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１．平成18年10月期の業績（平成17年11月１日～平成18年10月31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10月期 6,317 (△ 3.1) 169 (　54.3) 140 (　50.5)

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

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10月期 59 ( △8.0) 6,681 83 ― ― 49.4 5.8 2.2

17年10月期 64 (　―　) 7,261 45 ― ― 112.5 3.1 1.4

（注）①持分法投資損益 18年10月期 ―百万円 17年10月期 ―百万円
②期中平均株式数 18年10月期      8,900株 17年10月期 8,900株
③会計処理の方法の変更 有
④売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前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10月期 2,309 150 6.5 16,869 97

17年10月期 2,531 90 3.6 10,198 08

（注）①期末発行済株式数 18年10月期      8,900株 17年10月期 8,900株
②期末自己株式数 18年10月期 ―株 17年10月期 ―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10月期 251 △27 △300 125

17年10月期 212 203 △400 201

２．平成19年10月期の業績予想（平成18年11月１日～平成19年10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 2,630 △97 △139

通　期 6,500 150 106

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　  11,910円11銭

３．配当状況

・現金配当 １株当たり配当金(円) 配当金総額
(百万円)

配当性向
（％）

純資産配当率
（％）中間期末 期末 年間

17年10月期 ― ― ― ― ― ―

18年10月期 ― ― ― ― ― ―

19年10月期（予想） ― ― ―    

※　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。
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１．企業集団の状況

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

築請負及び販売用不動産の販売を行っております。

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

親会社が木造在来工法と住宅の建築工法によって区分しております。

２．経営方針

(1）会社の経営の基本方針

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

しかし、近年の住宅に対するお客様のニーズは高断熱・高気密に止まらず、耐震性、耐久性、高齢者にも安心して住

むことのできる住宅、また地球環境の保護にも視野を広げた住宅等、ますます広範囲なものとなっております。

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

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

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

の充実をもたらす住まいの提案を北海道及び関東圏に展開しております。

(2）会社の利益配分に関する基本方針

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

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

　なお、当期の期末配当につきましては、無配当とさせていただきます。将来の業績向上を通じて株主各位のご支援

にお応えすべく体制を早期に確立してまいる所存であります。

(3）投資単位の引下げに関する考え方及び方針等

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

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

(4）目標とする経営指標

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

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

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

益を売上高当期純利益率３％以上確保することにより、財務体質を強固にできるものとして全社員一丸となって取組

んでおります。

(5）中長期的な会社の経営戦略

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

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

度で複雑な「住まい」が求められております。

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

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

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

り、冬期間における北海道の受注及び売上減少をカバーすべく対処してまいります。

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

正利潤の確保に努めてまいります。
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(6）会社の対処すべき課題

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

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

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

①　営業社員教育の徹底強化

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

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

客満足」の実現を目指してまいります。

②　経営体質の改善

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

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

を確立し、安定的利益の確保を図ってまいります。

(7）親会社等に関する事項

①　親会社等の商号等

  （平成18年10月31日現在）

親会社等 属性
親会社等の議決権所有
割合（％）

親会社等が発行する株券が上場されている
証券取引所等

株式会社土屋ホーム 親会社 78.65
株式会社東京証券取引所　市場第二部

証券会員制法人札幌証券取引所

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

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

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

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

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

③　親会社との取引に関する事項

属性 会社等の名称 住所
資本金又
は出資金
（千円）

事業の内
容又は職
業

議決権等の
所有（被所
有）割合

関係内容

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上
の関係

親会社
株式会社

土屋ホーム

札幌市

北区
7,114,815 建設業

（被所有）

直接

78.65％

兼任

２名

当社土

地の販

売及び

仕入

資金の借入 1,300,000
短期借

入金
600,000

土地の仕入

に係る仲介

手数料の支

払

10,173 － －

事務所の賃

借
5,031

前払費

用
440

仲介手数料

の支払
1,912 － －

支払利息 22,863 － －

(8）内部管理体制の整備・運用状況

　当事項の詳細に関しましては、株式会社ジャスダック証券取引所へ提出し、開示しております「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

　該当事項はありません。
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３．経営成績及び財政状態

(1）経営成績

　当事業年度における我が国経済は、原油価格の不安定要因や原材料の値上がり等の懸念材料はあるものの、企業収

益の改善による民間設備投資の増加及び個人消費も堅調に推移するなど緩やかな回復基調で推移してまいりました。

　住宅業界におきましては、国土交通省による新設住宅着工戸数で見ますと、当事業年度におきましては対前年同期

比4.2％増加の1,276千戸、うち持家に関しましても対前年同期比2.2％増加の359千戸となり、緩やかに増加してまい

りました。当社の主力販売エリアであります北海道の新設住宅着工戸数におきましても、対前年同期比3.8％増加の52

千戸、うち持家に関しましても対前年同期比4.9％増加となっております。また、当社で扱っておりますツーバイフォー

住宅におきましても、全国では対前年同期比11.5％増加の103千戸、うち持家に関しましても対前年同期比3.5％増加

の32千戸と徐々にではありますが、増加傾向で推移してまいりました。しかしながら、限られた需要のなかでの同業

他社との競合及び北海道経済の冷え込みは予想以上であり、依然として厳しい状況で推移しております。

　当社におきましては、このような環境のなかで、女性スタッフが企画立案しましたミセスに優しい新商品「ラ・フェ

リーチェ」の発表及び前事業年度より好評価をいただいております商品「ガレージライフ」を更に展開し、団塊ジュ

ニア世代を中心とした若年層向けの受注確保を促進することにより、更なる顧客満足度の向上を図るべく手段を講じ

てまいりました。

　北海道におきましては、潜在需要の掘り起こしを目的として、前事業年度に引き続き小規模宅地開発による土地の

分譲と注文住宅のセット販売を積極的に展開してまいりました。これらの相乗効果により、販売用不動産のうち土地

の売上高は減少したものの、販売用不動産のうち提案住宅の売上高は対前期増減率16.8％と増加しており、売上総利

益の増加に寄与しております。関東圏におきましては、建物の耐震性、耐久性及び耐風性において他社と徹底した差

別化を図った商品としまして、「スチールツーバイフォー住宅」を中心として販売活動に取組んでまいりました。ま

た、東京都八王子市の常設展示場にあるスチールツーバイフォー住宅のモデルハウスを、ハワイのリゾートをイメー

ジした建物「ハワイアン・メタルホーム・ラハイナ」にリニューアルしております。しかしながら、当初の販売計画

を達成するまでには至りませんでした。

　以上の結果、売上高につきましては、対前期増減率△3.1％の63億17百万円（前年同期売上高65億22百万円）の実績

となりました。

　利益面につきましては、経常利益は対前期増減率50.5％の１億40百万円（前年同期経常利益93百万円）、当期純利

益は固定資産の減損に係る会計基準の適用及び原材料評価損などにより、対前期増減率△8.0％の59百万円（前年同期

当期純利益64百万円）となりました。

(2）財政状態

　当事業年度末における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ75百万円減少し、当事業年度末残高は、１億25

百万円となりました。

　また、当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当事業年度において営業活動の結果、得られた資金は２億51百万円（前年同期は２億12百万円の収入）となりまし

た。これは、主に営業利益の増加及び仕入債務の増加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）

　当事業年度において投資活動の結果、使用した資金は27百万円（前年同期は２億３百万円の収入）となりました。

これは、主に有形固定資産の取得による支出によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当事業年度において財務活動の結果、使用した資金は３億円（前年同期は４億円の使用）となりました。これは、

短期借入金の減少によるものであります。

　なお、当社のキャッシュ・フロー指標のトレンドは、以下のとおりであります。
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平成16年 平成17年 平成18年

自己資本比率 0.7％ 3.6％ 6.5％

時価ベースの自己資本比率 35.8％ 60.5％ 51.2％

債務償還年数 ―年 4.2年 2.4年

インタレスト・カバレッジ・レシオ ― 11.0 11.0

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

※１．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数により算出しております。

２．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すべ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）次期の見通し

　今後の我が国経済環境の見通しにつきましては、設備投資、個人消費などを背景に景気は緩やかな拡大基調にある

ものの、住宅業界を取り巻く環境は同業他社との競争激化が続くものと捉えており、引き続き厳しい状況が続くもの

と予想されます。

　このような厳しい状況ではありますが、当事業年度下半期に発表しました女性スタッフ企画立案による新商品「ラ・

フェリーチェ」の推進及び高耐力壁を組み込んだ新商品の開発などに積極的に取組んでまいります。当社は、企業と

しての社会的責任を果たすべく早期に体制を整え、「売上棟数500棟、売上高100億円、経常利益10億円の達成」に向

け邁進してまいります。

　営業の分野におきましては、更に複雑化する顧客のニーズに応えるべく、営業力の強化に対し全社を挙げて取組み、

一人当たりの年間受注棟数を引き上げるべく底上げを図ってまいります。

　技術的な分野におきましては、ツーバイフォー工法の利点に当社独自の改良を更に加え、北海道内は「ウッドツー

バイフォー工法」、関東圏は「スチールツーバイフォー工法」と二つの戦略技術により、お客様一人ひとりと心から

感動を共有できる住まいづくりに努めてまいります。

　また、経営環境は極めて厳しい状況ではありますが、目まぐるしく変わる社会環境の変化や市場動向を的確に捉え、

それらに対応すべく柔軟に組織の再構築を図り、安定的利益の確保と健全な財務体質への改善に努めてまいります。

　以上のことから、次期の業績見通しにつきましては、売上高65億円（前年同期比2.9％の増加）、経常利益１億50百

万円（前年同期比6.8％の増加）、当期純利益１億６百万円（前年同期比78.2％の増加）を予想しております。
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(4）事業等のリスク

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

る事項には、以下のようなものがあります。

 　なお、文中における将来に関する事項については、決算短信提出日（平成18年12月15日）現在において当社が判断

したものであります。

①事業環境の変化による影響について

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

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

②法的規制の影響について

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

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

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

③季節的変動の影響について

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

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

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

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

天候によっては、当社の業績等に影響を及ぼす可能性があります。

④保証債務の影響について

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

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

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

⑤保有不動産の影響について

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

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

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

⑥顧客情報の機密保持の影響について

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

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

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

⑦施工時の瑕疵等の影響について

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

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

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

績等に影響を及ぼす可能性があります。

⑧資金の調達について

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

決権の78.65％を所有している株主であります。

　なお、株式会社土屋ホームとの取引条件は、両者間で市場動向その他を勘案して協議決定しております。
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４．個別財務諸表等
(1）貸借対照表

前事業年度
（平成17年10月31日）

当事業年度
（平成18年10月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資産の部）  

Ⅰ　流動資産  

現金預金 201,393 125,807 △75,586

完成工事未収入金 509 140 △369

販売用不動産未収入
金

5,000 ― △5,000

未成工事支出金 108,362 104,613 △3,749

販売用不動産 1,553,377 1,536,977 △16,399

原材料 27,942 ― △27,942

貯蔵品 38,738 40,663 1,924

前渡金 67,431 8,935 △58,496

前払費用 29,112 34,377 5,265

立替金 8,755 4,838 △3,916

短期保証金 ― 28,994 28,994

その他 16,499 12,490 △4,008

貸倒引当金 △106 △398 △292

流動資産合計 2,057,018 81.3 1,897,440 82.1 △159,578

Ⅱ　固定資産  

１．有形固定資産  

建物 337,704 357,472  

減価償却累計額 164,606 173,097 191,145 166,326 △6,771

構築物 29,536 29,485  

減価償却累計額 20,675 8,860 20,750 8,734 △126

車両運搬具 14,651 14,651  

減価償却累計額 11,905 2,746 12,853 1,798 △947

工具器具備品 111,946 125,848  

減価償却累計額 91,331 20,614 102,031 23,816 3,202

土地 55,610 33,717 △21,893

有形固定資産計 260,929 10.3 234,393 10.2 △26,536

２．無形固定資産  

ソフトウェア 15,694 15,141 △553

電話加入権 10,845 7,151 △3,693

その他 7,041 6,095 △945

無形固定資産計 33,581 1.3 28,388 1.2 △5,192

３．投資その他の資産  

投資有価証券 22,937 23,211 274

出資金 200 200 ―

長期貸付金 48,909 44,662 △4,246

従業員長期貸付金 7,756 6,912 △844

長期前払費用 5,276 4,506 △770

差入保証金 37,390 39,204 1,814

破産更生債権等 7,244 5,376 △1,868

役員保険積立金 53,871 27,705 △26,166

その他 ― 5,000 5,000

貸倒引当金 △3,860 △7,033 △3,173

投資その他の資産計 179,726 7.1 149,745 6.5 △29,980

固定資産合計 474,237 18.7 412,527 17.9 △61,709

資産合計 2,531,255 100.0 2,309,967 100.0 △221,288
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前事業年度
（平成17年10月31日）

当事業年度
（平成18年10月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（負債の部）  

Ⅰ　流動負債  

工事未払金 855,401 904,608 49,206

販売用不動産未払金 11,116 ― △11,116

親会社短期借入金 900,000 600,000 △300,000

未払金 46,130 51,056 4,926

未払法人税等 5,756 6,551 795

未払消費税等 46,445 36,479 △9,965

未払費用 64,449 75,392 10,943

未成工事受入金 181,817 190,731 8,913

預り金 79,765 63,977 △15,787

完成工事補償引当金 6,219 7,189 970

その他 ― 184 184

流動負債合計 2,197,101 86.8 1,936,172 83.8 △260,928

Ⅱ　固定負債  

預り保証金 149,461 129,835 △19,626

退職給付引当金 93,930 93,817 △112

固定負債合計 243,392 9.6 223,652 9.7 △19,739

負債合計 2,440,493 96.4 2,159,825 93.5 △280,667
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前事業年度
（平成17年10月31日）

当事業年度
（平成18年10月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資本の部）

Ⅰ　資本金 ※１ 596,987 23.6 ― ― △596,987

Ⅱ　資本剰余金

１．資本準備金 377,237 ― △377,237

資本剰余金合計 377,237 14.9 ― ― △377,237

Ⅲ　利益剰余金

１．利益準備金 33,400 ― △33,400

２．任意積立金

別途積立金 10,000 ― △10,000

３．当期未処理損失 927,959 ― △927,959

利益剰余金合計 △884,559 △34.9 ― ― 884,559

Ⅳ　その他有価証券評価差
額金

1,097 0.0 ― ― △1,097

資本合計 90,762 3.6 ― ― △90,762

負債・資本合計 2,531,255 100.0 ― ― △2,531,255

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本  

１．資本金 ― ― 596,987 25.9 596,987

２．資本剰余金

（１）資本準備金 ― 377,237 377,237

資本剰余金合計 ― ― 377,237 16.3 377,237

３．利益剰余金

（１）利益準備金 ― 33,400 33,400

（２）その他利益剰余金

別途積立金 ― 10,000 10,000

繰越利益剰余金 ― △868,490 △868,490

利益剰余金合計 ― ― △825,090 △35.7 △825,090

株主資本合計 ― ― 149,134 6.5 149,134

Ⅱ　評価・換算差額等

１．その他有価証券評価
差額金

― ― 1,008 0.0 1,008

評価・換算差額等合計 ― ― 1,008 0.0 1,008

純資産合計 ― ― 150,142 6.5 150,142

負債純資産合計 ― ― 2,309,967 100.0 2,309,967
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(2）損益計算書

前事業年度
（自　平成16年11月１日
至　平成17年10月31日）

当事業年度
（自　平成17年11月１日
至　平成18年10月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　売上高

完成工事高 3,894,400 3,983,355

販売用不動産売上高 2,622,581 2,322,932

その他売上高 5,610 6,522,592 100.0 11,261 6,317,549 100.0 △205,043

Ⅱ　売上原価

完成工事原価 2,758,486 2,833,930

販売用不動産売上原価 2,395,128 2,001,051

その他売上原価 3,383 5,156,998 79.1 9,341 4,844,323 76.7 △312,675

売上総利益

完成工事総利益 1,135,913 1,149,424

販売用不動産売上総利
益

227,453 321,881

その他売上総利益 2,226 1,365,593 20.9 1,919 1,473,225 23.3 107,631

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※３

広告宣伝費 66,723 73,677

販売促進費 105,025 102,527

役員報酬 25,865 32,714

従業員給与手当 475,758 474,416

賞与 67,222 73,793

退職給付引当金繰入額 7,224 9,216

法定福利費 71,882 73,842

福利厚生費 4,196 3,971

消耗品費 34,217 36,082

通信交通費 47,805 55,185

動力用水光熱費 26,079 26,368

教育研究費 7,450 14,196

交際費 2,537 2,502

寄付金 13 13

賃借料 142,742 135,285

車両費 38,389 41,778

減価償却費 40,758 43,722

租税公課 28,785 30,374

保険料 5,073 2,377

雑費 57,738 1,255,490 19.2 71,312 1,303,361 20.6 47,871

営業利益 110,103 1.7 169,864 2.7 59,760
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前事業年度
（自　平成16年11月１日
至　平成17年10月31日）

当事業年度
（自　平成17年11月１日
至　平成18年10月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅳ　営業外収益  

受取利息 1,290 968

受取配当金 619 626

受取手数料 362 268

その他 1,061 3,334 0.0 571 2,434 0.0 △899

Ⅴ　営業外費用

支払利息 ※１ 19,391 22,863

貸倒引当金繰入額 ― 5,826

貸倒損失 ― 1,419

その他 726 20,118 0.3 1,736 31,846 0.5 11,727

経常利益 93,319 1.4 140,453 2.2 47,133

Ⅵ　特別利益

投資有価証券売却益 1,043 ―

貸倒引当金戻入益 260 ―

償却債権取立益 216 198

保証金整理益 ― 1,520 0.0 4,018 4,216 0.1 2,696

Ⅶ　特別損失

役員退職慰労金 ― 800

固定資産売却損 ※２,４ 3,734 ―

固定資産除却損 ※５ 11,234 350

販売用不動産評価損 12,291 6,608

投資有価証券売却損 888 ―

投資有価証券評価損 ― 238

役員保険解約損 ― 5,034

原材料評価損 ― 25,885

減損損失 ※６ ― 38,554

その他  ― 28,150 0.4 5,549 83,021 1.3 54,871

税引前当期純利益 66,689 1.0 61,648 1.0 △5,041

法人税、住民税及び事
業税

2,062 0.0 2,180 0.1 117

当期純利益 64,626 1.0 59,468 0.9 △5,158

前期繰越損失 992,586 ― ―

当期未処理損失 927,959 ― ―
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完成工事原価報告書

前事業年度
（自　平成16年11月１日
至　平成17年10月31日）

当事業年度
（自　平成17年11月１日
至　平成18年10月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

材料費 1,156,008 41.9 1,185,663 41.8 29,654

外注費 1,377,414 49.9 1,421,815 50.2 44,401

経費 225,064 8.2 226,451 8.0 1,387

(うち人件費) (90,988) (3.3) (96,512) (3.4) (5,523)

合計 2,758,486 100.0 2,833,930 100.0 75,443

　（注）　原価計算の方法は、実際原価による個別原価計算によっております。

販売用不動産売上原価報告書

前事業年度
（自　平成16年11月１日
至　平成17年10月31日）

当事業年度
（自　平成17年11月１日
至　平成18年10月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

土地原価 1,602,787 66.9 1,039,849 52.0 △562,937

材料費 365,107 15.3 418,437 20.9 53,330

外注費 342,604 14.3 461,694 23.1 119,089

経費 84,629 3.5 81,069 4.0 △3,559

(うち人件費) (26,109) (1.1) (32,753) (1.6) (6,643)

合計 2,395,128 100.0 2,001,051 100.0 △394,076

　（注）　原価計算の方法は、実際原価による個別原価計算によっております。
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(3）損失処理計算書

前事業年度
（株主総会承認日
平成18年１月26日）

区分
注記
番号

金額（千円）

Ⅰ　当期未処理損失 927,959

Ⅱ　次期繰越損失 927,959

(4）株主資本等変動計算書

当事業年度（自　平成17年11月１日　至　平成18年10月31日）

株主資本
評価・換算
差額等

純資産合計

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合
計

その他有価
証券評価差
額金資本準備金 利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合計

別途積立金
繰越利益剰
余金

平成17年10月31日　残高
（千円）

596,987 377,237 33,400 10,000 △927,959 △884,559 89,665 1,097 90,762

事業年度中の変動額

剰余金の配当 ― ―

当期純利益     59,468 59,468 59,468  59,468

株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額）

       △88 △88

事業年度中の変動額合計
（千円）

― ― ― ― 59,468 59,468 59,468 △88 59,379

平成18年10月31日　残高
（千円）

596,987 377,237 33,400 10,000 △868,490 △825,090 149,134 1,008 150,142
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(5）キャッシュ・フロー計算書

前事業年度
(自　平成16年11月１日
至　平成17年10月31日)

当事業年度
(自　平成17年11月１日
至　平成18年10月31日)

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益 66,689 61,648 △5,041

減価償却費 46,597 49,261 2,664

減損損失 ― 38,554 38,554

完成工事補償引当金の増加・減少
(△)額

△1,352 970 2,323

退職給付引当金の増加・減少(△)額 2,010 △112 △2,123

貸倒引当金の増加・減少(△)額 △260 3,465 3,726

受取利息及び受取配当金 △1,909 △1,594 315

支払利息 19,391 22,863 3,471

貸倒損失 ― 1,419 1,419

 投資有価証券売却益 △1,043 ― 1,043

 投資有価証券売却損 888 ― △888

投資有価証券評価損 ― 238 238

固定資産売却損 3,734 ― △3,734

固定資産除却損 11,234 350 △10,884

売上債権の減少額 206,824 5,369 △201,455

未成工事支出金の減少額 41,343 3,749 △37,593

販売用不動産の減少額 501,666 16,399 △485,266

その他のたな卸資産の減少額 8,685 26,017 17,332

仕入債務の増加・減少(△)額 △673,042 38,090 711,133

未払消費税等の増加・減少(△)額 31,273 △9,965 △41,239

未成工事受入金の増加・減少(△)額 △56,157 8,913 65,071

その他流動資産の減少・増加(△)額 △54,863 30,373 85,237

その他流動負債の増加・減少(△)額 77,389 △1,612 △79,001

その他 3,516 △19,626 △23,142

小計 232,615 274,775 42,159

利息及び配当金の受取額 1,907 1,592 △314

利息の支払額 △19,391 △22,863 △3,471

法人税等の支払額 △2,372 △2,062 309

営業活動によるキャッシュ・フロー 212,758 251,441 38,682

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出 △599 △599 ―

投資有価証券の売却による収入 39,219 ― △39,219

有形固定資産の取得による支出 △57,368 △45,469 11,899

有形固定資産の売却による収入 234,356 ― △234,356

貸付による支出 △8,198 △500 7,698

貸付金の回収による収入 13,667 7,015 △6,652

その他 △17,809 12,525 30,335

投資活動によるキャッシュ・フロー 203,267 △27,028 △230,295

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金純減少額 △400,000 △300,000 100,000

財務活動によるキャッシュ・フロー △400,000 △300,000 100,000

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 ― ― ―

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加・減少(△)
額

16,026 △75,586 △91,612

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 185,367 201,393 16,026

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 201,393 125,807 △75,586
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継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

前事業年度
（自　平成16年11月１日
至　平成17年10月31日）

当事業年度
（自　平成17年11月１日
至　平成18年10月31日）

　当社は当事業年度末時点においては債務超過の状況にあ

りませんが、中間会計期間末においては第16期中間会計期

間末以降債務超過となる状況が続いております。当事業年

度については当期純利益64百万円を計上した結果、自己資

本は90百万円となりましたが、過少資本の状況を改善する

までには至っておりません。当該状況により、継続企業の

前提に関する重要な疑義が存在しております。

　このような状況に至った経緯といたしましては、当社の

通常の営業の形態として、冬期間の影響により上半期に比

べ下半期に住宅の引渡が行われる割合が高く、業績に著し

い季節変動があり、上半期では赤字となります。更に第13

期～第16期において重要な当期純損失を計上した結果、上

半期の赤字を補填できなくなるほど著しく自己資本が毀損

し、中間会計期間末においては第16期以降債務超過となる

状況が続いております。

　このような状況を解消すべく当社では、札幌市西区に１

支店を新規に開設し、更に全社的に営業社員の増員を行い、

営業力を高め売上高の増加を図ってまいります。また、各

支店の予算管理を更に徹底することにより利益を確保し、

自己資本の充実を図ってまいります。

　なお、資金面については親会社である株式会社土屋ホー

ムの全面支援が約束されております。

　財務諸表は継続企業を前提として作成されており、この

ような重要な疑義の影響を財務諸表には反映しておりませ

ん。

　当社は当事業年度末時点においては債務超過の状況にあ

りませんが、中間会計期間末においては第16期中間会計期

間末以降債務超過となる状況が続いております。当事業年

度については当期純利益59百万円を計上した結果、株主資

本は149百万円となりましたが、過少資本の状況を改善す

るまでには至っておりません。当該状況により、継続企業

の前提に関する重要な疑義が存在しております。

　このような状況に至った経緯といたしましては、当社の

通常の営業の形態として、冬期間の影響により上半期に比

べ下半期に住宅の引渡が行われる割合が高く、業績に著し

い季節変動があり、上半期では赤字となります。更に第13

期～第16期において重要な当期純損失を計上した結果、上

半期の赤字を補填できなくなほど著しく株主資本が毀損し、

中間会計期間末においては第16期以降債務超過となる状況

が続いております。

　このような状況を解消すべく当社では、営業力の強化を

図るため、当期首において札幌市西区に１支店を開設し、

更に全社的に営業社員の増員を行い、営業力を強化し、ま

た、新商品開発にも積極的に取組み、顧客のニーズを的確

に捉え、売上の増加を図ってまいります。また、経費面に

おきましては、費用対効果を更に徹底して、経費削減を強

化し、利益を確保することにより株主資本の充実を図って

まいります。

　なお、資金面については親会社である株式会社土屋ホー

ムの全面支援が約束されております。

　財務諸表は継続企業を前提として作成されており、この

ような重要な疑義の影響を財務諸表には反映しておりませ

ん。
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重要な会計方針

項目
前事業年度

（自　平成16年11月１日
至　平成17年10月31日）

当事業年度
（自　平成17年11月１日
至　平成18年10月31日）

１．有価証券の評価基準及び

評価方法

その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法（評

価差額は、全部資本直入法により処理

し、売却原価は移動平均法により算定）

その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法（評

価差額は、全部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）

時価のないもの

移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法

未成工事支出金

個別法による原価法

未成工事支出金

同左

販売用不動産

個別法による原価法

販売用不動産

同左

原材料

総平均法による原価法

原材料

同左

貯蔵品

総平均法による原価法

貯蔵品

同左

３．固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

定率法

　ただし、平成10年４月１日以降に取得

した建物（建物附属設備を除く）につい

ては、定額法を採用しております。

　なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。

(1）有形固定資産

同左

　

 

 

 

　

建物 ７ ～ 45年

構築物 10 ～ 20年

工具器具備品 ２ ～ 20年

(2）無形固定資産

定額法

　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）に基づく定額法を採用しております。

(2）無形固定資産

同左
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項目
前事業年度

（自　平成16年11月１日
至　平成17年10月31日）

当事業年度
（自　平成17年11月１日
至　平成18年10月31日）

４．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　債権の貸倒による損失に備えるため、

一般債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権については

個別に回収可能性を勘案し、回収不能

見込額を計上しております。

(1）貸倒引当金

同左

(2）完成工事補償引当金

　完成工事に係る瑕疵担保の費用に備

えるため、過年度の実績を基礎に将来

の補償見込みを加味した額を計上して

おります。

(2）完成工事補償引当金

同左

(3）退職給付引当金

　退職一時金制度について、退職給付

に係る期末自己都合要支給額を用いて

算定した退職給付債務の見込額に基づ

き計上しております。

(3）退職給付引当金

同左

５．リース取引の処理方法 　リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

リース取引については、通常の賃貸借取

引に係る方法に準じた会計処理によって

おります。

同左

６．キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲

　手許現金、随時引き出し可能な預金及

び容易に換金可能であり、かつ、価値の

変動について僅少なリスクしか負わない

取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来

する短期投資からなっております。

同左

７．その他財務諸表作成のた

めの重要な事項

　　消費税等の会計処理

　消費税等の会計処理は、税抜方式によっ

ております。ただし、たな卸資産に係る

控除対象外消費税等は、当期の負担すべ

き期間費用として処理しており、固定資

産に係る控除対象外消費税等は、長期前

払費用として計上し、５年間にわたり償

却しております。

　　消費税等の会計処理

同左
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会計処理方法の変更

前事業年度
（自　平成16年11月１日
至　平成17年10月31日）

当事業年度
（自　平成17年11月１日
至　平成18年10月31日）

────── （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38,554千円減少しておりま

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）

 　当事業年度より、「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150,142千円で

あります。

　なお、財務諸表等規則の改正に伴い、当事業年度におけ

る貸借対照表の純資産の部については、改正後の財務諸表

等規則により作成しております。

表示方法の変更

前事業年度
（自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日）

当事業年度
（自 平成17年11月１日
至 平成18年10月31日）

 

──────

 

（短期保証金の区分掲記）

　従来、貸借対照表の流動資産「その他」に含めて表示

しておりました「短期保証金」は、資産総額の100分の1

を超えたため、当事業年度より区分掲記しております。

　なお、前事業年度の「短期保証金」の金額は、1,582千

円であります。
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成17年10月31日）

当事業年度
（平成18年10月31日）

※１．会社が発行する株式の総数及び発行済株式の総数 ※１．　　　　　　　──────

会社が発行する株式の総数 普通株式 20,000株

発行済株式の総数 普通株式  8,900株

　２．保証債務

　下記の住宅購入者に対する金融機関の融資について

保証を行っております。

　２．保証債務

　下記の住宅購入者に対する金融機関の融資について

保証を行っております。

住宅購入者(154件) 926,183千円 住宅購入者(208件) 1,658,409千円

　なお、住宅購入者に係る保証の大半は、公的資金等

が実行されるまで金融機関に対しての一時的な保証債

務であります。

　なお、住宅購入者に係る保証の大半は、公的資金等

が実行されるまで金融機関に対しての一時的な保証債

務であります。

　３．配当制限

　商法施行規則第124条第３号に規定する資産に時価

を付したことにより増加した純資産額は1,097千円で

あります。

　３．　　　　　　　──────

　４．資本の欠損

　「貸借対照表上の純資産額から土地再評価差額金及

びその他有価証券評価差額金の合計額を控除した金

額」から「資本金、資本準備金及び利益準備金の合計

額」を差し引いた資本の欠損の額は、917,959千円で

あります。

　４．　　　　　　　──────

（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成16年11月１日
至　平成17年10月31日）

当事業年度
（自　平成17年11月１日
至　平成18年10月31日）

※１．関係会社に係る営業外費用は、次のとおりでありま

す。

支払利息    19,391千円

※１．関係会社に係る営業外費用は、次のとおりでありま

す。

支払利息 22,863千円

※２．関係会社に係る特別損失は、次のとおりであります。

固定資産売却損    3,734千円

※２．　　　　　　　──────

※３．　　　　　　　────── ※３．研究開発費の総額

 一般管理費及含まれる研究開発費

 4,131千円

 当期製造費用に含まれる研究開発費はありません。

※４．固定資産売却損の内訳は、次のとおりであります。

建物 1,775千円

構築物 1,959千円

計 3,734千円

※４．　　　　　　　──────

※５．固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。 ※５．固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。

建物       8,095千円

構築物 587千円

工具器具備品 300千円

解体工事費      2,251千円

計       11,234千円

構築物 343千円

工具器具備品    7千円

計     350千円
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前事業年度
（自　平成16年11月１日

至　平成17年10月31日）

当事業年度
（自　平成17年11月１日
至　平成18年10月31日）

※５．　　　　　　　────── ※５．減損損失

　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ました。

用途 種類 場所

事業用資産 建物及び土地 東京都八王子市

遊休資産 電話加入権 －

　当社は、事業所別管理会計区分を減損損失を把握するグ

ルーピングの単位としております。ただし、将来の使用が

見込まれていない遊休資産については、個別の資産グルー

プとして取り扱っております。また、本社等、特定の事業

との関連が明確でない資産については共用資産としており

ます。

　八王子支店の資産グループについて、営業活動から生ず

る損益の継続的なマイナスが認められたため当該資産グ

ループに係る資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、

当該減少額34,861千円を減損損失として特別損失に計上い

たしました。その内訳は、建物12,967千円、土地21,893千

円であります。また、時価が著しく下落している遊休資産

の資産グループ（電話加入権）について、帳簿価額を回収

可能価額まで減額し、当該減少額3,693千円を減損損失と

して特別損失に計上しております。

　なお、八王子支店の資産グループの回収可能価額は使用

価値により測定しており、将来キャッシュ・フローを

2.0％で割り引いて算定しております。また、遊休の資産

グループ（電話加入権）の回収可能価額は、正味売却価額

により測定しており、正味売却価額は、取引事例価額に基

づき評価をしております。
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（株主資本等変動計算書関係）

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  

 
 前期末株式数

（株）
 当期増加株式数

（株）
 当期減少株式数

（株）
当期末株式数

（株） 
摘要 

 発行済株式      

普通株式 8,900 ― ― 8,900  

合計 8,900 ― ― 8,900  

 自己株式      

普通株式 ― ― ― ―  

合計 ― ― ― ―  

２．新株予約権に関する事項 

該当事項はありません。

３．配当に関する事項 

 (1）配当金支払額

該当事項はありません。

 (2）基準日が当期に属する配当金のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

該当事項はありません。
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（キャッシュ・フロー計算書関係）

前事業年度
（自　平成16年11月１日

至　平成17年10月31日）

当事業年度
（自　平成17年11月１日
至　平成18年10月31日）

現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係

（平成17年10月31日現在）

現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係

（平成18年10月31日現在）

現金預金勘定  201,393千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 ―

現金及び現金同等物    201,393千円

現金預金勘定 125,807千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金  ―

現金及び現金同等物 125,807千円

（リース取引）

前事業年度
（自　平成16年11月１日
至　平成17年10月31日）

当事業年度
（自　平成17年11月１日
至　平成18年10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

(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

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）

工具器具備品 33,360 32,248 1,112

合計 33,360 32,248 1,112

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）

工具器具備品 33,360 33,360 ―

合計 33,360 33,360 ―

（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。

 (注)　　　　　　　同左

(2）未経過リース料期末残高相当額 (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

１年内      1,112千円

１年超      ―

合計      1,112千円

１年内           ―

１年超  ―

合計           ―

（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）支払リース料及び減価償却費相当額 (3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額及び減損損失

支払リース料      6,672千円

減価償却費相当額 6,672千円

支払リース料      1,112千円

減価償却費相当額      1,112千円

(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

(減損損失について）

　リース資産に配分された減損損失はありません。
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（有価証券）

有価証券

１　その他有価証券で時価のあるもの

種類

前事業年度（平成17年10月31日） 当事業年度（平成18年10月31日）

取得原価
（千円）

貸借対照表計上
額（千円）

差額（千円）
取得原価
（千円）

貸借対照表計上
額（千円）

差額（千円）

貸借対照表計上

額が取得原価を

超えるもの

(1）株式 － － － － － －

(2）債券 － － － － － －

(3）その他 1,504 2,601 1,097 2,106 3,114 1,008

小計 1,504 2,601 1,097 2,106 3,114 1,008

貸借対照表計上

額が取得原価を

超えないもの

(1）株式 － － － － － －

(2）債券 － － － － － －

(3）その他 － － － － － －

小計 － － － － － －

合計 1,504 2,601 1,097 2,106 3,114 1,008

　（注）　当事業年度において、その他有価証券で時価のない株式238千円の減損処理を行っております。なお、減損処

理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処理を行い、30～50％程

度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行って

おります。

２　時価のない主な有価証券の内容

前事業年度（平成17年10月31日） 当事業年度（平成18年10月31日）

貸借対照表計上額（千円） 貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式 20,336 20,097

３　前事業年度及び当事業年度中に売却したその他有価証券

前事業年度
（自　平成16年11月１日　至　平成17年10月31日）

当事業年度
（自　平成17年11月１日　至　平成18年10月31日）

売却額（千円）
売却益の合計額

（千円）
売却損の合計額

（千円）
売却額（千円）

売却益の合計額
（千円）

売却損の合計額
（千円）

39,219 1,043 888 ― ― ―

（デリバティブ取引）

前事業年度（自　平成16年11月１日至　平成17年10月31日）及び当事業年度（自　平成17年11月１日至　平成18年

10月31日）

　　当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。
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（退職給付）

１　採用している退職給付制度の概要

　当社は、退職一時金制度を採用しております。

２　退職給付債務及びその内訳

前事業年度
（平成17年10月31日）

当事業年度
（平成18年10月31日）

（千円） （千円）

(1）退職給付債務 93,930 93,817

(2）退職給付引当金 93,930 93,817

　（注）　退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。

３　退職給付費用の内訳

前事業年度
（自　平成16年11月１日
至　平成17年10月31日）

当事業年度
（自　平成17年11月１日
至　平成18年10月31日）

（千円） （千円）

退職給付費用

勤務費用

8,849

8,849

12,647

12,647

　（注）　簡便法により算定された退職給付費用を計上しております。
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（税効果会計）

前事業年度
（自　平成16年11月１日
至　平成17年10月31日）

当事業年度
（自　平成17年11月１日
至　平成18年10月31日）

１．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

（平成17年10月31日）

１．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

（平成18年10月31日）

繰延税金資産（流動）

賞与引当金繰入超過額    18,846千円

完成工事補償引当金超過額 2,511

未払事業税 1,491

その他 2,344

繰延税金資産（流動）計 25,193

繰延税金資産（固定）

退職給付引当金繰入超過額 36,021

販売用不動産評価損 4,963

繰越欠損金 172,239

その他 2,674

繰延税金資産（固定）計 215,899

評価性引当額 △241,093

繰延税金資産の純額 ―

繰延税金資産（流動）

賞与引当金繰入超過額    22,344千円

完成工事補償引当金超過額 2,903

未払事業税 1,765

その他 2,768

繰延税金資産（流動）計 29,781

繰延税金資産（固定）

退職給付引当金繰入超過額 37,883

販売用不動産評価損 2,668

繰越欠損金 124,062

減損損失 10,331

その他 9,619

繰延税金資産（固定）計 184,566

評価性引当額 △214,347

繰延税金資産の純額 ―

２．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

２．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

 

法定実効税率    40.4％　

（調整）  

  

住民税均等割 3.1

交際費等 1.9

賞与引当金繰入超過額 5.5

退職給付引当金繰入超過額 4.1

未払事業税 2.2

一括償却資産 2.7

販売用不動産評価損 7.4

投資有価証券評価損認容 △6.6

販売用不動産評価損認容 △284.6

 繰越欠損金当期発生額 226.8

その他 0.2

税効果会計適用後の法人税等の負担率 3.1％

  

 

法定実効税率 40.4％　

（調整）  

  

住民税均等割 3.5

交際費等 1.9

受取配当金等 △0.1

評価性引当額の増減 △43.4

その他 1.2

税効果会計適用後の法人税等の負担率 3.5％

  

（持分法損益等）

前事業年度（自　平成16年11月１日至　平成17年10月31日）

　当社は関連会社を有していないため該当事項はありません。

当事業年度（自　平成17年11月１日至　平成18年10月31日）

　当社は関連会社を有していないため該当事項はありません。
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（関連当事者との取引）

前事業年度（自平成16年11月１日　至平成17年10月31日）

(1）親会社及び法人主要株主等

属性 会社等の名称 住所
資本金又
は出資金
（千円）

事業の内
容又は職
業

議決権等の
所有（被所
有）割合

関係内容

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上
の関係

親会社
株式会社

土屋ホーム

札幌市

北区
7,114,815 建設業

（被所有）

直接

79.78％

兼任

２名

当社土

地の販

売及び

仕入

固定資産売

却
234,356 － －

固定資産売

却損
3,734 － －

資金の借入 1,100,000
短期借

入金
900,000

土地の売上 646,583 － －

土地の仕入

に係る仲介

手数料の支

払

9,346 － －

事務所の賃

借
5,031

前払費

用
440

仲介手数料

の支払
3,129 － －

支払利息 19,391 － －

(2）役員及び個人主要株主等

属性
氏名又は会社等

の名称
住所

資本金又
は出資金
（千円）

事業の内
容又は職
業

議決権等の
所有（被所
有）割合

関係内容

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上
の関係

役員 山口　康成 － －
当社取締

役
－ － － 資金の貸付 － 貸付金 674

役員及び

その近親

者が議決

権の過半

数を所有

している

会社

株式会社

土屋経営

東京都

中央区
12,000

教育研修

業務

（被所有）

直接

0.51％

兼任

１名

教育研

修業務

の委託

研修費等

の支出
1,539

前払費

用
388

株式会社

ウッドデザ

イン

札幌市

中央区
10,000

木製品製

作販売
－ －

木製品

の購入

販売促進用

記念品の購

入

2,064 － －

　（注）　上記(1)及び(2)の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれてお

ります。

取引条件及び取引条件の決定方針等

１．山口康成に対する貸付金につきましては、毎月25日元利金等77回払い利率3.63％となっております。

２．(株)土屋ホームへの固定資産の売却及び土地の売上につきましては、時価及び一般販売価格を参考に決定

しております。

３．(株)土屋ホーム及び(株)ウッドデザインにつきましては、一般取引と同様に決定しております。

４．(株)土屋ホームからの資金の借入については、借入時の市場金利に準じて金利を決定しております。

５．(株)土屋経営につきましては、「代理店契約書」を締結し、一般取引先と同様に決定しております。

６．(株)土屋経営は、当社取締役土屋公三及びその近親者が議決権の97.4％を所有しております。

７．(株)ウッドデザインは、当社取締役土屋公三の近親者が議決権の57.0％を所有しております。
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当事業年度（自平成17年11月１日　至平成18年10月31日）

(1）親会社及び法人主要株主等

当該事項に関しましては、３ページの２.経営方針（7）親会社等に関する事項③親会社との取引に関する事

項をご参照ください。

(2）役員及び個人主要株主等

属性
氏名又は会社等

の名称
住所

資本金又
は出資金
（千円）

事業の内
容又は職
業

議決権等の
所有（被所
有）割合

関係内容

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上
の関係

役員 山口　康成 － －
当社常務

取締役
－ － － 資金の貸付 ― 貸付金 256

役員及び

その近親

者が議決

権の過半

数を所有

している

会社

株式会社

土屋経営

東京都

中央区
12,000

教育研修

業務

（被所有）

直接

0.51％

兼任

１名

教育研

修業務

の委託

研修費等

の支出
1,340

前払費

用
388

株式会社

ウッドデザ

イン

札幌市

中央区
10,000

木製品製

作販売
－ －

木製品

の購入

販売促進用

記念品の購

入

1,892 － ―

　（注）　上記(1)及び(2)の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれてお

ります。

取引条件及び取引条件の決定方針等

１．山口康成に対する貸付金につきましては、毎月25日元利金等77回払い利率3.63％となっております。

２．(株)土屋ホームへの固定資産の売却及び土地の売上につきましては、時価及び一般販売価格を参考に決定

しております。

３．(株)土屋ホーム及び(株)ウッドデザインにつきましては、一般取引と同様に決定しております。

４．(株)土屋ホームからの資金の借入については、借入時の市場金利に準じて金利を決定しております。

５．(株)土屋経営につきましては、「代理店契約書」を締結し、一般取引先と同様に決定しております。

６．(株)土屋経営は、当社取締役土屋公三及びその近親者が議決権の97.4％を所有しております。

７．(株)ウッドデザインは、当社取締役土屋公三の近親者が議決権の57.0％を所有しております。
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（１株当たり情報）

項目
前事業年度

（自　平成16年11月１日
至　平成17年10月31日）

当事業年度
（自　平成17年11月１日
至　平成18年10月31日）

１株当たり純資産額      10,198円08銭            16,869円97銭

１株当たり当期純利益金額 7,261円45銭      6,681円83銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

金額

　潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額については、潜在株式がないた

め記載しておりません。

同左

　（注）　１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前事業年度
（自　平成16年11月１日

至　平成17年10月31日）

当事業年度
（自　平成17年11月１日
至　平成18年10月31日）

当期純利益（千円） 64,626 59,468

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ―

普通株式に係る当期純利益

（千円）
64,626 59,468

期中平均株式数（株） 8,900 8,900

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。
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５．生産、受注及び販売の状況

(1）部門別売上高

  （単位：千円）

区分

前事業年度
（自　平成16年11月１日
至　平成17年10月31日）

当事業年度
（自　平成17年11月１日
至　平成18年10月31日）

比較増減
（△は減）

金額 構成比 金額 構成比 金額

％ ％

完成工事高 （注文住宅） 3,894,400 59.7 3,983,355 63.1 88,955

（提案住宅） 1,601,875 24.6 1,871,174 29.6 269,299

販売用不動産売上高 （土地） 1,020,706 15.6 451,758 7.2 △568,948

小計 2,622,581 40.2 2,322,932 36.8 △299,649

その他売上高（加盟金等） 5,610 0.1 11,261 0.1 5,650

売上高合計 6,522,592 100.0 6,317,549 100.0 △205,043

(2）受注状況

  （単位：千円）

区分
前事業年度

（自　平成16年11月１日
至　平成17年10月31日）

当事業年度
（自　平成17年11月１日
至　平成18年10月31日）

比較増減
（△は減）

完成工事高  （注文住宅） 3,713,126 4,187,710 474,583

販売用不動産

売上高

（提案住宅） 1,597,865 1,864,554 266,689

期中受注高 （土地） 1,004,030 511,923 △492,107

小計 2,601,895 2,376,477 △225,417

合計 6,315,021 6,564,188 249,166

完成工事高 （注文住宅） 521,472 725,827 204,354

販売用不動産

売上高

（提案住宅） 115,156 108,536 △6,619

受注残高 （土地） 44,195 104,360 60,165

小計 159,351 212,896 53,545

合計 680,824 938,724 257,900
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６．役員の異動

(1）代表者の異動

　該当事項はありません。

(2）新任取締役候補

　該当事項はありません。

(3）新任監査役候補

　（非常勤）名越　隆雄　（現　名越税務会計事務所）

　なお、名越　隆雄は社外監査役候補であります。

(4）退任予定取締役

　該当事項はありません。

(5）退任予定監査役

　（非常勤）黒澤　保男　（現　監査役）

(6）補欠監査役の選任

　該当事項はありません。
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