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親会社等の名称 株式会社　土屋ホーム (コード番号：1840)
親会社等における当社の議決権所有比率　　　
78.7％

１．平成18年４月中間期の業績（平成17年11月１日～平成18年４月30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

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年４月中間期 2,622 (△15.6) △77 (　－　) △90 (　－　)
17年４月中間期 3,108 (　48.2) △79 (　－　) △89 (　－　)

17年10月期 6,522 (　22.0) 110 (　－　) 93 (　－　)

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

百万円 ％ 円 銭 円 銭

18年４月中間期 △139 (　－　) △15,692 12 － －
17年４月中間期 △97 (　－　) △10,915 60 － －

17年10月期 64 (　－　) 7,261 45 － －

（注）①持分法投資損益 18年４月中間期 －百万円 17年４月中間期 －百万円 17年10月期 －百万円
②期中平均株式数 18年４月中間期   8,900株 17年４月中間期 8,900株 17年10月期 8,900株
③会計処理の方法の変更 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であります。

(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

円 銭 円 銭

18年４月中間期 0 00 　　　　――――――
17年４月中間期 0 00 　　　　――――――

17年10月期 　　　　―――――― 0 00
(3）財政状態 （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。

総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本

百万円 百万円 ％ 円 銭

18年４月中間期 2,587 △48 △1.9 △5,476 30
17年４月中間期 2,504 △71 △2.9 △8,079 77

17年10月期 2,531 90 3.6 10,198 08

（注）①期末発行済株式数 18年４月中間期   8,900株 17年４月中間期 8,900株 17年10月期    8,900株
②期末自己株式数 18年４月中間期 －株 17年４月中間期 －株 17年10月期 －株

(4）キャッシュ・フローの状況 （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。

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

百万円 百万円 百万円 百万円

18年４月中間期 △75 △7 400 518
17年４月中間期 221 235 △500 143

17年10月期 212 203 △400 201

２．平成18年10月期の業績予想（平成17年11月１日～平成18年10月31日）  

売上高 経常利益 当期純利益
１株当たり年間配当金

期末

 百万円 百万円 百万円 円 銭 円 銭

通　期 6,080 103 71 －  －  

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　7,977円53銭
※　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７ページを参照して下さい。
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１．企業集団の状況

　当社グループは、当社及び株式会社土屋ホーム（親会社）並びに関連当事者３社により構成されており、事業は建築

請負及び販売用不動産の販売を行っております。

　当社及び親会社の当該事業にかかる位置付けは、当社が「木造ツーバイフォー工法」及び「スチールツーバイフォー

工法」、親会社が「木造在来工法」と住宅の建築工法によって区分しております。

２．経営方針

(1）会社の経営の基本指針

　当社は設立以来、北海道の厳しい冬を省エネルギーで暖かく快適に暮らすための住宅づくりに努めてまいりました

が、住宅に対する要求は高断熱及び高気密に止まらず耐震性・耐久性、また、高齢者にも安心して住むことのできる

住宅、地球環境の保護にも視野を広げた住宅など、ますます広範囲なものとなっております。

　当社は、北海道におけるツーバイフォー住宅の先駆者として、カナダＢ．Ｃ州政府の応援を受け、時代の変遷に先

駆けた技術開発を行っております。また、住宅産業を通じて、お客様・社会・会社の『三つの人の公』のために、物

質的・精神的・健康的な『豊かさの人生を創造する』企業使命感に基づき、より豊かで快適かつ品質の高い、社会資

本の充実をもたらす住宅の提案を北海道のみならず関東圏に展開しております。

(2）会社の利益配分に関する基本方針

　当社の配当政策につきましては、株主の皆様に対する配当金の安定的な利益還元を基本と考えており、利益の状況

や財務体質の強化及び事業の展開等を総合的に考慮し、決定することとしております。

　なお、当期末の配当につきましては、誠に遺憾ながら無配を予想しております。将来の業績向上を通じて株主様の

ご支援にお応えすべく体制を早期に確立してまいる所存であります。

(3）投資単位の引下げに関する考え方及び方針等

　当社は、当社株式の流動性の向上及び株主数増加を資本政策上の重要課題と認識しております。投資家の皆様に、

より投資しやすい環境を整えるために株価の水準や取引高等を慎重に検討し、対処していく所存であります。

(4）目標とする経営指標

　目標とする経営指標は、「税引後利益を売上高当期純利益率３％以上の確保」を掲げております。企業において大

切なことは、単に売上高の伸張ではなく税引後利益を確保することにあり、企業利益は営業活動による付加価値の創

造、効率的な費用の活用及び投資活動により生じるものと考えます。この経営体質を顕著に表す数値である税引後利

益を売上高当期純利益率３％以上確保することにより、財務体質を強固にできるものとして、全社一丸となって取組

んでおります。

(5）中長期的な会社の経営戦略

　住宅業界における当社を取り巻く中長期的環境を見ますと、少子・高齢化や人口構成の変化により、住宅着工戸数

は年々減少する傾向にあります。そのようななかで、住宅に対するニーズは省エネ・高耐震・高耐久・高品質など、

高度で複雑な「住まい」が求められてきております。

　このような環境のなか、当社は時代に先駆けた商品としまして、いち早く「スチールツーバイフォー住宅」の開発

に積極的に取組んでまいりました。スチールツーバイフォー工法は、木材に比べて耐震性・耐火性・耐風性に優れ、

リサイクル可能なスチールを使用することで自然環境保護にも貢献できる工法として、関東圏を中心に展開を図り、

冬期間における北海道の受注及び売上減少をカバーすべく対処してまいります。

　技術部門としましては、技術開発を積極的に行うとともに、厳密な原価管理・工程管理を進め、生産性の向上と適

正利潤の確保に努めてまいります。
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(6）会社の対処すべき課題

　長引く景気低迷のなかで当社は、企業間競争に打ち勝つための施策を実施してまいりました。社会環境の変化や市

場動向を的確に掌握し、それに対応できる体制を確立することにより、安定的利益確保に努めてまいります。

　このような状況のもと、対処すべき課題として次の内容に取組み、業績向上を図ってまいります。

①　営業社員教育の徹底強化

　社員の行動管理を徹底して進めるなど教育に注力し、効率的な営業活動の促進を図っているところであります。

当社グループが定めた基本行動量に対する意識の定着化を図り、常に変化するお客様のニーズを的確に捉え、「顧

客満足」を高めてまいります。

②　経営体質の改善

　資産の流動性を高めることと、キャッシュ・フロー重視の経営により、自己資本比率を高め、より一層の経営基

盤の充実と業績伸張を図ってまいります。また、社会環境の変化や市場動向を的確に捉え、変化に対応できる体制

を確立し、安定的利益の確保を図ってまいります。

(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

　当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、経営の健全化及び経営の効率化を図り、業務分担

とその責任の明確化を進めるとともに、公平かつ透明度の高い体制づくりをすることであります。また、お客様や

株主様などのステークホルダーに対しては、企業としての社会的責任を果たし、安心と信頼をいただけることが重

要であると考えております。

②　コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況

(ⅰ）会社の経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

(a）会社の機関の内容

　当社は監査役制度を採用しております。平成18年４月末日現在、役員は取締役４名、監査役３名（うち社外監

査役２名）となっております。

(b）内部統制システムの整備の状況

　当社の内部統制システムといたしましては、取締役会、監査役会及び内部統制室があります。取締役会は、定

期的に行われる定例会のほかに、必要に応じて開催されており、監査役も毎回出席し、全ての議事に関して意見

または助言を述べております。また、監査役は、取締役会終了後に監査役会を開催し、取締役会及び各取締役の

業務執行状況について協議を行っております。当期首において新規に設置しました内部統制室につきましては、

内部統制システム構築に関する基本方針に則り、取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合した体制

にあることを適宜検討しております。更に、営業及び利益管理面におきましては、迅速な業務の執行を目的とし

て、取締役及び各部門長（営業部、技術部、広報企画部及び管理部）が出席し、業務進捗会議を毎月２回以上実

施しております。その他、弁護士、会計監査人、税理士より適宜、助言及び指導を受けております。

(c）リスク管理体制の整備の状況

　当社のリスク管理体制は、様々なリスクを的確に捉え、それを経営に反映させることが重要であるという視点

に立ち、各部門長がそれぞれの役割において対応する体制を整えております。各部門長が継続的に監視・監督を

行い、重要な事項に関しては、取締役会へ具申し、取締役会、監査役会及び内部統制室においても、併せて監視・

監督を行っております。また、当社グループにおいては、毎朝の朝礼時に使命感の唱和を全従業員で行っており、

従業員一人ひとりに対しても企業の核となる方針を徹底しております。

　また、事業活動上の重大な事態が発生した場合には、損失、被害を最小限にとどめるために、社長が緊急対策

協議会を招集することとなっております。

(d）内部監査及び監査役監査、会計監査の状況

　当社の監査役監査は、３名で行っており、期初に策定した監査計画に基づき、業務監査、会計帳簿及び会計帳

票等の内容の検証を行っております。会計処理の適正性及びコンプライアンスの観点から、監査役会において検

討した結果を取締役会へ報告し、問題提起や改善指導を行っております。監査役は、取締役会及び社内の重要な

会議に出席するのみならず、弁護士、会計監査人、税理士から適宜助言及び指導を受けるなど、相互連携して監

査業務にあたっております。

　当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、関谷靖夫氏、佐藤明典氏、木下均氏であり、新日本監査法人に

所属しております。会計監査業務に係る補助者は、公認会計士２名、会計士補１名であります。
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(e）役員報酬及び監査報酬の内容

　当社の取締役４名に対する当中間会計期間末における報酬額は、12百万円であり、うち１名に対する報酬はあり

ません。なお、取締役４名のうち使用人兼務取締役が１名おり、使用人給与相当額３百万円を支給しております。

　当社の常勤監査役１名に対する当中間会計期間末における報酬額は、３百万円であります。

　当社が新日本監査法人と締結した公認会計士法第２条第１項に規定する業務に基づく監査証明に係る報酬は、10

百万円であり、その他の報酬はありません。

(ⅱ）会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要

　当中間会計期間末現在、社外取締役はおりません。

　社外監査役２名に対する報酬は、600千円であり、うち１名に対する報酬はありません。社外監査役２名のうち、

１名は親会社の相談役を兼務しております。また、他の１名は、当中間会計期間末現在で当社株式を10株所有して

おり、土地家屋調査士として57千円の取引関係があります。

(ⅲ）会社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた取組みの最近１年間における実施状況

　当期首において内部統制室を設置し、内部統制システム構築に関する基本方針に基づき、取締役及び従業員が法

令及び定款に適合することを確保する体制を整えるよう図っております。また、取締役及び部門長（営業部、技術

部、広報企画部及び管理部）により毎月２回以上業務進捗会議を実施しております。その他、弁護士、会計監査人

及び税理士より助言及び指導を適宜受けております。

(8）親会社等に関する事項

①　親会社等の商号等

  （平成18年４月30日現在）

親会社等 属性
親会社等の議決権所有
割合（％）

親会社等が発行する株券が上場されている
証券取引所等

株式会社土屋ホーム 親会社 78.65 株式会社東京証券取引所　市場第二部

②　親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等の関係

　当社及び親会社の事業にかかる位置付けは、当社の属する業界と同一ではありますが、当社が「木造ツーバイ

フォー工法」及び「スチールツーバイフォー工法」、親会社が「木造在来工法」と住宅の建築方法によって区分し

ております。また、事務所の賃借、借入金及び当社の土地仕入れに関して斡旋等にかかわる業務について依頼して

おります。その他の取引に関しましては、必要に応じて協議の上、取り決めしております。

③　親会社との取引に関する事項

（平成18年４月30日現在）

属性 会社等の名称 住所
資本金又
は出資金
（千円）

事業の内
容又は職
業

議決権等の
所有（被所
有）割合

関係内容

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上
の関係

親会社
株式会社

土屋ホーム

札幌市

北区
7,114,815 建設業

（被所有）

直接

78.65％

兼任

２名

当社土

地の販

売及び

仕入

資金の借入 1,100,000
短期借

入金
1,300,000

土地の仕入

に係る仲介

手数料の支

払

2,128 － －

事務所の賃

借
2,515

前払費

用
440

仲介手数料

の支払
134 － －

支払利息 12,909 － －
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(9）内部管理体制の整備・運用状況

①　内部牽制組織、組織上の業務部門及び管理部門の配置状況、社内規程の整備状況その他内部管理体制の整備の状況

　当社は、コーポレート・ガバナンスの充実に向けた取組みの一環として内部管理体制強化のための牽制組織の整

備を図っております。

　当社の内部統制室が、組織・業務分掌及び職務権限を監視することにより、組織内の牽制機能を果たしておりま

す。また、これらの諸規定の運用状況の適否を適宜検討し、内部牽制が有効に機能するように整備しております。

②　内部管理体制の充実に向けた取組みの最近１年間における実施状況

　内部管理体制を強化するための取組みとしましては、当期首において内部統制室を設置し、取締役及び従業員が

法令及び定款に適合することを確保する体制を整えるよう図っております。また、取締役及び部門長（営業部、技

術部、広報企画部及び管理部）により毎月２回以上業務進捗会議を実施しております。その他、弁護士、会計監査

人及び税理士より助言及び指導を適宜受けております。

(10）その他、会社の経営上の重要な事項

　該当事項はありません。
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３．経営成績及び財政状態

(1）経営成績

　当中間会計期間における我が国経済は、企業収益の改善による設備投資の増加、雇用情勢等の改善による個人消費

の増加基調及び海外からの需要による輸出等に牽引され、概ね堅調に推移いたしました。しかしながら、原油価格及

び原材料の高騰など、不安定な要素もあり、景気の先行きに対してはなお懸念材料が多いものと考えております。

　住宅業界におきましては、国土交通省による毎月の新設住宅着工戸数で見ますと、平成17年12月と平成18年１月に

対前年同月比を割り込みましたが、それ以降は３ヶ月連続で対前年同月比がプラスに転じるなど好調を維持しており

ます。その中でも貸家が牽引役となっており、平成18年４月単独で見ますと、分譲住宅が対前年同月比30.0％増加の

うち、マンションにおきましては対前年同月比55.8％と大幅に増加しております。更に当社で扱っておりますツーバ

イフォー工法を工法別の着工戸数で見ますと、同様に貸家が牽引し、わずかながらではありますが対前年同月比プラ

スを維持している状態であります。しかしながら、持家に関しましては回復傾向にはなお至っておらず、限られた需

要の中で同業他社との競合の激化等、当社の属する住宅業界は、依然として厳しい状況で推移しております。

　このような厳しい環境のなかで当社は、上半期と下半期の業績の不均衡を是正すべく、冬期間の北海道の受注及び

売上高を補い、更に増加を図る目的として、建物の耐震性、耐火性及び耐風性に優れたスチールツーバイフォー工法

の直販体制を東京に構築してまいりましたが、持家の冷え込みは予想以上に厳しく、当初の販売計画を下回る結果と

なりました。

　北海道におきましては、前事業年度に引続き提案住宅及び土地のセット販売を積極的に展開してまいりました。そ

の結果、販売用不動産売上高に関しましては、当初の販売計画を62.6％上回り13億80百万円となりました。しかしな

がら、完成工事高は北海道においても当初の販売計画を下回る結果となりました。

　以上の結果、売上高につきましては、販売用不動産売上高は好調に推移いたしましたが、完成工事高は計画通り進

展せず26億22百万円（前年同期売上高31億８百万円）の実績となりました。経常損益につきましては、完成工事が計

画通り進展しなかったことに伴う粗利益額の減少から、経常損失90百万円（前年同期経常損失89百万円）の実績とな

りました。また、中間純損益につきましては、当中間会計期間より固定資産の減損に係る会計基準の適用、当社役員

を被保険者とする終身保険の解約等の措置による特別損失の発生により、中間純損失１億39百万円（前年同期中間純

損失97百万円）の実績となりました。

(2）財政状態

当中間会計期間のキャッシュ・フローの状況

　当中間会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」といいます。）は、前会計期間末に比べ３億17百万円

増加し、５億18百万円となりました。

　また、当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当中間会計期間において営業活動の結果、使用した資金は75百万円（前年同期は２億21百万円の収入）となりま

した。これは、主に販売用不動産が減少しましたが、それを上回る仕入債務の減少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）

　当中間会計期間において投資活動の結果、使用した資金は７百万円（前年同期は２億35百万円の収入）となりま

した。これは、主に有形固定資産の取得による支出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）

　当中間会計期間において財務活動の結果、得られた資金は４億円（前年同期は５億円の支出）となりました。こ

れは、親会社短期借入金の増加によるものであります。
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　なお、当社のキャッシュ・フロー指標のトレンドは、以下のとおりであります。

平成16年10月期 平成17年10月期 平成18年10月期

 中間  期末  中間  期末 中間

自己資本比率 △6.1％ 0.7％ △2.9％ 3.6％ △1.9％

時価ベースの自己資本比率 53.9％ 35.8％ 76.8％ 60.5％ 66.0％

債務償還年数 － － 3.6年 4.2年 －

インタレスト・カバレッジ・レ

シオ
－ － 19.9倍 11.0倍  －

自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

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

※　営業キャッシュ・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。

(3）通期の見通し

　通期の我が国経済の見通しにつきましては、引続き企業の設備投資、個人消費及び輸出等を背景に、緩やかに景気

は回復するものと考えられますが、住宅業界におきましては引き続き厳しい状態が続くものと予想されます。

　このような環境のなかではありますが、当社の下半期に繰越した完成工事高の受注残高は10億23百万円（対前年同

期比20.5％の増加）あり、また、販売用不動産売上高も順調に推移しており、受注残高合計では11億90百万円（対前

年同期比26.7％の増加）あることから、下半期の売上高に寄与するものと考えております。

　また、下半期におきまして当社の女性スタッフがプロデュースしましたミセスに優しい新商品「ラ・フェリーチェ」

のキャンペーンを展開し、売上高の伸張に努めてまいります。

　営業に関しましては、当社グループとして掲げた「原点回帰」を大きな指針とし、営業力の強化に対し全社を挙げ

て取組み、一人当たりの年間受注棟数を引き上げるべく底上げを図ってまいります。このことにより、外的要因に左

右されない体制を整え、企業の社会的責任を果たすよう対処していく所存であります。

　めまぐるしく変化する社会環境や市場動向を的確に捉え、それらに対応すべく柔軟に組織の再構築を図りながら、

安定的利益の確保と健全な財務体質への改善に努め、お客様や株主様に安心と信頼をいただけるよう取組んでまいり

ます。

　以上のことから、通期の業績見通しにつきましては、売上高60億80百万円（前年同期売上高65億22百万円）、経常

利益１億３百万円（前年同期経常利益93百万円）、当期純利益71百万円（前年同期当期純利益64百万円）を予想して

おります。
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(4）事業等のリスク

 　中間決算短信に記載した経営成績及び財政状態等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性

のある事項には、以下のようなものがあります。

 　なお、文中における将来に関する事項については、中間決算短信提出日（平成18年６月16日）現在において当社が

判断したものであります。

①事業環境の変化による影響について

　当社の属する住宅業界は、不動産市場における需給状況や価格の大幅な変動、雇用情勢の悪化、金利の上昇、建

設資材の急激な価格上昇等が生じた場合には、当社の業績等に影響を及ぼす可能性があります。

②法的規制の影響について

　当社の属する住宅業界は、建設業法、宅地建物取引業法、建築基準法、都市計画法、国土利用計画法、住宅品質

確保促進法、製造物責任法等、その他多数の法的規制を受けております。今後、これらの規制の改廃や新たな法的

規制が設けられた場合、または適用基準の変更によっては、当社の業績等に影響を及ぼす可能性があります。

③季節的変動の影響について

　当社は、北海道を主要な販売エリアとしております。北海道では、通常冬期間には相当の降雪がありますので、

当社では冬期間においても住宅を施工できる体制を確立しております。しかしながら、想定している以上の降雪が

長期間にわたり続いた場合、予定棟数の完成が出来なくなることが予想されます。当社の売上高は、上半期に比べ

下半期に集中するという傾向がありますが、売上高のおおよそ３分の１は、上半期に計上されます。この冬期間の

天候によっては、当社の業績等に影響を及ぼす可能性があります。

④保証債務の影響について

　当社は、住宅購入者の借入金等が実行されるまで、金融機関等に対して一時的に債務保証契約を締結しておりま

す。当社では、保証債務の履行を要求される可能性は僅少であると判断しておりますが、将来、保証債務の履行を

要求される状況が生じた場合には、当社の業績等に影響を及ぼす可能性があります。

⑤保有不動産の影響について

　当社は、販売用不動産売上伸張のため、自社土地を相当数保有しております。自社土地に関しては、立地条件や

価格等を総合的に勘案して仕入を行っておりますが、地価の急激な下落等により評価損が生じた場合、または長期

にわたって販売が停滞した場合には、当社の業績等に影響を及ぼす可能性があります。

⑥顧客情報の機密保持の影響について

　当社は、業務の性質上、顧客の機密情報を取り扱うことが多くあります。社員に対しては、機密保持についてモ

ラル教育及び守秘義務の認識を徹底し、機密情報の漏洩防止に努めております。しかしながら、万一機密情報が漏

洩した場合には、当社の信用問題にも発展し、当社の業績等に影響を及ぼす可能性があります。

⑦施工時の瑕疵等の影響について

　住宅の施工に際しましては、品質管理を徹底し、瑕疵の発生の防止に注力しておりますが、不慮の瑕疵が発生す

る可能性は否定できません。このような瑕疵担保の費用に備えるため、過年度の実績を基礎に将来の補償見込みを

加味した引当金を計上しておりますが、補修に引当額以上の費用を要するような瑕疵が生じた場合には、当社の業

績等に影響を及ぼす可能性があります。

⑧資金の調達について

　当社は、親会社である株式会社土屋ホームより資金の調達を行っております。株式会社土屋ホームは、当社の議

決権の78.65％を所有している株主であります。

　なお、株式会社土屋ホームとの取引条件は、両者間で市場動向その他を勘案して協議決定しております。
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４．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４月30日）

当中間会計期間末

（平成18年４月30日）

対前中間
期比

前事業年度の
要約貸借対照表

（平成17年10月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）            

Ⅰ　流動資産            

現金預金  143,015   518,621   375,606 201,393   

完成工事未収
入金

 839   421   △417 509   

販売用不動産
未収入金

 55,212   －   △55,212 5,000   

未成工事支出
金

 109,626   54,687   △54,938 108,362   

販売用不動産  1,466,327   1,321,603   △144,724 1,553,377   

その他のたな
卸資産

 74,057   67,799   △6,258 66,681   

その他  182,833   200,236   17,402 121,799   

貸倒引当金  △145   △204   △59 △106   

流動資産合計   2,031,767 81.1  2,163,165 83.6 131,398  2,057,018 81.3

Ⅱ　固定資産            

有形固定資産            

建物 ※1 161,730   149,940   △11,790 173,097   

土地  55,610   33,717   △21,893 55,610   

その他 ※1 40,484   62,939   22,455 32,221   

有形固定資産計   257,825   246,597  △11,228  260,929  

無形固定資産   29,950   26,833  △3,116  33,581  

投資その他の資
産

           

その他  186,295   154,425   △31,870 183,586   

貸倒引当金  △1,349   △3,887   △2,538 △3,860   

投資その他の資
産計

  184,946   150,537  △34,409  179,726  

固定資産合計   472,722 18.9  423,968 16.4 △48,753  474,237 18.7

資産合計   2,504,489 100.0  2,587,134 100.0 82,645  2,531,255 100.0
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前中間会計期間末

（平成17年４月30日）

当中間会計期間末

（平成18年４月30日）

対前中間
期比

前事業年度の
要約貸借対照表

（平成17年10月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）            

Ⅰ　流動負債            

工事未払金  1,038,372   520,993   △517,379 855,401   

販売用不動産
未払金

 －   19,473   19,473 11,116   

親会社短期借
入金

 800,000   1,300,000   500,000 900,000   

未払法人税等  2,033   3,411   1,377 5,756   

未成工事受入
金

 242,120   177,342   △64,778 181,817   

完成工事補償
引当金

 4,879   4,069   △810 6,219   

工事損失引当
金

 7,453   －   △7,453 －   

その他  247,569   386,738   139,169 236,790   

流動負債合計   2,342,430 93.5  2,412,028 93.2 69,598  2,197,101 86.8

Ⅱ　固定負債            

預り保証金  141,868   133,476   △8,391 149,461   

退職給付引当
金

 92,101   90,368   △1,732 93,930   

固定負債合計   233,969 9.4  223,845 8.7 △10,124  243,392 9.6

負債合計   2,576,399 102.9  2,635,873 101.9 59,474  2,440,493 96.4

（資本の部）            

Ⅰ　資本金   596,987 23.8  596,987 23.1 －  596,987 23.6

Ⅱ　資本剰余金            

１．資本準備金  377,237   377,237   － 377,237   

資本剰余金合計   377,237 15.1  377,237 14.6 －  377,237 14.9

Ⅲ　利益剰余金            

１．利益準備金  33,400   33,400   － 33,400   

２．任意積立金  10,000   10,000   － 10,000   

３．中間（当期）
未処理損失

 1,089,734   1,067,619   △22,115 927,959   

利益剰余金合計   △1,046,334 △41.8  △1,024,219 △39.6 22,115  △884,559 △34.9

Ⅳ　その他有価証券
評価差額金

  199 0.0  1,254 0.0 1,055  1,097 0.0

資本合計   △71,909 △2.9  △48,739 △1.9 23,170  90,762 3.6

負債・資本合計   2,504,489 100.0  2,587,134 100.0 82,645  2,531,255 100.0
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(2）中間損益計算書

  

前中間会計期間

（自　平成16年11月１日
至　平成17年４月30日）

当中間会計期間

（自　平成17年11月１日
至　平成18年４月30日）

対前中間
期比

前事業年度の
要約損益計算書

（自　平成16年11月１日
至　平成17年10月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高            

完成工事高  1,589,582   1,240,652   △348,929 3,894,400   

販売用不動産
売上高

 1,513,576   1,380,111   △133,464 2,622,581   

その他売上高  4,924   1,667   △3,256 5,610   

売上高合計   3,108,082 100.0  2,622,432 100.0 △485,650  6,522,592 100.0

Ⅱ　売上原価            

完成工事原価  1,150,122   892,093   △258,028 2,758,486   

販売用不動産
売上原価

 1,400,575   1,172,109   △228,466 2,395,128   

その他売上原
価

 1,572   648   △923 3,383   

売上原価合計   2,552,270 82.1  2,064,850 78.7 △487,419  5,156,998 79.1

売上総利益            

完成工事総利
益

 439,459   348,558   △90,900 1,135,913   

販売用不動産
売上総利益

 113,000   208,002   95,002 227,453   

その他売上総
利益

 3,352   1,019   △2,332 2,226   

売上総利益合計   555,812 17.9  557,581 21.3 1,768  1,365,593 20.9

Ⅲ　販売費及び一般
管理費

  634,976 20.4  634,799 24.2 △176  1,255,490 19.2

営業利益また
は営業損失
（△）

  △79,164 △2.5  △77,218 △2.9 1,945  110,103 1.7

Ⅳ　営業外収益 ※1  1,864 0.0  1,654 0.0 △210  3,334 0.0

Ⅴ　営業外費用 ※2  11,710 0.4  15,174 0.6 3,463  20,118 0.3

経常利益また
は経常損失
（△）

  △89,010 △2.9  △90,739 △3.5 △1,729  93,319 1.4

Ⅵ　特別利益   3,884 0.1  108 0.0 △3,776  1,520 0.0

Ⅶ　特別損失 ※3,4  10,970 0.3  47,938 1.8 36,968  28,150 0.4

税引前当期純
利益または税
引前中間純損
失（△）

  △96,096 △3.1  △138,569 △5.3 △42,473  66,689 1.0

法人税、住民
税及び事業税

  1,052 0.0  1,090 0.0 37  2,062 0.0

当期純利益ま
たは中間純損
失（△）

  △97,148 △3.1  △139,659 △5.3 △42,511  64,626 1.0

前期繰越損失   992,586   927,959  △64,626  992,586  

中間（当期）
未処理損失

  1,089,734   1,067,619  △22,115  927,959  
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(3）中間キャッシュ・フロー計算書

  

前中間会計期間

（自　平成16年11月１日
至　平成17年４月30日）

当中間会計期間

（自　平成17年11月１日
至　平成18年４月30日）

前事業年度の要約
キャッシュ・フロー計算書
（自　平成16年11月１日
至　平成17年10月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー     

税引前中間純損失（△）または税引前当期純
利益

 △96,096 △138,569 66,689

減価償却費  22,673 23,120 46,597

減損損失  － 38,554 －

完成工事補償引当金の減少額  △2,692 △2,149 △1,352

工事損失引当金の増加額  7,453 － －

退職給付引当金の増加・減少（△）額  181 △3,561 2,010

貸倒引当金の増加・減少（△）額  △2,733 125 △260

受取利息及び受取配当金  △992 △1,280 △1,909

支払利息  11,149 12,909 19,391

貸倒損失  － 744 －

投資有価証券売却益  △1,043 － △1,043

投資有価証券売却損  888 － 888

固定資産売却損  3,734 － 3,734

固定資産除却損  6,346 350 11,234

売上債権の減少額  156,283 5,088 206,824

未成工事支出金の減少額  40,079 53,675 41,343

販売用不動産の減少額  588,715 231,773 501,666

その他のたな卸資産の減少・増加（△）額  1,309 △1,117 8,685

仕入債務の減少額  △501,188 △326,050 △673,042

未成工事受入金の増加・減少（△）額  4,145 △4,475 △56,157

その他流動資産の増加額  △29,462 △330 △54,863

その他流動負債の増加額  29,504 65,497 108,663

その他  △4,077 △15,985 3,516

小計  234,181 △61,680 232,615

利息及び配当金の受取額  992 1,279 1,907

利息の支払額  △11,149 △12,909 △19,391

法人税等の支払額  △2,372 △2,062 △2,372

営業活動によるキャッシュ・フロー  221,652 △75,372 212,758

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  △299 △299 △599

投資有価証券の売却による収入  39,219 － 39,219

有形固定資産の取得による支出  △31,543 △35,234 △57,368

有形固定資産の売却による収入  234,356 － 234,356

無形固定資産の取得による支出  △2,900 △941 △10,323

貸付による支出  △2,000 － △8,198

貸付金の回収による収入  9,753 3,912 13,667

その他  △10,589 25,164 △7,486

投資活動によるキャッシュ・フロー  235,995 △7,399 203,267

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー     

短期借入金純増加・減少（△）額  △500,000 400,000 △400,000

財務活動によるキャッシュ・フロー  △500,000 400,000 △400,000

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  △42,352 317,227 16,026

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  185,367 201,393 185,367

Ⅶ　現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高  143,015 518,621 201,393
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継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

前中間会計期間
（自　平成16年11月１日
至　平成17年４月30日）

当中間会計期間
（自　平成17年11月１日
至　平成18年４月30日）

前事業年度
（自　平成16年11月１日
至　平成17年10月31日）

　当社は、当中間会計期間において、売上高

3,108百万円（前中間会計期間2,097百万円）

となり、営業損失79百万円、中間純損失97百

万円を計上した結果、71百万円の債務超過と

なっております。当該状況により、継続企業

の前提に関する重要な疑義が存在しておりま

す。

　このような状況に至った経緯といたしまし

ては、

①　債務超過については第13期～第16期にお

いて重要な当期純損失を計上した結果、事

業年度末の自己資本は少額の状況が続いて

おり、そのような状況のなか当中間会計期

間に中間純損失を計上したためであります。

②　営業損失及び中間純損失については、当

社の通常の営業形態として、冬期間の影響

により上半期に比べ下半期に住宅の引渡し

が行われる割合が高く、このため、業績に

著しい季節的変動があり、上半期は赤字の

状態が続いているのが原因であります。

　このような状況を解消すべく当社では、冬

期間の北海道の受注及び売上の減少を補い、

売上高の増加を図るため、東京方面における

スチールツーバイフォー工法の直販体制を構

築し、更に前事業年度に東京都八王子市にス

チールツーバイフォー工法によるモデルハウ

スを新規オープンするなど、東京方面におけ

る販売体制の強化を図ってまいりました。そ

の結果、東京での当中間会計期間受注高及び

売上高は対前年同期比117.6％増、96.2％増と

それぞれ増加しております。

　北海道におきましては、前事業年度に引続

き提案住宅及び土地のセット販売を積極的に

展開してまいりました。前事業年度に発表し

た「シルフィードサンタフェ」及び「シル

フィードモダン」をベースにした提案住宅の

販売に派生して、注文住宅の当中間会計期間

受注高及び売上高も27.8％増、23.8％増とそ

れぞれ増加しております。

　全社におきましては、当中間会計期間は、

第20期という大きな節目の事業年度の上半期

でもあり、20周年記念キャンペーンと銘打ち、

段階的にイベントを行ったことにより、総体

的に売上高増加に寄与いたしました。また、

更に下半期に向けて効果的なキャンペーンを

行い、売上高の伸張に努めてまいります。

　経費の面におきましては、費用対効果を徹

底して経費削減を強化し、利益を確保するこ

とにより自己資本の充実を図ります。なお、

資金面につきましては、親会社の株式会社土

屋ホームの全面支援が約束されております。

　中間財務諸表は継続企業を前提として作成

されており、このような重要な疑義の影響を

中間財務諸表には反映しておりません。

　当社は、当中間会計期間において、売上高

2,622百万円（前中間会計期間3,108百万円）

となり、営業損失77百万円、中間純損失139百

万円を計上した結果、48百万円の債務超過と

なっております。また、営業活動によるキャッ

シュ・フローも75百万円の支出超過となって

おります。当該状況により、継続企業の前提

に関する重要な疑義が存在しております。

　このような状況に至った経緯といたしまし

ては、過年度において重要な損失を計上した

結果、事業年度末の自己資本は少額の状況が

続いており、そのような状況のなか当中間会

計期間に中間純損失を計上したためでありま

す。

　営業損失及び中間純損失につきましては、

当社の通常の営業の形態として、冬期間の影

響により上半期に比べ下半期に住宅の引渡が

行われる割合が高く、このため、業績に著し

い季節変動があり、上半期は赤字の状態が続

いているのが原因であります。

　営業活動によるキャッシュ・フローにつき

ましては、中間純損失を計上したこと及び仕

入債務の減少が主な原因であります。

　このような状況を解消すべく当社では、営

業力の強化を図るため、当期首において札幌

市西区に１支店を開設し、更に全社的に営業

社員の増員を行っております。

 　また、新商品開発にも積極的に取組み、顧

客のニーズを的確に捉え、売上の増加を図っ

てまいります。

　経費の面におきましては、費用対効果を更

に徹底して、経費削減を強化し、利益を確保

することにより自己資本の充実を図ります。

　なお、資金面につきましては、親会社であ

る株式会社土屋ホームの全面支援が約束され

ております。

　中間財務諸表は継続企業を前提として作成

されており、このような重要な疑義の影響を

中間財務諸表には反映しておりません。

　当社は、当事業年度末時点においては債務

超過の状況にありませんが、中間会計期間末

においては第16期中間会計期間末以降債務超

過となる状況が続いております。当事業年度

については当期純利益64百万円を計上した結

果、自己資本は90百万円になりましたが、過

少資本の状況を改善するまでには至っており

ません。当該状況により、継続企業の前提に

関する重要な疑義が存在しております。

　このような状況に至った経緯といたしまし

ては、当社の通常の営業形態として、冬期間

の影響により上半期に比べ下半期に住宅の引

渡が行われる割合が高く、業績に著しい季節

的変動があり、上半期は赤字となります。更

に第13期～第16期において重要な当期純損失

を計上した結果、上半期の赤字を補填できな

くなるまでに自己資本が著しく毀損し、中間

会計期間末においては第16期以降債務超過と

なる状況が続いております。

　このような状況を解消すべく当社では、札

幌市西区に１支店を開設し、更に全社的に営

業社員の増員を行い、営業力を高め売上高の

増加を図ってまいります。

　なお、資金面については、株式会社土屋ホー

ムの全面支援が約束されております。

　財務諸表は継続企業を前提として作成され

ており、このような重要な疑義の影響を財務

諸表には反映しておりません。
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間会計期間

（自　平成16年11月１日
至　平成17年４月30日）

当中間会計期間
（自　平成17年11月１日
至　平成18年４月30日）

前事業年度
（自　平成16年11月１日
至　平成17年10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し

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してお

ります。）

 時価のないもの

　移動平均法による原価法

時価のないもの

　同左

時価のないもの

同左

 (2）たな卸資産

未成工事支出金

個別法による原価法

(2）たな卸資産

　同左

(2）たな卸資産

　同左

 販売用不動産

個別法による原価法

  

 原材料

総平均法による原価法

  

 貯蔵品

総平均法による原価法

  

２．固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

定率法

　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）については、定額法を採用

しております。

　なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

(1）有形固定資産

　同左

 

 

(1）有形固定資産

　同左

 

 

 建物 ７ ～ 45年

その他 ２ ～ 20年

    

    

    

    

 (2）無形固定資産

定額法

　なお、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）に基づく定額法を

採用しております。

(2）無形固定資産

　同左

(2）無形固定資産

　同左
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項目
前中間会計期間

（自　平成16年11月１日
至　平成17年４月30日）

当中間会計期間
（自　平成17年11月１日
至　平成18年４月30日）

前事業年度
（自　平成16年11月１日
至　平成17年10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）完成工事補償引当金

　完成工事に係る瑕疵担保の費用

に備えるため、過年度の実績を基

礎に将来の補償見込みを加味した

額を計上しております。

(2）完成工事補償引当金

　同左

(2）完成工事補償引当金

　同左

 (3）工事損失引当金

　将来の工事損失に備えるため、

当中間会計期間末以降に工事損失

の発生が確実な請負工事について、

当中間会計期間末において合理的

に見積もることができる工事損失

見込額を計上しております。

（追加情報）

　当中間会計期間において、当中

間会計期間末以降に工事損失の発

生が確実な工事が新たに発生した

ため、当中間会計期間末において

合理的に見積もることができる工

事損失見込額を工事損失引当金と

して計上しております。

 この結果、営業損失、経常損失

並びに税引前中間純損失はそれぞ

れ7,453千円多く計上されており

ます。

(3）工事損失引当金

────────

(3）工事損失引当金

────────

 (4）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、

退職一時金制度について、退職給

付に係る期末自己都合要支給額を

用いて算定した退職給付債務の見

込額に基づき、当中間会計期間末

において発生していると認められ

る額を計上しております。

(4）退職給付引当金

　同左

(4）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、

退職一時金制度について、退職給

付に係る期末自己都合要支給額を

用いて算定した退職給付債務の見

込額に基づき計上しております。

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
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項目
前中間会計期間

（自　平成16年11月１日
至　平成17年４月30日）

当中間会計期間
（自　平成17年11月１日
至　平成18年４月30日）

前事業年度
（自　平成16年11月１日
至　平成17年10月31日）

５．中間キャッシュ・フロー

計算書（キャッシュ・フ

ロー計算書）における資金

の範囲

　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。

　同左 　同左

６．その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基本

となる重要な事項

消費税等の会計処理

　消費税等の会計処理は、税抜方式

によっております。ただし、たな卸

資産に係る控除対象外消費税等は、

当中間会計期間の負担すべき期間費

用として処理しており、固定資産に

係る控除対象外消費税等は、長期前

払費用として計上し、５年間にわた

り償却しております。

　なお、仮払消費税等及び仮受消費

税等は両建て表示しており、流動資

産の「その他」及び流動負債の「そ

の他」に計上しております。

消費税等の会計処理

　同左

(1）消費税等の会計処理

　消費税等の会計処理は、税抜方式

によっております。ただし、たな卸

資産に係る控除対象外消費税等は、

当期の負担すべき期間費用として処

理しており、固定資産に係る控除対

象外消費税等は、長期前払費用とし

て計上し、５年間にわたり償却して

おります。

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

項目
前中間会計期間

（自　平成16年11月１日
至　平成17年４月30日）

当中間会計期間
（自　平成17年11月１日
至　平成18年４月30日）

前事業年度
（自　平成16年11月１日
至　平成17年10月31日）

 固定資産の減損に係る会計基

準の変更

──────  当中間会計期間より、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。

これにより税引前当期純損失は

38,554千円増加しております。

 なお、減損損失累計額は、各資産

から直接控除しております。

──────
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

項目
前中間会計期間末

（平成17年４月30日）
当中間会計期間末

（平成18年４月30日）
前事業年度末

（平成17年10月31日）

※１．有形固定資産の減価償却累計額 312,706千円        305,665千円        288,519千円

　２．保証債務 　下記の住宅購入者に対する金

融機関の融資について保証を行っ

ております。

　下記の住宅購入者に対する金

融機関の融資について保証を行っ

ております。

　下記の住宅購入者に対する金

融機関の融資について保証を行っ

ております。

 住宅購入者（151件）

928,284千円

住宅購入者（138件）

       1,171,400千円

住宅購入者（154件）

       926,183千円

 　なお、住宅購入者に係る保証

の大半は、公的資金等が実行さ

れるまで金融機関に対しての一

時的な保証債務であります。

　なお、住宅購入者に係る保証

の大半は、公的資金等が実行さ

れるまで金融機関に対しての一

時的な保証債務であります。

　なお、住宅購入者に係る保証

の大半は、公的資金等が実行さ

れるまで金融機関に対しての一

時的な保証債務であります。

（中間損益計算書関係）

項目
前中間会計期間

（自　平成16年11月１日
至　平成17年４月30日）

当中間会計期間
（自　平成17年11月１日
至　平成18年４月30日）

前事業年度
（自　平成16年11月１日
至　平成17年10月31日）

※１．営業外収益の主要項目    

受取利息 691千円   560千円      1,290千円

※２．営業外費用の主要項目    

支払利息 11,149千円       12,909千円       19,391千円

※３．特別損失の主要項目    

固定資産売却損  3,734千円       －       3,734千円

固定資産除却損  6,346千円       350千円     11,234千円

販売用不動産評価損  －  2,786千円     12,291千円

減損損失  －  38,554千円    －
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項目
前中間会計期間

（自　平成16年11月１日
至　平成17年４月30日）

当中間会計期間
（自　平成17年11月１日
至　平成18年４月30日）

前事業年度
（自　平成16年11月１日
至　平成17年10月31日）

※４．減損損失 ────── 　当中間会計期間において、当

社は以下の資産グループについ

て減損損失を計上しました。

用途 種類 場所

事業用資
産

建物及び
土地

東京都八
王子市

遊休資産 電話加入
権

－

　当社は、事業所別管理会計区

分を減損損失を把握するグルー

ピングの単位としております。

ただし、将来の使用が見込まれ

ていない遊休資産については、

個別の資産グループとして取り

扱っております。また、本社等、

特定の事業との関連が明確でな

い資産については共用資産とし

ております。

　八王子支店の資産グループに

ついて、営業活動から生ずる損

益の継続的なマイナスが認めら

れたため当該資産グループに係

る資産の帳簿価額を回収可能価

額まで減額し、当該減少額

34,861千円を減損損失として特

別損失に計上いたしました。そ

の内訳は、建物12,967千円、土

地21,893千円であります。また、

時価が著しく下落している遊休

資産の資産グループ（電話加入

権）について、帳簿価額を回収

可能価額まで減額し、当該減少

額3,693千円を減損損失として特

別損失に計上しております。

　なお、八王子支店の資産グルー

プの回収可能価額は使用価値に

より測定しており、将来キャッ

シュ・フローを2.0％で割り引い

て算定しております。また、遊

休の資産グループ（電話加入権）

の回収可能価額は、正味売却価

額により測定しており、正味売

却価額は、取引事例価額に基づ

き評価をしております。

──────
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項目
前中間会計期間

（自　平成16年11月１日
至　平成17年４月30日）

当中間会計期間
（自　平成17年11月１日
至　平成18年４月30日）

前事業年度
（自　平成16年11月１日
至　平成17年10月31日）

　４．過去１年間の売上高 　当社の売上高は、通常の営業

の形態として、上半期に比べ下

半期に完成する工事の割合が大

きいため、事業年度の上半期の

完成工事高と下半期の完成工事

高との間に著しい相違があり、

上半期と下半期の業績に季節的

変動があります。

　当社の売上高は、通常の営業

の形態として、上半期に比べ下

半期に完成する工事の割合が大

きいため、事業年度の上半期の

完成工事高と下半期の完成工事

高との間に著しい相違があり、

上半期と下半期の業績に季節的

変動があります。

──────

　５．減価償却実施額    

有形固定資産

無形固定資産

18,299千円

3,259千円

      18,234千円

     3,995千円

     37,161千円

     7,051千円

（中間キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間会計期間

（自　平成16年11月１日

至　平成17年４月30日）

当中間会計期間

（自　平成17年11月１日

至　平成18年４月30日）

前事業年度

（自　平成16年11月１日

至　平成17年10月31日）

現金及び現金同等物の中間期末残高と中間貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び現金同等物の中間期末残高と中間貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係

（平成17年４月30日現在） （平成18年４月30日現在） （平成17年10月31日現在）

現金預金勘定 143,015千円

預入期間が３ヶ月を超

える定期預金
－

現金及び現金同等物 143,015千円

現金預金勘定   518,621千円

預入期間が３ヶ月を超

える定期預金
－

現金及び現金同等物   518,621千円

現金預金勘定     201,393千円

預入期間が３ヶ月を超

える定期預金
－

現金及び現金同等物   201,393千円
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①　リース取引

項目
前中間会計期間

（自　平成16年11月１日
至　平成17年４月30日）

当中間会計期間
（自　平成17年11月１日
至　平成18年４月30日）

前事業年度
（自　平成16年11月１日
至　平成17年10月31日）

　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)

有形固定
資産
「その
他」
(工具器
具備品)

33,360 28,912 4,448

合計 33,360 28,912 4,448

１．リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額、減損損失

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)

有形固定
資産
「その
他」
(工具器
具備品)

33,360 33,360 －

合計 33,360 33,360 －

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)

期末残
高相当
額
(千円)

有形固定
資産
「その
他」
(工具器
具備品)

33,360 32,248 1,112

合計 33,360 32,248 1,112

 （注）取得価額相当額は、未経過

リース料中間期末残高が有形

固定資産の中間期末残高等に

占める割合が低いため、支払

利子込み法により算定してお

ります。

（注）同左 （注）取得価額相当額は、未経過

リース料期末残高が有形固定

資産の期末残高等に占める割

合が低いため、支払利子込み

法により算定しております。

 ２．未経過リース料中間期末残高相

当額

２．未経過リース料中間期末残高相

当額等

２．未経過リース料期末残高相当額

  未経過リース料中間期末残高相

当額

 

 １年内 4,448千円

１年超 －

合計 4,448千円

１年内      －

１年超  －

合計      －

１年内      1,112千円

１年超 －

合計      1,112千円

 （注）未経過リース料中間期末残高

相当額は、未経過リース料中

間期末残高が有形固定資産の

中間期末残高等に占める割合

が低いため、支払利子込み法

により算定しております。

 ─────── （注）未経過リース料期末残高相当

額は、未経過リース料期末残

高が有形固定資産の期末残高

等に占める割合が低いため、

支払利子込み法により算定し

ております。

 ３．支払リース料、減価償却費相当

額

３．支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額、減価償却費相当額

及び減損損失

３．支払リース料、減価償却費相当

額

 支払リース料 3,336千円

減価償却費相当額 3,336千円

支払リース料  1,112千円

減価償却費相当額  1,112千円

支払リース料  6,672千円

減価償却費相当額   6,672千円

 ４．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。

４．減価償却費相当額の算定方法

同左

４．減価償却費相当額の算定方法

同左

  

 

（減損損失について）

リース資産に配分された減損損

失はありません。
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②　有価証券

有価証券

１　その他有価証券で時価のあるもの

種類

前中間会計期間末
（平成17年４月30日）

当中間会計期間末
（平成18年４月30日）

前事業年度末
（平成17年10月31日）

取得原価
（千円）

貸借対照
表計上額
（千円）

差額
（千円）

取得原価
（千円）

貸借対照
表計上額
（千円）

差額
（千円）

取得原価
（千円）

貸借対照
表計上額
（千円）

差額
（千円）

貸借対照表計上額

が取得原価を超え

るもの

(1）株式 － － － － － － － － －

(2）債券 － － － － － － － － －

(3）その他 1,202 1,402 199 1,804 3,059 1,254 1,504 2,601 1,097

小計 1,202 1,402 199 1,804 3,059 1,254 1,504 2,601 1,097

貸借対照表計上額

が取得原価を超え

ないもの

(1）株式 － － － － － － － － －

(2）債券 － － － － － － － － －

(3）その他 － － － － － － － － －

小計 － － － － － － － － －

合計 1,202 1,402 199 1,804 3,059 1,254 1,504 2,601 1,097

　（注）　減損処理にあたっては、中間会計期間末または事業年度末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場

合には全て減損処理を行い、30～50％程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と

認められた額について減損処理を行っております。

２　時価のない主な有価証券の内容

前中間会計期間末
（平成17年４月30日）

当中間会計期間末
（平成17年４月30日）

前事業年度末
（平成17年10月31日）

貸借対照表計上額（千円） 貸借対照表計上額（千円） 貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式 20,336 20,336 20,336
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③　デリバティブ取引

前中間会計期間末（平成17年４月30日現在）

該当事項はありません。

当中間会計期間末（平成18年４月30日現在）

該当事項はありません。

前事業年度末（平成17年10月31日現在）

該当事項はありません。

④　持分法損益等

前中間会計期間（自　平成16年11月１日　至　平成17年４月30日）

当社は関連会社を有していないため該当事項はありません。

当中間会計期間（自　平成17年11月１日　至　平成18年４月30日）

当社は関連会社を有していないため該当事項はありません。

前事業年度（自　平成16年11月１日　至　平成17年10月31日）

当社は関連会社を有していないため該当事項はありません。

（１株当たり情報）

項目
前中間会計期間

（自　平成16年11月１日
至　平成17年４月30日）

当中間会計期間
（自　平成17年11月１日
至　平成18年４月30日）

前事業年度
（自　平成16年11月１日
至　平成17年10月31日）

１株当たり純資産額 　　　△8,079円77銭 △5,476円30銭 10,198円08銭

１株当たり中間純損失金

額（△）または１株当た

り当期純利益金額

△10,915円60銭 △15,692円12銭 7,261円45銭

潜在株式調整後１株当た

り中間（当期）純利益金

額

　なお、潜在株式調整後１

株当たり中間純利益金額に

ついては、１株当たり中間

純損失が計上されており、

また、潜在株式がないため

記載しておりません。

　同左 　なお、潜在株式調整後１

株当たり当期純利益金額に

ついては、潜在株式がない

ため記載しておりません。

　（注）　１株当たり中間純損失金額（△）または１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前中間会計期間

(自　平成16年11月１日
至　平成17年４月30日)

当中間会計期間
(自　平成17年11月１日
至　平成18年４月30日)

前事業年度
(自　平成16年11月１日
至　平成17年10月31日)

中間純損失（△）または

当期純利益（千円）
△97,148 △139,659 64,626

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（△）または当期純利

益（千円）

△97,148 △139,659 64,626

期中平均株式数（株） 8,900 8,900 8,900

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。
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５．比較売上明細表

(1）部門別売上高

 （単位：千円）

区分

前中間会計期間
（自平成16年11月１日
至平成17年４月30日）

当中間会計期間
（自平成17年11月１日
至平成18年４月30日）

増減
前事業年度

（自平成16年11月１日
至平成17年10月31日）

金額 構成比 金額 構成比 金額 金額 構成比

％ ％ ％

完成工事高（注文住宅） 1,589,582 51.1 1,240,652 47.3 △348,929 3,894,400 59.7

販売用不動産

売上高

（提案住宅） 761,115 24.5 1,267,637 48.3 506,522 1,601,875 24.6

（土地） 752,460 24.2 112,474 4.3 △639,986 1,020,706 15.6

小計 1,513,576 48.7 1,380,111 52.6 △133,464 2,622,581 40.2

その他売上高（加盟金等） 4,924 0.2 1,667 0.1 △3,256 5,610 0.1

売上高合計 3,108,082 100.0 2,622,432 100.0 △485,650 6,522,592 100.0

(2）受注状況

 （単位：千円）

区分
前中間会計期間

（自平成16年11月１日
至平成17年４月30日）

当中間会計期間
（自平成17年11月１日
至平成18年４月30日）

増減
前事業年度

（自平成16年11月１日
至平成17年10月31日）

期中受注

高

完成工事高（注文住宅） 1,735,863 1,742,187 6,323 3,713,126

販売用不動産

売上高

（提案住宅） 712,327 1,193,547 481,219 1,597,865

（土地） 711,389 194,514 △516,874 1,004,030

小計 1,423,717 1,388,062 △35,654 2,601,895

合計 3,159,581 3,130,250 △29,330 6,315,021

受注残高

完成工事高（注文住宅） 849,028 1,023,008 173,979 521,472

販売用不動産

売上高

（提案住宅） 70,378 41,065 △29,312 115,156

（土地） 19,800 126,235 106,435 44,195

小計 90,178 167,301 77,123 159,351

合計 939,206 1,190,309 251,103 680,824
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