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平成 18 年８月期      決算短信（連結）             平成 18年 10 月 23 日 

上 場 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 
問合せ先責任者 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 10 月 23 日 
米国会計基準採用の有無  無                                           
 
１． 平成 18年８月期の連結業績（平成 17年９月１日～平成 18年８月 31日） 
(1)連結経営成績 
 売 上 高     営業利益 経常利益 

 百万円    ％ 百万円    ％ 百万円    ％ 

18 年８月期 7,873        ―    △1,126       ―    △1,146      ― 
 
 

当期純利益 
１株当たり 
当期純利益 

潜在 株式 調整 後 

１株当たり当期純利益 
自 己 資 本 

当期純利益率 
総 資 産 

経 常 利 益 率 
売 上 高 

経 常 利 益 率 

 百万円   ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％ 

18 年８月期 △1,610      ―  △225  05  ― ―  △45.7   △13.5   △14.6   
(注) ①持分法投資損益       18 年８月期        - 百万円 
     ②期中平均株式数(連結) 18 年８月期    7,156,000 株 
     ③会計処理の方法の変更   無 
      ④当社の設立は平成 18年３月１日ですが、連結財務諸表は期首に設立されたものとみなして作成し

ております。 
   ⑤決算短信(連結)は当連結会計年度より作成しておりますので、前期実績及び対前期増減率、会計

処理の方法の変更は記載しておりません。 
   ⑥１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の計算にあたっては、期首に設

立されたものとみなして計算した期中平均株式数を使用しております。 
 
(2)連結財政状態 

 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 

18 年８月期 
 

10,435 
 

2,770 
 

25.8  
 

376   21 
  (注) 期末発行済株式数(連結) 18 年８月期    7,156,000 株 

 
(3)連結キャッシュ･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          

 

 
百万円 百万円 百万円 百万円 

18 年８月期 
 

△1,743     △661     5,692     5,125     

 
(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    ５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)    ５社(除外)   ０社    持分法 (新規)   ０社 (除外)   ０社 
 
２．19年８月期の連結業績予想（平成 18年９月１日～平成 19年８月 31日） 

 売 上 高 経 常 利 益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円 

中 間 期 
通    期 

7,504 
17,734 

38 
344 

13 
264 

(参考)１株当たり予想当期純利益（通期）  36 円 97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、平成18年３月１日付で、株式移転により持株会社であり、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」へ商号を変更致しました。 

 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５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 
事業種類別 

セグメント 

親
会
社 

株式会社 

ウエストホールディングス 

※平成18年３月１日株式移転に

より設立 

・持株会社 

・グループ全体の経営管理 

・ウエストプラザの運営 その他事業 

株式会社骨太住宅 

※株式移転により完全子会社と

なった株式会社ウエストが平成

18年３月１日商号変更 

・住宅全般の総合リフォームの施工販売 

（最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 

※平成 17年 10 月 25 日設立 

・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 

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 

安芸マイホームサービス株式会

社 

※平成 18年６月19日子会社化 

・住宅全般の総合リフォームの施工販売 

（広島市佐伯区美鈴が丘団地内での直営事業） 

リニューアル事業 

連
結
子
会
社 

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 
その他事業 
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事業の系統図は、次のとおりであります。 

 

リ
ニ

ュ
ー
ア
ル
事
業

松本建設株式会社

（平成１８年９月１日から連結子会社）

情報活用

株式会社骨太住宅

株式会社ハウスドクター
施工外注

株式会社イノベーションアライアンス 金融機関等
不動産

情報

受注 受注

リニューアル事業 ユニオン事業

顧客（官公庁・民間企業）施工業者
施工外注

受注

＜グループの経営管理＞

株式会社ハウスケア
フランチャイジー

フランチャイズ

契約

ウエストグループへの受注

安芸マイホームサービス株式会社

外注

顧
客

（
個
人
ユ
ー
ザ
ー
お
よ
び
建
材
業
者

）

施工

施
工
業
者

外注

建材業者への材料販売

（重要な業務締結先）

株式会社ヤマダハウジング

施工

株式会社ウエストホールディングス

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注） 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、株式会社骨太住宅及び株式会社ハウスケアの重要な業務提携先であります。 
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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) 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。 

 当社の最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。 
 

(4) 目標とする経営指標 

 目標とする経営指標として、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。当連結会計年度においては、業績の悪化により赤字

となったことから、今後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。 
 

(5) 中長期的な経営戦略 

 当社グループの事業理念の根底にあるものは、「ものを大切にする心」であり「建物を大切にする心」

でありますが、行政の政策も「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、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。 

 このような状況を見据え創業以来の考え方に立脚して、当期には、戸建住宅からマンション・ビル

まであらゆる建物のメンテナンス・リフォーム需要に対応できるよう事業を再構築し、その骨格を形

作りました。 

 そして中長期的には、各事業会社の強みを集約しグループ総合力を発揮することによって、「建物再

生事業」を新たなビジネスモデルとして確立してまいります。 

 また一方で、コアである住宅・リフォーム事業につきましても、チャネル・販売型態の一層の多様

化や商品力の強化等により、「生活改善・提案型リフォーム事業」の確立を目指してまいります。 
 

(6) 会社の対処すべき課題 

 当社グループは事業再構築により、新たなビジネスモデルへの転換に踏み出しましたが、これを軌

道に乗せ、グループの総合的な収益力を高めるのが、第一義的な課題であります。 
 

① 建物再生事業の展開 

『建物再生事業』においては、受注活動から、設計、施工、完工建物管理・メンテナンスまで、各事

業子会社の強味を集約いたします。当期は、戸建住宅からマンション・ビルまで幅広いジャンルの『建

物再生事業』を展開するために、Ｍ＆Ａによる事業の再構築を図って来ましたが、翌期以降はこれを

ベースにシナジー効果を徹底的に追求してまいります。 
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② 戸建リフォーム事業の強化 

当社グループのコアである戸建リフォーム事業の一層の強化を図ります。具体的には、高額、高級リ

フォーム顧客の獲得を狙いとして大手百貨店との提携を、また住宅介護リフォーム市場への参入を狙

いとして介護事業者との提携を推進する等、販売チャンネルの更なる多様化を図ってまいります。さ

らに、これまでは屋根、外壁、水回り（キッチン、風呂、トイレ）等の住宅設備に特化したパッケー

ジリフォームが中心でしたが、今後はトータルリフォームのパッケージ化を実現する等、商品内容を

一層充実させてまいります。 
 

③ グループ組織の活性化 

グループ組織の運営面においては、事業子会社間の人材交流を活性化することにより、各社のノウハ

ウ、スキルの共有化を促進してまいります。また、各社の個性を尊重しながらも、一体感を持たせた

上で、納得のいく処遇が図れるような人事制度の改善に着手いたします。以上によりグループ組織の

活性化を図ってまいります。 
 

④ 「内部統制」の整備 

傘下グループ会社の経営管理を担う持株会社ウエストホールディングスの管理スパンが急速に拡

大したことにより、グループ内での「内部統制」の見直しと強化が必要となってきております。これ

を実現するためのアクションプランとして、今年度は各事業会社に於ける管理体制や手続規定などの

内部統制を経理・財務面から見直し、グループとして共通する一定のルールに基づき、明示化・文書

化として整備してまいります。 
 

 (7) 親会社等に関する事項 

該当事項はありません。 
 

 (8) 内部管理体制の整備・運用状況 

有価証券上場規程第８条の３及び適時開示規則第10条第３項に規定するコーポレート・ガバナンス

に関する報告書をご参照ください。 
 

 (9) その他会社の経営上の重要な事項（役員との間の重要な取引に関する事項等） 

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 

① 当期の業績 

＜全般的状況＞ 

当連結会計年度における我が国経済は、平成14年１月を底に回復基調を続け、この10月には景気拡

大期間としては戦後最長であった「いざなぎ景気」（昭和40年10月～昭和45年７月）の57ヶ月（４年９

ヶ月）に並びました。バブル崩壊後の長いトンネルを抜けて、量的緩和、ゼロ金利という異常な金融

緩和状態から脱却し、「デフレ脱却」も視野に入ってまいりました。 

更に、好調な企業業績を受けた雇用改善の動きが消費を下支えし、出遅れ感のあった個人消費も増

勢を示しつつあります。 

当社グループのコア事業である住宅リフォーム市場の規模(平成17年)は、前年比3.6％の増加となり、

過去数年間の減少傾向に歯止めがかかったものと思われますが、一方で平成17年は、悪徳リフォーム

問題に始まり、年末の耐震偽装問題と、リフォーム業界・建設業界にとって舵取りの難しい１年でも

ありました。 

当社グループは創業以来、『家を長く大切に住まう』を基本理念に、戸建住宅のメンテナンスとリフ

ォームを主事業として展開してまいりましたが、この基本理念の根底にあるものは、『ものを大切にす

る心』であり『もったいないと思う心』であります。欧米では住宅からビルまで建物が長く大切に使

われ、多くの街で古い景観が保持されています。 

紙と木の文化とはいえ、我が国にもそういった建物を大切にする心は普遍であると確信しておりま

す。この確信に基づき、戸建住宅からマンションにおよぶ『建物再生事業』を一気に本格化させるた

めに、この１年間グループ全体の事業再構築に取り組んでまいりました。すなわち新たな創業への基

盤作りであります。 
 
Ａ 変革に取り組むための迅速かつ柔軟な経営体制の構築 

株式移転により、持株会社体制へ移行いたしました。すなわち平成18年３月１日に株式会社ウエス

トホールディングスを設立し、ＪＡＳＤＡＱ証券取引所への上場を果たしました。ちなみに株式会社

ウエストは、平成18年２月23日にＪＡＳＤＡＱ上場を廃止するとともに、同３月１日に株式会社骨太

住宅に商号変更し、事業を継続しております。 
 

Ｂ 戸建住宅からマンション・ビルまで幅広いジャンルの『建物再生事業』を展開するための基礎作り 

新経営体制の下、『建物再生事業』の基礎作りとして積極的にＭ＆Ａを利用し結実したものが、松本

建設株式会社（平成18年９月１日子会社化）と株式会社桜井エンジニアリング（平成18年11月子会社

化予定）の再生型Ｍ＆Ａであります。 

(a） 平成18年５月、株式会社桜井エンジニアリングの民事再生支援に着手いたしました。この支援

の狙いは、『建物再生事業』において、非木造建物の確かな調査・診断に基づく建物設備リニュー

アルに関する企画・提案力、及び工事施工後の建物管理・メンテナンス等に同社のノウハウ及び

技術を大いに活用することにあります。同社は平成18年９月に東京地方裁判所の民事再生認可が

決定し、同11月に子会社化する予定であります。 

(b） 平成18年９月、松本建設株式会社を株式会社整理回収機構の「企業再生スキーム」を活用して、

事業譲渡の方法により完全子会社化いたしました。この狙いは、『建物再生事業』において、教育

施設・医療福祉施設等多様なジャンルの建築物や、土木施設等あらゆる構築物の建築基準・建築

条件に対応できる同社の施工管理技術を活用し、堅固な事業基盤を築くことにあります。 
 

Ｃ コア事業である住宅リフォーム事業の変革 

提携先販売住宅への従来型営業から店舗販売型営業へと、販売チャネルの革新を図りました。   

具体的には、株式会社骨太住宅の営業拠点のほとんどをヤマダ電機店舗内のリフォームコーナーに移

行した他に、株式会社ハウスケアのフランチャイズ方式によるリフォーム事業を開始し、直営とフラ

ンチャイズを併せてヤマダ電機33店舗に営業展開しております。また、株式会社アスティおよび小田

億株式会社との業務提携により店舗展開する等、異なった業態へのチャンネルの多様化を図っており

ます。また、平成18年９月には代表取締役の増員並びに取締役の担任替えを実施し、経営体制の強化

を図りました。 
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Ｄ 総コストの削減 

平成17年８月現在、グループ全体で３億83百万円（月間）の総経費が生じておりましたが、人員減、

店舗閉鎖等により平成18年８月には２億74百万円（月間）となり、約１億10百万円削減いたしました。 

しかしながら、当期において実施した事業再構築或いは住宅リフォーム事業の変革等による成果

は数字となって現れず、業績の低下を余儀なくされました。 

  

以上の結果、当連結会計年度の売上高は、前期比 38.6％減の 78億 73 百万円となりました。 

（注）当社は、当期より連結財務諸表を作成しているため、対前期増減率は株式会社骨太住宅（旧株式会社ウ

エスト）の前期有価証券報告書上の金額との比較により算出しております。 

また、期末月に至っては前期比約月額１億 10百万円の経費削減となり、８月の月次決算は収益の

回復もあり黒字となりました。しかしながら第３四半期までの累積赤字は大きく、営業損失及び経

常損失は、それぞれ 11億 26 百万円、11億 46 百万円となりました。 

収益状況を主因とする他に、本社ビル及び第２ビル以外のすべての不動産の売却、株式会社骨太

住宅の営業拠点をヤマダ電機店舗内のリフォームコーナーに移行したことに伴う既存支店の閉鎖等

により、特別損失４億 33百万円を計上したため、当期純損失は 16億 10 百万円となりました。 

なお、経営責任の明確化を図るため、代表取締役は平成 17年 12 月から役員報酬を 10％減額し（平

成 18 年３月以降は 19％減額）、その他の取締役は平成 18 年３月以降役員報酬を 10％減額しており

ます。 

 

(2) 当連結会計年度のセグメント別の状況 

 ① リニューアル事業 

リニューアル事業においては、コンプライアンスを重視した営業活動を徹底するとともに、販売

チャネルの多様化に取り組んでまいりました。具体的には、家電量販店最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図っておりその売上高は安定しつつありますが、店舗の活用方法

にまだ工夫する余地が多い上に、従来型の販売チャネルでの設備リフォームの落ち込みが大きく、

そして、設備リフォームの売上高減少に伴い粗利が落ち込むとともに、店舗販売型チャネルの販売

手数料が増加しております。一般管理費については、人件費は前回予想時点の金額に納まったもの

の、事務所移転作業の遅れからくる賃借料を中心とした固定経費の一部について、節減効果の発生

が遅れました。 

以上の結果、売上高は前期比 37.7％減の 53億 30 百万円となり、営業利益は前期比 88.1％減の２

億８百万円となりました。 

 

② ユニオン事業 

ユニオン事業においては、新築住宅の競争が激化する中、営業拠点を広島に集約し、効率化に努

めてまいりましたが本格的な回復までにつながらず、売上高は前期比 49.1％減の 20億 65 百万円と

なり、営業損失は１億 13百万円となりました。 

 

③ その他事業 

その他事業の売上高は、前期比 118.1％増の４億 77 百万円となり、営業損失は２億 50 百万円と

なりました。 

（注）当社は、当期より連結財務諸表を作成しているため、対前期増減率は株式会社骨太住宅（旧株式会社ウ

エスト）の前期有価証券報告書上の金額との比較により算出しております。 

 

(3) 次期の見通し 

今後のわが国経済の見通しにつきましては、原油価格の高止まりによる燃料・諸資材の価格上昇や、

米国経済の景気減速感等の懸念材料があるものの、総じて順調な回復基調を持続するものと思われま

す。 

当社グループを取り巻く環境は、住宅リフォーム市場の回復の兆しをみせ、当社グループにあっ

ては、建物再生事業の展開、戸建リフォーム事業の強化、公共工事事業における収益性の確保等、

対処すべき課題を着実にこなすことにより、次期の業績見通しにつきましては、売上高 177 億 34 百

万円、経常利益３億 44百万円、当期純利益２億 64百万円の黒字転換を見込んでおります。 
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 (4) 財政状態 

① 財政状態の分析 

＜資産＞ 

当連結会計年度末におきましては、前事業年度末より38億 36 百万円増加し、104 億 35 百万円と

なりました。 

流動資産につきましては、主に銀行借入による現金預金の増加、販売用不動産の取得による増加

があり、42億 39 百万円増加し 78億 4百万円となりました。 

固定資産につきましては、前事業年度末より 4億 3百万円減少し、26億 30 百万円となりました。

店舗閉鎖に伴う設備等の除却や、保有固定資産の一部売却等によるものであります。 

 ＜負債＞ 

  当連結会計年度末における負債の残高は、前事業年度末より 54 億 98 百万円増加し、76 億 65 百

万円となりました。 

  流動負債につきましては、前事業年度末より40億 4百万円増加し、61億 66 百万円となりました。 

また、固定負債につきましても、前事業年度末より 14 億 94 百万円増加し、14 億 98 百万円となり

ました。 

  負債の増加の主な要因としましては、金融機関からの資金調達を 61 億 99 百万円実施した一方、

社債の償還や未払法人税等の減少によるものであります。 

 ＜純資産＞ 

当連結会計年度末における純資産の残高は、27 億 70 百万円となり、前事業年度より 16 億 61 百

万円減少いたしました。その主な要因といたしましては、当期純損失の計上による利益剰余金の減

少によるものであります。 

 

②  キャッシュ・フロー 

(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、17億 43 百万円の支出となりました。 

これは主に、税金等調整前当期純損失を 15億 15 百万円計上したことやたな卸資産が 5億 52百万円

増加した一方、減価償却費１億 67百万円や固定資産除却損１億９百万円等を計上したことによるも

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、6億 61百万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 7億 36百万円や、松本建設株式会社へのＤＩＰファイ

ナンスに伴う短期貸付金 4 億 30 百万円を支出した一方、投資有価証券の売却による収入 3億 91 百

万円、有形固定資産の売却による収入２億２百万円、差入敷金保証金の返還による収入 2 億 8 百万

円等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、56億 92 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 61 億 99 百万円実施した一方、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８月期 

株主資本比率(％） 25.8 

時価ベースの株主資本比率(％) 36.1 

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 
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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、連結キャッシュ・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。 

 

(3) 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 

(ｲ) リニューアル事業 

 当社グループにお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。 

(ﾛ) ユニオン事業 

 当社グループにお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、住宅市場の動向に影響を受けやすい傾向があります。住宅市場は、景気の動

向、雇用情勢、金利の動向、地価の動向、住宅税制の改正等により顧客の住宅取得意欲が左右され

やすく、景気の悪化、雇用不安、金利の上昇、地価の上昇等により顧客の住宅取得意欲が減退した

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。 

 (ﾊ) その他事業 

 当社グループにおけるその他事業は、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
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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。 

 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 

 株式会社骨太住宅の販売用不動産のうちユニオン事業に係るものは、平成 18 年８月期末６億 96

百万円となっております。同社の販売用不動産に関しては、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 

 当連結会計年度（自平成 17年９月１日至平成 18年８月 31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 36.1％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．連結財務諸表等 

(１) 連結貸借対照表 

  
当連結会計年度 

(平成18年８月31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   5,175,536  

２ 完成工事未収入金   678,770  

３ 受取手形及び売掛金   4,782  

４  たな卸資産   1,198,170  

５  その他流動資産   768,304  

   貸倒引当金   △20,786  

流動資産合計   7,804,778 74.8 

Ⅱ 固定資産     

１ 有形固定資産     

(1) 建物及び構築物  1,036,196   

    減価償却累計額  △420,470 615,726  

(2) 土地   516,026  

(3) その他有形固定資産  455,429   

  減価償却累計額  △324,556 130,872  

 有形固定資産合計   1,262,624 12.1 

２ 無形固定資産     

 (1) のれん   146,367  

 (2) その他無形固定資産   14,052  

    無形固定資産合計   160,420      1.5 

３ 投資その他の資産     

(1)投資有価証券 ※１  761,860  

(2)長期貸付金   167,283  

(3)その他投資その他の資産   386,046  

貸倒引当金   △107,615  

投資その他の資産合計   1,207,574 11.6 

固定資産合計   2,630,619 25.2 

資産合計   10,435,397 100.0 
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当連結会計年度 

(平成18年８月31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   797,028  

２ 買掛金   3,439  

３ 短期借入金 ※３  4,886,216  

４ 未払法人税等   20,824  

５ 賞与引当金   21,918  

６ その他流動負債   436,971  

流動負債合計   6,166,397 59.1 

Ⅱ 固定負債     

１  長期借入金   1,477,454  

２  その他固定負債   21,526  

固定負債合計   1,498,980 14.4 

      負債合計   7,665,377 73.5 

     

（純資産の部）     

Ⅰ 株主資本     

 １ 資本金   1,005,120 9.6 

 ２ 資本剰余金   712,348 6.8 

 ３ 利益剰余金   975,104 9.4 

      株主資本合計   2,692,572 25.8 

Ⅱ 評価・換算差額等     

   その他有価証券評価差額金   △391  

   評価・換算差額等合計   △391 △0.0 

Ⅲ  少数株主持分   77,839 0.7 

   純資産合計   2,770,020 26.5 

   負債純資産合計   10,435,397 100.0 
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(２) 連結損益計算書 

  

当連結会計年度 

(自 平成17年９月１日 

  至 平成18年８月31日) 

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 

構成比 

(％) 

Ⅰ 売上高     

１ 完成工事高  5,330,130   

２ 戸建住宅売上高  2,065,532   

３ その他売上高  477,982 7,873,644 100.0 

Ⅱ 売上原価     

１ 完成工事原価  2,952,629   

２ 戸建住宅売上原価  1,857,552   

３ その他売上原価  392,972 5,203,154 66.1 

  売上総利益     

      完成工事総利益  2,377,500   

    戸建住宅総利益  207,980   

    その他総利益  85,009 2,670,489 33.9 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1,2  3,797,279 48.2 

 営業損失   1,126,789 △14.3 

Ⅳ 営業外収益     

 １ 受取利息  2,731   

 ２ 受取配当金  69,612   

 ３ 受取販売手数料  17,375   

 ４ その他  16,818 106,538 1.3 

Ⅴ 営業外費用     

 １ 支払利息  61,172   

 ２ 貸倒引当金繰入額  64,317   

 ３ その他  633 126,123 1.6 

経常損失   1,146,374 △14.6 
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当連結会計年度 

(自 平成17年９月１日 

  至 平成18年８月31日) 

 区分 
注記 

番号 
金額(千円) 

百分率 

(％) 

Ⅵ 特別利益     

 １ 固定資産売却益 ※３ 17,342   

  ２ 投資有価証券売却益  47,433 64,775 0.8 

Ⅶ 特別損失     

 １ 固定資産除却損 ※４ 4,430   

 ２ 固定資産売却損 ※５ 77,745   

 ３ たな卸資産廃棄損  14,728   

 ４ 投資有価証券売却損  4,282   

 ５ 和解金 ※６ 14,750   

  ６ 支店閉鎖損失 ※７ 202,213   

 ７ たな卸資産評価損  36,918   

８  減損損失 ※８ 78,551 433,620 5.4 

税金等調整前当期純損失   1,515,219 △19.2 

   法人税、住民税及び事業税  23,245   

   法人税等調整額  95,840 119,086 1.6 

      少数株主損失  
 

 
23,827 0.3 

   当期純損失   1,610,478 △20.5 
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 連結株主資本等変動計算書 

 当連結会計年度(自 平成17年９月１日 至 平成18年８月31日) 

株主資本  

資本金(千円) 資本剰余金(千円) 利益剰余金(千円) 
株主資本合計 

(千円) 

平成17年９月１日残高 1,005,120 712,348 2,713,214 4,430,682 

連結会計年度中の変動額     

 剰余金の配当 - - △107,340 △107,340 

 当期純利益 - - △1,610,478 △1,610,478 

 子会社の新規連結に伴う減少高 - - △20,291 △20,291 

株主資本以外の項目の連結会計年

度中の変動額 (純額) 
- - - - 

連結会計年度中の変動額合計 - - △1,738,109 △1,738,109 

平成18年８月31日残高 1,005,120 712,348 975,104 2,692,572 

 

評価・換算差額等  

その他有価証 

券評価差額金

(千円) 

評価・換算 

差額等合計 

(千円) 

少数株主持分 

(千円) 

純資産合計 

(千円) 

平成17年９月１日残高 883 883 - 4,431,565 

連結会計年度中の変動額     

 剰余金の配当 - - - △107,340 

 当期純利益 - - - △1,610,478 

 子会社の新規連結に伴う減少高 - - - △20,291 

株主資本以外の項目の連結会計年

度中の変動額(純額) 
△1,275 △1,275 77,839 76,564 

連結会計年度中の変動額合計 △1,275 △1,275 77,839 △1,661,546 

平成18年８月31日残高 △391 △391 77,839 2,770,020 
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(４) 連結キャッシュ・フロー計算書 

  

当連結会計年度 

(自 平成17年９月１日 

至 平成18年８月31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   

 税金等調整前純利益  △1,515,219 

 減価償却費  167,423 

  のれん償却  2,541 

 賞与引当金の増減額  △9,902 

貸倒引当金の増減額  75,737 

 受取利息及び受取配当金  △72,344 

 支払利息  61,172 

 たな卸資産廃棄損  14,728 

 たな卸資産評価損  36,918 

 固定資産売却益  △17,342 

 固定資産売却損  77,745 

 固定資産除却損  109,121 

 減損損失  78,551 

 投資有価証券売却益  △47,433 

  投資有価証券売却損  4,282 

 売上債権の増減額  81,213 

 たな卸資産の増減額  △552,590 

 仕入債務の増減額  △159,183 

 和解金  14,750 

 その他  21,647 

小計  △1,628,180 

 利息及び配当金の受取額  71,684 

 利息の支払額  △75,861 

 和解金の支払額  △14,750 

 法人税等の支払額  △95,929 

営業活動によるキャッシュ・フロー  △1,743,037 
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当連結会計年度 

(自 平成17年９月１日 
至 平成18年８月31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   

投資有価証券の売却による収入  391,481 

 投資有価証券の購入による支出  △736,434 

 有形固定資産の売却による収入  202,783 

 有形固定資産の取得による支出  △149,313 

 無形固定資産の取得による支出  △1,105 

 差入敷金・保証金の返還による収入  208,631 

 差入敷金・保証金の取得による支出  △88,514 

 短期貸付金の貸付による支出  △465,000 

 長期貸付金の回収による収入  141,768 

 長期貸付金の貸付による支出  △174,450 

 新規連結子会社の取得による支出 ※２ △2,022 

 その他  10,450 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △661,726 

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  4,100,000 

 社債の償還による支出  △500,000 

 長期借入金の借入による収入  2,300,000 

 長期借入金の返済による支出  △200,330 

 少数株主からの払込による収入  100,000 

 配当金の支払額  △107,340 

財務活動によるキャッシュ・フロー  5,692,330 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額  3,287,566 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  1,809,424 

Ⅵ 子会社の新規連結に伴う現金及び現金同等
物の増加額 

 28,545 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 5,125,536 
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
当連結会計年度 

(自 平成17年９月１日 
至 平成18年８月31日) 

１．連結の範囲に関する事項 

 

 

 

(1)連結子会社の数 … ５社  

連結子会社の名称 … 株式会社骨太住宅 

   株式会社ハウスドクター 

   株式会社ハウスケア 

   株式会社イノベーションアラ

イアンス 

   安芸マイホームサービス株式

会社 

株式会社骨太住宅（平成18年3月1日に株式会社ウエスト

から社名変更、以下同様）は平成18年３月１日に株式移転

により、完全親会社である株式会社ウエストホールディン

グス（当社）を設立したため、同社及びその連結子会社で

ある株式会社ハウスドクター（平成17年10月25日設立）は

当連結会計年度より連結の範囲に含まれることになりま

した。また、従来株式会社骨太住宅の非連結子会社であっ

た株式会社イノベーションアライアンスは、重要性が高ま

ったため、当連結会計年度の下期から連結の範囲に含まれ

ることになりました。 

株式会社ハウスケアは平成18年３月６日に当社の連結

子会社として設立されたため、当連結会計年度から連結の

範囲に含まれることになりました。 

安芸マイホームサービス株式会社は平成18年６月19日

に当社が同社の発行済株式の95％を取得したため、当連結

会計年度から連結の範囲に含まれることになりました。 

(2)非連結子会社の名称 
 

  非連結子会社はありません。 

 

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の数 

   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の数 

   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 

   CONEX ASIA NETWORK株式会社 

 （持分法を適用しない理由） 

   CONEX ASIA NETWORK株式会社は、当期純損益（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．連結子会社の事業年度等に

関する事項 

  すべての連結子会社の事業年度の末日と連結決算日は一

致しております。 
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項目 
当連結会計年度 

(自 平成17年９月１日 
至 平成18年８月31日) 

４．株式移転に伴う資本連結に

関する事項 

  株式会社骨太住宅(平成18年３月１日に株式会社ウエスト

から商号変更以下同様)は平成18年３月１日に株式移転によ

り完全親会社である株式会社ウエストホールディングス(当

社)を設立しました。株式移転に伴う資本連結手続は、持分

プーリング法に準じた方法により処理し、連結財務諸表を作

成しております。 

  ただし、株式会社骨太住宅の前事業年度の利益剰余金期末

残高を引き継いでおります。 

 

５．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 

    連結決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額

は全部純資産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) 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、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。 

 

 (3) 重要な引当金の計上基準 

①  貸倒引当金 

   債権の貸倒れ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

のうち当連結会計年度負担額を計上しております。 
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項目 
当連結会計年度 

(自 平成17年９月１日 
至 平成18年８月31日) 

 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グループの負担となった金

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、当連結会計年度末の残高はありません。 

 

 (4) 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。 

 

 (5) 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。 

 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。 

 

 (6) その他連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

① 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。 

②  連結納税制度の適用 

   当連結会計年度から連結納税制度を適用しております。 

 

 ５．連結子会社の資産及び負債

の評価に関する事項 

連結子会社の資産及び負債の評価については全面時価

評価法を採用しております。 

 

６．のれんの償却に関する事項 のれんの償却については、５年間の均等償却を行ってお

ります。 

 

７．連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲 

   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 

当連結会計年度 

(自 平成17年９月１日 
至 平成18年８月31日) 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

  当連結会計年度より「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当期純損失は78,551千円増

加しております。 

  なお、減損損失累計額については、改正後の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。 

 

（連結貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等） 

  当連結会計年度より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会

計基準委員会 平成17年12月９日 企業会計基準第５号）及び「貸借対照表の純資

産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準委員会 平成17年12

月９日 企業会計基準適用指針第８号）を適用しております。 

  これによる損益に与える影響はありません。 

従来の「資本の部」の合計に相当する金額は2,692,180千円であります。 

  なお、連結財務諸表規則の改正により、当連結会計年度における連結貸借対照表の

純資産の部については、改正後の連結財務諸表規則により作成しております。 

 

（保有目的の変更） 

当連結会計年度において、当社の一部の固定資産(土地)の保有目的を変更し、たな

卸資産（販売用不動産）に90,424千円振替えております。 

 

 

注記事項 

(連結貸借対照表関係) 

当連結会計年度 
(平成18年８月31日) 

※１．非連結子会社及び関連会社に対するものは、次の通りであります。 

       投資有価証券（株式）          30,600千円 

２．偶発債務    

   債務保証 

連結子会社株式会社骨太住宅は、次の会社について下記内容の債務保証を行

っております。 

保証先 金額(千円) 内容 

松本建設株式会社 16,275 

公共工事履行ボンド／ 

入札履行保証保険 

(極度限度額４億円) 
 

※３．当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行６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連結会計年度末の借入未実行

残高は次のとおりであります。 

当座貸越極度額 4,700,000千円 

借入実行残高 4,100,000千円 

差引額 600,000千円 
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(連結損益計算書関係) 

当連結会計年度 

(自 平成17年９月１日 
至 平成18年８月31日) 

※１．販売費及び一般管理費の主な内容 

従業員給与 1,213,265千円

賞与引当金繰入額 17,420千円

貸倒引当金繰入額 13,629千円

支払手数料 412,808千円
 

※２．研究開発費の総額 

一般管理費に含まれる研究開発費 25,165千円

 
※３．固定資産売却益の内訳 

工具器具･備品 17,342千円
 

※４．固定資産除却損の内訳 

工具器具･備品 4,430千円
 

※５．固定資産売却損の内訳 

建物 21,194千円

土地 56,535千円

工具器具･備品 15千円

計 77,745千円
 
※６．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。 

※７．支店閉鎖損失の内訳 

固定資産除却損（建物） 92,691千円

固定資産除却損（工具器具・備品） 11,999千円

現状回復費他 97,522千円

計 202,213千円
 

※８．減損損失 

     当社は当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。 

 (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。 
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（連結株主資本等変動計算書関係） 

当連結会計年度（自 平成 17年９月１日 至 平成 18年８月 31日） 

１． 発行済株式の種類及び総数に関する事項 

 前事業年度末 

株式数(株) 

当連結会計年度 

増加株式数 

(株) 

当連結会計年度 

減少株式数 

(株) 

当連結会計年度末 

株式数(株) 

発行済株式     

普通株式 7,156,000 - - 7,156,000 

合  計 7,156,000 - - 7,156,000 

 

２． 自己株式に関する事項 

該当事項はありません。 

 

３． 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

該当事項はありません。 

 

４．配当に関する事項 

(１)配当金支払額 

決議 株式の種類 配当金の総額 

（千円） 

１株当たり 

 配当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成 17年 11月 25 日 

定時株主総会 普通株式 107,340 15.00 平成17年８月31日 平成 17年 11 月 28 日 

(注) 連結子会社である株式会社骨太住宅(旧社名株式会社ウエスト)が株式移転前に行った配当であり

ます。 

(２)基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

決議 
株式の 

種 類 

配当金の総額 

（千円） 
配当の原資 

１株当たり

配当額（円） 
基準日 効力発生日 

平成 18年 11 月 28日 

定時株主総会 

普通 

株式 
107,340 利益剰余金 15.00 平成 18年８月 31日 平成18年11月29日 
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(連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

当連結会計年度 

(自 平成17年９月１日 
至 平成18年８月31日) 

※１．現金及び現金同等物の決算期末残高と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８月31日) 

現金預金勘定 5,175,536千円

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 5,125,536千円

 

※２．株式の取得により新たに連結子会社となった会社の資産及び負債の内容 

   株式の取得により新たに安芸マイホームサービス株式会社を連結したことに伴

う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに安芸マイホームサービス株式会社の取

得価額と安芸マイホームサービス株式会社取得のための支出（純額）との関係は次

の通りであります。 

 

連結開始時の資産及び負債の内訳 

流動資産 44,784千円

固定資産 4,605千円

のれん 12,709千円

流動負債 △25,864千円

少数株主持分 △235千円

安芸マイホームサービス株式会社株

式の取得価額 
36,000千円

安芸マイホームサービス株式会社の

現金及び現金同等物 
△33,977千円

差引：安芸マイホームサービス株式会

社取得のための支出 
2,022千円
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（リース取引関係） 

 当連結会計年度 

(自 平成17年９月１日 
至 平成18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) 

その他有形固定資産 

（工具器具・備品） 
69,608 33,486 36,122 

その他有形固定資産 

(機械装置・運搬具) 
1,666 105 1,561 

その他無形固定資産 

(ソフトウェア） 
16,090 4,022 12,067 

合  計 87,365 37,614 49,751 
 

②  未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 15,432千円

１年超 35,094千円

 合計 50,527千円
 

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 31,308千円

減価償却費相当額 30,446千円

支払利息相当額 2,067千円
 

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 

(借主側) 
未経過リース料 

１年以内 5,148千円

１年超 4,711千円

 合計 9,859千円

 

 (減損損失) 

  リース資産に配分された減損損失はありませんので、項目等の記載は省略

しております。 
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（有価証券関係） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

当連結会計年度(平成18年８月31日) 
区 分 

取得原価(千円) 
連結貸借対照表計上額 

(千円) 
差額(千円) 

連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えるもの 

   

① 株式 4,285 8,760 4,474 

② その他 259,678 263,835 4,156 

小計 263,963 272,595 8,631 

連結貸借対照表計上額が 
取得原価を超えないもの 

   

  株式 153,043 143,750 △9,293 

合計 417,007 416,345 △662 

 
２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

売却額(千円) 売却益の合計額(千円) 売却損の合計額(千円) 

391,481 47,433 4,282 

 

３．時価評価されていない主な有価証券の内容 

当連結会計年度(平成18年８月31日) 
区 分 

連結貸借対照表計上額(千円) 

その他有価証券  

    非上場株式(店頭売買株式を除く) 345,515 

計 345,515 
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（デリバティブ取引関係） 
１． 取引の状況に関する事項 

当連結会計年度 

(自 平成17年９月１日 

   至 平成18年８月31日） 

(1) 取引の内容 

   当社は、金利キャップ取引及び金利スワップ取引を利用しております。 

 

(2) 取引に対する取組方針 

   当社のデリバティブ取引については、将来の金利変動リスクを回避する目的で行

っており、投機的な取引は行わない方針であります。 

 

(3) 取引の利用目的 

   当社は、銀行借入金に係る金利相場の変動リスクを回避する目的で、金利キャッ

プ取引及び金利スワップ取引を行っております。 

 

(4) 取引に係るリスクの内容 

   当社が利用している金利キャップ取引及び金利スワップ取引については、金利相

場の変動に係るリスクを有しております。なお、契約の相手方は国内の信用度の

高い取引銀行に限定して、市場リスク及び信用リスクを最小限にとどめるように

しております。 

 

(5) 取引に係るリスク管理体制 

   金利関連のデリバティブ取引の契約に際しては、担当役員並びに代表取締役の決

裁を受け、承認された取引内容及び限度額等に基づき、財務にて実行及びリスク

の一元管理を行っております。 

 

(6) その他 

   「取引の時価等に関する事項」における契約額は、この金額自体がデリバティブ

取引に係る市場リスク量を示すものではありません。 

 

２．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 

当連結会計年度 
(平成18年８月31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 － △531 △531 

合計 100,000 － △531 △531 

(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注記の対象から除いております。 
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④ 税効果会計 

(ｲ)繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳                    

 当連結会計年度 

(平成18年８月31日) 

繰延税金資産  

  賞与引当金限度超過額 8,957 千円 

  貸倒引当金限度超過額 82,357 千円 

  未払事業税否認 3,374 千円 

  未払事業所税 613 千円 

  棚卸資産評価損 26,719 千円 

  減損損失 30,830 千円 

 その他有価証券評価差額金 270 千円 

 繰越欠損金 620,670 千円 

 その他 1,202 千円 

 繰延税金資産小計  774,997 千円 

 評価性引当額 △774,997 千円 

繰延税金資産合計 ―  

繰延税金負債  

繰延税金負債合計 ―  

繰延税金資産または負債の純額 ―  

 

(ﾛ)法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳 

     当連結会計年度は、税金等調整前当期純損失を計上しておりますので、記載を省略しております。 
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（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

当連結会計年度（自 平成 17年９月１日 至 平成 18年８月 31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 

Ⅰ 売上高       

(1)外部顧客に対する売上高 5,330,130 2,065,532 477,982 7,873,644 － 7,873,644 

(2)セグメント間の内部売上高 

  又は振替高 
－ － － － － － 

計 5,330,130 2,065,532 477,982 7,873,644 － 7,873,644 

営業費用 5,121,867 2,178,823 728,889 8,029,580 970,853 9,000,434 

営業利益又は営業損失(△) 208,262 △113,290 △250,907 △155,935 △970,853 △1,126,789 

Ⅱ 資産、減価償却費及び       

 資産的支出       

  資産 5,023,118 2,248,156 1,057,891 8,329,166 2,106,231 10,435,397 

   減価償却費 110,571 6,171 14,429 131,171 36,252 167,423 

減損損失 － － － － 78,551 78,551 

  資本的支出 140,561 3,643 5,551 149,756 8,986 158,743 

(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等 

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（970,853 千円）の主なもの

は、当社グループの管理部門に係る費用であります。 
３．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、2,106,231 千円であり、その主

なものは、当社グループの管理部門に係る資産及び余資運用資金であります。 
４．減価償却費及び資本的支出には、長期前払費用と同費用に係る償却費が含まれております。 

      

【所在地別セグメント情報】 

当連結会計年度（自 平成 17年９月１日 至 平成 18年８月 31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】 

 当連結会計年度（自 平成 17年９月１日 至 平成 18年８月 31日） 

 海外売上高がないため、該当事項はありません。 

 

【関連当事者取引】 

該当事項はありません。
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(１株当たり情報) 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 (注) １株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下の通りであります。

当連結会計年度 
(自 平成17年９月１日 
至 平成18年８月31日) 

１株当たり純資産額 376円21銭
 

１株当たり当期純損失 225円05銭
 
なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、１株当たり当

期純損失であり、また、潜在株式がないため記載しておりません。 

項目 
当連結会計年度 

(自 平成17年９月１日 
至 平成18年８月31日) 

 当期純損失(千円) 1,610,478 

普通株主に帰属しない金額(千円) ― 

普通株式に係る当期純損失(千円) 1,610,478 

期中平均株式数(株) 7,156,000 
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(重要な後発事象) 

当連結会計年度 
(自 平成17年９月１日 
至 平成18年８月31日) 

 

当社は、平成 18年７月 28日開催の取締役会において松本建設株式会社の建設業に関す

る事業譲渡契約締結を決議し、平成 18年９月１日付けで事業譲受会社の全株式を 40,000

千円取得し、子会社化致しました。 

１． 目 的 

 受注の確定している工事案件について当社主導で採算性の向上を図るとともに、建築物

再生事業においてあらゆる構築物の建築基準・建設条件に対応できる同社の施工管理技術

を活用するため。 

２． 異動する子会社の概要 

①商  号        松本建設株式会社（旧商号名株式会社松和コーポレーション） 

②所在地       広島県広島市中区舟入幸町 3番 1号 

③設立年月日   平成 18年５月24日 

④主な事業内容 土木建築工事請負に関する業務 

⑤決算期       ８月 31日 

⑥従業員数     90 名（平成18年９月１日現在） 

⑦資本金の額   20,000 千円 

⑧異動前の株主 株式会社ＭＫコーポレーション（旧商号名松本建設株式会社） 
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５．生産、受注及び販売の状況 

(1) 生産実績 

当連結会計年度における事業の種類別セグメントの生産実績は、次のとおりであります。 

 
当連結会計年度 

(自 平成17年９月１日 
 至 平成18年８月31日) 

事業の種類別 
セグメントの名称 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

リニューアル事業 5,330,130     67.6 

ユニオン事業 2,549,750     32.4 

合計 7,879,880     100.0 

(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 

当連結会計年度における事業の種類別セグメントの受注実績は、次のとおりであります。 

当連結会計年度 
(自 平成17年９月１日 
 至 平成18年８月31日) 

事業の種類別 
セグメントの名称 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

リニューアル事業 5,366,348     67.2 

ユニオン事業 2,136,172     26.8 

その他事業 477,982     6.0 

合計 7,980,502     100.0 

(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 

当連結会計年度における事業別の種類別セグメントの販売実績は、次のとおりであります。 

当連結会計年度 
(自 平成17年９月１日 
 至 平成18年８月31日) 

事業の種類別 
セグメントの名称 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

リニューアル事業 5,330,130     67.7 

ユニオン事業 2,065,532     26.2 

その他事業 477,982     6.1 

合計 7,873,644     100.0 

(注) １．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．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。 

 

 


