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平成 18年 12月 15日 

 

各 位               

会 社 名 サ ー ラ 住 宅 株 式 会 社 

代表者名 代表取締役社長 水谷 九郎 

（コード番号 1405 東証・名証 第二部） 

問合せ先 取締役管理部長 広 中  正 

TEL 0532-32-7272（代表） 

 

第10次5ヵ年中期経営計画の策定について 

 

当社は、2001年から「成長力ある実力企業」をスローガンとした第9次 5ヵ年中期経営計画（2005
年 10月期まで）を策定し展開してきましたが、この度「変革とチャレンジ、調和のある成長企業」

というスローガンを新たに掲げた、第10次 5ヵ年中期経営計画を策定しましたので、お知らせいた

します。 

 

１．対象期間 
  2006年10月期から2010年10月期までの5年間 

 

２．主な経営課題 

（1）注文住宅の強化 

   ・強みである中低級価格帯（2,000～2,500万円）に加え、建替え層にアピールする中高級価
格帯（2,500～3,000万円）、高級価格帯（3,000万円～）の強化 

   ・利益率の向上 

（2）分譲事業の強化 

・仕入れルートの強化など優良土地の確保 

・利益率の改善、高付加価値化など、分譲事業によりふさわしい仕組みづくり 
（3）ＣＳの向上 

   ・人員体制の拡充、ＣＳや紹介受注比率の向上、リフォームの受注増 

（4）住宅ストックの活用 

・戸建て住宅のストック活用、不動産周辺事業の新規事業領域の拡大と収益源の強化 

（5）グループ経営力の強化 
・サーラ住宅グループの経営資源とコアコンピタンスを活用した、最適なグループ戦略事業

構造の構築 

   ・シナジー効果の発揮 

（6）人材の確保と育成 

・優秀な人材の採用と定着率の向上、経営を支える人材の育成、やりがいと活気のある環境
づくり 

（7）主なリスクへの対策 

・消費税の引上げ、大規模地震の発生、金利上昇リスクなど 

・経営への悪影響を最小限にする準備 

（8）ブランド力の向上 
・認知度やイメージ向上のための取組み 
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（9）施工品質の維持向上 

   ・施工店の育成指導 

   ・施工店や職人の後継者問題や高齢化などの対応 
 

３．基本戦略 

（1）住宅事業 

      全ては、お客さまの視点から、「成長戦略」「技術・商品戦略」「経営基盤強化戦略」「ＣＳ・

リフォーム戦略」を構築し、調和のある成長企業を目指します。 
① 成長戦略 

   ａ．積極的な採用による販売体制の強化 

     ・積極的な採用で2010年10月期までに、営業員を40名程度、全体で60～70名増やし

ます。 

   ｂ．東海4県における重点的な拠点整備計画 
     ・東海4県のシェアを向上させるため、重点的に拠点整備を行います。 

     ・2010年 10月期までに、展示場を5拠点増やし17拠点に、営業所を1拠点増やし8拠

点とします。 

   ｃ．積極的な販売用不動産の仕入れ 

    ・土地価格の下げ止まり反転などデフレ脱却の兆しから、需要地域における優良土地の
仕入れを積極的に行います。 

   ｄ．成長への投資 

    ・株式公開により調達した資金は、成長への投資として有効に活用します。 

 ・人への投資として、営業員の増員、工務、設計、商品開発、検査などの充実、自己啓

発の支援を行います。 
 ・基礎研究や技術開発の蓄積をより確実なデータとするため、実験棟を建設しレベルア

ップを図ります。 

 ・拠点整備として、豊橋支店を移転拡充し機能強化を行います。 

   ｅ．ドミナント効果の発揮 

・展示場の周辺に重点的に分譲地を開発するなどして、当該エリアでの認知度、広告宣
伝効果、営業効率を高めシェアを向上します。 

② 技術・商品戦略 

   ａ．ターゲットを絞り込んだ的確な商品開発 

     ・外断熱、外断熱二重通気工法をベースとして、優れたデザイン性、さらにライフスタ

イルや空間利用提案を含めた付加価値の高い商品開発を行います。 
     ・強みゾーンである中低級価格帯や団塊ジュニア向けを、さらに強化するための商品投

入を積極的に行います。 

     ・強化ゾーンである建替え層向けの中高級、高級価格帯商品への取組みを強化します。 

     ・設計支援体制やツールなどは各顧客層に相応しい体制、仕組みへと再構築します。 

   ｂ．コア技術の開発蓄積と将来への布石 
     ・実験棟の建設による温熱環境技術の開発や、新構法、新技術の導入への取組みなど、

将来の成長への布石を目的としたコア技術の開発蓄積を行います。 

   ｃ．利益率向上の取組み 

     ・建築資材価格の上昇の影響は、流通の改善効率化合理化により最小限に抑え、利益率

向上に取組みます。 
     ・2010 年 10月期までに、完成工事利益率を4％向上し、分譲の建設コストを10％削減

します。 

③ 経営基盤強化戦略 

   ａ．グループ経営力の強化 

     ・グループ3社を1つの企業として捉え、企画管理部門のレベル向上、効率化を推進し
ます。 

     ・グループ3社のミッション、機能、コアコンピタンスを踏まえ、最適な基本戦略と事
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業構造を構築し経営基盤強化に努めます。 

     ・グループ間での業務フロー、事務コスト、帳票までの整理統一を行い間接コストを削

減するなど、シナジー効果を高めます。 
   ｂ．人材の確保と育成 

     ・積極的な採用増による人材確保、計画的なスキルアップのための支援やプログラム、

人事ローテーションを行い、育成強化を図ります。 

     ・社員のやる気とやりがいを向上させ、ＥＳの高い職場環境を整備し、人材の確保を図

ります。 
     ・階層に応じた能力開発や支援を行い、経営を支える人材の育成を強化します。 

   ｃ．財務体質の強化 

     ・金利変動リスクに備えて、自己資本比率を向上し、経営基盤を強化します。 

     ・成長性と財務体質強化のバランスに配慮しながら、資金調達方法を工夫し、収益力の

向上を図ります。 
   ｄ．バリューチェーンマネジメントの構築 

     ・お客さまに、ファインクオリティ（＝バリュー）を確実に届けるための仕組み（バリ

ューチェーン）を強化します。 

     ・グループ各社一体となった取組みを行い、ＣＳ、紹介受注比率、利益率、ＥＳの向上

を図ります。 
   ｅ．新規事業領域の拡大 

・戸建住宅や不動産周辺事業を中心とした新規事業領域を拡大強化します。 

          ・不動産情報の収集発信により、建替え、住替え需要の積極的な発掘を行います。 

          ・中古物件の買取り、付加価値を高めるリフォーム、販売の仕組みを強化します。 

④ ＣＳ・リフォーム戦略 
・守りのＣＳから攻めのＣＳへの取組みを行います。 

・子会社サーラハウスサポート㈱との連携強化で、リフォーム再受注までの一生のお付き合

いを目指します。 

・中古再生分譲のビジネスモデルを強化します。 

・顧客情報のデータベース化、分析を行い、提案力の高い営業を行います。 
 ａ．ＣＳ戦略 

     ・既入居客1万件強への計画的積極的なアプローチを強化します。  

   ・営業拠点の移転拡充や人員を増加し、定期巡回、リフォーム提案などの対応力を高め

ます。 

ｂ．リフォーム戦略 
     ・子会社サーラハウスサポート㈱との連携強化により、既入居客に対する定期巡回とリ

フォーム提案を強化します。 

     ・経過年数やライフスタイルの変化に応じた商品提案を強化し、売上拡大を目指します。 

ｃ．分譲戦略 

     ・中古不動産情報のネットワーク拡充など、仕入れルートを強化します。  
     ・付加価値の高い再生ノウハウを強化し、商品力の向上に努めます。 

（2）住宅部資材加工・販売事業 

顧客第一主義に立ち、「顧客戦略」「商品戦略」「エリア戦略」「人材戦略」に基づき経営基盤

の強化を行います。 

① 顧客戦略 
   ａ．顧客層別にそれぞれのお客様が求める価値の創造・提供 

     ・顧客層ごとの特徴や期待される役割機能を明確にし、ニーズにあった商品サービスの

提供を行います。 

   ｂ．多店舗展開のメリットを活かした物流機能の強化 

     ・各配送センターの在庫を迅速効率的に活用する仕組みを構築し、スケールメリットを
活かします。 
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ｃ．最新の情報提供の継続 

     ・提案型展示会や勉強会の定期的な開催、ＨＰの充実化や広報誌「ＮＥＴ ＥＹＥＳ」 

の活用により、最新の情報提供を継続的に行います。 
   ｄ．商品提案力や工程管理支援の充実 

     ・お客様のニーズにあった商品提案力を高めます。 

     ・工程の進捗把握を確実に行い、お客様（現場）の建築進行をサポートします。 

   ｅ．与信管理機能の強化 

     ・与信限度額管理機能と与信情報機能の拡充により、債権保全に努めます。 
② 商品戦略 

   ａ．健康や環境に配慮した商材への取組み 

     ・健康志向や環境志向の高まりに配慮し、無垢商材への取り扱いを積極化します。 

   ｂ．施工力のアップ 

     ・施工品質の向上のために社内体制や施工マニュアルを整備します。 
     ・職人の確保と組織化を行い、施工能力を高めます。 

③ エリア戦略 

   ａ．静岡県、神奈川県への積極的な新規出店 

     ・2007年 8月期に2ヵ所、2008年 8月期に1ヵ所、新たに営業所を開設します。 

④ 人材戦略 
   ａ．人材の確保と育成 

     ・定期採用の他に、地元採用も積極的に行い、人員の確保に努めます。 

     ・階層別の社内研修の実施、社外研修を活用し社員のレベルアップに努めます。 

 

４．数値計画 
（1）連結 

（単位：百万円） 

 第38期 

(2006年10月期) 

第39期 

(2007年10月期) 

第40期 

(2008年10月期) 

第41期 

(2009年10月期) 

第42期 

(2010年10月期) 

売上高 34,281 36,181 40,202 41,296 43,534 

営業利益 907 995 1,097 1,309 1,517 

経常利益 933 1,012 1,083 1,281 1,474 

当期純利益 530 552 580 682 785 

 

（2）セグメント別売上 
（単位：百万円） 

 第38期 

(2006年10月期) 

第39期 

(2007年10月期) 

第40期 

(2008年10月期) 

第41期 

(2009年10月期) 

第42期 

(2010年10月期) 

住宅事業 20,871 21,816 24,851 25,189 26,874 

住宅部資材加
工・販売事業 

13,410 14,365 15,351 16,107 16,660 

合計 34,281 36,181 40,202 41,296 43,534 

 

（3）単体 
（単位：百万円） 

 第38期 

(2006年10月期) 

第39期 

(2007年10月期) 

第40期 

(2008年10月期) 

第41期 

(2009年10月期) 

第42期 

(2010年10月期) 

売上高 20,147 21,025 23,979 24,185 25,719 

営業利益 727 846 885 1,004 1,149 

経常利益 752 864 884 993 1,124 

当期純利益 463 501 513 576 652 

以上 


