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１．18年９月中間期の連結業績（平成18年４月１日～平成18年９月30日）

(1）連結経営成績 （百万円未満切捨）

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 5,223 (23.6) 231 (76.9) 244 (99.3)

17年９月中間期 4,226 (△2.2) 130 (△60.3) 122 (△59.2)

18年３月期 9,031 475 507

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 115 （－) 5,577 54 － －

17年９月中間期 △90 （－) △4,389 84 － －

18年３月期 82 4,008 72 3,906 08
（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（連結） 18年９月中間期 20,655株 17年９月中間期 20,655株 18年３月期 20,655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

(2）連結財政状態 （百万円未満切捨）

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 7,512 2,752 36.6 133,277 29

17年９月中間期 7,136 2,367 33.2 114,604 78

18年３月期 7,608 2,529 33.2 122,459 60
（注）期末発行済株式数（連結） 18年９月中間期 20,655株 17年９月中間期 20,655株 18年３月期 20,655株

(3）連結キャッシュ・フローの状況 （百万円未満切捨）

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 238 △7 △232 1,631

17年９月中間期 △161 △114 △349 1,416

18年３月期 395 △261 △590 1,630

(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 －社 持分法適用関連会社数 －社

(5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況

連結（新規） －社 （除外） －社 持分法（新規） －社 （除外） －社

２．19年３月期の連結業績予想（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 10,000 510 220

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　　　 5,325円58銭

（注）平成18年12月31日現在の株主に対し平成19年１月１日付をもって、普通株式１株につき２株の割合で株式分割を

いたします。なお、１株当たり予想当期純利益（通期）は、当該株式分割後の発行済株式数により算出しておりま

す。 

　※　上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料発表時現在における

仮定を前提としています。実際の業績は、今後、様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。業績予想の前提となる仮

定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項につきましては、添付資料の６ページを参照してください。
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１．企業集団の状況
　当社グループは、当社（株式会社アールシーコア）及び連結子会社（BIG FOOT MANUFACTURING INC．（以下BFM社とい

う)）で構成されております。当社グループはログハウス等のキット販売及び施工事業である「ビッグフット事業」と、

別荘タイムシェア分譲販売及び運営管理事業である「フェザント事業」を行っております。

　ビッグフット事業においては、当社がログハウス等の商品の企画、開発、設計、施工を行い、BFM社でログシェル（注）

の製造を行っております。建築資材の調達は当社及びBFM社で行っております。また、販売については、日本国内向けに

ついては当社が行い、北米向けについてはBFM社が行っております。

　フェザント事業は、平成17年10月より開始した新規の不動産事業であり、ビッグフット仕様の別荘を週単位のタイム

シェア所有権の分譲販売及び運営管理を行っております。

　（注）　丸太又は成型された大断面の木材を用いたハンドヒューンログハウス、カントリーカットログハウス等の構

造躯体を指します。

(1）事業系統図

　当社グループにおける事業の系統図は、次の通りであります。

 

顧客（エンドユーザー） 

地区販社 

 

株式会社アールシーコア 

ログハウス等キット販売 

その他（販促物等）販売 

ログハウス等キット販売 

ログハウス等工事 

別荘タイムシェア 

分譲販売及び運営管理 
国 

内 

顧客 

BFM 社 

（部材の調達・ログハウス等のキットの製造及び販売） 

国 

外 
ログハウス等キット 

及び、木材等の販売 

ログハウス等キットの仕入 

販社（BES）部門 

 

直販部門 

 

フェザントプロジェクト 

 

ビッグフット事業 

 

フェザント事業 

 

(2）関係会社の状況

名称
（略称）

住所
資本金

(千CANドル)
主要な事業の
内容

議決権の所
有割合
（％）

関係内容

（連結子会社）

BIG FOOT MANUFACTURING

INC.（注）

（BFM社）

カナダ　ブリティッ

シュコロンビア州
7,250

ビッグフット

事業
100.0

当社ログハウス等のキッ

トを製造販売している。

役員兼務２名。

　（注）　特定子会社に該当しております。

－ 2 －



２．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

　当社は、経営理念・経営基本方針を以下の通り掲げております。

 経営理念

   我々は信用を第一とし、情報の具現化によって、相互の利益を追求する。

 経営基本方針　※（　）内は主な実践内容を示します。

 １．少数精鋭

（売上総利益人件費率に着目した事業運営）

 ２．顧客のクライアント化

（顧客に迎合せず、商品力や営業システム、保証制度等で顧客の信頼を高める営業方針）

 ３．ソフト化による高付加価値の実現

（心豊かな暮らし＜ソフト＞を提案することで木の家＜ハード＞を拡販）

 ４．ストレートシンキング

（目的意識を常に自問しながら、プロとして最速かつ最効率の解決策を追求）

 ５．貢献に報いる公平な配分

（会社への貢献を重視した個人責任目標を設定し、その達成度を業績評価に直接反映）

　以上の経営理念、経営基本方針に則り、「こころを遊ばせる暮らし」を求める感性豊かなユーザーに、その道具と

してふさわしい自然派個性住宅（注）を提供する「ビッグフット事業」並びに、ビッグフットの建物による別荘タイ

ムシェア分譲及びその運営管理を行う「フェザント事業」を展開することで、新しい住マーケットの創造を推進して

おります。

　その取組みを通じ、顧客や地区販社等との間でＷｉｎ－Ｗｉｎの関係を築きながら、成長性と競合優位性を高め、

ビッグフットが「オンリー・ワン」ブランドとして支持を得ることにより、ユーザーハピネスを実現することを目指

しております。

　（注）当社グループでは、取扱商品を「自然派個性住宅」と総称し、一般住宅（特に工場生産されるプレハブ住宅との

対比を念頭に当社商品の特徴を表現しております。「自然派」とは自然材に対するこだわりを、「個性」とは一

般住宅に比して工法、デザイン、テイスト（住宅の持つ雰囲気、風情）が個性的であることを表しております。

(2）会社の利益配分に関する基本方針

　当社は、配当を含めた利益還元につきまして、重要な経営課題として認識しております。連結業績等を踏まえた配

当を行うことを基本方針とし、株主のご期待に沿うよう適切な利益還元に努めるとともに、将来の事業展開と経営体

質の強化のために必要な内部留保の確保にも配慮していく考えであります。

　なお、本日開催の取締役会において、平成19年３月期の中間配当金を１株につき2,750円とすることを決議いたしま

した。

(3）投資単位の引下げの考え方及び方針等

　当社事業の顧客を含め、個人投資家の一層の参加を促し、株式の流動性を高める観点から、株式分割等による投資

単位の引き下げについては重要な経営課題であると認識しております。そのため、株式市場の動向や株価の水準、株

主数、株主構成、市場の要請等を総合的に勘案し、慎重に対処したいと考えております。

　なお、当社株式の流動性を高め、投資環境を整備し投資家層の拡大を図ることを目的として、本日開催の取締役会

において、株式分割を決議いたしました。

(4）目標とする経営指標

　当社グループでは、成長性、収益性の観点から、受注棟数、売上高、売上高営業利益率を、また、株主価値の尺度

としてＲＯＥ、配当性向を重要な経営指標と認識しております。

(5）中長期的な会社の経営戦略

　当社グループは企業価値の継続的増大を目指し、強固な経営基盤を確立するために、新商品の開発や営業拠点、営

業体制の拡充、新規事業による収益源の拡大、財務体質の改善を含めた収益構造の強化等に積極的に取り組むことを

経営戦略の基本としています。

　具体的には、当期を起点とする３ヶ年（平成18年４月～平成21年３月）の中期経営計画「ｒ≧130（アール・イチ・

サン・マル）」を定め、平成18年３月期実績に対し、連結中期３ヶ年において、最終年度売上高130％以上、経常利益

３ヶ年平均130％以上、経費の生産性（売上総利益／販管費）３ヶ年平均130％以上を目指す成長戦略を描き、着実に

具現化していく所存であります。
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(6）会社の対処すべき課題

　当社グループといたしましては、経営理念を常に念頭におき、独自性を損なうことなく、以下に掲げた課題に取り

組んでまいります。

①　フェザント事業の育成

　潜在的需要の大きい別荘需要に対応する新規事業として、別荘タイムシェア分譲販売及び運営管理事業である

「フェザント事業」の立上げを平成17年５月20日開催の取締役会にて決議し、平成17年10月より販売を開始してお

ります。併せて平成18年４月からは新たに第二次分譲販売を開始し、同年10月より運営を開始いたしました。今後

も、別荘タイムシェアリングの事業化拡大を進めてまいります。

②　商品力の強化及びコスト削減

　現在の30代一次取得層、また、今後の団塊ジュニア層を中心とする住宅需要の高まりに対して、当社グループの

独自性をより強め、他社との差別化をより明確にするために、新モデルの開発、モデルプランの改廃や仕様の見直

し、オプション・アレンジプランの拡充等を行います。

　一方、団塊世代の定年退職、いわゆる2007年問題を絶好の機会と捉え、従来にない新しい別荘のあり方を提案す

べく、団塊世代向け商品の開発に取組んでまいります。

　さらに、「自然派個性住宅」にマッチした外構やインテリア等関連商品の充実を進めることで、商品力の底上げ

を図ります。併せて、売上総利益率向上の観点からコスト削減を課題としており、部材購入価格の見直しや調達方

法の変更、受注から物件引渡しに係る期間の短縮による経費削減等を進めてまいります。

③　営業体制の強化

　平成18年９月現在、地区販社は全国で20社・29拠点を擁するに至っていますが、今後はこれをさらに拡充し拠点

増を図るとともに、営業員数増を進めます。

　また、ビッグフットブランドにふさわしい接客応対を全国レベルで高める観点から、教育研修の徹底を行ってい

きます。直販部門におきましては、大口のリゾート施設や店舗など営業施設需要に対応する法人営業を強化してま

いります。

④　企業及びブランドの知名度・イメージ向上

　当社グループは、大きなシェアを占めるログハウス市場を中心に、企業及びブランドの知名度・イメージを高め

る努力を行ってまいりましたが、住宅市場全体から見ますとその浸透度は低い状況と捉えております。今後さらな

る成長性と競合優位性を確立するためには当社グループの知名度向上とユーザーからの支持を得られるイメージの

醸成が不可欠であり、広報宣伝活動・展示場・各種販促物におけるブランドイメージの統一や表現訴求力の強化を

行ってまいります。

⑤　財務体質の改善・強化

　当社グループは、過去に実行した目黒区青葉台への展示場移転やカナダ子会社の能力増強等の積極的な先行投資

に伴う長期借入金の増大に対して、平成17年３月期におけるジャスダック証券取引所上場時の新株発行により自己

資本の増強を図りました。

　今後は、着実な利益の計上及び借入金の返済を進めることで自己資本比率を高め、より安定した経営基盤を築い

ていくことが課題であると認識しております。

⑥　連結経営の強化

　連結子会社であるBFM社につきましては、北米での販売体制を確立し自立を促進することをグループ経営による成

長戦略の一つと位置づけ、推進してまいります。

(7）親会社等に関する事項

　親会社をはじめとする資本上位会社がないため、該当事項はありません。

(8）内部管理体制の整備・運用状況

　当該事項につきましては、コーポレート・ガバナンスに関する報告書の「内部統制システムに関する基本的な考え

方及びその整備状況」に記載しております。

(9）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

①　当期の概況

　当社は業界のリーディングカンパニーとしてログハウスの商品力を高めるとともに、エポックスと称するログハ

ウス以外の商品シリーズの充実に注力し、加えて営業拠点の拡充や営業体制の増強に努めました。また、低迷する

別荘市場の打開策として、前期に立上げたフェザント事業（別荘タイムシェア分譲販売及び運営管理）の拡大を図

るなど、全社一丸となって着実な業績向上に取組んでまいりました。

  新商品の開発におきましては、平成18年４月に新型「ドームハウス」を発売いたしました。より個性的で自由な

暮らしを求めるユーザーに対し開発した商品であり、間取りの自由な組み合わせや、居住性も従来のドームハウス

よりも向上させました。同じくエポックス（ログハウス以外の商品シリーズの総称）の販売強化として、ジャパネ

スクハウスの発売一周年を記念し暮らしをより趣深いものにする期間限定モデルを平成18年４月に発売しました。

ログハウスにつきましては、自然の恵みや心地良さを大いに楽しむ、有機生活を満喫するためのキャンペーンモデ

ルとしてファインカットログハウスの「オーガニック7777」を開発し、平成18年６月に発売いたしました。

  営業力の強化に関しましては、営業体制の増強に併せ、各地の展示場を活かしたファンづくりを促進するため、

キャンペーン等と連動させたイベントを全国で毎月開催し、集客に努めました。地区販社におきましては、平成18

年３月に販社契約を締結したビッグフット帯広（平成18年10月展示場オープン）に加え、平成18年５月に20社目の

販社としてビッグフット宮崎が誕生し、全国32箇所目（直営１拠点含む）の展示場が平成18年11月に開設されるな

ど、営業基盤の整備に努めてまいりました。

  フェザント事業につきましては、別荘タイムシェア分譲販売の第二弾として、丸太をダイナミックに組み上げた、

「ハンドヒューンログハウス」６棟の発売を平成18年４月から開始いたしました。

  グループ会社につきましては、カナダ連結子会社であるBFM社において物流拠点を整理統合し、その機能を製造拠

点に集約することで収益力強化を図りました。

　以上の結果、当中間連結会計期間おける売上高は5,223百万円（前年同期比23.6%増）、売上棟数は478棟（前年同

期比10.6%増）、経常利益は244百万円（前年同期比99.3%増）、中間純利益は115百万円（前年同期は90百万円の損

失）と増収増益となりました。

　この主たる要因は、経常利益段階では、売上高が前期末高水準であった受注残高の効果等により前年同期に比べ

増収となったことの効果が、原料価格の上昇、為替円安影響などの原価アップ要因を吸収したことに加え、支払利

息が減少したなどによるものであります。また、中間純利益段階では上記に加えて前中間連結会計期間に計上した

減損損失が当中間連結会計期間にはその計上が無かったことによるものであります。

　一方、受注面につきましては、前期末における当中間連結会計期間からの価格改訂（上昇）を見込んだ一時的な

駆け込み受注増の影響等もあり受注高は3,252百万円（前年同期比16.8%減）となりました。以上のことから、当中

間連結会計期間末における受注残高は3,703百万円（前年同期比6.3%減）となりました。
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　事業の種類別セグメントの業績に関しましては以下の通りであります。

　なお、事業の種類別セグメントにつきましては当中間連結会計期間より新たに記載しております。

イ．ビッグフット事業

　ビッグフット事業につきましては、ログハウス業界のリーディングカンパニーとして、日本地域においては、

ログハウスの商品力の更なる向上を進めるとともに、エポックス商品の充実を図り、また、営業拠点の拡充、営

業体制の増強推進してまいりました。また、カナダ製造子会社におきましては、歩留向上等を中心にコスト削減

を推進してまいりました。以上のことから、当中間連結会計期間おける売上高は5,146百万円、営業利益は566百

万円（売上高営業利益率は11.0%）となりました。

　一方、受注面につきましては、前期末における当中間連結会計期間からの価格改訂（上昇）を見込んだ一時的

な駆け込み受注増の影響等もあり受注高は3,197百万円（前年同期比18.2%減）、受注棟数は320棟（前年同期比

24.0%減）となりました。以上のことから、当中間連結会計期間末における受注残高は3,703百万円（前年同期比

6.3%減）となりました。

ロ．フェザント事業

　別荘タイムシェア分譲販売及び運営管理事業であるフェザント事業につきましては、当中間連結会計期間から

新たに第二次分譲の販売を開始し、より商品価値の向上に努めてまいりました。採算面では、前年度から開始し

た新規事業であることなど、現状では新規の販売促進費の負担などから、売上高は76百万円、営業利益は72百万

円の損失となりました。

　所在地別セグメントの業績に関しましては以下の通りであります。

イ．日本地域

　日本地域では、「ビッグフット事業」と「フェザント事業」を営んでおります。業績の概況は上記記載と同様

であり、日本地域の売上高は5,058百万円（前年同期比21.0%増）、営業利益は281百万円（前年同期比57.1%増）

となりました。

ロ．北米地域

　北米地域では、「ビッグフット事業」のみを営んでおります。日本地域向け売上高は減少したものの、北米地

域における売上高は、木材伐採権収益の寄与などから増加いたしました。コスト面では、歩留向上を中心に生産

性向上を推進した効果もあり、売上高は1,042百万円（前年同期比0.9%減）、営業利益は59百万円（前年同期比

124.4%増）と減収増益となりました。

②　通期の見通し

　下半期につきましては、商品面では2007年問題に対応した新商品の投入等、営業面では継続して地区販社の新規

開拓を含む拠点の拡充と営業員数の増強を計画しております。また、日本・北米ともに、工期短縮、部材や施工等

に関するコストダウンを推進し、より一層の収益構造改善・強化を図ってまいります。

　併せて、フェザント事業につきましては継続して宣伝・販促活動等を通じて別荘市場への浸透と潜在顧客の掘り

起こしを図ってまいります。

　以上の取り組みから、通期の連結業績予想は、売上高10,000百万円（前期比10.7%増）、経常利益510百万円（前

期比0.5%増）、当期純利益220百万円（前期比165.7%増）と見込んでおります。

　なお、この見通しは現時点での予測によるもので、経営環境の変化等の影響により変わる可能性があります。
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(2）財政状態

　当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は1,631百万円となり、ほぼ前連結会計

年度末1,630百万円と同水準でありました。各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当中間連結会計期間において営業活動の結果獲得した資金は238百万円（前中間連結会計期間は161百万円の支出）

となりました。

　この主たる要因は、税金等調整前中間純利益205百万円（前中間連結会計期間は59百万円の赤字）、売上債権の減

少額210百万円などの増加要因に、前受金及び未成工事受入金の減少額80百万円、たな卸資産の増加額62百万円、法

人税等の支払額156百万円などの資金減少要因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）

　当中間連結会計期間において投資活動の結果支出した資金は7百万円（前中間連結会計期間は114百万円の支出）

となりました。

　この主たる要因は、フェザント事業に係るものを中心とした有形固定資産の取得による支出24百万円、無形固定

資産の取得による支出13百万円、貸付金の回収による収入29百万円など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、長期借入金の返済による支出180百万円と配当金の支払額51百万円であり、

その合計は232百万円（前中間連結会計期間は349百万円の支出）の支出となっております。

　なお、直近事業年度における「キャッシュ・フロー指標のトレンド」は以下の通りであります。

平成17年３月期 平成18年３月期 平成19年３月期

期末 中間 期末 中間

自己資本比率（％） 33.9 33.2 33.2 36.6

時価ベースの自己資本比率（％） 123.9 119.8 85.8 43.4

債務償還年数（年） 1.8 － 3.9 2.9

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 19.8 － 8.7 12.7

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

※　いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

※　営業キャッシュ・フローは中間連結（連結）キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを利用

しております。有利子負債は中間連結（連結）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、中間連結（連結）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。

※　債務償還年数の中間期での計算は、営業キャッシュ・フローを年額に換算するため２倍しております。

※　平成18年３月期中間に関する「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、当該中間連

結会計期間の営業キャッシュ・フローが赤字のため記載を省略しております。

－ 7 －



(3）事業等のリスク

　以下において、当社及び当社グループの事業の状況並びに経理の状況等に関する事項のうち、リスク要因となる可

能性があると考えられる主な事項及びその他投資者の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる事項を記載しておりま

す。当社グループは、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努める方

針であります。なお、以下の事項のうち将来に関する事項は、本中間決算短信発表日現在において当社グループが判

断したものであり、不確実性を内在しているため、実際の結果と異なる可能性があります。

①　経済環境、金利動向等

　当社グループの主たる顧客は一般個人であることから、雇用情勢、地価の推移、金利の動向及び住宅税制の変更

等の影響を受けやすい傾向があります。開業当初、当社の商品は経済的に比較的余裕のある層を対象とした別荘が

主であり、このような影響を受けにくい面がありましたが、近年、自宅用途の比率が高まっているため、諸情勢が

悪化した場合には、当社グループの業績及び財政状態に影響を与える可能性があります。

②　為替変動

　当社グループは、主としてカナダ及びフィンランドから主要な住宅部材を輸入しているため、為替変動による影

響を受けております。当社として為替予約等のリスクヘッジ策を講じておりますものの、その動向は不透明であり、

予想を上回る為替変動が生じた場合には、当社グループの業績及び財政状態に影響を与える可能性があります。

③　原材料市況等の変動

　当社グループの主要な原材料である木材は天然資源であり、市場価格の変動が当社グループの仕入価格に波及す

る点は避けがたい状況にあります。また、当社が負担する輸入コストについては、石油価格の高騰やコンテナ需給

の逼迫等によって上昇することがあります。これらの原材料市況等に予想を上回る変動が生じた場合には、当社グ

ループの業績及び財政状態に影響を与える可能性があります。

④　ビッグフット事業への依存

　当社グループは、ブランド名称「ビッグフット」を使用し、ログハウスに代表される自然材（無垢材）を多用し

た住宅の販売及び施工事業（ビッグフット事業）を展開しております。現在、当社グループにおいては、ビッグフッ

ト事業に経営資源のほとんどを投入しており、ビッグフット事業に依存しております。ビッグフット事業は、「こ

ころを遊ばせる暮らしを求めるユーザー」に対して、その道具としてふさわしい「自然派個性住宅」を商品として

提供するビジネスであり、当社グループといたしましては、その事業コンセプトは流行に左右されない普遍性を備

えているものと考えており、今後も主力事業として販売等の拡大を図っていく方針であります。しかしながら、一

般住宅との競合や市場環境の急激な変化等、不測の事態が生じ、販売拡大に支障を来たした場合、当社グループの

業績及び財政状態に影響を与える可能性があります。

⑤　地区販社への依存

　当社グループの国内販売体制は、ログハウス等のキット販売及びログハウス等の工事請負を顧客に対して直接行

う直販部門と、ログハウス等のキット販売及び販促物等の販売等を地区販社に対して行う販社（BES）部門から構成

されており、販社（BES）部門はフランチャイズ契約に基づき、全国24道県に20社29拠点の地区販社を展開しており

ます。上半期において当社グループの売上高に占める販社（BES）部門の割合は66.1％に達しており、今後も全国に

地区販社の営業拠点を増やす計画であります。地区販社に対しては、マーケティング活動に主眼を置いた顧客創造

のためのフランチャイズシステムを導入し、営業戦略に基づくきめ細かな指導育成を行っております。しかし、地

域経済の動向や地区販社の業績悪化等により主要な地区販社が経営不振に陥った場合、または複数の有力な地区販

社が同時期に離脱した場合には、当社グループの業績及び財政状態に影響を与える可能性があります。

⑥　カナダ子会社への生産体制の依存

　当社は、カナダの連結子会社であるBFM社において生産された住宅部材を一括して輸入し、国内において販売等を

行っております。上半期において当社単体の仕入高に占めるBFM社の割合は24.7％であり、主として商品政策上の都

合から調達先の多様化が進んでいるものの、依然として高い水準にあります。BFM社に対しては、これまで生産設備

の増強や人的支援を行い、安定生産と品質確保に努めておりますが、不測の事態が生じて商品供給に支障を来たし

た場合には、当社グループの業績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
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⑦　法的規制等

　当社グループは住宅事業を営んでおり、建築基準法、住宅品質確保促進法その他多数の法令により、規制を受け

ています。今後、これらの規制の改廃や新たな法的規制が設けられる場合には、当社グループの業績及び財政状態

に影響を与える可能性があります。

イ．建築基準法

　当社グループの商品には、外壁に天然木を使用しているために、各地域の防火規制により建設可能地域が限定

されているものがあります。これまでの技術開発により、ハンドヒューンログハウスを除く他の５つのシリーズ

については、既に準防火地域での建設が可能になっておりますが、今後の規制の動向によって影響を受ける可能

性があります。

ロ．住宅品質確保促進法

　当社は、住宅品質確保促進法により、住宅の構造耐力上主要な部分等の瑕疵に対する補修等が10年間義務付け

られていますが、当社独自の「ビッグフット安心総合保証制度」を設け、外部の住宅保証会社が顧客に対し、10

年ごとに定期点検及び必要な修補、保証更新料の手続きを行うことで、最大30年間の瑕疵保証を供与しています。

そのため、同業他社に比してその度合いは相当に低減されるものの、当社グループの引渡件数の増加に伴ってク

レーム件数や保証工事が増加した場合、業績及び財政状態に影響を与える可能性があります。また、顧客に引渡

した商品に重大な瑕疵があるとされた場合には、それが当社グループの責によるか否かを問わず、また実際の瑕

疵の有無によらず、当社グループの評判が低下し、業績及び財政状態に影響を与える可能性があります。

ハ．営業登録等

　当社グループは、住宅事業を営むに際し、建築士法に基づく１級建築士事務所登録（有効期間：平成17年８月

17日から平成22年８月16日まで）、建設業法に基づく特定建設業許可（有効期間：平成18年９月５日から平成23

年９月４日まで）及び宅地建物取引業法に基づく宅地建物取引業免許（有効期間：平成14年２月23日から平成19

年２月22日まで）を取得し、各法令の規定に基づいて業務を遂行しており、それぞれの登録等において届出が必

要な資格を有する者を当社内に複数確保しております。当社グループでは、これらの登録等の諸条件や各法令の

遵守に努めており、現状においては、これらの登録等が取消しとなる事由は認識しておりません。しかしながら、

万一法令違反等によって登録等が取消された場合、当社グループの業績及び財政状態に影響を与える可能性があ

ります。

⑧　ブランドイメージの低下

　当社グループの重要な販売網である地区販社は、当社と共通の「ビッグフット」ブランドを使用しております。

従って、個々の地区販社において不祥事や経営破綻が発生した場合、単に当該販社に対する売上低下等の影響を受

けるだけではなく、当社グループのブランドイメージの低下を招くことが考えられるため、業績及び財政状態に影

響を与える可能性があります。

⑨　工事の外注管理

　当社グループは、ログハウス等の工事を請負っておりますが、その施工を外注先に委託しております。外注管理

については、外注先との定例会議や各施工現場の一般公開等を通じて徹底を図っておりますが、外注先の不手際等

により重大なクレーム等が発生した場合には、当社グループの評判が低下し、業績及び財政状態に影響を与える可

能性があります。

⑩　経営組織及び人的体制

　当社取締役社長　二木浩三は創業者であり、推進者として当社グループ事業の全ての領域にわたって手腕を発揮

し、経営基盤の確立と業容拡大に邁進してまいりました。今後、当社グループがさらなる発展を遂げるためには、

他の役員や幹部社員の戦力向上を着実に進める必要があります。一方、当社は未だ発展途上にあり、今後業容の拡

大に対応し事業計画を遂行していくうえで、新規採用等による営業体制等の整備を要する状況にあります。このよ

うな経営組織面、人的体制面での強化が円滑に進まない場合、当社グループの業績及び財政状態に影響を与える可

能性があります。

⑪　個人情報の管理

　当社グループ及び地区販社では、展示場の来場客等についての個人情報をアンケート形式で収集し、管理してお

ります。当該個人情報の管理には、法令に基づき十分な注意を払い適切な対策を講じるとともに、情報管理のセキュ

リティ機能の充実等により一層の管理強化を図っておりますが、これらの情報が何らかの事由により外部に漏洩し

た場合、当社グループの信用が低下し、業績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
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⑫　新株予約権の行使による株式価値の希薄化

　当社は、業績向上に対する意欲や士気を高めることを目的としてストックオプション制度を採用しており、旧商

法第280条ノ20及び旧商法第280条ノ21の規定に基づく新株予約権を当社の取締役に対して付与しております。当該

付与している新株予約権の行使が行われた場合、保有株式の株式価値が希薄化する可能性があります。期末日現在、

ストックオプションによる潜在株式数は2,100株であり、期末発行済株式総数20,655株の10.2％に相当しております。

⑬　フェザント事業の育成

　当社は、平成17年10月から新規事業として別荘オーナー制度（タイムシェア分譲販売及び運営管理）をフェザン

ト事業と名付けて推進しております。本事業は、当社が提案する非日常感溢れる別荘を、１棟まるごとでなく１週

間単位で購入することにより、手頃な価格で別荘オーナーとなることができる新しい別荘所有のシステムでありま

す。建物は１/50の所有権（共有持分）分譲で最長50年間所有でき、土地は50年間の定期借地権による賃貸であり、

維持管理サービスやレストランも利用できるなど手間いらずの商品設計となっております。本事業は当社初の不動

産分譲事業であり、他に先例の少ないビジネスモデルであることから、事前の事業検討に係らず、予期せぬ事態が

生じることも考えられ、それにより円滑な事業運営に支障を来たした場合、当社グループの業績及び財政状態に影

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）中間連結貸借対照表

  
前中間連結会計期間末
(平成17年９月30日)

当中間連結会計期間末
(平成18年９月30日)

前連結会計年度
要約連結貸借対照表
(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   1,416,324   1,631,154   1,630,556  

２　受取手形、売掛金
　　　及び完成工事未収
　　　入金

  404,134   297,794   507,723  

３　たな卸資産   845,838   1,203,467   1,122,383  

４　繰延税金資産   73,126   12,675   80,017  

５　その他   293,718   304,720   195,513  

流動資産合計   3,033,142 42.5  3,449,812 45.9  3,536,193 46.5

Ⅱ　固定資産           

１　有形固定資産           

(1) 建物及び構築物 ※１ 783,432   878,788   858,715   

減価償却累計額  △184,782 598,649  △218,352 660,435  △195,269 663,446  

(2) 機械装置及び
　　　　運搬具

 456,748   492,879   485,088   

減価償却累計額  △259,856 196,891  △314,649 178,229  △299,425 185,662  

(3) 土地 ※１  2,959,794   2,901,302   2,896,720  

(4) 建設仮勘定   50,094   12,254   21,347  

(5) その他  80,889   85,333   86,025   

減価償却累計額  △55,272 25,616  △62,396 22,937  △59,764 26,261  

有形固定資産合計   3,831,046 53.7  3,775,159 50.2  3,793,438 49.9

２　無形固定資産   84,669 1.2  72,128 1.0  69,984 0.9

３　投資その他の資産           

(1) 投資有価証券 ※１  32,650   34,401   34,400  

(2) 繰延税金資産   48,021   66,379   59,730  

(3) その他   106,791   114,948   114,409  

投資その他の資産
　　　合計

  187,462 2.6  215,729 2.9  208,540 2.7

固定資産合計   4,103,178 57.5  4,063,017 54.1  4,071,963 53.5

資産合計   7,136,321 100.0  7,512,830 100.0  7,608,156 100.0
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前中間連結会計期間末
(平成17年９月30日)

当中間連結会計期間末
(平成18年９月30日)

前連結会計年度
要約連結貸借対照表
(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　買掛金及び
　　　工事未払金

  802,191   1,104,133   988,067  

２　一年以内返済予定の
長期借入金

※１  370,696   312,010   362,008  

３　未払法人税等   12,931   80,743   162,927  

４　前受金及び
　　　未成工事受入金

  1,525,565   1,626,791   1,718,690  

５　アフターサービス
　　　引当金

  59,960   59,940   59,000  

  ６　役員賞与引当金   ―   9,600   ―  

７　繰延税金負債   ―   22,781   ―  

８　その他   491,732   272,138   420,536  

流動負債合計   3,263,077 45.7  3,488,138 46.5  3,711,229 48.8

Ⅱ　固定負債           

１　長期借入金 ※１  1,372,810   1,060,800   1,191,800  

２　繰延税金負債   12,535   20,889   8,800  

３　退職給付引当金   32,785   24,798   33,345  

４　役員退職慰労引当金   81,442   104,789   84,052  

５　その他   6,508   60,570   49,526  

固定負債合計   1,506,082 21.1  1,271,848 16.9  1,367,524 18.0

負債合計   4,769,159 66.8  4,759,987 63.4  5,078,753 66.8

           

(少数株主持分)           

少数株主持分   ― ―  ― ―  ― ―

           

(資本の部)           

Ⅰ　資本金   560,480 7.9  ― ―  560,480 7.4

Ⅱ　資本剰余金   618,925 8.7  ― ―  618,925 8.1

Ⅲ　利益剰余金   1,076,993 15.1  ― ―  1,198,828 15.7

Ⅳ　為替換算調整勘定   110,762 1.5  ― ―  151,169 2.0

資本合計   2,367,161 33.2  ― ―  2,529,403 33.2

負債、少数株主持分
及び資本合計

  7,136,321 100.0  ― ―  7,608,156 100.0

(純資産の部)           

Ⅰ　株主資本           

　１　資本金   ― ―  560,480 7.5  ― ―

　２　資本剰余金   ― ―  618,925 8.2  ― ―

　３　利益剰余金   ― ―  1,262,395 16.8  ― ―

　　株主資本合計   ― ―  2,441,800 32.5  ― ―

Ⅱ　評価・換算差額等           

　１　繰延ヘッジ損益   ― ―  117,434 1.5  ― ―

　２　為替換算調整勘定   ― ―  193,607 2.6  ― ―

評価・換算差額等合計   ― ―  311,041 4.1  ― ―

　　純資産合計   ― ―  2,752,842 36.6  ― ―

　　負債純資産合計   ― ―  7,512,830 100.0  ― ―
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(2）中間連結損益計算書

  
前中間連結会計期間

(自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日)

前連結会計年度
要約連結損益計算書

(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   4,226,787 100.0  5,223,704 100.0  9,031,623 100.0

Ⅱ　売上原価   2,955,568 69.9  3,750,549 71.8  6,232,202 69.0

売上総利益   1,271,219 30.1  1,473,155 28.2  2,799,420 31.0

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  1,140,235 27.0  1,241,420 23.8  2,323,634 25.7

営業利益   130,983 3.1  231,735 4.4  475,786 5.3

Ⅳ　営業外収益           

１　受取利息  656   2,338   1,783   

２　為替差益  5,001   6,605   47,889   

３　販売協力金  7,841   14,687   18,846   

４　損害賠償金  ―   4,537   ―   

５　その他  6,447 19,948 0.5 6,227 34,396 0.7 16,285 84,804 0.9

Ⅴ　営業外費用           

１　支払利息  24,048   18,742   45,578   

２　その他  4,187 28,236 0.7 2,853 21,595 0.4 7,354 52,932 0.6

経常利益   122,695 2.9  244,536 4.7  507,658 5.6

Ⅵ　特別利益           

１　固定資産売却益 ※２ ― ― ― 545 545 0.0 33,782 33,782 0.4

Ⅵ　特別損失           

１　固定資産売却損 ※３ ―   1,718   ―   

２　固定資産除却損 ※４ 55,959   220   62,073   

３　物流センター閉
　　鎖損失

※５ ―   37,242   ―   

４　減損損失 ※６ 126,729 182,689 4.3 ― 39,182 0.8 194,605 256,678 2.8

税金等調整前中間
(当期)純利益
又は中間純損失(△)

  △59,993 △1.4  205,898 3.9  284,762 3.2

法人税、住民税
　　　及び事業税

 8,162   75,555   201,331   

法人税等調整額  22,515 30,678 0.7 15,138 90,694 1.7 630 201,962 2.3

中間(当期)純利益
又は中間純損失(△)

  △90,672 △2.1  115,204 2.2  82,800 0.9

           

－ 13 －



(3）中間連結剰余金計算書及び中間連結株主資本等変動計算書

　　中間連結剰余金計算書

  
前中間連結会計期間

(自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日)

前連結会計年度
(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)

(資本剰余金の部)      

Ⅰ　資本剰余金期首残高   618,925  618,925

Ⅱ　資本剰余金
　　中間期末(期末)残高

  618,925  618,925

(利益剰余金の部)      

Ⅰ　利益剰余金期首残高   1,276,176  1,276,176

Ⅱ　利益剰余金増加高      

１　中間(当期)純利益  ― ― 82,800 82,800

Ⅲ　利益剰余金減少高      

１　配当金  82,620  134,257  

２　取締役賞与金  25,890  25,890  

３　中間純損失  90,672 199,182 ― 160,147

Ⅳ　利益剰余金
　　中間期末(期末)残高

  1,076,993  1,198,828

      

 中間連結株主資本等変動計算書

 当中間連結会計期間（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 株主資本合計

平成18年３月31日　残高

（千円）
560,480 618,925 1,198,828 2,378,233

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当（注） ― ― △51,637 △51,637

中間純利益 ― ― 115,204 115,204

株主資本以外の項目の中間連結会計

期間中の変動額（純額）
― ― ― ―

中間連結会計期間中の変動額合計

（千円）
― ― 63,566 63,566

平成18年９月30日　残高

（千円）
560,480 618,925 1,262,395 2,441,800

 評価・換算差額等
純資産合計

繰延ヘッジ損益 為替換算調整勘定 評価・換算差額等合計

平成18年３月31日　残高

（千円）
― 151,169 151,169 2,529,403

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当（注） ― ― ― △51,637

中間純利益 ― ― ― 115,204

株主資本以外の項目の中間連結会計期

間中の変動額（純額）
117,434 42,438 159,872 159,872

中間連結会計期間中の変動額合計

（千円）
117,434 42,438 159,872 223,439

平成18年９月30日　残高

（千円）
117,434 193,607 311,041 2,752,842

　　(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）中間連結キャッシュ・フロー計算書

  
前中間連結会計期間

(自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日)

前連結会計年度の
要約連結キャッシュ・

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　税金等調整前中間(当期)
　　　純利益又は中間純損失(△)

 △59,993 205,898 284,762

２　減価償却費  70,517 61,237 142,859

３　減損損失  126,729 ― 194,605

４　退職給付引当金の減少額  △1,722 △8,546 △1,163

５　役員退職慰労引当金の増加額  2,610 20,736 5,220

６　アフターサービス引当金の増加額  1,905 940 945

７　役員賞与引当金の増加額  ― 9,600 ―

８　受取利息及び配当金  △656 △2,338 △1,783

９　支払利息  24,048 18,742 45,578

10　固定資産売却益  ― △545 △33,782

11　固定資産売却損  ― 1,718 ―

12　固定資産除却損  47,780 163 49,425

13　物流センター閉鎖損失  ― 18,007 ―

14　売上債権の増減額(△は増加額)  △157,760 210,514 △260,784

15　たな卸資産の増加額  △213,169 △62,101 △394,080

16　仕入債務の増加額  56,791 93,949 236,086

17　前受金及び未成工事受入金
　　　の増減額(△は減少額)

 140,804 △80,392 377,729

18　役員賞与の支払額  △25,890 ― △25,890

19　その他  △42,199 △75,134 △23,797

小計  △30,205 412,449 595,929

20　利息の受取額  654 2,337 1,741

21　利息の支払額  △24,108 △18,843 △45,750

22　法人税等の支払額  △107,697 △156,966 △156,164

営業活動による
　　　キャッシュ・フロー

 △161,357 238,977 395,755

Ⅱ　投資活動による
　　キャッシュ・フロー

    

１　貸付による支出  ― ― △29,147

２　貸付金の回収による収入  ― 29,147 ―

３　有形固定資産の取得による支出  △85,955 △24,744 △259,754

４　有形固定資産の売却による収入  ― 1,158 65,736

５　無形固定資産の取得による支出  △2,302 △13,070 △2,758

６　投資有価証券取得による支出  △20,000 ― △31,750

７　その他  △6,083 △211 △4,040

投資活動による
　　　キャッシュ・フロー

 △114,341 △7,720 △261,714

Ⅲ　財務活動による
　　キャッシュ・フロー

    

１　長期借入金の返済による支出  △267,398 △180,998 △457,096

２　配当金の支払額  △81,921 △51,629 △133,496

財務活動による
　　　キャッシュ・フロー

 △349,319 △232,627 △590,592

－ 15 －



  
前中間連結会計期間

(自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日)

前連結会計年度の
要約連結キャッシュ・

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)

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額  22,152 1,968 67,918

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額
　　(△は減少額)

 △602,865 598 △388,633

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  2,019,189 1,630,556 2,019,189

Ⅶ　現金及び現金同等物の
　　中間期末(期末)残高

 1,416,324 1,631,154 1,630,556
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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

前中間連結会計期間
(自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

１　連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社の数

　全ての連結子会社１社を連結の

範囲に含めております。

１　連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社の数

同左

１　連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社の数

同左

連結子会社の名称

BIG FOOT MANUFACTURING

INC.

　当中間連結会計期間において、

連結子会社であるBIG FOOT 

CANADA MANAGEMENT CO.、BIG 

FOOT MANUFACTURING INC.、BIG 

FOOT HAND-HEWN LOG HOMES INC.

の３社はBIG FOOT 

MANUFACTURING INC.を存続会社と

して合併いたしました。

連結子会社の名称

同左

　　

 ――――――――

連結子会社の名称

同左

 

　当連結会計年度において、連結

子会社であるBIG FOOT CANADA 

MANAGEMENT CO.、BIG FOOT 

MANUFACTURING INC.、BIG FOOT 

HAND-HEWN LOG HOMES INC.の３社

はBIG FOOT MANUFACTURING INC.

を存続会社として合併いたしまし

た。

(2) 主要な非連結子会社の名称等

　　　非連結子会社はありません。

(2) 主要な非連結子会社の名称等

同左

(2) 主要な非連結子会社の名称等

同左

２　持分法の適用に関する事項

　　該当事項はありません。

２　持分法の適用に関する事項

同左

２　持分法の適用に関する事項

同左

３　連結子会社の中間決算日等に関す

る事項

　全ての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。

３　連結子会社の中間決算日等に関す

る事項

同左

３　連結子会社の決算日等に関する事

項

　全ての連結子会社の事業年度の末

日は、連結決算日と一致しておりま

す。

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

ａ　満期保有目的の債券

　償却原価法(定額法)によっ

ております。

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

ａ　満期保有目的の債券

同左

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

ａ　満期保有目的の債券

同左

ｂ　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に

よっております。

ｂ　その他有価証券

時価のないもの

同左

ｂ　その他有価証券

時価のないもの

同左

②　デリバティブ

　　　　時価法によっております。

②　デリバティブ

同左

②　デリバティブ

同左

③　たな卸資産

ａ　商品

　個別法による原価法によっ

ております。

③　たな卸資産

ａ　商品

同左

③　たな卸資産

ａ　商品

同左

ｂ　未成工事支出金

　個別法による原価法によっ

ております。

ｂ　未成工事支出金

同左

ｂ　未成工事支出金

同左

ｃ　――――――――

 

ｃ　販売用不動産

　個別法による原価法によっ

ております。

　なお、フェザント事業に関

する販売用不動産につきまし

ては、販売見込収益（最大３

年間の見込）に対する当中間

連結会計期間販売実績の割合

により原価配賦しております。

ｃ　販売用不動産

　個別法による原価法によっ

ております。

　なお、フェザント事業に関

する販売用不動産につきまし

ては、販売見込収益（最大３

年間の見込）に対する当連結

会計年度販売実績の割合によ

り原価配賦しております。
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前中間連結会計期間
(自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

ｄ　仕掛販売用不動産

　個別法による原価法によっ

ております。

ｄ　仕掛販売用不動産

同左

ｄ　仕掛販売用不動産

同左

ｅ　仕掛品、原材料

　先入先出法による原価法に

よっております。

ｅ　仕掛品、原材料

同左

ｅ　仕掛品、原材料

同左

ｆ　貯蔵品

　総平均法による原価法に

よっております。

ｆ　貯蔵品

同左

ｆ　貯蔵品

同左

(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

　当社及び在外連結子会社は、

定率法によっております。ただ

し、当社が、平成10年４月１日

以降に取得した建物(建物附属

設備は除く)及び青葉台展示場

の資産については、定額法に

よっております。

　なお、主な耐用年数は次の通

りであります。

建物及び構築物　　　７～34年

機械装置及び運搬具　４～５年

(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

同左

(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

同左

②　無形固定資産

　当社は、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。

　在外連結子会社は、定率法に

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) 重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

　当社は、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基づいて

計上し、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

上することとしております。

　なお、当中間連結会計期間に

おける計上はありません。

(3) 重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

同左

(3) 重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

　当社は、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基づいて

計上し、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

上することとしております。

　なお、当連結会計年度におけ

る計上はありません。

②　アフターサービス引当金

　当社は、販売後の無償サービ

スに備えるため、当該サービス

期間に対応する見積もり費用を、

過去の実績値を勘案し計上して

おります。

②　アフターサービス引当金

同左

②　アフターサービス引当金

同左
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前中間連結会計期間
(自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

③     ――――――――

 

③　役員賞与引当金

　当社は、役員賞与の支出に備

えて、当連結会計年度における

支給見込額の当中間連結会計期

間負担額を計上しておりま

す。

（会計方針の変更）

　当中間連結会計期間より、

「役員賞与に関する会計基準」

（企業会計基準第４号　平成17

年11月29日）を適用しておりま

す。

③　   ――――――――

 

　これにより営業利益、経常利

益及び税金等調整前中間純利益

は、それぞれ9,600千円減少し

ております。

　なお、セグメント情報に与え

る影響は、当該箇所に記載して

おります。

④　退職給付引当金

　当社は、従業員の退職給付に

備えるため、当連結会計年度末

における退職給付債務及び年金

資産の見込額に基づき、当中間

連結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

　当社は、従業員の退職給付に

備えるため、当連結会計年度末

における退職給付債務及び年金

資産の見込額に基づき計上して

おります。

⑤　役員退職慰労引当金

　当社は、役員の退職慰労金の

支払に備えるため、内規による

当中間連結会計期間末要支給額

を計上しております。

⑤　役員退職慰労引当金

同左

⑤　役員退職慰労引当金

　当社は、役員の退職慰労金の

支払に備えるため、内規による

当連結会計年度末要支給額を計

上しております。

(4) 重要な外貨建の資産又は負債の

本邦通貨への換算の基準

　　当社は、外貨建金銭債権債務

については、中間連結決算日の

直物為替相場により円貨に換算

し、換算差額は損益として処理

しております。なお、在外子会

社の資産、負債、収益及び費用

は、中間連結決算日の直物為替

相場により円貨に換算し、換算

差額は資本の部における為替換

算調整勘定としております。

(4) 重要な外貨建の資産又は負債の

本邦通貨への換算の基準

　　当社は、外貨建金銭債権債務

については、中間連結決算日の

直物為替相場により円貨に換算

し、換算差額は損益として処理

しております。なお、在外子会

社の資産、負債、収益及び費用

は、中間連結決算日の直物為替

相場により円貨に換算し、換算

差額は純資産の部における為替

換算調整勘定としております。

(4) 重要な外貨建の資産又は負債の

本邦通貨への換算の基準

　当社は、外貨建金銭債権債務

については、連結決算日の直物

為替相場により円貨に換算し、

換算差額は損益として処理して

おります。なお、在外子会社の

資産、負債、収益及び費用は、

連結決算日の直物為替相場によ

り円貨に換算し、換算差額は資

本の部における為替換算調整勘

定としております。

(5) 重要なリース取引の処理方法

　当社は、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。

　なお、在外連結子会社について

は、通常の売買取引に準じた会計

処理によっております。

(5) 重要なリース取引の処理方法

同左

(5) 重要なリース取引の処理方法

同左
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前中間連結会計期間
(自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

(6) 重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理によっており

ます。ただし、金利スワップに

ついて特例処理の条件を充たし

ている場合には、特例処理を採

用しております。

(6) 重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

同左

(6) 重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

同左

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

ａ（ヘッジ手段)

為替予約

通貨スワップ

通貨オプション

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

（ヘッジ対象)

商品・原材料輸入の予定取

引

 

 

 

 

ｂ（ヘッジ手段)

金利スワップ

 

 

 

 

（ヘッジ対象)

借入金

 

 

 

 

③　ヘッジ方針

　当社の内規である「デリバ

ティブ取引管理要領」に基づき、

外貨建取引(商品・原材料の輸

出入取引)の為替レート変動に

よるリスクをヘッジするため、

為替予約、通貨スワップ及び通

貨オプション契約を締結してお

ります。また、借入金に係る金

利変動リスクをヘッジするため

金利スワップ契約を締結してお

ります。

③　ヘッジ方針

同左

③　ヘッジ方針

同左

④　ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ対象のキャッシュ・フ

ロー変動又は相場変動の累計と、

ヘッジ手段のキャッシュ・フ

ロー変動又は相場変動の累計を

半期ごとに比較し、その変動額

の比率によって、ヘッジの有効

性を評価しております。ただし、

特例処理によっている金利ス

ワップについては、有効性の評

価を省略しております。

④　ヘッジ有効性評価の方法

同左

④　ヘッジ有効性評価の方法

同左

(7) その他中間連結財務諸表作成の

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。

(7) その他中間連結財務諸表作成の

ための重要な事項

消費税等の会計処理

同左

(7) その他連結財務諸表作成のため

の重要な事項

消費税等の会計処理

同左

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

　手許現金、要求払い預金及び取得

日から３ヶ月以内に満期又は償還日

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

ついては僅少なリスクしか負わない

短期的な投資であります。

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

同左

５　連結キャッシュ・フロー計算書に

おける資金の範囲

同左
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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の変更

前中間連結会計期間
(自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日)

当中間連結会計年度
(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日)

前連結会計年度
(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）

　当中間連結会計期間から、「固定

資産の減損に係る会計基準」（「固

定資産の減損に係る会計基準の設定

に関する意見書」（企業会計審議会

　平成14年８月９日）及び「固定資

産の減損に係る会計基準の適用指

針」（企業会計基準委員会　平成15

年10月31日　企業会計基準適用指針

第６号）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が

126,729千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

づき当該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） 

　当連結会計年度から、「固定資産

の減損に係る会計基準」（「固定資

産の減損に係る会計基準の設定に関

する意見書」（企業会計審議会　平

成14年８月９日）及び「固定資産の

減損に係る会計基準の適用指針」

（企業会計基準委員会　平成15年10

月31日　企業会計基準適用指針第６

号）を適用しております。これによ

り、税金等調整前当期純利益が

194,605千円減少しております。

　なお、減損損失累計額については、

改正後の連結財務諸表規則に基づき

当該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)

　当中間連結会計期間より、「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。

　これまでの資本の部の合計に相当

する金額は、2,635,407千円であり

ます。

　なお、当中間連結会計期間におけ

る中間連結貸借対照表の純資産の部

については、中間連結財務諸表規則

の改正に伴い、改正後の中間連結財

務諸表規則により作成しております。

――――――――

追加情報

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

―――――――― ―――――――― (保有目的の変更)

  　当連結会計年度末において、有形

固定資産「建物及び構築物」及び「そ

の他」よりたな卸資産（「販売用不

動産」）へ80,623千円、たな卸資産

（「販売用不動産」）より有形固定

資産「土地」へ53,946千円の振替を

行っております。 
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注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

前中間連結会計期間末
(平成17年９月30日)

当中間連結会計期間末
(平成18年９月30日)

前連結会計年度末
(平成18年３月31日)

※１　担保に供している資産及びこれ

に対する債務は、次の通りであり

ます。

※１　担保に供している資産及びこれ

に対する債務は、次の通りであり

ます。

※１　担保に供している資産及びこれ

に対する債務は、次の通りであり

ます。

担保に供している資産

建物及び

構築物
9,899千円

土地 2,470,697千円

計 2,480,596千円

担保に供している資産

建物及び

構築物
6,189千円

土地 2,343,711千円

計 2,349,901千円

担保に供している資産

建物及び

構築物
7,015千円

土地 2,402,821千円

計 2,409,837千円

上記に対する債務

一年以内

返済予定の

長期借入金

347,716千円

長期借入金 1,329,930千円

計 1,677,646千円

上記に対する債務

一年以内

返済予定の

長期借入金

228,520千円

長期借入金 846,200千円

計 1,074,720千円

上記に対する債務

一年以内

返済予定の

長期借入金

247,720千円

長期借入金 1,156,060千円

計 1,403,780千円

　なお、割引国債10,000千円(投

資有価証券)を宅地建物取引業法

に基づく営業保証金として、東京

法務局に供託しております。

　なお、利付国債9,981千円(投資

有価証券)を宅地建物取引業法に

基づく営業保証金として、東京法

務局に供託しております。

　なお、利付国債9,980千円(投資

有価証券)を宅地建物取引業法に

基づく営業保証金として、東京法

務局に供託しております。

２　偶発債務 ２　偶発債務 ２　偶発債務

　自社提携ローン申込者に対して、

当該土地・建物に対する抵当権設

定が完了するまでの間の住宅ロー

ンに対して保証を行っております。

債務保証(12件) 250,600千円

　自社提携ローン申込者に対して、

当該土地・建物に対する抵当権設

定が完了するまでの間の住宅ロー

ンに対して保証を行っております。

債務保証(９件) 160,800千円

　自社提携ローン申込者に対して、

当該土地・建物に対する抵当権設

定が完了するまでの間の住宅ロー

ンに対して保証を行っております。

債務保証(16件) 175,520千円
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（中間連結損益計算書関係）

前中間連結会計期間
(自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

※１　販売費及び一般管理費の主なも

の

※１　販売費及び一般管理費の主なも

の

※１　販売費及び一般管理費の主なも

の

広告宣伝費

及び販売促進費
229,223千円

アフターサービ

ス引当金繰入額
30,071千円

給与手当及び

雑給
403,568千円

退職給付費用 6,832千円

役員退職慰労

引当金繰入額
2,610千円

減価償却費 43,923千円

広告宣伝費

及び販売促進費
284,449千円

アフターサービ

ス引当金繰入額
29,708千円

給与手当及び

雑給
443,470千円

役員退職慰労

引当金繰入額
20,736千円

減価償却費 28,760千円

広告宣伝費

及び販売促進費
462,859千円

アフターサービ

ス引当金繰入額
55,394千円

給与手当及び

雑給
833,032千円

退職給付費用 15,082千円

役員退職慰労

引当金繰入額
5,220千円

減価償却費 84,020千円

※２　―――――――― ※２　固定資産売却益の内訳 ※２　固定資産売却益の内訳

土地 545千円

計 545千円

建物及び構築物 33,782千円

計 33,782千円

※３　―――――――― ※３　固定資産売却損の内訳 ※３　――――――――

建物及び構築物 1,718千円

計 1,718千円

※４　固定資産除却損の内訳 ※４　固定資産除却損の内訳 ※４　固定資産除却損の内訳

建物及び構築物 47,780千円

撤去工事費  8,179千円

計 55,959千円

構築物 163千円

撤去工事費 57千円

計 220千円

建物及び構築物 49,425千円

撤去工事費 12,647千円

計 62,073千円

※５　――――――――　 ※５　物流センター閉鎖損失 ※５　――――――――　

　連結子会社であるBFM社に

おける、カナダ物流センター

の閉鎖に伴って発生した損失

であります。

※６　減損損失

　当中間連結会計期間において、当社

グループ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。

※６　――――――――　

　

※６　減損損失

　当連結会計年度において、当社グルー

プ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。

場所 用途 種類

石川県能美市 遊休資産 土地

山梨県高根町 遊休資産 土地

場所 用途 種類

石川県能美市 遊休資産 土地

山梨県北杜市 遊休資産 土地

　当社グループは他の資産又は資産グ

ループのキャッシュ・フローから概ね

独立したキャッシュ・フローを生み出

す最小の単位によって資産をグループ

化して減損の検討を行っております。

　その結果、遊休資産は継続的な地価

の下落等により、当該資産の帳簿価額

を回収可能価額まで減額し、当該減少

額を減損損失(126,729千円)として計

上しました。その内訳は、すべて土地

によるものです。

　なお、回収可能価額は正味売却価額

により測定しており、主として路線価

により、測定しております。

 

 

 

　当社グループは他の資産又は資産グ

ループのキャッシュ・フローから概ね

独立したキャッシュ・フローを生み出

す最小の単位によって資産をグループ

化して減損の検討を行っております。

　その結果、遊休資産は継続的な地価

の下落等により、当該資産の帳簿価額

を回収可能価額まで減額し、当該減少

額を減損損失(194,605千円)として計

上しました。その内訳は、すべて土地

によるものです。

　なお、回収可能価額は主として正味

売却価額により測定しております。
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（中間連結株主資本等変動計算書関係）

 

当中間連結会計期間（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に関する事項

前連結会計年度末株
式数（株）

当中間連結会計期間
増加株式数（株）

当中間連結会計期間
減少株式数（株）

当中間連結会計期間
末株式数（株）

発行済株式

普通株式 20,655 ― ― 20,655

合計 20,655 ― ― 20,655

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
当中間連結
会計期間末
残高
（千円）

前連結会計
年度末

当中間連結
会計期間増
加

当中間連結
会計期間減
少

当中間連結
会計期間末

提出会社

（親会社）
平成16年新株予約権 普通株式 2,100 ― ― 2,100 －

合計 － 2,100 ― ― 2,100 －

（注）上表の新株予約権は、すべて権利行使可能なものであります。

３．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29日

定時株主総会
普通株式 51,637 2,500 平成18年３月31日 平成18年６月29日

　(２)基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が連結中間会計期間末後となるもの

（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14日

取締役会
普通株式 56,801 利益剰余金 2,750 平成18年９月30日 平成18年12月18日

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間連結会計期間
(自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31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17年９月30日現在)

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９月30日現在)

現金及び現金同等物の期末残高と連結

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３月31日現在)

現金及び預金 1,416,324千円

現金及び現金同等物 1,416,324千円

現金及び預金 1,631,154千円

現金及び現金同等物 1,631,154千円

現金及び預金 1,630,556千円

現金及び現金同等物 1,630,556千円
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①　リース取引

前中間連結会計期間
(自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自　平成17年４月１日
至　平成18年３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

(借主側)

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

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

(借主側)

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

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

(借主側)

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期末残高相

当額

 

建物

及び

構築物

(千円)

その他

有形

固定資産

(千円)

合計

(千円)

取得価額

相当額
129,432 4,968 134,400

減価償却

累計額

相当額

70,780 2,622 73,402

中間

期末残高

相当額

58,651 2,346 60,997

 

建物

及び

構築物

(千円)

その他

有形

固定資産

(千円)

合計

(千円)

取得価額

相当額
112,776 19,659 132,435

減価償却

累計額

相当額

84,400 5,691 90,091

中間

期末残高

相当額

28,375 13,968 42,343

 

建物

及び

構築物

(千円)

その他

有形

固定資産

(千円)

合計

(千円)

取得価額

相当額
112,776 4,968 117,744

減価償却

累計額

相当額

70,303 3,450 73,753

期末残高

相当額
42,472 1,518 43,990

(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

当額等

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

未経過リース料中間期末残高相

当額

②　未経過リース料期末残高相当額

等

未経過リース料期末残高相当額

一年以内 31,932千円

一年超 29,065千円

合計 60,997千円

一年以内 27,393千円

一年超 14,950千円

合計 42,343千円

一年以内 26,688千円

一年超 17,302千円

合計 43,990千円

(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)　　　　　同左 (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、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、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、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

支払リース料 17,007千円

減価償却費

相当額
17,007千円

支払リース料 16,338千円

減価償却費

相当額
16,338千円

支払リース料 34,531千円

減価償却費

相当額
34,531千円

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
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前中間連結会計期間
(自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日)

前連結会計年度
(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

(貸主側)

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

失累計額及び中間期末残高相当

額

(貸主側)

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

失累計額及び中間期末残高相当

額

(貸主側)

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

失累計額及び期末残高相当額

 
建物及び

構築物

取得価額相当額 129,432千円

減価償却累計額

相当額
70,780千円

中間期末残高

相当額
58,651千円

 
建物及び

構築物

取得価額相当額 112,776千円

減価償却累計額

相当額
84,400千円

中間期末残高

相当額
28,375千円

 
建物及び

構築物

取得価額相当額 112,776千円

減価償却累計額

相当額
70,303千円

期末残高相当額 42,472千円

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

②　未経過リース料期末残高相当額

一年以内 31,811千円

一年超 31,000千円

合計 62,812千円

一年以内 22,650千円

一年超 8,350千円

合計 31,000千円

一年以内 26,774千円

一年超 19,136千円

合計 45,910千円

③　受取リース料、減価償却費及び

受取利息相当額

③　受取リース料、減価償却費及び

受取利息相当額

③　受取リース料、減価償却費及び

受取利息相当額

受取リース料 18,901千円

減価償却費

相当額
16,179千円

受取利息相当額 2,651千円

受取リース料 16,291千円

減価償却費

相当額
14,097千円

受取利息相当額 1,381千円

受取リース料 37,802千円

減価償却費

相当額
32,358千円

受取利息相当額 4,651千円

④　利息相当額の算定方法

リース料総額と見積残存価額の

合計額からリース物件の購入価

額を控除した額を利息相当額と

し、利息相当額の各期への配分

方法については、利息法によっ

ております。

④　利息相当額の算定方法

　　　　同左

④　利息相当額の算定方法

　　　　同左

２　オペレーティング・リース取引

(借主側)

未経過リース料

２　オペレーティング・リース取引

(借主側)

未経過リース料

２　オペレーティング・リース取引

(借主側)

未経過リース料

一年以内 8,908千円

一年超 2,940千円

合計 11,849千円

一年以内 256千円

合計 256千円

一年以内 3,192千円

合計 3,192千円

（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。

（減損損失について）

　　　　　同左

（減損損失について） 

　　　　　　同左
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②　有価証券

前中間連結会計期間末(平成17年９月30日)

１　満期保有目的の債券で時価のあるもの

区分
中間連結貸借対照表

計上額(千円)
時価(千円) 差額(千円)

(1) 国債・地方債等 10,000 10,000 －

(2) 社債 － － －

(3) その他 － － －

合計 10,000 10,000 －

２　時価評価されていない主な有価証券

区分 中間連結貸借対照表計上額(千円)

その他有価証券

非上場株式
22,650

合計 22,650

当中間連結会計期間末(平成18年９月30日)

１　満期保有目的の債券で時価のあるもの

区分
中間連結貸借対照表

計上額(千円)
時価(千円) 差額(千円)

(1) 国債・地方債等 9,981 9,823 △158

(2) 社債 － － －

(3) その他 － － －

合計 9,981 9,823 △158

２　時価評価されていない主な有価証券

区分 中間連結貸借対照表計上額(千円)

その他有価証券

非上場株式
24,420

合計 24,420
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前連結会計年度末(平成18年３月31日)

１　満期保有目的の債券で時価のあるもの

区分
連結貸借対照表計上額

(千円)
時価(千円) 差額(千円)

(1) 国債・地方債等 9,980 9,689 △291

(2) 社債 － － －

(3) その他 － － －

合計 9,980 9,689 △291

２　時価評価されていない主な有価証券

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
24,420

合計 24,420

③　デリバティブ取引

前中間連結会計期間末(平成17年９月30日)、当中間連結会計期間末(平成18年９月30日)及び前連結会計年度末(平

成18年３月31日)

　該当事項はありません。

　なお、為替予約取引、通貨スワップ取引、通貨オプション取引及び金利スワップ取引を行っておりますが、い

ずれもヘッジ会計を適用しておりますので、注記の対象から除いております。

④　ストック・オプション等

当中間連結会計期間(自　平成18年４月1日　至　平成18年９月30日)

　該当事項はありません。

－ 28 －



⑤　セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

前中間連結会計期間（自　平成17年４月１日　至　平成17年９月30日）

　当社グループは、ログハウス等のキットの販売及び工事等を行っており、当該事業以外に事業の種類がないた

め該当事項はありません。

当中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

 
ビッグフット　

事業
（千円）

フェザント　
事業

（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

 売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 5,146,845 76,859 5,223,704 － 5,223,704

(2）

 

セグメント間の内部売上

高又は振替高
－ － － － －

 計 5,146,845 76,859 5,223,704 － 5,223,704

 営業費用 4,580,833 149,010 4,729,844 262,124 4,991,969

 営業利益又は営業損失 566,011 △72,151 493,859 (262,124) 231,735

　　　（注）１．事業区分の方法

事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。

　　２．各区分に属する主要な製品

 事業区分 主要製品

 ビッグフット事業 ログハウス等のキットの販売及び工事等

 フェザント事業 別荘タイムシェア分譲販売及び運営管理等

　　３．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

  
　当中間連結会計期間

（千円）
主な内容

 
消去又は全社の項目に
含めた配賦不能営業費
用の金額

 262,124
当社の総務・経理部門等の管理部門に係る費用で
あります。

　　（追加情報）

　当社グループは従来、ログハウス等のキットの販売及び工事等の単一事業を営んでおりましたが、前連

結会計年度下半期（平成17年10月）より営業を開始しましたフェザント事業の重要性が増したため、当中

間連結会計期間より事業の種類別セグメント情報を記載しております。

　なお、上記の理由により、前中間連結会計期間との比較は記載しておりません。

前連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

　当社グループは、全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメントの資産の合計額に占めるビッグ

フット事業（ログハウス等のキットの販売及び工事等）の割合がいずれも90％を超えているため、事業の種類

別セグメント情報の記載を省略しております。
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ｂ．所在地別セグメント情報

前中間連結会計期間(自　平成17年４月１日　至　平成17年９月30日)

 
日本
(千円)

北米
(千円)

計
(千円)

消去又は全社
(千円)

連結
(千円)

売上高      

(1) 外部顧客に対する

売上高
4,181,747 45,039 4,226,787 ― 4,226,787

(2) セグメント間の内部

売上高又は振替高
― 1,006,515 1,006,515 (1,006,515) ―

計 4,181,747 1,051,555 5,233,303 (1,006,515) 4,226,787

営業費用 4,002,930 1,025,199 5,028,130 (932,326) 4,095,804

営業利益 178,817 26,355 205,173 (74,189) 130,983

　（注）１　国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２　本邦以外の区分に属する主な国又は地域

北米……カナダ

３　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(76,958千円)の主なものは、当社本社の管

理部門に係る費用であります。

当中間連結会計期間(自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日)

 
日本
(千円)

北米
(千円)

計
(千円)

消去又は全社
(千円)

連結
(千円)

売上高      

(1) 外部顧客に対する

売上高
5,058,077 165,627 5,223,704 ― 5,223,704

(2) セグメント間の内部

売上高又は振替高
― 876,642 876,642 (876,642) ―

計 5,058,077 1,042,269 6,100,346 (876,642) 5,223,704

営業費用 4,777,075 983,134 5,760,210 (768,240) 4,991,969

営業利益 281,001 59,134 340,136 (108,401) 231,735

　（注）１　国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２　本邦以外の区分に属する主な国又は地域

北米……カナダ

３　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(98,379千円)の主なものは、当社本社の管

理部門に係る費用であります。

４　会計方針の変更

「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４.(3)③に記載のとおり、当中間連結会計期間

より、「役員賞与に関する会計基準」（企業会計基準第４号　平成17年11月29日）を適用しております。こ

の変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、「消去又は全社」の営業費用は9,600千円増加し、営業利

益が同額減少しております。
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前連結会計年度(自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日)

 
日本
(千円)

北米
(千円)

計
(千円)

消去又は全社
(千円)

連結
(千円)

売上高      

(1) 外部顧客に対する

売上高
8,952,415 79,208 9,031,623 ― 9,031,623

(2) セグメント間の内部

売上高又は振替高
― 1,497,403 1,497,403 (1,497,403) ―

計 8,952,415 1,576,612 10,529,027 (1,497,403) 9,031,623

営業費用 8,328,724 1,557,580 9,886,305 (1,330,468) 8,555,837

営業利益 623,690 19,031 642,721 (166,935) 475,786

　（注）１　国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２　本邦以外の区分に属する主な国又は地域

北米……カナダ

３　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(169,453千円)の主なものは、当社本社の管

理部門に係る費用であります。

ｃ．海外売上高

　前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度において、海外売上高が連結売上高の10％未

満であるため、記載を省略しております。
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（１株当たり情報）

前中間連結会計期間
(自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日)

前連結会計年度
(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 114,604.77円

１株当たり中間純損失 4,389.83円

１株当たり純資産額 133,277.28円

１株当たり中間純利益 5,577.54円

１株当たり純資産額 122,459.59円

１株当たり当期純利益 4,008.71円

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益
3,906.08円　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

純損失のため記載しておりません。

　当社は、平成16年11月15日付で１：

５の株式分割を行っております。

　なお、当該株式分割が前期首に行わ

れたと仮定した場合の前中間連結会計

期間における１株当たり情報について

は、以下の通りとなります。

　なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益については、希薄化効果を有

している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 86,162.39円

１株当たり中間純利益 10,508.19円

　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。

　（注）　１株当たり中間(当期)純利益又は１株当たり中間純損失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、以下の通りであります。

 
前中間連結会計期間

(自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日)

前連結会計年度
(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)純利益金額

又は中間純損失金額
   

中間(当期)純利益又は

中間純損失(△)(千円)
△ 90,672 115,204 82,800

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ― ―

普通株式に係る中間(当期)純利益又

は中間純損失(△)(千円)
△ 90,672 115,204 82,800

普通株式の期中平均株式数(株) 20,655 20,655 20,655

    

潜在株式調整後１株当たり

中間(当期)純利益金額
   

中間(当期)純利益調整額(千円) ― ― ― 

普通株式増加数(株) ― ― 543 

(うち新株予約権による増加数) (―) (―) (543) 

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

　平成16年10月21日開催

の臨時株主総会の決議に

基づく新株予約権１種類

（新株予約権の数2,100

個）。

　平成16年10月21日開催

の臨時株主総会の決議に

基づく新株予約権

１種類（新株予約権の

数2,100個）。

―――――
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（重要な後発事象）

前中間連結会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

該当事項はありません 　平成18年11月14日開催の取締役会に

おいて、次のように株式分割による新

株式を発行することを決議いたしまし

た。

１．平成19年１月１日付をもって普通

株式１株を２株に分割する。

　(１)分割により増加する株式数

　　　普通株式　　　20,655株

  (２)分割方法

  平成18年12月31日最終の株主

名簿及び実質株主名簿に記載さ

れた株主の所有株式数を、１株

につき２株の割合をもって分割

する。

２．日程

　(１)基準日　　　平成18年12月31日

　(２)効力発生日　平成19年１月１日

　(３)株券交付日　平成19年２月22日

３．１株当たり情報に及ぼす影響

　当該株式分割が前期首に行われたと

仮定した場合の前中間連結会計期間及

び前連結会計年度における１株当たり

情報並びに当期首に行われたと仮定し

た場合の当中間連結会計期間における

１株当たり情報は、それぞれ以下の通

りとなります。

該当事項はありません

前中間連結
会計期間

当中間連結
会計期間

前連結会計
年度

１株当たり純
資産額

57,302円38銭 

１株当たり純
資産額

66,638円64銭 

１株当たり純
資産額

61,229円79銭 

１株当たり中
間純損失金額

2,194円91銭 

１株当たり中
間純利益金額

2,788円77銭 

１株当たり当
期純利益金額

2,004円35銭 

潜在株式調整
後１株当たり
中間純利益金
額

－ 

 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

のため記載し

ておりません。

潜在株式調整
後１株当たり
中間純利益金
額

－ 

　なお、潜在

株式調整後１

株当たり中間

純利益につい

ては、希薄化

効果を有して

いる潜在株式

が存在しない

ため記載して

おりません。

潜在株式調整
後１株当たり
当期純利益金
額 

1,953円04銭 
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５．生産、受注及び販売の状況
(1）生産実績

　当社グループが営む事業では、生産実績を定義することが困難であるため記載しておりません。

(2）受注実績

前中間連結会計期間（自　平成17年４月１日　至　平成17年９月30日）

部門名称 品目名称
前期繰越高
（千円）

当中間期受
注高
（千円）

計
（千円）

当中間期売
上高
（千円）

次期繰越高
当中間期施
工高
（千円）

手持高
（千円）

うち施工高

（千円） （％）

直販部門

ログハウス等キット販

売
377,457 58,984 436,441 51,337 385,104 ― ― ―

ログハウス等工事 1,669,589 1,283,312 2,952,901 1,150,229 1,802,672 355,323 19.7 1,273,774

（小計） 2,047,046 1,342,296 3,389,343 1,201,566 2,187,776 355,323 ― 1,273,774

販社(BES)

部門

ログハウス等キット販

売
1,798,302 2,521,834 4,320,136 2,578,075 1,742,061 ― ― ―

その他 ― ― ― 402,105 ― ― ― ―

（小計） 1,798,302 2,521,834 4,320,136 2,980,180 1,742,061 ― ― ―

北米部門

ログハウス等キット販

売
23,406 45,032 68,438 45,039 23,398 ― ― ―

その他 ― ― ― ― ― ― ― ―

（小計） 23,406 45,032 68,438 45,039 23,398 ― ― ―

合計 3,868,755 3,909,163 7,777,918 4,226,787 3,953,236 355,323 ― 1,273,774

　（注）１　前連結会計年度以前に受注したもので契約の更改等により金額に変更のあるものについては、当中間期受注

高に含めております。

２　外貨建受注高及び繰越高については、中間連結決算日の直物為替相場により換算しております。

なお、前期繰越高の換算差額については、当中間期受注高に含めております。

３　次期繰越高は未成工事支出金により手持工事の施工高を推定したものであります。

４　ログハウス等工事の施工高は（当中間期売上高＋次期繰越施工高－前期繰越施工高）に一致しております。

５　ログハウス等キット販売及び工事以外は、受注管理を行っておらず、その他売上高は受注額等の記載を省略

しております。
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当中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

セグメント
区分

部門名称 品目名称
前期繰越
高
（千円）

当中間期
受注高
（千円）

計
（千円）

当中間期
売上高
（千円）

次期繰越高
当中間期
施工高
（千円）

手持高
（千円）

うち施工高

（千円） （％）

ビッグ

フット事

業

直販部門

ログハウス等

キット販売
311,733 △14,876 296,857 84,929 211,927 ― ― ―

ログハウス等

工事
2,137,801 1,041,007 3,178,809 1,442,212 1,736,596 457,590 26.3 1,548,507

（小計） 2,449,534 1,026,131 3,475,666 1,527,141 1,948,524 457,590 ― 1,548,507

販社（BES）

部門

ログハウス等

キット販売
2,627,289 2,127,780 4,755,070 3,015,391 1,739,678 ― ― ―

その他 ― ― ― 438,683 ― ― ― ―

（小計） 2,627,289 2,127,780 4,755,070 3,454,075 1,739,678 ― ― ―

 北米部門

ログハウス等

キット販売
16,397 43,855 60,252 44,620 15,632 ― ― ―

その他 ― ― ― 121,007 ― ― ― ―

（小計） 16,397 43,855 60,252 165,627 15,632    

小計  5,093,221 3,197,767 8,290,989 5,146,845 3,703,835 457,590 ― 1,548,507

フェザント

事業

フェザント

プロジェク

ト

別荘タイムシェア

分譲販売
2,330 54,537 56,867 56,867 ― ― ― ―

その他 ― ― ― 19,992 ― ― ― ―

 小計  2,330 54,537 56,867 76,859 ― ― ― ―

　　　　　　　 　　合計　　　　　 5,095,551 3,252,305 8,347,856 5,223,704 3,703,835 457,590 ― 1,548,507

　（注）１　前連結会計年度以前に受注したもので契約の更改等により金額に変更のあるものについては、当中間期受注

高に含めております。

２　外貨建受注高及び繰越高については、中間連結決算日の直物為替相場により換算しております。

なお、前期繰越高の換算差額については、当中間期受注高に含めております。

３　次期繰越高は未成工事支出金により手持工事の施工高を推定したものであります。

４　ログハウス等工事の施工高は（当中間期売上高＋次期繰越施工高－前期繰越施工高）に一致しております。

５　ログハウス等キット販売及び工事以外は、受注管理を行っておらず、その他売上高は受注額等の記載を省略

しております。
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前連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

部門名称 品目名称
前期繰越高
（千円）

受注高
（千円）

計
（千円）

売上高
（千円）

次期繰越高

施工高
（千円）手持高

（千円）

うち施工高

（千円） （％）

直販部門

ログハウス等キット

販売
377,457 114,576 492,033 180,300 311,733 ― ― ―

ログハウス等工事 1,669,589 3,002,616 4,672,206 2,534,404 2,137,801 351,294 16.4 2,457,135

その他 ― ― ― 6,300 ― ― ― ―

（小計） 2,047,046 3,117,193 5,164,239 2,721,004 2,449,534 351,294 ― 2,457,135

販社（BES）

部門

ログハウス等キット

販売
1,798,302 6,044,687 7,842,989 5,215,699 2,627,289 ― ― ―

その他 ― ― ― 943,491 ― ― ― ―

（小計） 1,798,302 6,044,687 7,842,989 6,159,190 2,627,289 ― ― ―

北米部門

ログハウス等キット

販売
23,406 72,198 95,605 79,208 16,397 ― ― ―

その他 ― ― ― ― ― ― ― ―

（小計） 23,406 72,198 95,605 79,208 16,397 ― ― ―

フェザント

プロジェク

ト

別荘タイムシェア分

譲販売
― 70,201 70,201 67,871 2,330 ― ― ―

その他 ― ― ― 4,348 ― ― ― ―

（小計） ― 70,201 70,201 72,219 2,330 ― ― ―

合計 3,868,755 9,304,280 13,173,035 9,031,623 5,095,551 351,294 ― 2,457,135

　（注）１　前連結会計年度以前に受注したもので契約の更改等により金額に変更のあるものについては、受注高に含

めております。

２　外貨建受注高及び繰越高については、連結決算日の直物為替相場により換算しております。

なお、前期繰越高の換算差額については、受注高に含めております。

３　次期繰越高は未成工事支出金により手持工事の施工高を推定したものであります。

４　ログハウス等工事の施工高は（売上高＋次期繰越施工高－前期繰越施工高）に一致しております。

５　ログハウス等キット販売及び工事以外は、受注管理を行っておらず、その他売上高は受注額等の記載を省

略しております。

６　フェザントプロジェクトの契約高及び売上高には、固定資産に係る売却高67,877千円は含まれておりませ

ん。
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(3）販売実績

　当中間連結会計期間における販売実績は次の通りであります。

セグメント区
分

部門名称 品目名称 販売高（千円） 前年同期比（％）

ビッグ

フット事業

直販部門

ログハウス等キット販売 84,929 165.4

ログハウス等工事 1,442,212 125.4

（小計） 1,527,141 127.1

販社（BES）

部門

ログハウス等キット販売 3,015,391 117.0

その他 438,683 109.1

（小計） 3,454,075 115.9

 北米部門

ログハウス等キット販売 44,620 99.1

その他 121,007 ―

（小計） 165,627 367.7

　小計  5,146,845 121.8

フェザント

事業

フェザントプ

ロジェクト

別荘タイムシェア分譲販売 56,867 ―

その他 19,992 ―

小計  76,859 ―

　　　　　　　　　　　  合計 5,223,704 123.6
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