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１．平成18年９月中間期の業績（平成18年４月1日～平成18年９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９月中間期 1,555 (8.5) △208  (―) △177 (―)
17年９月中間期 1,433 (14.9) 8 (△88.0) 40 (△54.7)

18年３月期 3,536 126 170

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９月中間期 △191 (―) △10,087 23 ― ―
17年９月中間期 13 (△73.4) 701 31 701 05

18年３月期 76 4,039 43 ― ―
（注）①持分法投資損益 18年９月中間期 －百万円 17年９月中間期 －百万円 18年３月期 －百万円

②期中平均株式数 18年９月中間期 18,995株 17年９月中間期 18,991株 18年３月期 18,992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）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 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９月中間期 4,180 3,181 76.1 167,505 04
17年９月中間期 4,194 3,357 80.0 176,765 19

18年３月期 4,226 3,420 80.9 180,096 94
（注）①期末発行済株式数 18年9月中間期 18,995株 17年9月中間期 18,992株 18年3月期 18,995株

②期末自己株式数 18年9月中間期 493株 17年9月中間期 495株 18年3月期 492株

(3）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９月中間期 △63 △738 △46 646
17年９月中間期 25 △50 △42 1,367

18年３月期 215 △108 △46 1,495

２．平成19年３月期の業績予想（平成18年４月1日～平成19年３月31日）  

売上高 経常利益 当期純利益

 百万円 百万円 百万円

通　期 4,550 130 73

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　3,843円12銭

３．配当状況

・現金配当 １株当たり配当金(円) 

中間期末 期末 年間

18年３月期 －　　 2,500.00 2,500.00
19年３月期（実績） －　　 －

2,500.00
19年３月期（予想） － 2,500.00

※　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５ページを参照して下さい。



１．企業集団の状況

　当社は、住宅フランチャイズチェーン本部の運営および直営店による住宅販売・施工を主な事業内容としておりま

す。住宅フランチャイズチェーン本部は、加盟店に対し、高品質・省コスト住宅の企画および設計、営業・施工等に

関するノウハウの提供ならびに住宅設備・資材およびチラシ・パンフレット等の販売促進ツールの販売を行っており

ます。

　当社の親会社は住友不動産株式会社であり、当社の事務所の賃貸借に関する取引がある他、取締役として１名を受

け入れております。また、当社はグループホーム介護福祉事業を行う株式会社リーラの家に対して出資しており、出

資比率は31.6％です。

　以上に述べた事項の概要は次のとおりであります。

 

住宅販売・施工 

エンドユーザー 

ユニバーサルホーム加盟店 

(株)ユニバーサルホーム 
（当社） 

住友不動産（株） 

 （親会社） 

出資 

事務所賃貸 

役員の派遣 

住宅施工等に関する 

ノウハウ提供 

住宅設備・資材及び 

販促品の販売 

住宅販売・施工 

ユニバーサルホーム 

   直営店 
（株）リーラの家 

出資 

グループホーム 

建築委託 
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２．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

　当社は、「万有の英知を集結し、人と地球にやさしい家づくり」を経営理念としております。この理念の実現のた

めに、地域に密着した優良工務店を当社のフランチャイズチェーンの加盟店とし、加盟店がエンドユーザーに対して

直接に請負・施工・アフターメンテナンスを行っております。加盟店が販売からアフターメンテナンスまでを一貫し

て行うことにより中間マージンを排除し、日本の住宅のコストパフォーマンスを欧米並みに引上げるという「住宅革

命」を推進することを当社の使命と考えております。

 

(2）会社の利益配分に関する基本方針

　当社は株主の皆様を、当社の経営理念を共有した同志として、極めて重要な位置付けをしております。「住宅革命」

を通じて利益成長をもたらし、継続的に企業価値を高めていくことが株主の皆様の利益につながるものと認識してお

ります。

　従って、利益配分は、長期的成長を維持するという観点から、当社の企業価値を増大させる再投資のための内部留

保および株主の皆様への還元としての配当とのバランスを考慮した配当政策を実施していく方針です。

　内部留保資金の使途については、事業基盤拡充のための新規事業開拓や、新たなノウハウ構築および利益拡大を目

的とした直営店展開の設備投資等に充当する予定です。

　

 

  (3）投資単位の引下げに関する考え方及び方針

  当社は、投資単位の引下げが株式の流動性向上と株主数増大のための有効な施策であると理解しております。今後

の具体的な施策および時期につきましては、株価の推移、需給状況、施策による影響等を考慮して検討してまいりま

す。

 

(4）目標とする経営指標

　当社は、株主利益を重視する観点から自己資本利益率（ＲＯＥ）を最も重要な経営指標と位置付け、ＲＯＥ20％を

中長期的な目標数値と考えております。当該数値を目標としている根拠は、欧米の優良企業と比較しても遜色無い水

準を目指すという中長期目標を表したものです。当社が有する「人・モノ・カネ・情報」を成長機会のある事業領域

に積極投入することで収益極大化を目指し、ＲＯＥ向上を図ります。

 

(5）中長期的な会社の経営戦略

　当社の設立当初からの経営戦略は、新設住宅建築の約４分の３を占める地場工務店を対象にフランチャイズシステ

ムを構築してコストパフォーマンスの高い良質な住宅を多くのユーザーに提供し続けることにより業容拡大を目指す

ことです。そのために加盟店数の増加、加盟店の生産性向上が当企業グループの成長の大きな要因となります。

　加盟店数については、全国を350エリアに区切り、優良工務店の新規加盟および既存加盟法人の複数エリア加盟を併

せて積極的かつ計画的に展開します。

　加盟店の生産性については、フランチャイズ本部の役割として、他社と差別化された新商品開発の推進および効果

的な販売促進活動、加盟店への営業・技術指導を通じて、１加盟店当たりの上棟棟数を引き上げます。

 

<事業二本柱体制の構築>

　フランチャイズ事業と直営事業の「事業二本柱体制の構築」を目的として、直営店出店を加速させます。これによ

り、収益力向上を期待するとともに、フランチャイズ事業とのシナジー効果による当社と加盟店との真の共存共栄を

目指します。

<期待されるシナジー効果>

・直営事業で培う成功事例を当フランチャイズチェーン全体に横展開することが可能となります。

・直営店において各種テストプロモーションを実施することにより、フランチャイズパッケージのブラシュアップに

      繋げることが可能となります。

    ・直営店展開の中で人材育成を図り、加盟店に対する営業・技術指導を強化することが可能となります。
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(6）会社の対処すべき課題

①　他社と差別化された商品性能を持ち、コストパフォーマンスの高い商品の開発

②　集客効果の高い販売促進ノウハウの開発および企業・ブランドイメージの確立

③　加盟店における営業力・店舗経営力の強化に向けた教育指導システムの構築

④　住宅の品質を保持し、施工技術の平準化を図るための品質管理システムの構築

⑤　住宅に関する保証や保険、金融サービスなどソフト面の充実

⑥　コンサルティング能力、商品開発力など高い専門能力を有した人的資源の充実

(7）関連当事者（親会社等）との関係に関する基本方針

  当社の事務所の賃貸借に関する取引がある他、役員を１名受け入れております。当社は、住友不動産グループの一

員としての対外的な信用力向上につながるものと考えております。

 （平成18年９月30日現在）

親会社等 属性
親会社等の議決権所有比率

（％）

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

 住友不動産株式会社  親会社  55.3
 株式会社東京証券取引所　市場一部

 株式会社大阪証券取引所　市場一部

 

 

 （8）内部管理体制の整備・運用状況

　当社は、株式会社ジャスダック証券取引所へ「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」を提出しており、当該

事項は「内部統制システムに関する基本的な考え方及び整備状況」に記載しております。なお、同報告書は同証券取

引所ホームページに開示されております。
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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の経済は、米国経済減速や原油価格不安定等の懸念材料があるものの、企業の収益

改善を背景とした設備投資は堅調に推移し、景気は緩やかに拡大を持続しました。しかしながら、依然として本格的

な家計所得への波及には至っておらず、景気回復を実感しにくい状況にあります。

　住宅業界におきましては、首都圏を中心に地価下落に歯止めがかかり一部の地域では値上がりに転じたこともあり、

貸家および分譲住宅を中心に堅調に推移しました。当社が取り組んでおります戸建注文住宅（持家）市場においても、

住宅ローン金利の先高観から首都圏を中心に建替え・住替え等の二次取得者の住宅投資意欲に回復の兆しが見られ、

持ち直す傾向が現れました。しかしながら、この傾向は金融政策に影響された短期的なものであり、消費税率の上昇

議論等も浮上してきたことと併せて、依然楽観できない状況にあります。

　このような外部環境のもと、当社は二本柱体制の確立に注力しながら以下の施策に取り組みました。

　フランチャイズ事業といたしまして、「こだわり」や「個性」を取り入れてきた『ニューデザインシリーズ』の拡

充に加え、戸建注文住宅市場における顧客ニーズの多様化に対応すべく、新たに団塊世代と団塊ジュニア世代の健康・

環境こだわり層をターゲットとした『ヘルシオン』を８月にリリースいたしました。この商品は、室内にマイナスイ

オンを発生させ空気質を改善させる「ユニバーサルＩＣＡＳ」を採用し、消臭、調湿効果のほか、電磁波低減、リラッ

クス効果や美肌効果など、心身ともに健康を保つ画期的なシステムが特徴となっております。また、当社商品の特徴

である「地熱」を有効活用した特許取得工法「天然冷暖房基礎」も標準装備しております。知名度およびブランド力

向上につきましては、従来から積極的に行っているＴＶＣＦ放映や全国一斉キャンペーンほか、新聞全国紙媒体によ

る広報掲載によるプロモーション活動を継続して積極的に実施いたしました。

　直営事業といたしまして、新規出店と人員増強・育成を重要課題として取り組んでおります。新規出店については、

４月の「座間店」に引続き、今期２店舗目となる「霧島国分店」を９月に出店し、合計８店舗となりました。霧島国

分店の売上については、来期より寄与する予定です。また人員増強・育成については、工務組織の強化を図り、品質

の向上および納期の徹底に向けて業務効率化を推進しております。

 

　当中間会計期間の業績は上記外部環境の影響に伴い、価格体系変更でロイヤリティ収入が伸び悩みましたが、直営

店による完成工事高等の増加により売上高1,555百万円（前年同期比＋8.5％）となりました。利益面では経費節減に

努めましたが、フランチャイズ加盟店への貸付金が回収不能となり担保で保全されていない回収不能額55百万円を計

上した影響等により経常損失177百万円、当期純損失191百万円と増収減益となりました。加盟店数139店（同△

8.6％）、オープン店舗数123店（同△7.5％）、契約棟数1,301棟（同△9.3％）、上棟棟数1,002棟（同△4.0％）にな

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は、前受金が増加したものの当期純利益の減少要因等により当中間会

計期間末には646百万円（前年同期比△52.7％）となりました。

 

　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・フローにつきましては、直営店の受注による前受金が増加しましたが、税引前中間純

利益の減少等の要因により△63百万円となりました。

　投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、長期性預金の預入等の要因により△738百万円となりまし

た。

　財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、配当金の支払等の要因により△46百万円となりました。
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　当中間会計期間における当社のキャッシュ・フロー指標は下記のとおりであります。

平成17年３月期 平成18年３月期 平成19年３月期

中間 期末 中間 期末 中間

自己資本比率（％） 86.3 82.8 80.0 80.9 76.1  

時価ベースの自己資本比率

（％）
89.9 87.2 90.6 100.2 76.3

債務償還年数（年） ― ― ― ― ― 

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍）
― ― ― ― ― 

（注）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

※　株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。

※　営業キャッシュ・フローはキャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しておりま

　　す。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。また、利払いについては、キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。

 

(3）通期の見通し

　我が国経済の見通しとしては、引続き息の長い景気回復で推移するものの、年平均成長率２％強の低成長という状

況下では、家計所得への波及は依然として薄い状況が続くと予想されます。

　住宅業界においては、住宅ローン金利の先高観、住宅減税の縮減傾向、さらには消費税率の引上げ懸念等の理由か

ら需要が一時的に増加し、これまで住宅建設に躊躇していた建替え・住替え等の二次取得者を中心に回復すると予想

されます。

　このような環境の中、今後は所得が多様化することで当社ターゲット層も拡大が予想され、この層からの購買者獲

得が最重要課題となります。これに対し、下期は次のような施策に取り組んでまいります。

　フランチャイズ事業といたしましては、加盟店の人材研修を積極的に実施し、営業力強化ならびに現場管理の徹底

と、更なる品質の向上・ブランドイメージのアップを目指していきます。また、多様化する顧客ニーズへの対応をす

べく団塊ジュニア世代に好評の『ニューデザインシリーズ』の新たな商品開発および健康住宅のシリーズ化を図って

まいります。プロモーションにおいても継続して当社の知名度およびブランド力向上のために積極的に行ってまいり

ます。

　直営事業といたしましては、引続き新規出店のための準備を行ってまいります。既存店におきましては、業務全般

の見直しによる品質の向上を目指します。

　以上により、通期の見通しは、加盟店数141店（前年同期比＋2.9％）、オープン店舗数126店（同＋5.0％）、契約

棟数2,564棟（同△0.4％）、上棟棟数2,126棟（同＋6.4％）を予定しております。その結果として売上高4,550百万円

（同＋28.7％）、経常利益130百万円（同△23.5％）、当期純利益73百万円（同△3.9％）を予定しております。
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４．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９月30日）
当中間会計期間末

（平成18年９月30日）

前事業年度
要約貸借対照表

（平成18年３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 ※３ 1,367,905   646,691   1,495,890   

２　売掛金  377,098   389,066   359,500   

３　たな卸資産  27,287   42,981   48,700   

４　未成工事支出金  177,012   190,608   48,693   

５　その他 ※４ 247,770   410,996   371,245   

６　貸倒引当金  △6,100   △59,000   △6,100   

流動資産合計   2,190,974 52.2  1,621,345 38.8  2,317,929 54.8

Ⅱ　固定資産           

１　有形固定資産 ※１          

(1）建物  157,888   196,705   168,498   

(2）工具器具備品  19,014   15,800   17,220   

(3）土地  202,644   202,644   202,644   

(4）その他  69,822   39,873   62,074   

有形固定資産合計  449,369  10.7 455,024  10.9 450,437  10.7

２　無形固定資産  16,193  0.4 18,702  0.4 17,800  0.4

３　投資その他の資産           

(1）関係会社株式  39,475   64,501   45,975   

(2）出資金  500,000   500,000   500,000   

(3) 長期貸付金  219,285   ―   97,992   

(4）破産債権更生債権そ
の他これらに準ずる
債権

 206,185   190,461   191,777   

(5）長期性預金  300,000   800,000   300,000   

(6）その他  473,001   727,106   504,972   

(7）貸倒引当金  △200,000   △196,500   △200,000   

投資その他の資産合計  1,537,947  36.7 2,085,569  49.9 1,440,717  34.1

固定資産合計   2,003,509 47.8  2,559,296 61.2  1,908,955 45.2

資産合計   4,194,484 100.0  4,180,641 100.0  4,226,885 100.0
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前中間会計期間末

（平成17年９月30日）
当中間会計期間末

（平成18年９月30日）

前事業年度
要約貸借対照表

（平成18年３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　買掛金  320,566   417,754   397,534   

２　未払法人税等  14,748   4,611   29,499   

３　未成工事受入金  241,933   315,478   111,765   

４  地盤補償引当金  7,708   7,708   7,708   

５　その他  ※４ 121,742   116,962   128,776   

流動負債合計   706,700 16.9  862,515 20.6  675,284 16.0

Ⅱ　固定負債           

１　長期未払金  127,660   118,770   127,660   

２　その他  3,000   17,597   3,000   

固定負債合計   130,660 3.1  136,367 3.3  130,660 3.1

負債合計   837,360 20.0  998,883 23.9  805,944 19.1

           

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   725,300 17.3  ― ―  725,300 17.1

Ⅱ　資本剰余金           

１　資本準備金  605,935   ―   605,935   

２　その他資本剰余金           

　 自己株式処分差益  812   ―   835   

資本剰余金合計   606,747 14.5  ― ―  606,770 14.4

Ⅲ　利益剰余金           

１　利益準備金  22,963   ―   22,963   

２　中間（当期）未処分利
益

 2,067,406   ―   2,130,804   

利益剰余金合計   2,090,369 49.8  ― ―  2,153,767 50.9

Ⅳ　自己株式   △65,292 △1.6  ― ―  △64,897 △1.5

資本合計   3,357,124 80.0  ― ―  3,420,941 80.9

負債資本合計   4,194,484 100.0  ― ―  4,226,885 100.0
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前中間会計期間末

（平成17年９月30日）
当中間会計期間末

（平成18年９月30日）

前事業年度
要約貸借対照表

（平成18年３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
（％）

（純資産の部）  

Ⅰ　株主資本        

１　資本金  ― ― 725,300 17.3 ― ―

２　資本剰余金  

(1）資本準備金  ― 605,935 ―

(2）その他資本剰余金  ― 835 ―

資本剰余金合計  ― ― 606,770 14.5 ― ―

３　利益剰余金  

(1）利益準備金  ― 22,963 ―

(2）その他利益剰余金     

　 　繰越利益剰余金  ― 1,891,708 ―

利益剰余金合計  ― ― 1,914,672 45.8 ― ―

４　自己株式  ― ― △64,984 △1.5 ― ―

株主資本合計  ― ― 3,181,758 76.1 ― ―

純資産合計  ― ― 3,181,758 76.1 ― ―

負債純資産合計  ― ― 4,180,641 100.0 ― ―
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(2）中間損益計算書

  
前中間会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
要約損益計算書

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３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   1,433,340 100.0  1,555,522 100.0  3,536,095 100.0

Ⅱ　売上原価   667,775 46.6  861,047 55.4  1,888,408 53.4

売上総利益   765,565 53.4  694,475 44.6  1,647,687 46.6

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

※１  757,392 52.8  903,377 58.1  1,521,224 43.0

営業利益又は営業
損失（△）

  8,173 0.6  △208,902 △13.5  126,462 3.6

Ⅳ　営業外収益           

１　受取利息  5,302   5,397   10,816   

２　その他  29,958 35,260 2.4 31,048 36,445 2.4 42,586 53,403 1.5

Ⅴ　営業外費用   2,673 0.2  5,319 0.3  8,924 0.3

経常利益又は経常
損失（△）

  40,760 2.8  △177,775 △11.4  170,941 4.8

Ⅵ　特別利益  ※２  10,894 0.8  ― ―  10,894 0.3

Ⅶ　特別損失 ※３  30,904 2.2  133 0.0  39,029 1.1

税引前中間（当
期）純利益又は純
損失（△）

  20,751 1.4  △177,909 △11.4  142,807 4.0

法人税、住民税及
び事業税

 13,451   5,213   75,436   

法人税等調整額  △6,019 7,432 0.5 8,484 13,697 0.9 △9,346 66,090 1.8

中間（当期）純利
益又は純損失
（△）

  13,318 0.9  △191,606 △12.3  76,716 2.2

前期繰越利益   2,054,087   ―   2,054,087  

中間（当期）未処
分利益

  2,067,406   ―   2,130,804  
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(3）中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本合
計

資本準備金
その他資本
剰余金

資本剰余金
合計

利益準備金

その他利益
剰余金

利益剰余金
合計

繰越利益剰
余金

平成18年３月31日　残高

（千円）
725,300 605,935 835 606,770 22,963 2,130,804 2,153,767 △64,897 3,420,941

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当（千円）(注)      △47,488 △47,488  △47,488

中間純利益（千円）      △191,606 △191,606  △191,606

自己株式の取得（千円）        △87 △87

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
― ― ― ― ― △239,095 △239,095 △87 △239,183

平成18年９月30日　残高

（千円）
725,300 605,935 835 606,770 22,963 1,891,708 1,914,672 △64,984 3,181,758

純資産合計

平成18年３月31日　残高

（千円）
3,420,941

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当（千円）(注) △47,488

中間純利益（千円） △191,606

自己株式の取得（千円） △87

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
△239,183

平成18年９月30日　残高

（千円）
3,181,758

　(注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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(4）中間キャッシュ・フロー計算書

  
前中間会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９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17年４月１日
至　平成18年３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

    

１　税引前中間（当期）純
利益又は純損失(△)

 20,751 △177,909 142,807

２　減価償却費  17,901 20,443 37,018

３　役員退職慰労引当金の
増加額

 4,930 ― 4,930

４　減損損失  21,000 ― 21,000

５　貸倒引当金の増加額  ― 49,400 ―

６　貸倒損失  ― 55,296 ―

７　固定資産除却損  9,904 133 18,029

８　受取利息及び受取配当
金

 △17,992 △17,878 △23,506

９　売上債権の増減額
（増加：△）

 △38,101 △29,566 △20,502

10　たな卸資産の増減額
　　（増加：△）

 △123,141 △136,196 △16,234

11　仕入債務の増減額
（減少：△）

 20,891 20,220 97,858

12　未払消費税等の増減額
（減少：△）

 ― △15,758 10,029

13　前受金の増減額
（減少：△）

 146,704 202,454 17,376

14　長期未払金の減少額  ― △8,890 ―

15　破産債権更生債権その
他これらに準ずる債権
の回収額

 4,926 1,315 17,970

16　その他  △53,185 △14,948 △59,171

小計  14,588 △51,884 247,603

17　利息及び配当金の受取
額

 15,841 18,166 20,355

18　法人税等の支払額  △5,319 △30,102 △52,553

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 25,110 △63,820 215,405
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前中間会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９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17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

    

１　短期貸付金の増減額
（増加：△）

 10,000 △101,000 26,000

２　有形固定資産の取得に
よる支出

 △49,916 △67,631 △74,494

３　無形固定資産の取得に
よる支出 

 ― △2,979 △3,520

４　投資有価証券の取得に
よる支出

 ─ △118,526 △19,550

５　長期貸付による支出  △58,661 △12,000 △121,161

６　長期貸付金の回収によ
る収入

 47,313 22,696 109,839

７　保証金の差入による支
出

 △2,748 △3,572 △9,973

８　保証金の返還による収
入

 150 303 362

９　保険積立金の拠出によ
る支出

 △1,682 △1,682 △3,364

10　長期性預金の預入によ
る支出

 ― △500,000 ―

11　その他  4,911 45,517 △12,994

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △50,633 △738,875 △108,857

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

    

１　自己株式の取得による
支出

 ─ △87 ―

２　自己株式の売却による
収入

 418 ― 837

３　配当金の支払額  △42,838 △46,415 △47,342

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 △42,419 △46,503 △46,505

Ⅳ　現金及び現金同等物の増
減額（減少△）

 △67,942 △849,198 60,042

Ⅴ　現金及び現金同等物の期
首残高

 1,435,847 1,495,890 1,435,847

Ⅵ　現金及び現金同等物の中
間期末（期末）残高

※１ 1,367,905 646,691 1,495,890
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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

 
前中間会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１　資産の評価基準及び評価

方法

(1）有価証券

       ────

 

(1）有価証券

満期保有目的の債券

　　　　 償却原価法（定額法）

(1）有価証券

         ────

 

 その他有価証券

時価のないもの

移動平均法による原価法

　なお、投資事業有限責任組合及

びそれに類する組合への出資（証

券取引法第２条第２項により有価

証券とみなされるもの）について

は、組合契約に規定される決算報

告日に応じて入手可能な最近の決

算書を基礎とし、持分相当額を純

額で取り込む方法によっておりま

す。

その他有価証券

同左

その他有価証券

同左

 (2）たな卸資産

商品

移動平均法による原価法

未成工事支出金

個別法による原価法

貯蔵品

最終仕入原価法

(2）たな卸資産

同左

(2）たな卸資産

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日以降取得し

た建物（建物附属設備を除く）に

ついては定額法によっております。

なお、耐用年数及び残存価額につ

いては、法人税法の規定と同一の

方法に基づいております。

(1）有形固定資産

同左

(1）有形固定資産

同左

 (2）無形固定資産

　定額法によっております。

　なお、ソフトウェア（自社利用

分）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

法によっております。

(2）無形固定資産

同左

(2）無形固定資産

同左

 (3）長期前払費用（投資その他の資

産「その他」に含む）

　定額法によっております。

(3）長期前払費用（投資その他の資

産「その他」に含む）

同左

(3）長期前払費用（投資その他の資

産「その他」に含む）

同左

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

性を検討し、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
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前中間会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

 (2）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、

適格退職年金制度を採用しており、

年金財政計算上の責任準備金から

年金資産残高を控除した額を退職

給付引当金に計上しております。

　なお、当中間会計期間末におい

ては年金資産が退職給付債務を上

回っているため、前払年金費用と

して流動資産の「その他」に計上

しております。

(2）退職給付引当金

同左

 

(2）退職給付引当金

同左

 

 (3）役員退職慰労引当金

　当社は役員の退職慰労金制度を

廃止することとし、平成17年６月

28日開催の定時株主総会において、

退職慰労金の打ち切り支給議案が

承認可決されました。これにより、

当該総会までの期間に対する役員

退職慰労引当金相当額については、

長期未払金として計上しておりま

す。

(3）　　　　──── (3）役員退職慰労引当金

　当社は役員の退職慰労金制度を

廃止することとし、平成17年６月

28日開催の定時株主総会において、

退職慰労金の打ち切り支給議案が

承認可決されました。これにより、

当該総会までの期間に対する役員

退職慰労引当金相当額については、

長期未払金として計上しておりま

す。

 (4）地盤補償引当金

　地盤事故発生時の損失に備える

ため、過去の実績値を基に算出し

た必要額を計上しております。

(4）地盤補償引当金

同左

(4）地盤補償引当金

同左

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・リースの取引につ

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　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、要求払預金及び取得

日から３ヶ月以内に満期日の到来

する流動性の高い、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短

期的な投資であります。

同左 同左

６　その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための重要

な事項

（消費税等の会計処理）

　税抜方式によっております。

（消費税等の会計処理）

同左

（消費税等の会計処理）

同左
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　会計処理の変更

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

（固定資産の減損に係る会計基準）

　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。

これにより税引前中間純利益は

21,000千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。

──── 　　(固定資産の減損に係る会計基準)

　　 当事業年度より、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

   により税引前当期純利益は21,000千

   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。

──── (貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準)

　当中間会計期間より、「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　企業会

計基準第５号　平成17年12月９日）

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」

（企業会計基準適用指針第８号平成

17年12月９日）を適用しておりま

す。

　従来の資本の部の合計に相当する

金額は3,181,758千円であります。

　なお、中間財務諸表等規則の改正

により、当中間会計期末期における

中間貸借対照表の純資産の部につい

ては、改正後の中間財務諸表等規則

により作成しております。

　

────
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表示方法の変更

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

（中間貸借対照表）

１　前中間会計期間において流動負債の「その他」に含め

て表示しておりました「未成工事受入金」（前中間会計

期間78,747千円）については、資産総額の100分の５超

となったため、当中間会計期間より区分掲記しておりま

す。

　なお、前中間会計期間において流動資産の「たな卸資

産」に含めて表示しておりました「未成工事支出金」

（前中間会計期間45,087千円）についても、当中間会計

期間より区分掲記しております。

２　「証券取引法の一部を改正する法律」（平成16年法律

第97号）が平成16年６月９日に公布され、平成16年12月

１日より適用となること及び「金融商品会計に関する実

務指針」（会計制度委員会報告第14号）が平成17年２月

15日付で改正されたことに伴い、前事業年度から投資事

業有限責任組合及びそれに類する組合への出資（証券取

引法第２条第２項により有価証券としてみなされるも

の）を投資有価証券として表示する方法に変更いたしま

した。

　なお、当中間会計期間の投資その他の資産の「その

他」に含まれる当該出資の額は4,002千円であり、前中

間会計期間における「出資金」に含まれる当該出資の額

は8,853千円であります。

（中間貸借対照表）

　　前中間会計期間において区分掲記しておりました「長

期貸付金」（当中間会計期間108,689千円）については、

資産総額の100分の５以下となったため、当中間会計よ

り投資その他の資産の「その他」に含めて表示しており

ます。

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９月30日）

当中間会計期間末
（平成18年９月30日）

前事業年度末
（平成18年３月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額 ※１　有形固定資産の減価償却累計額 ※１　有形固定資産の減価償却累計額

 153,948千円         169,870千円        157,038千円

２　偶発債務 ２　偶発債務 ２　偶発債務

（１）加盟店顧客の住宅ローンつ

なぎ融資に対する保証債務
130,800千円

（２）加盟法人のモデルハウス建

替費用借り入れ・割賦債務

に対する保証債務

27,303千円

（１）加盟店顧客の住宅ローンつ

なぎ融資に対する保証債務
57,090千円

（２）加盟法人のモデルハウス建

替費用借り入れ・割賦債務

に対する保証債務

41,498千円

（１）加盟店顧客の住宅ローンつ

なぎ融資に対する保証債務
62,100千円

（２）加盟法人のモデルハウス建

替費用借り入れ・割賦債務

に対する保証債務

22,960千円

※３　　　　　　──── ※３　中間期末日満期手形 ※３　　　　　　────

 　中間期末日満期手形の会計処理につい

ては、当中間会計期間の末日は金融機関

の休日でしたが、満期日に決済が行われ

たものとして処理しております。当中間

期末日満期手形の金額は、次のとおりで

あります。

 

      　受取手形 12,402千円   

※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

の上、流動負債のその他に含めて表示し

ております。

※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

の上、流動資産のその他に含めて表示し

ております。

 ※４　　　　　　────
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（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日

至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※１　減価償却実施額 ※１　減価償却実施額 ※１　減価償却実施額

有形固定資産 15,530千円

無形固定資産 2,240千円

長期前払費用 159千円

有形固定資産      15,344千円

無形固定資産      2,077千円

長期前払費用    3,022千円

有形固定資産       31,965千円

無形固定資産      4,124千円

長期前払費用    928千円

※２　特別利益の主要項目 ※２　　　　　　──── ※２　特別利益の主要項目

固定資産受贈益 10,894千円           固定資産受贈益       10,894千円

※３　特別損失の主要項目 ※３　特別損失の主要項目 ※３　特別損失の主要項目

減損損失 21,000千円

固定資産除却損 9,904千円

固定資産除却損      133千円 減損損失 21,000千円

固定資産除却損 18,029千円

※４　減損損失 ※４　　　　　　──── ※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

しております。

 　当事業年度において、当社は以下の資

産グループについて減損損失を計上して

おります。

 （千円）   （千円）

用途 種類 場所 減損損失

 遊休資産  土地
 千葉県

 勝浦市
21,000

 

 用途 種類 場所 減損損失

 遊休資産  土地
 千葉県

 勝浦市
21,000

 

  当社は、事業用資産については管理会

計上の区分を基準に主として部門単位、

遊休資産については個別グループ化し、

減損損失の判定を行っております。

　その結果、近年の地価下落により、上

記資産の帳簿価額を回収可能価額まで減

額し、当該減少額を減損損失（21,000千

円）として特別損失に計上しております。

その内訳は土地21,000千円であります。

　なお、当該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、土地は公

示価格により算定しております。

   当社は、事業用資産については管理会

計上の区分を基準に主として部門単位、

遊休資産については個別グループ化し、

減損損失の判定を行っております。

　その結果、近年の地価下落により、上

記資産の帳簿価額を回収可能価額まで減

額し、当該減少額を減損損失（21,000千

円）として特別損失に計上しております。

その内訳は土地21,000千円であります。

　なお、当該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、土地は公

示価格により算定しております。
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（中間株主資本等変動計算書関係）

当中間会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末株式数
（株）

当中間会計期間増加
株式数（株）

当中間会計期間減少
株式数（株）

当中間会計期間末株
式数（株）

発行済株式

普通株式 19,488 ― ― 19,488

合計 19,488 ― ― 19,488

自己株式

普通株式　　（注） 492 1 ― 493

合計 492 1 ― 493

（注）　普通株式の自己株式の株式数の増加１株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

２．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18年６月27日

定時株主総会
普通株式 47,488 2,500.00 平成18年３月31日 平成18年６月28日

 

（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17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※１　現金及び現金同等物の中間期末残高と

中間貸借対照表に記されている科目の金

額との関係

※１　現金及び現金同等物の中間期末残高と

中間貸借対照表に記されている科目の金

額との関係

※１　現金及び現金同等物の期末残高と貸借

対照表に記されている科目の金額との関

係

現金及び預金勘定 1,367,905千円

現金及び現金同等物 1,367,905千円

現金及び預金勘定 646,691千円

現金及び現金同等物 646,691千円

現金及び預金勘定 1,495,890千円

現金及び現金同等物 1,495,890千円
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①　リース取引

半期報告書においてＥＤＩＮＥＴによる開示を行っているため記載を省略しております。

 

②　有価証券

前中間会計期間末（平成17年９月30日現在）

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

　該当事項はありません。

時価評価されていない有価証券

区分 中間貸借対照表計上額（千円）

子会社及び関連会社  

子会社株式及び関連会社株式 39,475

小計 39,475

その他有価証券  

非上場株式 26,560

投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資 4,002

小計 30,562

合計 70,037

当中間会計期間末（平成18年９月30日現在）

時価評価されていない有価証券

区分 中間貸借対照表計上額（千円）

子会社及び関連会社  

子会社株式及び関連会社株式 64,501

小計 64,501

 　満期保有目的の債券  

 　　非上場外国債券 100,000

その他有価証券  

非上場株式 39,410

投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資 4,002

小計 143,412

合計 207,913
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前事業年度末（平成18年３月31日現在）

時価評価されていない有価証券

区分 貸借対照表計上額（千円）

子会社及び関連会社  

子会社株式及び関連会社株式 45,975

小計 45,975

その他有価証券  

非上場株式 39,410

投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資 4,002

小計 43,412

合計 89,387

③　デリバティブ取引

半期報告書においてＥＤＩＮＥＴによる開示を行っているため記載を省略しております。

 

④　ストック・オプションの内容及び規模

 　　　 半期報告書においてＥＤＩＮＥＴによる開示を行っているため記載を省略しております。

⑤　持分法損益等

前中間会計期間（自　平成17年４月１日　至　平成17年９月30日）

　関連会社の損益等からみて重要性が乏しいため、持分法損益等の注記を省略しております。

当中間会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

　関連会社の損益等からみて重要性が乏しいため、持分法損益等の注記を省略しております。

前事業年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

　関連会社の損益等からみて重要性が乏しいため、持分法損益等の注記を省略しております。
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（１株当たり情報）

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１株当たり純資産額 176,765円19銭

１株当たり中間純利益 701円31銭

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益
701円05銭

１株当たり純資産額 167,505円04銭

１株当たり中間純利益△10,087円23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、潜在株式が存在

しないため記載しておりません。

１株当たり純資産額 180,096円94銭

１株当たり当期純利益 4,039円43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、潜在株式が存在

しないため記載しておりません。

　（注）　１株当たり中間（当期）純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益の算定上の基礎は、以下の

とおりであります。

前中間会計期間
(自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日)

当中間会計期間
(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日)

前事業年度
(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

１株当たり中間（当期）純利益    

　中間（当期）純利益（千円） 13,318 △191,606 76,716

　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

（千円）
13,318 △191,606 76,716

　期中平均株式数（株） 18,991 18,995 18,992

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）

純利益
   

　中間（当期）純利益調整額（千円） ─ ─ ─

　普通株式増加数（株） 7 ─ ─

　　（うち新株予約権） 　(7) ─ ─

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後１株当たり中間（当期）純利益

の算定に含めなかった潜在株式の概要

─ ─ ─
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５．受注及び販売の状況
(1）受注状況

 （単位：千円）

区分

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

増減

金額 金額 金額

完成工事高
受注高 918,425 1,701,293 782,868

受注残高 1,009,179 1,981,038 971,859

　（注）　金額には、消費税等は含まれておりません。

(2）販売実績

 （単位：千円）

区分

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

増減

金額
構成比
（％）

金額
構成比
（％）

金額

資材 179,058 239,955 60,896

販促品等 205,725 168,860 △36,864

商品計 384,783 26.9 408,816 26.3 24,032

加盟金 9,500 2,000 △7,500

ロイヤリティ 462,384 366,610 △95,773

その他 216,443 213,633 △2,810

役務計 688,328 48.0 582,244 37.4 △106,084

完成工事高 360,227 25.1 564,461 36.3 204,233

合計 1,433,340 100.0 1,555,522 100.0 122,182

　（注）　金額には、消費税等は含まれておりません。
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