,716,328 50.9  3,564,855 54.0

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産 ※１   

(1) 建物   569,094 739,630  770,833

(2) 土地   857,469 751,980  857,469

(3) その他 
  有形固定資産 

  134,920 134,578  129,312

有形固定資産合計   1,561,485 23.9 1,626,188 22.3  1,757,615 26.6

２ 無形固定資産   14,253 0.2 172,552 2.4  195,346 3.0

３ 投資その他の資産    

(1) 投資有価証券   787,617 1,123,290  386,362

(2) その他投資 
  その他の資産 

  562,249 771,031  739,918

貸倒引当金   △28,168 △111,682  △45,507

投資その他の資産 
合計 

  1,321,698 20.2 1,782,638 24.4  1,080,773 16.4

固定資産合計   2,897,436 44.4 3,581,380 49.1  3,033,735 46.0

資産合計   6,529,832 100.0 7,297,708 100.0  6,598,590 100.0
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前中間会計期間末 

(平成17年２月28日) 

当中間会計期間末 

(平成18年２月28日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成17年８月31日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債    

１ 工事未払金   1,075,701 567,617  937,204

２ 短期借入金 ※2,5  668,000 2,680,000  164,000

３ １年以内償還予定の 
  社債 

  500,000 -  500,000

４ 未払法人税等   212,628 10,500  108,045

５ 賞与引当金   30,950 23,600  31,820

６ 支店閉鎖損失引当金   - 200,000  -

７ その他流動負債 ※３  460,957 655,195  420,767

流動負債合計   2,948,237 45.2 4,136,913 56.7  2,161,837 32.7

Ⅱ 固定負債    

１ 長期借入金 ※２  80,000 -  -

２ その他固定負債   5,640 5,498  5,187

固定負債合計   85,640 1.3 5,498 0.1  5,187 0.1

負債合計   3,033,878 46.5 4,142,411 56.8  2,167,024 32.8

    

(資本の部)    

Ⅰ 資本金   500,000 7.7 1,005,120 13.8  1,005,120 15.2

Ⅱ 資本剰余金    

１ 資本準備金   433,300 712,348  712,348

資本剰余金合計   433,300 6.6 712,348 9.8  712,348 10.9

Ⅲ 利益剰余金    

１ 利益準備金   8,000 8,000  8,000

２ 任意積立金   2,229,000 2,429,000  2,229,000

３ 中間(当期)未処分
利益又は未処理損失
(△) 

  322,878 △1,061,840  476,214

利益剰余金合計   2,559,878 39.2 1,375,159 18.8  2,713,214 41.1

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金 

  2,775 0.0 62,669 0.8  883 0.0

資本合計   3,495,954 53.5 3,155,296 43.2  4,431,565 67.2

負債資本合計   6,529,832 100.0 7,297,708 100.0  6,598,590 100.0
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(2) 中間損益計算書 

  
前中間会計期間 

(自 平成16年９月１日 
至 平成17年２月28日) 

当中間会計期間 

(自 平成17年９月１日 
至 平成18年２月28日) 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(自 平成16年９月１日 
至 平成17年８月31日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

Ⅰ 売上高    

１ 完成工事高   4,216,675 2,429,541  8,554,324

２ 戸建住宅売上高   2,068,200 1,065,459  4,056,110

３ その他売上高   84,595 83,085  219,114

売上高計   6,369,470 100.0 3,578,086 100.0  12,829,550 100.0

Ⅱ 売上原価    

１ 完成工事原価   2,278,977 1,474,610  4,605,984

２ 戸建住宅売上原価   1,708,340 917,790  3,365,621

３ その他売上原価   61,309 63,816  166,568

売上原価計   4,048,626 63.6 2,456,217 68.6  8,138,173 63.4

完成工事総利益   1,937,698 954,930  3,948,340

戸建住宅総利益   359,859 147,668  690,489

その他総利益   23,286 19,269  52,546

売上総利益計   2,320,844 36.4 1,121,868 31.4  4,691,376 36.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費   2,019,936 31.7 1,908,869 53.4  4,245,346 33.1

営業利益   300,908 4.7 △787,000 △22.0  446,030 3.5

Ⅳ 営業外収益 ※１  75,519 1.2 50,860 1.4  177,059 1.4

Ⅴ 営業外費用 ※２  38,404 0.6 99,841 2.8  93,896 0.8

経常利益   338,024 5.3 △835,982 △23.4  529,194 4.1

Ⅵ 特別利益 ※３  - - 17,302 0.5  60,736 0.5

Ⅶ 特別損失 ※４  - - 309,191 8.6  3,472 0.0

税引前中間(当期)
純利益又は純損失
(△) 

  338,024 5.3 △1,127,871 △31.5  586,457 4.6

法人税、住民税 
及び事業税 

  207,042 3.3 7,273 0.2  295,148 2.3

法人税等調整額   △ 36,790 △0.6 95,569 2.7  △29,799 △0.2

中間(当期)純利益   167,772 2.6 △1,230,714 △34.4  321,108 2.5

前期繰越利益   155,105 168,874  155,105

中間(当期)未処分
利益又は未処理損
失(△) 

  322,878 △1,061,840  476,214
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中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

 

前中間会計期間 

(自 平成16年９月１日 

至 平成17年２月28日) 

当中間会計期間 

(自 平成17年９月１日 

至 平成18年２月28日) 

前事業年度 

(自 平成16年９月１日 

至 平成17年８月31日) 

１．資産の評価基準及び評

価方法 

 

(1) 有価証券 

 その他有価証券 

  時価のあるもの 

   中間決算日の市場価格等

に基づく時価法(評価差額

は全部資本直入法により処

理し、売却原価は移動平均

法により算定)によってお

ります。 

(1) 有価証券 

 その他有価証券 

  時価のあるもの 

同左 

(1) 有価証券 

 その他有価証券 

  時価のあるもの 

   決算日の市場価格等に基

づく時価法(評価差額は全

部資本直入法により処理

し、売却原価は移動平均法

により算定)によっており

ます。 

   時価のないもの 

   移動平均法による原価法

によっております。 

  時価のないもの 

同左 

  時価のないもの 

同左 

   子会社株式 

   移動平均法による原価法

によっております。 

  子会社株式 

同左 

  子会社株式 

同左 

 (2) デリバティブ 

  時価法によっております。 

(2) デリバティブ 

同左 

(2) デリバティブ 

同左 

 (3) たな卸資産 

  未成工事支出金、原材料・

貯蔵品、商品、販売用不動

産 

  個別法による原価法によっ

ております。 

(3) たな卸資産 

  未成工事支出金、原材料・

貯蔵品、商品、販売用不動

産 

同左 

(3) たな卸資産 

  未成工事支出金、原材料・

貯蔵品、商品、販売用不動

産 

同左 

２．固定資産の減価償却の

方法 

 

(1) 有形固定資産 

 定率法によっております。 

  ただし、平成10年４月１日

以降に取得した建物(建物附属

設備を除く)は定額法によって

おります。 

  なお、主な耐用年数は以下

のとおりであります。 

建物 ７年～37年

機械装置･運搬具 15年 

工具器具･備品 ２～10年 

  また、取得価額が10万円以

上20万円未満の減価償却資産

については、３年間で均等償

却をしております。 

(1) 有形固定資産 

 定率法によっております。 

  ただし、平成10年４月１日

以降に取得した建物(建物附属

設備を除く)は定額法によって

おります。 

  なお、主な耐用年数は以下

のとおりであります。 

建物 ７年～37年

機械装置 ９年～15年

工具器具･備品 ２年～10年

  また、取得価額が10万円以

上20万円未満の減価償却資産に

ついては、３年間で均等償却を

しております。 

(1) 有形固定資産 

 定率法によっております。 

  ただし、平成10年４月１日

以降に取得した建物(建物附属

設備を除く)は定額法によって

おります。 

  なお、主な耐用年数は以下

のとおりであります。 

建物 ７年～37年

機械装置 ９年～15年

工具器具･備品 ２年～10年

  また、取得価額が10万円以

上20万円未満の減価償却資産

については、３年間で均等償

却をしております。 

 (2) 無形固定資産 

 定額法によっております。 

  ただし、自社利用のソフト

ウェアについては、社内にお

ける利用可能期間(５年)にも

とづく定額法によっておりま

す。 

(2) 無形固定資産 

 定額法によっております。 

  ただし、営業権について

は、商法に規定する 長期間

（５年）で均等償却、自社利

用のソフトウェアについて

は、社内における利用可能期

間(５年)にもとづく定額法に

よっております。 

(2) 無形固定資産 

 定額法によっております。 

  ただし、営業権について

は、商法に規定する 長期間

（５年）で均等償却、自社利

用のソフトウェアについて

は、社内における利用可能期

間(５年)にもとづく定額法に

よっております。 
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前中間会計期間 

(自 平成16年９月１日 

至 平成17年２月28日) 

当中間会計期間 

(自 平成17年９月１日 

至 平成18年２月28日) 

前事業年度 

(自 平成16年９月１日 

至 平成17年８月31日) 

３．引当金の計上基準 

 

(1) 貸倒引当金 

  債権の貸倒による損失に備

えるため、一般債権について

は貸倒実績率により、貸倒懸

念債権等特定の債権について

は個別に債権の回収可能性を

勘案し、回収不能見込額を計

上しております。 

 (1) 貸倒引当金 

同左 

 (1) 貸倒引当金 

同左 

 (2) 賞与引当金 

  従業員に対する賞与の支給

に備えるため、賞与支給見込

額のうち当中間会計期間負担

額を計上しております。 

 (2) 賞与引当金 

同左 

 (2) 賞与引当金 

   従業員に対する賞与の支

給に備えるため、賞与支給見

込額のうち当期負担額を計上

しております。 

 (3) 完成工事補償引当金 

  完成工事に係る瑕疵担保の

補修費用に備えるため、過年

度の実績補修費用のうち当社

の負担となった金額を基礎に

補修見込相当額を見積り計上

することとしております。 

 (3) 完成工事補償引当金 

同左 

 (3) 完成工事補償引当金 

同左 

  

――― 

 (4) 支店閉鎖損失引当金 

  支店の閉鎖に伴い、発生が

見込まれる損失について合理

的に見積もられる金額を計上

しております。 

 

――― 

４．リース取引の処理方法 

 

 リース物件の所有権が借主に

移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取

引については、通常の賃貸借

取引に係る方法に準じた会計

処理によっております。 

同左 同左 

５．ヘッジ会計の方法 

 

(1) ヘッジ会計の方法 

  特例処理の要件を満たす金

利スワップについて、特例処

理を採用しております。 

 (1) ヘッジ会計の方法 

同左 

 (1) ヘッジ会計の方法 

同左 

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

  借入金の金利変動リスクを

回避するため、金利スワップ

取引を行っております。 

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

 (3) ヘッジ方針 

  金利スワップ取引の目的と

範囲を限定し、投機目的やト

レーディング目的のために、

これを利用しない方針であり

ます。 

 (3) ヘッジ方針 

同左 

 (3) ヘッジ方針 

同左 

 (4) ヘッジ有効性の評価 

  金利スワップについては特

例処理によっているため、有

効性の評価を省略しておりま

す。 

 (4) ヘッジ有効性の評価 

同左 

 (4) ヘッジ有効性の評価 

同左 

６．その他中間財務諸表作

成のための基本となる

重要な事項 

 

消費税及び地方消費税の会計処理

 税抜方式によっております。 

消費税及び地方消費税の会計処理

同左 

消費税及び地方消費税の会計処理

同左 
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会計方針の変更 

前中間会計期間 

(自 平成16年９月１日 

至 平成17年２月28日) 

当中間会計期間 

(自 平成17年９月１日 

至 平成18年２月28日) 

前事業年度 

(自 平成16年９月１日 

至 平成17年８月31日) 

 

 

 

 

――― 

 (固定資産の減損に係る会計基準） 

 当中間会計期間から固定資産の減損に

係る会計基準（「固定資産の減損に係る

会計基準の設定に関する意見書」（企業

会計審議会 平成 14 年 8 月 9日））及

び「固定資産の減損に係る会計基準の適

用指針」（企業会計基準適用指針第 6号

平成 15 年 10 月 31 日）を適用しており

ます。これにより税金等調整前中間純利

益は、78,551 千円減少しております。 

なお、減損損失累計額については、改

正後の中間財務諸表等規則に基づき各資

産の金額から直接控除しております。 

 

 

 

 

――― 

 
 

 

追加情報 

前中間会計期間 

(自 平成16年９月１日 

至 平成17年２月28日) 

当中間会計期間 

(自 平成17年９月１日 

至 平成18年２月28日) 

前事業年度 

(自 平成16年９月１日 

至 平成17年８月31日) 

 

 

 

 

――― 

 

 

 

 

――― 

 「地方税法等の一部を改正する法律」

（平成15年法律第９号）が平成15年３月31

日に公布され、平成16年４月１日以後に開

始する事業年度より外形標準課税制度が導

入されたことに伴い、当事業年度から「法

人事業税における外形標準課税部分の損益

計算書上の表示についての実務上の取扱

い」（平成16年２月13日企業会計基準委員

会実務対応報告第12号）に従い法人事業税

の付加価値割及び資本割については、販売

費及び一般管理費に計上しております。 

 この結果、販売費及び一般管理費が

19,328千円増加し、営業利益、経常利益及

び税引前当期純利益が、19,328千円減少し

ております。 
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注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

前中間会計期間末 

(平成17年２月28日) 

当中間会計期間末 

(平成18年２月28日) 

前事業年度末 

(平成17年８月31日) 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

797,586千円 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

849,746千円

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

805,318千円

   

※２．担保に供している資産 

現金預金 

(定期預金) 
60,000千円

   上記に対応する債務 

短期借入金 168,000千円

長期借入金 80,000千円

 計 248,000千円
 

※２．担保に供している資産 

現金預金 

(定期預金) 
50,000千円

   上記に対応する債務 

短期借入金 80,000千円
 

※２．担保に供している資産 

現金預金 

(定期預金) 
60,000千円

   上記に対応する債務 

一年以内 

返済予定の 

長期借入金 

164,000千円

 

   

※３．消費税等の取扱い 

   仮払消費税等及び仮受消費税等は相

殺のうえ、流動負債の「その他流動

負債」に含めて表示しております。 

※３． 

 

――― 

※３． 

 

――― 

※４． 

 

――― 

※４．消費税等の取扱い 

   仮払消費税等及び仮受消費税等は相

殺のうえ、流動資産の「その他流動

資産」に含めて表示しております。 

※４． 

 

――― 

※５．当社は、運転資金の効率的な調達を

行うため取引銀行５行と当座貸越契

約を締結しております。これら契約

に基づく当中間会計期間末の借入未

実行残高は次のとおりであります。 

当座貸越 

極度額 
2,500,000千円

借入実行 

残高 
500,000千円

差引額 2,000,000千円
 

※５．当社は、運転資金の効率的な調達を

行うため取引銀行７行と当座貸越契

約を締結しております。これら契約

に基づく当中間会計期間末の借入未

実行残高は次のとおりであります。 

当座貸越 

極度額 
5,500,000千円

借入実行 

残高 
1,100,000千円

差引額 4,400,000千円
 

※５．当社は、運転資金の効率的な調達を

行うため取引銀行５行と当座貸越契

約を締結しております。これら契約

に基づく当事業年度末の借入実行残

高はありません。 

当座貸越 

極度額 
2,500,000千円

借入実行 

残高 
― 

差引額 2,500,000千円
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(中間損益計算書関係) 

前中間会計期間 

(自 平成16年９月１日 

至 平成17年２月28日) 

当中間会計期間 

(自 平成17年９月１日 

至 平成18年２月28日) 

前事業年度 

(自 平成16年９月１日 

至 平成17年８月31日) 

※１．営業外収益の主要なもの 

受取利息 8,192 千円

受取販売手数料 53,343千円
 

※１．営業外収益の主要なもの 

受取利息 433千円

受取配当金 26,224千円

受取販売手数料 16,138千円
 

※１．営業外収益の主要なもの 

受取利息 9,457千円

受取販売手数料 104,920千円
 

   

※２．営業外費用の主要なもの 

支払利息 26,322千円
 

※２．営業外費用の主要なもの 

支払利息 30,473 千円

貸倒引当金引当

金繰入額 
68,384 千円

 

※２．営業外費用の主要なもの 

支払利息 51,535千円
 

   

※３． 

――― 

※３．特別利益の主要なもの 

固定資産売却益 17,302千円

 

※３．特別利益の主要なもの 

投資有価証券売

却益 
60,736千円

 
   

※４． 

――― 

※４．特別損失の主要なもの 

工具器具・備品

除却損 
504千円

建物売却損 6,739千円

土地売却損 5,561千円

商品廃棄損 3,083千円

和解金 14,750千円

 和解金は顧客との係争の和解

に伴う和解金の支払いでありま

す。 

 

減損損失 

 当社は当中間会計期間におい

て以下の資産グループについて

減損損失を計上しました。

1. 減損損失を認識した資産グル

ープの概要 

用途 種類 場所 

遊休資産 土地
広島県

廿日市市他
 
2. 減損損失の認識に至った経緯

   一部の遊休資産について、

市場価格が下落したため、帳

簿価額を回収可能価額まで減

額しております。 

3. 減損損失の金額 

   減損処理額78,551千円は減

損損失として特別損失に計上

しております。 

4. 資産のグルーピングの方法

   資産グループは原則として

事業の種類別セグメント単位

とし、遊休資産については

個々の物件単位で資産グルー

プとして取り扱っておりま

す。 

 

 

※４．特別損失の主要なもの 

投資有価証券売

却損 
3,472千円
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前中間会計期間 

(自 平成16年９月１日 

至 平成17年２月28日) 

当中間会計期間 

(自 平成17年９月１日 

至 平成18年２月28日) 

前事業年度 

(自 平成16年９月１日 

至 平成17年８月31日) 

 
 

5. 回収可能価額の算定方法 

   遊休資産の回収可能価額は

正味売却価額により測定して

おり、土地については、固定

資産税評価額等を合理的に調

整して算出した額を使用して

おります。 

 

支店閉鎖損失引

当金繰入額 
200,000 千円

 

 

   

 ５．減価償却実施額 

有形固定資産 35,253 千円

無形固定資産 627千円
 

 ５．減価償却実施額 

有形固定資産 51,473千円

無形固定資産 23,160千円
 

 ５．減価償却実施額 

有形固定資産 83,400 千円

無形固定資産 46,721千円
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(リース取引関係) 

前中間会計期間 

(自 平成16年９月１日 

至 平成17年２月28日) 

当中間会計期間 

(自 平成17年９月１日 

至 平成18年２月28日) 

前事業年度 

(自 平成16年９月１日 

至 平成17年８月31日) 

１．リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

リース取引 

 ①  リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額及び中間期末

残高相当額 

１．リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

リース取引 

 ①  リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額及び中間期末

残高相当額 

１．リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

リース取引 

 ①  リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額及び期末残高

相当額 

 
取得価額 
相当額 
(千円) 

減価償却
累計額
相当額
(千円)

中間期末 
残高 
相当額 
(千円) 

その他有形固定資産 
(機械装置・運搬具) 

11,506 10,644 861 

その他有形固定資産 
(工具器具・備品) 

144,765 99,376 45,388 

合計 156,271 110,021 46,250 

    

 
取得価額
相当額
(千円)

減価償却
累計額
相当額
(千円)

中間期末
残高
相当額
(千円)

その他有形固定資産
(工具器具・備品) 

156,772 108,969 47,802

  

 
取得価額 
相当額 
(千円) 

減価償却
累計額
相当額
(千円)

期末残高
相当額
(千円)

その他有形固定資産 
(工具器具・備品) 

147,376 96,834 50,542

   

   

 ② 未経過リース料中間期末残高相当額 

１年以内 21,791千円

１年超 28,641千円

 合計 50,432千円
 

 ② 未経過リース料中間期末残高相当額

１年以内 16,353千円

１年超 33,345千円

 合計 49,698千円
 

 ② 未経過リース料期末残高相当額 

１年内 22,495千円

１年超 44,313千円

 合計 66,808千円
 

   

 ③ 支払リース料、減価償却費相当額及

び支払利息相当額 

支払リース料 16,121千円

減価償却費 

相当額 
13,780千円

支払利息 

相当額 
839千円

 

 ③ 支払リース料、減価償却費相当額及

び支払利息相当額 

支払リース料 12,755千円

減価償却費 

相当額 
12,135千円

支払利息 

相当額 
922千円

 

 ③ 支払リース料、減価償却費相当額及

び支払利息相当額 

支払リース料 29,224千円

減価償却費 

相当額 
27,647千円

支払利息 

相当額 
1,705千円

 
   

 ④ 減価償却費相当額及び利息相当額の

算定方法 

  ・減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法によっ

ております。 

  ・利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の取

得価額相当額の差額を利息相当

額とし、各期への配分方法につ

いては、利息法によっておりま

す。 

 ④ 減価償却費相当額及び利息相当額の

算定方法 

  ・減価償却費相当額の算定方法 

同左 

 

 

  ・利息相当額の算定方法 

同左 

 ④ 減価償却費相当額及び利息相当額の

算定方法 

  ・減価償却費相当額の算定方法 

同左 

 

 

  ・利息相当額の算定方法 

同左 

   

２．オペレーティング・リース取引 

   該当事項はありません。 

２．オペレーティング・リース取引 

   未経過リース料 

１年以内 2,630千円

１年超 2,965千円

 合計 5,595千円
 

２．オペレーティング・リース取引 

   未経過リース料 

１年以内 2,630千円

１年超 4,280千円

 合計 6,910千円
 

 

 



ファイル名:H18.02_個_個別中間財務諸表の概要_P2以降.doc 更新日時:4/21/2006 9:28:00 AM 印刷日時:06/04/21 10:44 

―  ― 12

(１株当たり情報) 

前中間会計期間 
(自 平成16年９月１日 
至 平成17年２月28日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年９月１日 
至 平成18年２月28日) 

前事業年度 
(自 平成16年９月１日 
至 平成17年８月31日) 

１株当たり純資産額 534円54銭
 

１株当たり純資産額 440円93銭
 

１株当たり純資産額 619円28銭
 

１株当たり中間純利益 25円65銭
 

１株当たり中間純損失 171円98銭
 

１株当たり当期純利益 48円71銭
 

なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益については、潜在株式

が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

中間純利益については、１株当た

り中間純損失であり、また、潜在

株式が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

当期純利益については、潜在株式

がないため記載しておりません。

(注) １株当たり中間(当期)純利益又は１株当たりの中間(当期)純損失の算定上の基礎 

 

項目 
前中間会計期間 

(自 平成16年９月１日
至 平成17年２月28日)

当中間会計期間 
(自 平成17年９月１日 
至 平成18年２月28日) 

前事業年度 
(自 平成16年９月１日
至 平成17年８月31日)

中間(当期)純利益又は中間
(当期)純損失(△)(千円) 

167,772 △1,230,714 321,108

普通株主に帰属しない金額 
(千円) 

― ― ―

普通株式に係る中間(当期) 
純利益又は中間(当期)純損
失(△)(千円) 

167,772 △1,230,714 321,108

普通株式の期中平均株式数 
(千株) 

6,540 7,156 6,592
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(重要な後発事象) 

前中間会計期間 
(自 平成16年９月１日 
至 平成17年２月28日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年９月１日 
至 平成18年２月28日) 

前事業年度 
(自 平成16年９月１日 
至 平成17年８月31日) 

 

 

 

――― 

１．平成18年３月１日開催の取締役

会の決議に基づき、下記の子会社

を設立いたしました。 

 (1) 名称  株式会社ハウスケア

 (2) 設立時期 平成18年３月６日

 (3) 資本金      300百万円

 (4) 出資比率      80.0％

 (5) 事業内容 

   店舗販売型リフォームのフラ

ンチャイズ事業 

 

１．子会社の設立 

  平成17年10月12日開催の取締役

会の決議に基づき、下記の子会社

を設立いたしました。 

 (1) 名称 

     株式会社ハウスドクター

 (2) 設立時期 

        平成17年10月25日

 (3) 資本金      100百万円

 (4) 当社出資比率    60.0％

 (5) 事業内容 

   住宅屋根のリフォーム事業

(屋根の葺き替え、雨漏り、樋

調整等) 

   

 ２．株式移転による完全親会社の設

立 

  平成17年11月25日開催の定時株

主総会において、平成18年３月１

日を株式移転日とする株式移転に

よる完全親会社（株式会社ウエス

トホールディングス）の設立を決

議し、予定通り、平成18年３月１

日に株式移転による完全親会社

（株式会社ウエストホールディン

グス）を設立いたしました。 

２．株式移転による完全親会社の設

立 

  当社は、持株会社体制への移行

について、平成17年10月31日開催

の取締役会において下記のとおり

決議し、平成17年11月25日開催の

定時株主総会において承認されま

した。 

 

 (株式移転による完全親会社の設

立の件) 

 (1) 株式移転の目的 

   当社を取り巻く環境の変化に

対して販売経路の多様化を図

り、幅広い商材・サービスを提

供し、事業提携やＭ＆Ａを戦略

的に展開する等、迅速かつ柔軟

に対応できる経営体制の構築を

図ることが主な目的でありま

す。 

   持株会社体制への移行によ

り、従来の市場規模を越えたよ

り大きな規模の市場を展望する

ことが可能となり、時宜を得た

経営資源の効率的な配分が可能

となるものであります。 

   (2) 設立する完全親会社の商号 

   株式会社ウエストホールディ

ングス 

   (3) 設立する完全親会社が発行す

る株式の種類および数 

   株式移転に際し、完全親会社

が発行する株式は、普通株式

7,156,000株といたします。 
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前中間会計期間 

(自 平成16年９月１日 
至 平成17年２月28日) 

当中間会計期間 
(自 平成17年９月１日 
至 平成18年２月28日) 

前事業年度 
(自 平成16年９月１日 
至 平成17年８月31日) 

   
   (4) 株主に対する株式の割当 

   完全親会社は、当社の株主に

対し当社普通株式１株につき、

設立する完全親会社普通株式１

株を割り当てます。 

   (5) 設立する完全親会社の資本の

額および資本準備金 

  ① 資本の額：1,005,120千円 

  ② 資本準備金：株式移転の日

に、当社に現存する純資産

額の合計額から上記資本の

額を控除した額 

   (6) 株式移転交付金（株主に支払

をなすべき金額） 

   当社は、株式移転に際して、

株式移転交付金の支払いは行い

ません。 

   (7) 株式移転をなすべき時期 

   平成18年３月１日（水）とい

たします。なお、「株式会社ウ

エストホールディングス」の設

立登記申請は、平成18年３月１

日（水）に行います。ただし、

株式移転手続の進行に応じ、こ

れを変更できるものとします。

 

 

(2) 【その他】 

該当事項はありません。 


