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平成１８年８月期   中間決算短信（連結） 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 
米国会計基準採用の有無      無 
 
１．平成18年2月中間期の連結業績（平成17年9月1日～平成18年2月28日） 
(1) 連結経営成績                       (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    

－    

％
（  － ）
（  － ）

百万円
△788   

－   

％
（  － ）
（  － ）

百万円 
△837    

－    

％
（  － ）
（  － ）

17年8月期 －     －    －     
 

 中間（当期）純利益 １株当たり中間 
（当期）純利益 

潜在株式調整後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 
△1,231    

－    

％
（  － ）
（  － ）

円    銭 
△172    15  

－    － 

円    銭 
―――― 
―――― 

17年8月期 －     －    － ―――― 
(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    －  株  17年8月期    －  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 
⑤ 当中間決算期より連結決算を行うため、平成17年２月中間決算期における各数値は記載しておりません。 

(2) 連結財政状態 
 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
7,336 

－ 

百万円
3,154 

－ 

％ 
43.0 
－ 

円   銭
440      76 
－      － 

17年8月期 － － － －      － 
(注) ① 期末発行済株式数(連結)  18年2月中間期  7,156,000株  17年2月中間期          －株  17年8月期          －株 

② 期末自己株式数(連結)    18年2月中間期         －株  17年2月中間期          －株  17年8月期          －株 

(3) キャッシュ･フローの状況 

 営 業 活 動 に よ る 
キャッシュ・フロー 

投 資 活 動 に よ る
キャッシュ・フロー 

財 務 活 動 に よ る 
キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物 
期 末 残 高

 
18年2月中間期 
17年2月中間期 

百万円 
△685 

－ 

百万円
△724 

－ 

百万円 
1,948 

－ 

百万円
2,348 

－ 
17年8月期 － － － － 

(4) 連結範囲及び持分法の適用に関する事項 
   連結子会社数  １社    持分法適用非連結子会社数  ０社    持分法適用関連会社数  ０社 

(5) 連結範囲及び持分法の適用の異動状況 
   連結 （新規） １社    （除外） １社     持分法 （新規） ０社    （除外） １社 
 
２．平成18年8月期の連結業績予想（平成17年9月1日～平成18年8月31日） 

 売上高 経常利益 当期純利益 

 
通 期 

百万円
8,145 

百万円
△861 

百万円
△1,389 

（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。なお、上記予想に関する事項は添付資料の８ページを参照して下

さい。 

（ 株式会社骨太住宅【旧社名ウエスト】 ） 
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１．企業集団の状況 
 平成18年３月１日付の、株式移転により持株会社であり、またグループの経営管理機能を担う株式会社ウエス

トホールディングスを設立し、新ウエストグループとしてスタートを切りました。同時に株式会社ウエストは

「株式会社骨太住宅」へ社名を変更し、当中間事業年度においては、旧ウエストグループである株式会社骨太住

宅、株式会社ハウスドクター、非連結子会社 株式会社イノベーションアライアンスで構成されており、事業の種

類別セグメントとの関係は次のとおりであります。（平成18年２月28日まで） 

 

リニューアル事業（住宅全般の総合リフォームの施工販売） 

 当事業においては、住まいのトータルアドバイザーとして、屋根、外壁、水回り（バス・キッチン・トイレ）

等、住宅設備全般のリフォーム工事の施工・販売を行っております。また施工については、施工業者への外注に

より実施しております。 

 

ユニオン事業（土地付き戸建住宅の直営販売） 

 当事業においては、自社開発のステンレス接合金具を用いた「骨太住宅」（新築戸建住宅）を主として、売り

建て方式にて施工・販売しております。また施工については、施工業者への外注により実施をしております。 

 

その他事業 

 主に建材等の商品の仕入れ、および当該商品の他の建材業者への販売を行っております。 

 

事業の系統図は、次のとおりであります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）1. 株式会社イノベーションアライアンスは、平成15年11月７日に設立した子会社（株式会社骨太住宅持株比率

95.0%）であります。なお、同社は重要性が乏しいため非連結子会社としております。 

2. 株式会社ヤマダハウジングは、株式会社ヤマダ電機（群馬県前橋市 代表取締役社長 山田昇）の100％子会社

であり、株式会社ウエストの重要な業務提携先であります。 
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 平成18年３月１日以降の新ウエストグループは、当社〈株式会社ウエストホールディングス〉及び連結子会社

３社並びに非連結子会社１社で構成されており、住宅全般の総合リフォームの施工販売、土地付き戸建住宅の直

営販売を主な事業として取り組んでおります。 

 ウエストグループの事業に係る位置付け及び事業の種類別セグメントとの関係は、次のとおりであります。 

会社名 事業内容 
事業種別 

セグメント 

株式会社骨太住宅 ・住宅全般の総合リフォームの施工販売 

（ 大手家電量販店店舗内での直営事業） 

 住まいのトータルアドバイザーとして、屋根・外壁・水

回り（バス・キッチン・トイレ等）等、住宅設備全般の

リフォーム工事の施工・販売 

・土地付き戸建住宅の直営販売 

 自社開発のステンレス接合金具を用いた「骨太住宅」

（新築戸建住宅）を主として、売り建て方式により施

工・販売 

・施工については、いずれも施工業者への外注による 

リニューアル事業 

ユニオン事業 

株式会社ハウスドクター ・タウンページ広告やインターネット広告を活用し、コー

ルセンターに寄せられる「住宅緊急トラブルサービス」

や「ハウスケアサービス」へのニーズに対応するととも

に、住宅屋根の補修や葺き替えのリフォーム工事の施

工・販売 

連 
 
 
 
結 

株式会社ハウスケア 

 

※平成18年3月6日設立 

・住宅リフォーム全般の施工販売を行うフランチャイズ加

盟店の募集業務、並びに運営に関するコンサルタント業

務と販売ルートの開発業務 

リニューアル事業 

非
連
結 

株式会社イノベーション

アライアンス 

・地元金融機関等からの不動産情報の収集と活用  

 

事業の系統図は、次のとおりであります。 
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２．経営方針 
《新ウエストグループ（当社グループ）について記載しております。》 

(1) 会社の経営の基本方針 

 当社グループ（当社及び連結子会社、以下同じ）の経営理念は「ウエストグループに働く人は皆豊で幸福で

なければならない。そのためには常に変化に挑み無限の可能性を信じ顧客に満足願える仕事を通じて社員の幸

福を増進し会社の発展と繁栄を念願するものである。」であり、創業以来、不変の哲学として貫徹しておりま

す。その内容は、社員の幸福を確立することで、仕事へのやる気、やりがいを生み出し、もってお客様の満足

度を高め、会社の発展を企図するものであります。 
 
(2) 会社の利益配分に関する基本方針 

 当社は、将来の事業展開と財務内容の強化を図るため必要な内部留保を図りつつ、安定した配当を維持継続

するのと同時に、財務状況に応じた積極的な株主還元策を行うことを株主への利益配分の基本方針としており

ます。 

 また、内部保留資金につきましては、予想される経営環境の変化に対応するため、今後の事業展開や経営基

盤の強化と拡充に役立ててまいります。 
 
(3) 目標とする経営指標 

 目標とする経営指標につきましては、企業の付加価値を如何に高めることができるかを重視し、ＲＯＥ（株

主資本利益率）の上昇を目指してまいりましたが、当中間連結会計期間には、業績の悪化により赤字となった

ことから今後については、新たなビジネスモデルへの転換を加速し、収益改善を図り、早期に黒字を達成でき

るように取り組んでまいります。 
 
(4) 投資単価の引下げに関する考え方及び方針等 

 当社は、株式の流動性及び株主数の拡大を図る方策の一つとして、投資単位を適正に定めることが重要であ

ると考えております。 

 当社の 近における株価の推移等を検討いたしますと、現在の当社の投資単位は適正であると考えておりま

すが、今後の株価の動向によりましては、適切な投資単位を維持すべく、慎重に検討の上、対応してまいりま

す。 
 
(5) 中長期的な経営戦略 

 当社グループの中長期的な経営戦略としましては、株式会社ウエストホールディングスが傘下の各事業会社

の活動を支配することを主たる事業の目的としており、各事業会社の従来の事業モデルを維持しながら新しい

モデルを構築し店舗販売型事業やフランチャイズ展開事業及び生活サポート事業等を業務提携や資本提携等に

より積極的に推し進めてまいります。 
 
(6) 会社の対処すべき課題 

 当社グループを取り巻く環境は、今後とも業界の厳しい状況が予想されますが、行政の住宅政策は、中古住

宅市場重視・ストック重視の政策展開を見せております。 

 すなわち「良いものを作って、きちんと手入れし、長く大切に使う」市場を形成するものであり、住宅リフ

ォーム及びメンテナンスを推進する方向にあります。このような状況のもと当社グループは、新たな事業モデ

ルへの転換に大きく踏み出し、売上高と収益性の向上を実現化するため、各事業活動に積極的に取り組んでま

いります。 

 （新たな事業モデル） 

① 家電量販店 大手の店舗の膨大な来場者との接点を生かし、「住まいに求められるトータル・ソリュ

ーションサービスの提供」により、これまで以上の規模のリフォーム需要の発掘に結びつけてまいり

ます。 

② 家電量販店 大手の「ブランド力」を 大限に活用して、顧客の安心と信頼を一層強固にしてまいり

ます。 

③ 従来のリフォームの範囲を大きく超えた、「住宅緊急トラブルサービス」や「ハウスケアサービス」

などサービス商品の内容を多彩にしてまいります。 

 また、ユニオン事業においては、人材・情報を広島地区に集約し効率的な生産性の高い営業活動を行い、収

益力の向上に努めてまいります。 
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(7) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及びその施策の実施状況 

1．コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 

 当社は事業運営に当たって、コーポレート・ガバナンスの充実を企業の社会的責任として自覚するととも

に、社会的価値を高める経営の 重要課題のひとつとして認識しております。またコーポレート・ガバナン

スの充実を図ることによって企業価値を高めていくことが、株主の皆様をはじめとする当社のステークホル

ダーに対する責務であるとの考えに基づき経営の透明性・健全性の確保、コンプライアンスの遵守に取り組

んでおります。 

 

2．会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況 

 当社の取締役会は、代表取締役１名、常勤取締役４名、計５名で構成されており、毎月１回「定例取締役

会」開催をする他、必要に応じて臨時の取締役会を開催し、迅速かつ適切な意思決定を行っております。ま

た、意思決定に至るまでの背景やプロセスを十分に説明し討議させる場として、経営幹部会議、各部署責任

者会議を毎月設けております。 

 監査役は３名であり、うち２名は社外監査役であります。監査役は取締役会等重要な会議への出席のほか、

内部監査室および監査法人との連携も行われており、取締役の業務執行全般に亘り、監視する体制を整えて

おります。 

 

3．内部統制システム及びリスク管理体制の整備の状況 

 内部牽制が組織内のすみずみまで行き届いているかをチェックするために社長直轄の組織である内部監査

室が、監査計画に従って内部監査を実施し、内部統制に取り組んでおります。 

個人情報保護については「個人情報保護規程」に基づき個人情報保護の適切な取扱いに関し、個人情報管理

責任者を社長が選任し、監査を実施しております。 

 その他、当社は顧問弁護士等、有識者をアドバイザーに起用し、広く助言・提言を求め経営全般に活かし

ております。 

 また、社内全体の一層の顧客満足度の向上とコンプライアンス意識の徹底を目的として、専務取締役管理

統括本部長を委員長とする「社内改善委員会」を平成17年10月より設置いたしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

株主総会 

取締役会 監査役 

個人情報保護 

管理責任者 

内部監査室

代表取締役社長 

 

選任 選任 

監査 

監査 

監査 
社内改善委員会 業務執行組織
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4．社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係 

 当社は社外取締役を選任しておりません。また、社外監査役は２名を選任しており、この監査役の内１名

は平成18年２月28日現在で当社株式を15,800株（持株比率0.2％）保有しておりますが、両名とも当社との特

段の利害関係はありません。 

 

5．会計監査の状況 

 会計監査人であるあずさ監査法人との間で監査契約を締結しており、商法の特例に関する法律に基づく会

計監査及び証券取引法に基づく会計監査を受けております。 

なお、業務を執行した公認会計士の氏名および監査業務にかかる補助者の構成については以下のとおりであ

ります。 

 ①業務を執行した公認会計士の氏名 

   指定社員・業務執行社員 ： 落合孝彰、浅野俊治 

 ②監査業務に係る補助者の構成 

   公認会計士 ２名  会計士補 ３名 

 

(8) 親会社等に関する事項 

 当社は親会社等を有していないため、当項目に記載すべき事項はありません。 
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３．経営成績及び財政状態 
《旧ウエストグループについて記載しております。》 

(1) 経営成績 

 当中間連結会計期間におけるわが国経済は、企業業績の改善や設備投資の増加を背景にした雇用環境の改善

などから個人消費は穏やかに回復してまいりました。 

 このような状況のもと、リニューアル事業においては、販売チャネルの多様化を図る為に、家電量販店 大

手との業務提携を軸とした店舗販売型チャネルの構築を積極的に行い、家電量販店内でのリフォームコーナー

の設置は14店舗まで拡大してまいりました。しかしながら従来型の販売チャネルでの落ち込みが予想以上に大

きく、当事業の売上高は24億29百万円となりました。 

 ユニオン事業においては、新築住宅の競争が激化する中、顕在顧客への提案力を強化する為に、人員・組織

の見直しを図りましたが、本格的な回復までにつながらず、当事業の売上高は10億65百万円となりました。 

 その他事業の売上高は83百万円となりました。 

 以上の結果、当中間連結会計期間の売上高は35億78百万円、経常損失は8億37百万円、中間純損失は、12億31

百万円となりました。 

 

(2) 財政状態 

 当中間連結会計期間におきましては、税金等調整前中間純損失を11億29百万円計上し、また銀行株式等の取

得による支出があったものの、短期借入金の増加により前期末に比して5億38百万円増加し、当中間連結会計期

間末の現金及び現金同等物は、23億48百万円となりました。 

 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、6億85百万円の支出となりました。 

これは主に、税金等調整前中間純損失を11億29百万円計上する一方、売上債権が減少したことによる4億67百

万円の収入が生じたことによるものであります。 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、7億24百万円の支出となりました。 

これは主に、投資有価証券の取得による支出6億75百万円が生じたことによるものであります。 

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、19億48百万円の収入となりました。 

これは主に、金融機関からの資金調達を26億円実施した一方、社債の償還や配当金の支払により6億7百万円

の支出が生じたことによるものであります。 

 

当社のキャッシュ・フロー指標のトレンドは、下記のとおりであります。 

  平成18年2月期 

株主資本比率(％） 43.0 

時価ベースの株主資本比率(％) 89.2 

債務償還年数(年) － 

インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍) － 

株主資本比率：株主資本÷総資産 

時価ベースの株主資本比率：株式時価総額÷総資産 

債務償還年数：有利子負債÷営業活動によるキャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業活動によるキャッシュ・フロー÷利払い 

 

※各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 

※有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を払っている全ての負債を対象としてお

ります。 

※営業活動によるキャッシュ・フロー及び利払いは、キャッシュ・フロー計算書に計上されている｢営業活動に

よるキャッシュ・フロー｣及び｢利息の支払額｣を用いております。 

※債務償還年数及びインタレスト・カバレッジ・レシオについては、営業活動によるキャッシュ・フローがマ

イナスのため、記載しておりません。 
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《新ウエストグループ（当社グループ）について記載しております。》 

(3) 通期の見通し 

 通期の見通しにつきましては、下期以降持株会社体制下の新しいビジネスモデルの定着とＭ＆Ａや各種提携

による新たなサービス・商品化を結実し、各事業会社の活動に積極的に取り組んでまいります。 

 以上により、通期の業績の見通しにつきましては、連結売上高81億45百万円、連結経常損失8億61百万円、連

結当期純損失13億89百万円を予定しております。 

 

(4) 事業等のリスク 

 当社グループの事業展開上のリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を記載しております。ま

た、必ずしも事業上のリスクに該当しない事項についても、投資者の投資判断上、重要であると考えられる事

項については、投資者に対する情報開示の観点から積極的に開示しております。 

 当社グループは、これらリスクの発生の可能性を認識した上で、発生の回避および発生した場合の対応に努

める方針であります。 

 なお、以下の記載は本株式への投資に関連するリスクを全て網羅するものではありませんので、この点につ

いてご留意ください。 

 

1．事業の特徴について 

(1) リニューアル事業 

 当社グループに於けるリニューアル事業は、住まいのトータルアドバイザーとして、屋根、外壁、水回り

（バス・キッチン・トイレ）等、住宅設備全般のリフォーム工事の施工・販売を直営及びフランチャイジー

を介して行っております。また施工については、施工業者への外注により実施しております。 

(2) ユニオン事業 

 当社グループに於けるユニオン事業は、土地付き戸建住宅の直営販売を行う事業であります。 

当該事業においては、主として「売り建て方式」により販売を行っております。 

 「売り建て方式」とは、土地情報の収集・営業活動後、当該物件について顧客の買取りが実質的に確定し

た段階で、同社が土地の仕入および住宅の着工を行うというものであります。 

 このような取引形態は、販売用不動産の在庫リスクを軽減することとなりますが、同社の販売方法に合致

した土地情報が不足し、土地仕入に支障が生じた場合、当社グループの業績に影響を与える可能性がありま

す 

 (3) その他事業 

 当社グループに於けるその他事業は、主に建材等の商品の仕入れ、および当該商品の他の建材業者への販

売等を行っております。 

 

2．法的規制について 

 当社グループの主要な事業内容は、住宅の新築及びリフォーム事業であり、「建設業法」、「建築基準

法」、「住宅品質確保促進法」、「建築士法」、「宅地建物取引業法」、「消費者契約法」、「特定商取引

法」等の法的規制を受けております。当社グループでは、取扱商品、設計、工事、また、販売先となる一般

顧客は多岐にわたるため、社内管理体制の整備や各種講習会等に参加して法律知識を取得する等により法令

を遵守し販売、施工する努力を行っております。 

 将来これらの法令の改正や新たな法令規制が制定され当社グループの事業に適用された場合、当社グルー

プの事業はその制約を受けることとなり、業績に影響を与える可能性があります。 

 

3．消費者とのトラブルの多い業界に属していることについて 

 当社グループが属する住宅リフォーム業界では、一部の業者による悪質な販売手法による消費者トラブル

が多発しております。このため、業界に対するイメージの悪化から当社の営業活動に支障をきたし、当社グ

ループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 当社グループはこうしたトラブルの発生回避のため、営業社員に対する教育を徹底しており、実際の営業

活動においては、営業担当者が獲得した契約について別の担当者による契約の再確認（当社グループではビ

フォアサービスと呼んでおります）を行い、営業活動におけるトラブルの防止および発生時の早期対応を図
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っております。また、工事完了後、アフターサービスの専任社員が新築住宅で３回、住宅リフォームで４回

にわたる定期点検を実施し、顧客からの施工クレームの防止策を講じております。 

 さらに、当社グループの担当者が営業地域の消費者センター等を定期的に訪問し、当社グループへの苦情

が発生していないかどうかを含めた情報収集を行い、トラブルの防止および発生時の早期対応を図っており

ます。特に昨今、一部の悪質なリフォーム業者が各種報道機関に取り上げられ、業界に対する消費者の不信

感を増大させている現状を当社グループとしても、真摯に受け止め「社内改善委員会」を設置し、社内全体

のコンプライアンスの意識の徹底・顧客満足度の更なる向上に努めております。 

 また、クレームが発生した場合は、発生後３日以内に施工管理責任者が現場を訪問し、1週間以内に処理を

完了する体制を採っております。 

 このように、当社グループは消費者とのトラブル防止策を講じておりますが、一部社員の営業行為や施工

に関するトラブルが発生した場合、当社グループの企業イメージが損なわれること等により、業績に影響を

与える可能性があります。 

 

4．個人情報等の漏洩リスクについて 

 当社グループの顧客は個人がほとんどであり、多くの個人情報を取り扱っております。平成17年４月１日

に施行された個人情報保護法への対応として「個人情報保護規程」に基づき個人情報保護の適切な取扱いに

関し、個人情報管理責任者を選任し、体制整備を図っておりますが、個人情報が漏洩した場合には、当社グ

ループの社会的信用が低下し、またその対応のための費用負担が発生し、業績に影響を与える可能性があり

ます。 

 

5．販売用不動産について 

 株式会社ウエストの販売用不動産は、平成18年２月期末5億52百万円となっております。同社は、ユニオン

事業の主たる販売方法として「売り建て方式」によることにより、販売用不動産の在庫リスクを軽減するこ

ととしております。 

 同社は、今後もこの方針を堅持することにしておりますが、さらに地価が下落した場合には販売用不動産

の評価損が発生し、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 

 

6．特定の取引先への依存度について 

 当中間連結会計期間（自平成17年９月１日至平成18年２月28日）における当社グループの売上高に占める

業務提携先である株式会社ヤマダハウジングの売上高は22.9％となっており、特定の取引先への依存度が高

いと言えます。同社とは、業務代行契約を締結しており、現時点では当社との関係は良好であると認識して

おりますが、同社の経営施策や取引方針の変更により将来的に当社との関係を解除した場合には、当社グル

ープの業務に影響を与える可能性があります。 

 

7．役員退職慰労金の無支給について 

 当社グループでは、取締役および監査役に対する退職慰労金については、内規を定めておらず、また、過

去の役員退職時において支給実績もありません。これは、役員の在職中の功労に対する報酬は、役員報酬と

して毎期の当社グループ業績に応じて支払うのが合理的であるとの経営判断に基づくものであり、したがっ

て、役員退職慰労金に対応する引当金を計上しておりません。 

 当社グループは、上記の経営判断を継続する方針でありますが、役員退職慰労金が支給されることとなっ

た場合、退職事実が発生した事業年度の株主総会の決議に基づいて支給額が確定したときに費用計上するこ

とになり、業績に影響を与える可能性があります。 
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４．中間連結財務諸表等 

(1) 中間連結財務諸表 

① 中間連結貸借対照表 

  
当中間連結会計期間末 

(平成18年２月28日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 
構成比
(％)

(資産の部)   

Ⅰ 流動資産   

１ 現金及び預金 ※２  2,398,344

２ 完成工事未収入金   283,837

３ 売掛金   3,369

４ 未成工事支出金   143,129

５ 販売用不動産   552,168

６ その他たな卸資産   182,858

７ その他流動資産 ※３  262,731

貸倒引当金   △11,517

流動資産合計   3,814,922 52.0

Ⅱ 固定資産   

１ 有形固定資産 ※１  

(1) 建物  739,630 

(2) 土地  751,980 

(3) その他有形固定資産  134,578 1,626,188 22.2

２ 無形固定資産   172,552 2.3

３ 投資その他の資産   

(1) 投資有価証券  1,123,290 

(2) その他投資その他の資産  711,031 

貸倒引当金  △111,682 1,722,638 23.5

固定資産合計   3,521,380 48.0

資産合計   7,336,302 100.0
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当中間連結会計期間末 

(平成18年２月28日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 
構成比
(％)

(負債の部)   

Ⅰ 流動負債   

１ 工事未払金   567,617

２ 短期借入金 ※2,4  2,680,000

３ 未払法人税等   10,575

４ 賞与引当金   23,600

５ 支店閉鎖損失引当金   200,000

６ その他流動負債   655,750

流動負債合計   4,137,543 56.4

Ⅱ 固定負債   

１ その他固定負債   5,498

固定負債合計   5,498 0.1

負債合計   4,143,041 56.5

   

（少数株主持分）   

  少数株主持分   39,185 0.5

   

(資本の部)   

Ⅰ 資本金   1,005,120 13.7

Ⅱ 資本剰余金   712,348 9.7

Ⅲ 利益剰余金   1,373,938 18.7

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金 

  62,669 0.9

資本合計   3,154,075 43.0

負債、少数株主持分
及び資本合計 

  7,336,302 100.0
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② 中間連結損益計算書 

  
当中間連結会計期間 

(自 平成17年９月１日 
至 平成18年２月28日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 
百分比
(％)

Ⅰ 売上高   

１ 完成工事高  2,429,541   

２ 戸建住宅売上高  1,065,459   

３ その他売上高  83,085 3,578,086 100.0

Ⅱ 売上原価   

１ 完成工事原価  1,474,610   

２ 戸建住宅売上原価  917,790   

３ その他売上原価  63,816 2,456,217 68.6

売上総利益   

完成工事総利益  954,930   

戸建住宅総利益  147,668   

その他総利益  19,269 1,121,868 31.4

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１  1,910,830 53.4

営業利益   △788,961 △22.0

Ⅳ 営業外収益   

１ 受取利息  433 

２ 受取配当金  26,224 

３ 受取販売手数料  16,138 

４ その他  8,064 50,860 1.4

Ⅴ 営業外費用   

１ 支払利息  30,823 

２ 貸倒引当金繰入額  68,384 

３ その他  633 99,841 2.8

経常利益   △837,942 △23.4

Ⅵ 特別利益   

１ 固定資産売却益 ※２ 17,302 17,302 0.5

Ⅶ 特別損失   

１ 固定資産除却損 ※３ 504 

２ 固定資産売却損 ※４ 12,301 

３ 商品廃棄損  3,083 

４ 和解金 ※５ 14,750 

５ 減損損失 ※６ 78,551 

６ 支店閉鎖損失引当金
繰入額 

 200,000 309,191 8.7

税金等調整前中間 
純利益 

  △1,129,831 △31.6

法人税、住民税 
及び事業税 

 7,348 

法人税等調整額  95,569 102,918 2.9

少数株主損失   814 0.0

中間純利益   △1,231,935 △34.4
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③ 中間連結剰余金計算書 
 

  
当中間連結会計期間 

(自 平成17年９月１日 
至 平成18年２月28日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 

(資本剰余金の部)   

Ⅰ 資本剰余金期首残高   712,348

Ⅱ 資本剰余金中間期末 
  残高 

  712,348

   

(利益剰余金の部)   

Ⅰ 利益剰余金期首残高   2,713,214

Ⅱ 利益剰余金増加額   

１ 中間純利益  △1,231,935 △1,231,935

Ⅲ 利益剰余金減少高   

１ 配当金  107,340 107,340

Ⅳ 利益剰余金中間期末 
  残高 

  1,373,938
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④ 中間連結キャッシュ・フロー計算書 

  

当中間連結会計期間 

(自 平成17年９月１日 

至 平成18年２月28日)

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 

Ⅰ 営業活動による 

キャッシュ・フロー 
 

 税金等調整前中間純利益  △1,129,831

 減価償却費  85,914

 減損損失  78,551

 貸倒引当金の増減額  70,535

 賞与引当金の増減額  △8,220

 支店等閉鎖損失引当金の増減額  200,000

 受取利息及び受取配当金  △26,657

 支払利息  30,823

 固定資産売却益  △17,302

 固定資産除却損  504

 固定資産売却損  12,301

 和解金  14,750

 売上債権の増減額  467,459

 棚卸資産の増減額  △275,871

 仕入債務の増減額  △369,587

 その他  294,814

小計  △571,814

 利息及び配当金の受取額  26,657

 利息の支払額  △37,031

 和解金の支払額  △14,750

 法人税等の支払額  △88,720

営業活動によるキャッシュ・

フロー 
 △685,660
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当中間連結会計期間 

(自 平成17年９月１日 

至 平成18年２月28日)

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 

Ⅱ 投資活動による 

キャッシュ・フロー 
 

 投資有価証券の取得による支出  △675,752

 有形固定資産の売却による収入  73,381

 有形固定資産の取得による支出  △67,484

 無形固定資産の取得による支出  △367

 差入敷金保証金の支出による支

出 
 △12,952

 差入敷金保証金の回収による収

入 
 11,082

 短期貸付による支出  △30,000

 長期貸付金の貸付による支出  △46,537

 長期貸付金の回収による収入  24,799

 その他  △247

投資活動によるキャッシュ・

フロー 
 △724,079

Ⅲ 財務活動による 

キャッシュ・フロー 
 

 短期借入金の増減額  2,600,000

 長期借入金の返済による支出  △84,000

 社債の償還による支出  △500,000

 少数株主からの払込による収入  40,000

 配当金の支払額  △107,340

財務活動によるキャッシュ・

フロー 
 1,948,660

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る 

換算差額 
 －

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額  538,920

Ⅵ 現金及び現金同等物の 

期首残高 
 1,809,424

Ⅶ 現金及び現金同等物の 

中間期末(期末)残高 
※ 2,348,344
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
当中間連結会計期間 

(自 平成17年９月１日 
至 平成18年２月28日) 

１．連結の範囲に関する事項 

 

 

 

(1) 連結子会社の数    １社 

  連結子会社の名称 

  株式会社ハウスドクター 

 

(2) 非連結子会社の名称 

  株式会社イノベーションアライ

アンス 

 

 （連結の範囲から除いた理由） 

   非連結子会社株式会社イノベ

ーションアライアンスは、小

規模であり合計の総資産、売

上高、中間純損益（持分に見

合う額）及び利益剰余金（持

分に見合う額）等は、いずれ

も中間連結財務諸表に重要な

影響を及ぼしていないためで

あります。 

 

２．持分法の適用に関する事項 

 

(1) 持分法を適用した非連結子会

社数 

   持分法を適用した非連結子

会社はありません。 

 

 (2) 持分法を適用した関連会社数 

   持分法を適用した関連会社

はありません。 

 

 (3) 持分法を適用しない非連結子

会社及び関連会社の名称 

  株式会社イノベーションアラ

イアンス 

 （持分法を適用しない理由） 

   株式会社イノベーションアラ

イアンスは、中間純損益（持

分に見合う額）及び利益剰余

金（持分に見合う額）等から

みて持分法の対象から除いて

も中間財務諸表に及ぼす影響

が軽微であり、かつ、全体と

しても重要性がないため持分

法の適用範囲から除外してお

ります。 

 

３．連結子会社の中間決算日等に関

する事項 

 連結子会社の中間決算日は中間連

結決算日と一致しております。 
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項目 
当中間連結会計期間 

(自 平成17年９月１日 
至 平成18年２月28日) 

４．会計処理基準に関する事項 

 

(1) 重要な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 

     中間連結決算日の市場価

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。 

  ② デリバティブ 

   時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 

    個別法による原価法によっ

ております。 

 (2) 重要な減価償却資産の減価償

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 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、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。 

  ③ 長期前払費用 

   均等償却によっております。
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項目 
当中間連結会計期間 

(自 平成17年９月１日 
至 平成18年２月28日) 

 (3) 繰延資産の処理方法 

   支出時に費用処理を行ってお

ります。 

 

 (4) 重要な引当金の計上基準 

 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

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。 

  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

うち当中間連結会計期間負担額

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。 

 なお、当中間連結会計期間末

の残高はありません。 

  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。 

 (5) 重要な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。 

 (6) 重要なヘッジ会計の方法 

 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。 

  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。 

  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。 
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項目 
当中間連結会計期間 

(自 平成17年９月１日 
至 平成18年２月28日) 

  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。 

 (7) その他中間連結財務諸表作成の

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。

５．中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲 

 中間連結キャッシュ・フロー計算

書における資金(現金及び現金同等

物)は、手許現金、随時引き出し可

能な預金及び容易に換金可能であ

り、かつ、価値の変動について僅少

なリスクしか負わない取得日から３

ヶ月以内に償還期限の到来する短期

投資からなっております。 
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追加情報 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年９月１日 
至 平成18年２月28日) 

(固定資産の減損に係る会計基準） 

 当中間連結会計期間より固定資

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、改正後の中間連結財務諸表規

則に基づき各資産の金額から直接

控除しております。 
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注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 

当中間連結会計期間末 
(平成18年２月28日) 

※１．有形固定資産の減価償却累計

額 

849,746千円 

 

※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

  計 80,000千円
 
 

※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、流動資産の

「その他流動資産」に含めて表

示しております。 

 

※４．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

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。 

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
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(中間連結損益計算書関係) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年９月１日 
至 平成18年２月28日) 

※１．販売費及び一般管理費の主な

内容 

従業員給与 654,822千円

賞与引当金繰

入額 
15,122千円

貸倒引当金繰

入額 
4,360千円

支払手数料 183,082千円
 

※２．固定資産売却益の内訳 

工具器具･備

品 
17,302千円

 

※３．固定資産除却損の内訳 

工具器具･備

品 
504千円

 

※４．固定資産売却損の内訳 

建物 6,739千円

土地 5,561千円

計 12,301千円
 

※５．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。 

※６ 減損損失 

   当社は当中間連結会計期間に

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。 
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当中間連結会計期間 

(自 平成17年９月１日 
至 平成18年２月28日) 

 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。 

 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。 

 

 

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年９月１日 
至 平成18年２月28日) 

※ 現金及び現金同等物の中間期末

残高と中間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18年２月28日) 

現金預金 
勘定 

2,398,344千円

預入期間が 
３ヶ月を 
超える 
定期預金等 

△50,000千円

現金及び 
現金同等物 

2,348,344千円
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(リース取引関係) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年９月１日 
至 平成18年２月28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 

 
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 

 

 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
 

 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

 

 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。 

 

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
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(有価証券関係) 

当中間連結会計期間末(平成18年２月28日現在) 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 

 取得原価(千円) 
中間連結貸借対照表計上額

(千円) 
差額(千円) 

(1) 株式 220,100 276,044 55,943

(2) その他 448,263 454,988 6,725

計 668,363 731,032 62,669

 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 

 中間連結貸借対照表計上額(千円) 

子会社株式 47,500

その他有価証券 

 非上場株式(店頭売買株式を除く) 392,257

計 439,757

 

 

(デリバティブ取引関係) 

当中間連結会計期間末(平成18年２月28日現在) 

取引の時価等に関する事項 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 

金利関連 

 

当中間連結会計期間末 
(平成18年２月28日) 

区分 種類 
契約額等 
(千円) 

契約額等の
うち１年超
(千円) 

時価 
(千円) 

評価損益 
(千円) 

市場取引以外の取引 金利スワップ取引 100,000 100,000 △1,037 △1,037

合計 100,000 100,000 △1,037 △1,037

(注) １．時価の算定方法は、取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。 

２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。 
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(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

  当中間連結会計期間（自 平成17年９月１日 至 平成18年２月28日）       （単位：千円） 

 
ﾘﾆｭｰｱﾙ 

事業 
ユニオン
事業 

その他 
事業 

計 
消去又は 
全社 

連結 

売上高       

（１）外部顧客に対する売上高 2,429,541 1,065,459 83,085 3,578,086 － 3,578,086

（２）セグメント間の内部売上高 

   又は振替高 
－ － － － － －

計 2,429,541 1,065,459 83,085 3,578,086 － 3,578,086

営業費用 2,527,713 1,126,280 237,283 3,891,277 475,770 4,367,047

営業利益 △98,172 △60,821 △154,197 △313,191 △475,770 △788,961

(注) １．事業区分及び各区分の主な内容 

   事業区分は事業の内容を勘案して、次のとおり区分しております。 

    リニューアル事業・・・住宅全般の総合リフォームの施工販売 

    ユニオン事業・・・・・土地付き戸建住宅の直営販売 

    その他事業・・・・・・建材業者への材料販売 

２．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用（475,770千円）の主なものは、親会

社の管理部門に係る費用であります。 

 

【所在地別セグメント情報】 

  当中間連結会計期間（自 平成17年９月１日 至 平成18年２月28日） 

   在外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】 

  当中間連結会計期間（自 平成17年９月１日 至 平成18年２月28日） 

   海外売上高がないため、該当事項はありません。 
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(１株当たり情報) 

 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年９月１日 
至 平成18年２月28日) 

１株当たり純資産額 440円76銭
 

１株当たり中間純損失 172円15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、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。 

(注) １株当たり中間(当期)純損失の算定上の基礎 

 

項目 
当中間連結会計期間 

(自 平成17年９月１日
至 平成18年２月28日)

中間純損失(千円) 1,231,935

普通株主に帰属しない金額
(千円) 

―

普通株式に係る中間純損失
(千円) 

1,231,935

普通株式の期中平均株式数
(千株) 

7,156

 

 

(重要な後発事象) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年９月１日 
至 平成18年２月28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 

 

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。 
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５．生産、受注及び販売の状況 

(1) 生産実績 

当中間連結会計期間における生産実績を事業別に示すと、次のとおりであります。 

 
当中間連結会計期間 

(自 平成17年９月１日 
至 平成18年２月28日) 事業 

生産高(千円) 

リニューアル事業 2,414,790 

ユニオン事業 1,072,531 

合計 3,487,321 

(注) １．金額は、販売価格によっております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

３．その他事業は、主に建材等の商品の仕入れ、及び当該商品の他の建材業者への販売であり、生産を伴わ

ないため生産実績は記載しておりません。 

 

(2) 受注実績 

当中間連結会計期間における受注実績を事業別に示すと、次のとおりであります。 

 
当中間連結会計期間 

(自 平成17年９月１日 
至 平成18年２月28日) 事業 

受注高(千円) 受注残高(千円) 

リニューアル事業 2,394,707 227,407 

ユニオン事業 1,280,353 459,894 

その他事業 83,085 179,263 

合計 3,758,146 866,564 

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

(3) 販売実績 

当中間連結会計期間における販売実績を事業別に示すと、次のとおりであります。 

 
当中間連結会計期間 

(自 平成17年９月１日 
至 平成18年２月28日) 事業 

販売高(千円) 

リニューアル事業 2,429,541 

ユニオン事業 1,065,459 

その他事業 83,085 

合計 3,578,086 

(注) １．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．中間連結損益計算書においては、リニューアル事業は「完成工事高」、ユニオン事業は「戸建住宅売上

高」、その他事業は「その他売上高」として表示しております。 

 


