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１．18年10月期の連結業績（平成17年11月１日～平成18年10月31日）

(1）連結経営成績 （百万円未満を切り捨て）

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 34,281 △12.4 907 △5.5 933 △6.9

17年10月期 39,114 0.6 960 △5.4 1,003 △5.6

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 530 △1.8 104.80 ─ 11.8 3.9 2.7

17年10月期 540 15.1 134.84 ─ 16.7 4.1 2.6

（注）①持分法投資損益 18年10月期 －百万円 17年10月期 2百万円
②期中平均株式数（連結） 18年10月期 5,066,465株 17年10月期 3,884,000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、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率

(2）連結財政状態 （百万円未満を切り捨て）

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 23,918 5,767 22.9 1,112.49

17年10月期 24,005 3,504 14.6 898.03

（注）①期末発行済株式数（連結） 18年10月期 5,184,000株 17年10月期 3,884,000株

(3）連結キャッシュ・フローの状況 （百万円未満を切り捨て）

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 1,887 △356 △378 5,250

17年10月期 △774 68 935 4,098

(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 2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10月期の連結業績予想（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 17,722 437 226

通期 36,181 1,012 552

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　 106円49銭
（注）上記業績予想につきましては、発表日現在において入手可能な情報に基づいて作成したものであり、今後様々な要

因によって予想数値と異なる場合があります。
なお、上記業績予想に関する事項につきましては、決算短信（連結）添付資料６ページをご参照ください。
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１．企業集団の状況
　当社グループは、当社（サーラ住宅㈱）及び子会社２社により構成されており、住宅関連分野を中心に事業活動を営

んでおります。その主な事業内容及び当社と子会社の当該事業にかかわる位置付けは次のとおりであります。また、当

社は中部瓦斯㈱及び㈱サーラコーポレーションの関連会社となっております。

(1）住宅事業

　当社は、主に愛知県内11ヵ所及び静岡県内２ヵ所の住宅展示場並びに愛知県内６ヵ所、静岡県内１ヵ所、岐阜県内

１ヵ所の営業所において、注文住宅の請負・施工、分譲住宅・土地の販売、不動産の売買、仲介等を行っております。

　当社は家づくりにおいて、「快適な住み心地」を重視しており、それを実現する工法として主に「外断熱工法」（家

全体を板状断熱材で包み込む工法）及び「外断熱二重通気工法」（外断熱に加え、断熱材の外側と内側に二重の通気

層を設ける工法）を採用し、夏は蒸し暑く、冬は風が強く寒い東海地方に最適な家づくりに努めております。また、

耐震性能確保のため、「スーパーフレーム構法（建物全体を強固で耐久性のある金物で緊結し、建物全体の躯体強度

の安定を重視した構法）」をすべての商品に採用しております。

　分譲住宅におきましては、注文住宅で培ったノウハウを活かした高品質な住宅の提供並びにテーマを持った統一感

のある街並みづくりを重視しております。

　子会社のサーラハウスサポート㈱は、愛知県内３ヵ所の営業所において、建物のリフォームの請負、エクステリア

並びにインテリア工事の設計・施工、不動産の売買・仲介等を行っております。

(2）住宅部資材加工・販売事業

　子会社の中部ホームサービス㈱は、主に愛知県内５ヵ所、静岡県内７ヵ所及び神奈川県内２ヵ所の営業所において、

住宅建築用資材及び住宅設備機器の販売並びに屋根工事、外装工事等建築付帯工事の請負、施工等を行っております。

ニーズを捉えた商品提案、建築工期に合わせたきめ細かな資材配送体制、システム化された施工力等により、家づく

りをトータルにサポートしております。当社は中部ホームサービス㈱より、住宅建築用資材及び住宅設備機器等の仕

入を行っております。

　事業の系統図は次のとおりであります。

 

建築資材 
販売 

防蟻工事 
の施工等 

注文住宅の請負・施工 
分譲住宅・土地の販売等 

連結子会社 
中部ホームサービス㈱ 

 

 

住宅事業 

住宅部資
材加工・
販売事業 

顧   
  
  
  
  
  
  
  
  
 

客 

サ ー ラ 住 宅 ㈱ 

その他の関係会社 
中  部  瓦  斯  ㈱ 

その他の関係会社 
㈱サーラコーポレーション 

ガス器具販売等 ガス器具販売、 
ガス配管工事等 

当 
 

社 
 

グ 
 

ル 
 

ー 
 

プ 

建築資材の販売及び建築 
付帯工事の請負・施工等 

連結子会社 
サーラハウスサポート㈱ 

リフォームの請負・施工 
不動産の売買・仲介等 
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関係会社の状況

名称 住所
資本金
（千円）

主要な事業の内容
議決権の所有（被
所有）割合（％）

関係内容

（連結子会社）

中部ホームサービス㈱

（注）２

愛知県

豊橋市
238,800

住宅部資材加工・

販売事業
66.56

当社の建築資材等の主

要な仕入先

役員の兼任…有

サーラハウスサポート㈱
愛知県

岡崎市
80,000 住宅事業 100.00

当社で建築した入居者

中心にリフォーム工事

に特化

役員の兼任…有

（その他の関係会社）

㈱サーラコーポレーション

（注）３

愛知県

豊橋市
8,000,000

株式を所有するこ

とにより子会社の

事業活動を支配・

管理すること

28.16

(28.16)
役員の兼任…有

中部瓦斯㈱

（注）３

愛知県

豊橋市
3,162,789

１．都市ガスの製

造及び供給

２．熱供給事業

３．電気供給事業

４．ガス用機械器

具の販売

５．ガスに関する

工事の請負

15.27

(0.57)

建物の工事請負、当社

本社土地建物等の賃借

役員の兼任…有

　（注）１．連結子会社の主要な事業の内容欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。

２．特定子会社に該当しております。

３．有価証券報告書を提出しております。

４．議決権の所有（被所有）割合の（　）内は、間接所有の割合で内書で示しております。

５．中部ホームサービス㈱については、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く）の連結売上高に占める割

合が10％を超えております。主要な損益情報等は、「４.　連結財務諸表等　注記事項」に掲げる事業の種類

別セグメント情報の項において、住宅部資材加工・販売事業の売上高に占める同社の売上高の割合が100分の

90を超えておりますので記載を省略しております。
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２．経営方針
(1）経営の基本方針

    当社グループは、サーラグループの基本理念「美しく快適な人間空間づくりを通し、地域社会から信頼される企業

グループとして、豊かな社会の実現を目指す」ことを基本とし、住宅事業を中心に、当社独自の企業理念として「お

客さま主義」「住み心地主義」「調和主義」の３つを掲げ、人と住まいと環境における最高のクオリティの実現を目

指しております。具体的には、絶えず変化し続けるお客さまのニーズや地域性を的確に捉え、「快適」「健康」「省

エネ」「環境」などのコンセプトを基に、商品開発・技術開発を推進し、お客さまの期待に応える魅力的な商品・サー

ビスの提供を行ってまいります。

  また、上記の事業活動を通じ、お客さま、株主の皆様、社員それぞれの満足の調和をとりながら、成長へ向けた企

業活動を行うことを基本方針としております。

(2）会社の利益配分に関する基本方針

　当社は、従来から安定配当と将来の投資に向けた内部留保を利益還元の基本方針としてまいりました。これは、本

来、株主資本は長期的な資金であり、短期的な視点に立った利益還元は、永続して事業を続ける企業にとって、長期

的展望の基に行われる戦略の妨げになるとの考えによるものであります。住宅事業は商品開発、宅地開発等、長期に

亘る事業活動があり、それには多くの資金と時間を必要としております。将来に向けての長期投資は、必要不可欠な

ものであり、このことが、企業価値、株主価値の向上に繋がるものと考えております。しかしながら、多くの投資家

からの信任を得るには、利益に応じた配当も必要と考えております。従いまして、今後の利益還元につきましては、

従来からの考えをベースに当期純利益に応じた配当を利益還元の基本方針としてまいります。　　　　

  当期の期末配当につきましては、基本方針に基づき、１株につき20円の普通配当とし、これに平成17年12月５日を

もって、東京証券取引所市場第二部及び名古屋証券取引所市場第二部に上場できましたことに対する上場記念配当と

して１株につき５円を加え、合計25円とさせていただきたいと存じます。

(3）目標とする経営指標

　当社グループが営業エリアとする東海地域は、戸建持家志向が強く、有効求人倍率等の元気度、所得水準等の購買

力が高いことから、市場性としては全国でトップクラスの恵まれた地域と考えております。このような市場において、

経営基盤を強化し成長を維持していきたいと考えており、受注や売上高の伸び率に注目、重視しております。とりわ

け、注文住宅の販売棟数の着実な伸びが重要な課題であります。

  また、コスト削減、効率的な費用の投下も課題であり、収益性の指標として、売上高営業利益率や経常利益率など

も重視しております。

(4）中長期的な会社の経営戦略

　当社は、平成18年10月期から平成22年10月期を対象期間とする「第10次5ヵ年中期経営計画」を策定しております。

その概要は以下のとおりであります。　

①中期経営ビジョン・戦略数値目標

・全ては、お客さまの視点で、ファインクオリティを提供し、地域№１のハウスメーカーを目指します。

・戦略数値目標として、平成22年10月期の連結売上高435億円、連結営業利益15億円を目指します。

②基本戦略 

   Ａ.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。

　(a)成長戦略　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　　a.積極的な採用による販売体制の強化

            ・積極的な採用で平成22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。

            ・平成22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。

    e.ドミナント効果の発揮
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            ・展示場の周辺に重点的に分譲地を開発する等して、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。

(b)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等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。

            ・平成22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。

(c)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等、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。

(d)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、リフォーム提案等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等、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。
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   Ｂ.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。

 (a)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。

    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。

       (b)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。

       (c)エリア戦略

          a.静岡県、神奈川県への積極的な新規出店

            ・平成19年８月期に２ヵ所、平成20年８月期に１ヵ所、新たに営業所を開設します。

       (d)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。

 

(5）対処すべき課題と次期の見通し

  今後の経済情勢につきましては、企業収益の回復や不動産価格の下げ止まり等明るい材料も見えつつある一方で、

少子高齢化の進展や消費税の引上げ懸念、また金利や資材価格の上昇等コストアップ要因も浮上しております。住宅

業界の課題は、ますます多様化、高度化する顧客ニーズにしっかり対応しながら、人々が安心感を持って住めるよう

な地域社会づくり、住宅ストックの再生と活用、その過程で生じる住み替えの円滑化等、建物の機能品質だけでなく

コミュニティも含めた快適な住環境の提供であります。

　従いまして、今後は企業の総合力と経営環境の認識力が今まで以上に重要となり、また経営戦略の優劣が、その後

の業績を左右することになると考えられます。そこで当社グループといたしましては、住宅事業、住宅部資材加工・

販売事業それぞれ以下のように取組む所存であります。

①住宅事業

　営業面におきましては、積極的な営業人員の採用による販売体制の強化、東海４県（愛知、静岡、岐阜、三重）

における重点的な営業拠点整備及び需要地域における積極的な土地仕入れ等により、注文住宅の受注獲得及び分譲

住宅の販売強化に全力をあげてまいります。

　技術面におきましては、ターゲットを絞り込んだ的確な商品開発並びに「断熱」「気密」「省エネ」「環境」「耐

震、制震」「安全」の独自技術の開発拡充に努め、魅力ある高付加価値商品を投入し、競争力の向上に尽力してま

いります。　　

　アフターサービス面におきましては、10年点検の計画的実施によるＣＳ（顧客満足）の向上及びリフォーム、改

修等の需要の掘り起こしによる受注拡大を図り、収益向上に努めてまいります。

②住宅部資材加工・販売事業

　販売力の強化、利益率の継続的な改善、与信管理の強化の基本方針を継続するとともに、それぞれのお客様が求

める価値の創造・提供を推し進め、健康や環境に配慮した商材への取り組み強化、施工体制の拡充を重点課題とし

て取り組み、全社をあげて業績の向上に努めて参ります。

　これらにより、当社グループの次期の連結業績見通しにつきましては、売上高36,181百万円、経常利益1,012百万

円、当期純利益552百万円を見込んでおります。
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（6）親会社等に関する事項

①親会社等の商号等

（平成18年12月15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

㈱サーラコーポレーション

上場会社が他の会社の関連

会社である場合における当

該他の会社

28.16

(28.16)

東京証券取引所

市場第一部

名古屋証券取引所

市場第一部

中部瓦斯㈱

上場会社が他の会社の関連

会社である場合における当

該他の会社

15.27

(0.57)

名古屋証券取引所

市場第ニ部

 （注）親会社等の議決権所有割合欄の（　）内は、間接被所有割合を内書で示しております。

②親会社等のうち、上場会社に与える影響が最も大きいと認められる会社の商号又は名称及びその理由

上場会社に与える影響が最も大きいと考えられる会社の商
号又は名称

上場会社に与える影響が最も大きいと考えられる理由

㈱サーラコーポレーション 議決権所有割合がより高い為であります

③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との関係

　当社の議決権所有割合のうち、㈱サーラコーポレーションが28.16％を所有しております。人事面におきましては、

役員の招聘により経営組織の充足強化を図っております。営業取引におきましては、依存度は低く、当社は独立し

た事業活動を行っております。

④親会社等との取引に関する事項

　　　　㈱サーラコーポレーション及び中部瓦斯㈱との間に重要な取引はありません。
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３．経営成績及び財政状態
１．経営成績

(1）当連結会計年度の業績

　当連結会計年度におけるわが国の経済は、原油や素材価格の高騰等先行きに不透明感はあるものの、好調な企業

収益による設備投資の増加、雇用・所得環境の改善、個人消費の拡大等を背景に底堅い動きとなりました。

　住宅業界におきましては、当連結会計年度における全国新設住宅着工戸数は127万戸と前年同期比4.2％増となり

ました。利用関係別では、持家が35万戸（前年同期比2.2％増）、貸家が53万戸（同8.5％増）、分譲住宅におきま

しても36万戸（同0.9％増）と概ね堅調に推移いたしました。しかしながら、企業間の競争が激しさを増す等、厳し

い市場環境の中で推移いたしました。

　このような環境のなかで、カノンＧ-Ｓ・暮らすα浜松展示場（静岡県浜松市）及び黒川東展示場（愛知県名古屋

市）の新規出展、新商品「ＹＥＬＬ （エール）」の販売開始、地震エネルギーを減衰させる制震工法を採用した

「サーラ制震フレーム」の導入よる受注促進の強化に取組んでまいりました。また、展示場の周辺に重点的な分譲

地の開発をする等し、当該エリアでの認知度、広告宣伝効果、営業効率の向上に取り組んでまいりました。

　この結果、当連結会計年度における当社グループの売上高は34,281百万円（前年同期比12.4%減）、営業利益は

907百万円（同5.5%減）となりました。経常利益は、平成17年12月４日払込期日の増資に伴う株式交付費19百万円等

の増加により933百万円（同6.9%減）となりました。当期純利益は、退職給付制度の改定に伴う特別利益175百万円

等により、530百万円（同1.8%減）となりました。

(2）事業の種類別セグメントの業績

①住宅事業

　建築請負工事につきましては、注文住宅工事、増改築工事並びにアフターメンテナンス工事等であります。外

断熱二重通気工法住宅「カノンＧ-Ｓ」及び、暮らすαシリーズ「天空間、中空間、床空間、スカイガーデン」の

販売に注力したことに加え、団塊ジュニア層をターゲットとしたリビング・和室・吹抜けを一体化した大空間を

もつ外断熱二重通気・外断熱工法の企画商品「ＹＥＬＬ（エール）」の販売を開始いたしました。また、当社の

分譲地をバスでめぐる「くらし快適体験ツアー」、外断熱工法の家の性能を体験する「夜間体感会」等のイベン

トを積極的に実施し、受注活動を進めてまいりました。

　分譲住宅につきましては、注文住宅工事で培った経験及び技術を背景に、団塊ジュニア層をターゲットとした

商品展開を中心として、優良な建売分譲住宅の販売活動を鋭意おこなってまいりました。

　分譲土地につきましては、美しい街並みや住空間づくりを推進するため、計画的で高付加価値の分譲地の開発

に積極的に取り組みました。

　この結果、住宅事業の売上高は、20,871百万円（前年同期比3.4％減）、営業利益は641百万円（同11.8％減）

となりました。

②住宅部資材加工・販売事業

　住宅部資材加工・販売事業につきましては、「経営改善計画」の重点課題、当社以外への販売強化、利益率の

改善、与信管理の強化に継続して取り組んでまいりました。

　この結果、全体としての売上高総利益率はわずかながら改善しましたが、全社的な経費の削減努力にもかかわ

らず、販売費及び一般管理費は増加し、売上高は13,410百万円（前年同期比22.9％減）、営業利益は197百万円

（同15.2％減）となりました。

２．財政状態

(1）資産、負債及び資本の状況

①資産

　当連結会計年度末における資産は23,918百万円となり、前連結会計年度末と比較して86百万円減少しました。

これは主として、現金及び預金が1,152百万円増加したものの、売上債権の減少84百万円及びたな卸資産の減少

1,142百万円等により、流動資産が40百万円減少したことによるものであります。

②負債

　当連結会計年度末における負債は18,151百万円となり、前連結会計年度末と比較して2,031百万円減少しました。

これは主として、仕入債務の減少520百万円及び短期借入金の減少1,800百万円等により、流動負債が1,733百万円

減少し、退職給付引当金の減少457百万円等により、固定負債が297百万円減少したことによるものであります。

③純資産

　当連結会計年度末における純資産は5,767百万円となり、前連結会計年度末（小数株主持分を含む。）と比較し

て1,944百万円増加いたしました。これは主として、公募増資による資本金の増加608百万円及び資本剰余金の増

加902百万円等によるものであります。
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(2）キャッシュ・フローの状況

　当連結会計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。

①営業活動によるキャッシュ・フロー

　営業活動の結果獲得した資金は1,887百万円（前連結会計年度は774百万円の使用）となりました。

　これは主として、受取手形及び完成工事未収入金等の売上債権の減少額597百万円と、未成工事支出金等のたな

卸資産の減少額1,142百万円等によるものであります。

②投資活動によるキャッシュ・フロー

　投資活動の結果使用した資金は356百万円（前連結会計年度は68百万円の獲得）となりました。

　これは主として、土地等の有形固定資産取得による支出369百万円等によるものであります。

③財務活動によるキャッシュ・フロー

　財務活動の結果使用した資金は378百万円（前連結会計年度は935百万円の獲得）となりました。

　これは主として、短期借入金の純減少額1,800百万円、株式の発行による収入1,490百万円等によるものであり

ます。 

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。

 平成17年10月 平成18年10月

自己資本比率(％) 14.6 22.9

時価ベースの自己資本比率(％) － 21.7

債務償還年数（年） － 3.3

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） － 76.8

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　　　

※各指標は、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。

※株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数により計算しております。　　　　　　　　　　　　

なお、当社は平成17年12月5日に東証第二部及び名証第二部に上場いたしましたので、平成17年10月期につき

ましては、時価がないため記載しておりません。

※営業キャッシュ・フロー及び利払いは、連結キャッシュ・フロー計算書に計上されている「営業活動による

キャッシュ・フロー」及び「利息の支払額」を用いております。

※平成17年10月期につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローがマイナスとなっているため、債務償還

年数及びインタレスト・カバレッジ・レシオの記載は省略しております。

３．事業等のリスク 

　当社グループの事業展開上のリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を記載しております。なお、文

中における将来に関する事項は、提出日現在において当社グループが判断したものであります。

(1）サーラグループとの関係・位置付けについて

①中部瓦斯㈱グループ及び㈱サーラコーポレーショングループとの関係

　当社グループは、サーラグループに所属しております。サーラグループは、３つの中核企業（当社、中部瓦斯

㈱、㈱サーラコーポレーション）とその中核企業を親会社とした３つのサブグループで構成されております。さ

らに８つに分類される事業領域（エネルギー＆ソリューション、住まい、エンジニアリング＆メンテナンス、カー

ライフサポート、ホスピタリティ＆デべロップメント、ロジスティクス、アニマルヘルスケア、その他）により

形成される企業グループであります。

　当社グループは、提出日現在において、当社、中部ホームサービス㈱、サーラハウスサポート㈱の３社で構成

され、サーラグループの中で主に住宅事業を核とした住まいの事業領域において企業活動をしております。

　また、中部瓦斯㈱とその子会社３社から15.27％、㈱サーラコーポレーションの子会社７社から28.16％の出資

を受けております。

②競合関係

(a）当社グループのサーラハウスサポート㈱と、㈱サーラコーポレーションの子会社㈱リビングサーラとは事業

内容が一部類似しております。

　サーラハウスサポート㈱は、当社で供給した住宅のアフターメンテナンスと再受注、さらに拡大が予想され

るリフォーム市場への本格参入のノウハウの蓄積のために平成10年に設立し、愛知県岡崎市、豊明市、豊橋市

を営業拠点としております。また、中古住宅市場の活性化が新しいビジネスチャンスと考え中古住宅を購入し

リフォームを施し販売するという分譲事業にも取組んでおります。当社の過去の販売顧客（以後、当社既入居

客）へ継続的にアプローチをすることで、顧客満足度を高め紹介受注や再受注の機会を増加させる狙いがあり
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ます。

　一方、㈱リビングサーラは、リフォーム・インテリア事業を行う目的で平成６年に設立され、愛知県豊橋市、

知立市、静岡県浜松市を店舗営業拠点としております。主に店舗来店者等の一般顧客を対象とした水廻り関連

中心のリフォームと、家具の店頭販売等を行っております。

　以上のように、リフォームの対象顧客や販売エリアの相違等により、現時点で両社が競合する可能性は少な

いと当社では認識しております。

　なお、サーラハウスサポート㈱の平成18年10月期のリフォーム売上高は481百万円、㈱リビングサーラの平成

18年９月期のリフォーム売上高は1,373百万円であります。

(b）当社と中部瓦斯㈱の子会社中部ガス不動産㈱の事業内容が一部類似しております。

　当社及び中部ガス不動産㈱は、最近５事業年度において、以下のとおり、マンション分譲を行っております。

 当社と中部ガス不動産㈱のマンション分譲実績（売上高） （単位：百万円）

平成14年
10月期

平成15年
10月期

平成16年
10月期

平成17年
10月期

平成18年
10月期

当社 － 2,725 － 679 287

中部ガス不動産㈱ 890 － 1,464 1,521 192

（注）中部ガス不動産㈱の売上高には、土地分譲及び建売分譲を含んでおります。

　両社のマンション分譲は、その販売エリア、販売価格及び対象顧客等重複する部分がありますが、当社の売

上高及び当社グループの連結売上高に占める割合は低く、競合による当社業績への影響は少ないと判断してお

ります。

　また、当社は、中部ガス不動産㈱との共同開発事業の検討や、当社開発物件について、中部ガス不動産㈱へ

販売委託を行なう等、マンション分譲に関して、「ＳＡＬＡ」（サーラ）ブランドを共有するサーラグループ

企業として、当社の発展に欠かせないパートナーと認識しております。

　現在、当社の方針として、マンション分譲は年間１棟程度（45～60戸、売上高1,000～1,400百万円）を予定

しておりますが、将来、マンション分譲事業が拡大した場合、競合による当社業績への影響が増大する可能性

があります。
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③取引関係

　当社グループ各社は、中部瓦斯㈱グループ各社及び㈱サーラコーポレーショングループ各社に対し、売上、仕

入、販売費及び一般管理費項目の支出、営業外損益取引等多種多様な取引があります。

　中部瓦斯㈱グループ各社に対する当社グループの平成18年10月期の売上高は38百万円あり、主に設備の請負工

事等であります。また、同グループ各社からの平成18年10月期の仕入高は83百万円ですが、ガス器具を中心とし

た住宅設備機器等が多くを占めております。さらに、当社グループの販売費及び一般管理費に含まれるものとし

て、社屋の賃借料等がありますが、それらの平成18年10月期の支払額は56百万円であります。

　㈱サーラコーポレーショングループ各社に対する当社グループの平成18年10月期の売上高は569百万円あり、主

に社屋とその関連施設の請負工事等であります。また、同グループ各社からの平成18年10月期の仕入高は458百万

円ですが、ガス器具を中心とした住宅設備機器等が多くを占めております。さらに、当社グループの販売費及び

一般管理費に含まれるものとして、社屋の賃借料や展示場建物のリース料等がありますが、それらの平成18年10

月期の支払額は674百万円であります。

　それぞれの取引条件は、当社グループが、価格、利便性等を総合的に勘案し、一般的取引条件と同様に決定し

ております。

④役員構成（非常勤役員がサーラグループ各社の役員であること）

　当社の取締役会は、常勤取締役７名、非常勤取締役３名で構成され、うち非常勤取締役２名は、サーラグルー

プ各社の取締役であります。また、監査役３名のうち、非常勤監査役２名もサーラグループ各社の監査役であり

ます。資本関係や取引関係に加え、上場企業である㈱サーラコーポレーションや中部瓦斯㈱での経験やノウハウ

を当社のコーポレートガバナンス確立に積極的に反映するためであります。

非常勤取締役

氏名 サーラグループでの主な役職 招聘した理由

神野　吾郎
㈱サーラコーポレーション代表取締役社長

中部瓦斯㈱代表取締役
コーポレートガバナンス強化の為

田中　宏 ㈱サーラコーポレーション代表取締役 コーポレートガバナンス強化の為

非常勤監査役

氏名 サーラグループでの主な役職 招聘した理由

市川　文夫 中部瓦斯㈱常勤監査役 コーポレートガバナンス強化の為

鈴木　洋二 ㈱サーラコーポレーション常勤監査役 コーポレートガバナンス強化の為

(2）住宅事業に関するリスクについて

①住宅市場の動向について

　当社グループの業績は、住宅市場の動向に大きく依存しております。そのため、以下のような状況の変化によ

り、住宅需要が減少する事態となった場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

(a）金利変動

　金利変動とりわけ長期金利の上昇は、住宅ローンの利用により支払いを行うケースが多い戸建住宅顧客にとっ

て、支払総額の増加をもたらすため、需要を減退させる可能性があります。ただし、金利の先高感は、金利上

昇に伴う住宅ローンの支払総額の増加を回避するための駆け込み需要を喚起し、一時的に住宅需要を増加させ

る可能性があります。

(b）税制の変更

　現行の住宅ローン減税が今後縮小又は廃止される場合、また将来的に消費税率が引き上げられ、住宅の購入

にも適用される場合は、住宅需要の減退を招き、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

(c）地価の変動

　地価の上昇は、土地を所有していない顧客層の住宅取得意欲を冷え込ませる可能性があります。一方、地価

の下落は土地を所有している顧客層に対して資産デフレをもたらし、建築需要を減退させる可能性があります。

そのため、地価の大幅な上昇や下落は、ともに当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
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②営業地域

　住宅事業では、主に愛知県全域、静岡県西部、岐阜県南部及び三重県北部を営業エリアとしております。今後

も当該エリア内での住宅展示場の新規出展や拠点開設により営業拠点を増やし、注文住宅受注や分譲住宅・土地

の販売拡大を図る計画であります。しかしながら、住宅展示場の新規出展による集客効果が予想より低い場合、

また、当該エリアにおいては、予てより大地震発生の可能性が言及されており、万一大地震が発生した場合等に

は、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

③価格競争

　当社グループは、家づくりにおいて「快適な住み心地」を重視し、断熱性や耐震性等の面で優れた品質の住宅

の提供に努めております。しかし、注文住宅受注においては、総合住宅展示場へ出展し集客を図っておりますが、

同業他社との競合が発生する場合もあります。また、分譲住宅等の販売においては、間取り、外観及び街並み等

に拘った付加価値の高い商品とすることに努めているため価格的には若干高価となり、相対的に低価格な周辺物

件との競合が発生する場合があります。

　以上の要因から、同業他社との価格競争による値引き販売が発生する場合があり、今後の競合激化により値引

き販売件数が増加し採算が悪化する場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

④土地仕入

　当社グループは、分譲土地の仕入に際して、立地条件、周辺環境及び仕入価格等について事前に十分調査し、

その結果を踏まえ仕入を行っております。しかし、それにも関わらず周辺相場より高い価格で購入してしまう場

合や、他社との競合、情報収集の遅れ、不足等により土地の仕入が計画どおりとならない状態が続く場合、当社

グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

⑤外注先への依存

　当社グループは家づくりにおいて「快適な住み心地」を重視しており、それを実現する工法として、主に外断

熱工法及び外断熱二重通気工法を採用しております。当該工法による受注棟数が総受注棟数に占める割合は、平

成16年10月期81.1％、平成17年10月期76.2％、平成18年10月期76.7％と高い比率となっております。当該工法の

建物の施工につきましては、性能品質確保のため、熟練した高度な施工技術と安定的な施工能力を持つ業務提携

施工店等に全て外注しております。従いまして、現状の外注先が経営困難等の事由により数が減少する場合、あ

るいは、営業拠点増設等による当該工法建物の受注増加に伴って、性能品質を確保できる施工技術及び能力を持

つ外注先を十分に確保できない場合等には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

⑥販売方法

　当社グループではマンションの販売において、直接顧客に販売するための人員を配置するのではなく、外部販

売業者へ販売業務を委託しております。従いまして、販売力のある外部販売業者の確保が十分にできない場合、

当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

⑦直接保証の住宅ローンについて

　当社と工事請負契約及び分譲住宅（又は土地）売買契約を締結予定の顧客の中で、自己資金、公的融資及び銀

行保証等のローンだけでは必要な資金が用意できない場合、その差額分の提携銀行ローン借入に対し、当社が直

接保証を行う場合があります。その期末保証残高は平成16年10月期1,937百万円、平成17年10月期1,704百万円、

平成18年10月期1,413百万円となっております。

　提携銀行ローンの直接保証を行う際には、債務者（顧客）の返済能力や代位弁済した場合の回収可能性等につ

き、事前に十分に審査した上行うものの、自己破産等の事由により回収不能となる場合があります。今後、景気

低迷等のため、債務者のリストラや返済能力低下により回収不能額が増加する場合には、当社グループの業績や

財務状況に影響を及ぼす可能性があります。

(3）財政状態、経営成績について

①借入金依存度

　当社グループは、分譲土地取得資金等は主に金融機関からの借入金に依存しており、有利子負債の総資産に占

める割合は平成16年10月期28.2％、平成17年10月期33.3％、平成18年10月期25.9％となっております。そのため、

今後、金利が上昇或いは高止まりした場合、当社グループの信用力の低下により借入額等に制約を受けた場合に

は、支払利息の増加又は事業計画の変更等により、当社グループの業績や財務状況に影響を及ぼす可能性があり

ます。
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②固定資産への減損会計の適用（または多額の分譲土地評価損の計上可能性）

　平成17年４月１日以後開始する事業年度から「固定資産の減損会計」が適用され、土地建物等の時価下落や収

益性低下等により投資額の回収が見込めない場合、簿価との差額を損失計上することとなりました。当社グルー

プは平成18年10月期より適用となるため、保有する事業用の固定資産について今後の時価の下落や収益性の低下

が著しくなった場合には減損処理することとなり、当社グループの業績や財務状況に影響を及ぼす可能性があり

ます。

　また、たな卸資産の分譲土地等につきましても、今後の時価の下落により簿価との乖離が一定基準以上となり、

多額の分譲土地評価損を計上することとなった場合、当社グループの業績や財務状況に影響を及ぼす可能性があ

ります。

(4）法的規制等について

　当社グループの事業領域は、建築工事の請負、分譲住宅・土地の販売並びに建材・住宅設備機器の販売等まで、

住関連の広い分野に及んでおります。そのため、建設業法、建築基準法、建築士法、宅地建物取引業法、都市計画

法、住宅の品質確保の促進等に関する法律、その他多数の法令による規制を受けております。そのため、今後これ

らの規制の改廃や新たな法的規制の新設によっては、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

　また、当社グループの主要な事業活動の継続には、下表に掲げるいくつかの許認可等が前提となります。現時点

においては、当該許認可等の取消し又は更新拒否等の事由に該当する事実はありませんが、将来、何らかの理由に

より、当該許認可が取消され又はそれらの更新が認められない場合には、当社グループの主要な事業活動に支障を

きたすとともに、業績に重大な影響を及ぼす可能性があります。

（許認可等の状況）

許認可等の名称
取得・登録者
名

許認可等の内容 有効期限
許認可等の取消し又は更
新拒否等の事由

特定建設業（許可） サーラ住宅㈱

建築一式及び土木一式に

関する許可

国土交通大臣

（特－17）第9240号

平成17年12月３日から平

成22年12月２日まで以後

５年ごとに更新

建設業法第８条、第28条

及び第29条等

一般建設業（許可）
中部ホーム

サービス㈱

建築工事業、電気工事業、

内装仕上工事業、建具工

事業に関する許可

国土交通大臣

（般－15）第177591号

平成15年５月６日から平

成20年５月５日まで以後

５年ごとに更新

建設業法第８条、第28条

及び第29条等

宅地建物取引業

（免許）
サーラ住宅㈱

宅地建物取引業に関する

免許

国土交通大臣

(8）2744号

平成14年12月12日から平

成19年12月11日まで以後

５年ごとに更新

宅地建物取引業法第５条、

第65条及び第66条等

一級建築士事務所（登

録）

（豊橋支店）

サーラ住宅㈱
建物の設計及び工事監理

に関する登録

平成18年４月16日から平

成23年４月15日まで以後

５年ごとに更新

建築士法第23条、第26条

及び第35条等

一級建築士事務所（登

録）

（名古屋東支店岡崎駐

在）

サーラ住宅㈱
建物の設計及び工事監理

に関する登録

平成14年８月７日から平

成19年８月６日まで以後

５年ごとに更新

建築士法第23条、第26条

及び第35条等

一級建築士事務所（登

録）

（名古屋支店）

サーラ住宅㈱
建物の設計及び工事監理

に関する登録

平成14年７月20日から平

成19年７月19日まで以後

５年ごとに更新

建築士法第23条、第26条

及び第35条等

一級建築士事務所（登

録）

（浜松支店）

サーラ住宅㈱
建物の設計及び工事監理

に関する登録

平成15年６月１日から平

成20年５月31日まで以後

５年ごとに更新

建築士法第23条、第26条

及び第35条等

一級建築士事務所（登

録）

中部ホーム

サービス㈱

建物の設計及び工事監理

に関する登録

平成14年９月24日から平

成19年９月23日まで以後

５年ごとに更新

建築士法第23条、第26条

及び第35条等
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(5）重要な訴訟等について

　連結子会社中部ホームサービス㈱は、販売した商品代金として受領した約束手形について、契約不履行を理由に

支払いを拒否されたため、同社販売先に対し、平成17年８月５日に、手形金203,293千円（平成17年７月31日期日）

の支払を求める訴訟を、また、平成17年９月９日に、手形金218,459千円（平成17年８月31日期日）の支払を求める

訴訟を、東京地方裁判所へ提訴いたしました。東京地方裁判所では、同社販売先に対し、手形金203,293千円につい

ては、平成17年９月16日に、また、手形金218,459千円については、平成17年10月14日に、手形金の支払いを命じる

手形判決が下されております。同社は、その決定に基づいて同社販売先が預託している預託金について差押、転付

命令を同裁判所へ申し立て、手形金203,293千円については平成17年９月22日にその申し立てが認められ、平成17年

11月15日に回収しております。また、手形金218,459千円についても平成17年11月８日に同裁判所より同様な判決が

出ており、平成17年12月20日に回収しております。しかし、同社販売先は、前述の判決に対して異議申立を行って

おり、現在係争中であります。従いまして、今後の訴訟の状況によっては、当社グループの業績や財務状況に影響

を及ぼす可能性があります。
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４．連結財務諸表等
(1）連結貸借対照表

  
前連結会計年度

（平成17年10月31日）
当連結会計年度

（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         

１　現金及び預金   4,098,554   5,250,944   

２　受取手形、完成工事未収
入金及び売掛金

  2,930,789   2,846,427   

３　未成工事支出金   1,517,535   1,406,273   

４　分譲土地建物   4,091,383   4,120,582   

５　未成分譲土地建物   5,590,472   4,511,624   

６　その他たな卸資産   641,777   659,784   

７　繰延税金資産   313,736   320,983   

８　その他   121,723   112,360   

貸倒引当金   △70,708   △34,503   

流動資産合計   19,235,263 80.1  19,194,477 80.2 △40,786

Ⅱ　固定資産         

１　有形固定資産         

(1）建物及び構築物 ※１  867,798   807,945   

(2）土地   2,581,046   2,738,740   

(3）建設仮勘定   15,145   27,480   

(4）その他 ※１  60,381   55,454   

有形固定資産合計   3,524,371 14.7  3,629,621 15.2 105,249

２　無形固定資産         

(1）連結調整勘定   12,363   -   

(2）その他   126,384   121,557   

無形固定資産合計   138,748 0.6  121,557 0.5 △17,191

３　投資その他の資産         

(1）投資有価証券 ※２  398,157   410,149   

(2）長期貸付金   89,400   83,400   

(3）繰延税金資産   529,006   425,248   

(4）その他   304,641   243,815   

貸倒引当金   △213,863   △189,496   

投資その他の資産合計   1,107,342 4.6  973,116 4.1 △134,225

固定資産合計   4,770,462 19.9  4,724,295 19.8 △46,166

資産合計   24,005,726 100.0  23,918,772 100.0 △86,953
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前連結会計年度

（平成17年10月31日）
当連結会計年度

（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         

１　支払手形、工事未払金及
び買掛金

  7,555,569   7,034,631   

２　短期借入金   8,000,000   6,200,000   

３　未払法人税等   293,968   325,320   

４　未成工事受入金及び前受
金

  1,776,236   2,221,636   

５　賞与引当金   253,055   232,986   

６　役員賞与引当金   －   18,200   

７　完成工事補償引当金   31,186   31,542   

８　その他   829,964   941,905   

流動負債合計   18,739,980 78.1  17,006,222 71.1 △1,733,758

Ⅱ　固定負債         

１　退職給付引当金   1,243,014   785,108   

２　役員退職慰労引当金   180,682   195,930   

３　連結調整勘定   －   2,286   

４　その他   19,588   162,102   

固定負債合計   1,443,285 6.0  1,145,427 4.8 △297,858

負債合計   20,183,266 84.1  18,151,650 75.9 △2,031,616

         

（少数株主持分）         

少数株主持分   317,478 1.3  －  △317,478

         

（資本の部）         

Ⅰ　資本金 ※３  410,190 1.7  －  △410,190

Ⅱ　資本剰余金   290,190 1.2  －  △290,190

Ⅲ　利益剰余金   2,658,242 11.1  －  △2,658,242

Ⅳ　その他有価証券評価差額金   146,359 0.6  －  △146,359

資本合計   3,504,981 14.6  －  △3,504,981

負債、少数株主持分及び資
本合計

  24,005,726 100.0  －  △24,005,726
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前連結会計年度

（平成17年10月31日）
当連結会計年度

（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）

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１　資本金 ※３  － －  1,018,590 4.3 1,018,590

２　資本剰余金   － －  1,192,390 5.0 1,192,390

３　利益剰余金   － －  3,112,506 13.0 3,112,506

    株主資本合計   － －  5,323,486 22.3 5,323,486

Ⅱ　評価・換算差額等         

その他有価証券評価差金   － －  151,336 0.6 151,336

    評価・換算差額等合計   － －  151,336 0.6 151,336

Ⅲ　少数株主持分   － －  292,298 1.2 292,298

純資産合計   － －  5,767,122 24.1 5,767,122

負債純資産合計   － －  23,918,772 100.0 23,918,772
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(2）連結損益計算書

  
前連結会計年度

（自　平成16年11月１日
至　平成17年10月31日）

当連結会計年度
（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   39,114,294 100.0  34,281,856 100.0 △4,832,438

Ⅱ　売上原価   33,022,239 84.4  28,208,803 82.3 △4,813,436

売上総利益   6,092,055 15.6  6,073,053 17.7 △19,002

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※1,2  5,131,721 13.1  5,165,613 15.1 33,892

営業利益   960,334 2.5  907,439 2.6 △52,895

Ⅳ　営業外収益         

１　受取利息  3,943   3,493    

２　受取配当金  8,962   7,526    

３　持分法による投資利益  2,068   －    

４　仕入割引  10,606   12,333    

５　受取手数料  16,215   13,543    

６　水道市納金等差額収入  9,870   7,828    

７　その他  29,753 81,420 0.2 34,358 79,084 0.2 △2,336

Ⅴ　営業外費用         

１　支払利息  34,479   26,154    

２　株式交付費　  －   19,823    

３　その他  3,696 38,175 0.1 6,676 52,654 0.1 14,478

経常利益   1,003,578 2.6  933,869 2.7 △69,709

Ⅵ　特別利益         

１　固定資産売却益 ※３ 125   236    

２　関係会社株式売却益  5,585   －    

３　投資有価証券売却益  78,094   －    

４　償却債権取立益  8,041   －    

５　貸倒引当金戻入益  －   34,905    

６　確定拠出年金移行差益  －   71,948    

７　過去勤務債務処理額  － 91,846 0.2 103,731 210,821 0.6 118,975

Ⅶ　特別損失         

１　固定資産売却損 ※４ －   91    

２　固定資産除却損 ※５ 6,573   11,571    

３　投資有価証券売却損  965   －    

４　分譲土地評価損  27,572   －    

５　減損損失 ※６ －   35,464    

６　災害損失  － 35,111 0.1 26,190 73,318 0.2 38,207

税金等調整前当期純利益   1,060,314 2.7  1,071,371 3.1 11,057

法人税、住民税及び事業
税

 511,584   368,391    

法人税等調整額  △66,260 445,324 1.1 92,520 460,911 1.4 15,587

少数株主利益   74,276 0.2  79,508 0.2 5,232

当期純利益   540,713 1.4  530,951 1.5 △9,761
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(3）連結剰余金計算書及び連結株主資本等変動計算書

連結剰余金計算書 

  
前連結会計年度

（自　平成16年11月１日
至　平成17年10月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）

（資本剰余金の部）    

Ⅰ　資本剰余金期首残高   290,190

Ⅱ　資本剰余金期末残高   290,190

    

（利益剰余金の部）    

Ⅰ　利益剰余金期首残高   2,173,468

Ⅱ　利益剰余金増加高    

１　当期純利益  540,713 540,713

Ⅲ　利益剰余金減少高    

１　配当金  37,940  

２　役員賞与  18,000 55,940

Ⅳ　利益剰余金期末残高   2,658,242

    

連結株主資本等変動計算書

当連結会計年度（自　平成17年11月１日　至　平成18年10月31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17年10月31日　残高　(千円) 410,190 290,190 2,658,242 3,358,622

連結会計年度中の変動額

新株の発行 608,400 902,200 － 1,510,600

剰余金の配当 － － △58,260 △58,260

役員賞与 － － △18,426 △18,426

当期純利益 － － 530,951 530,951

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

－ － － －

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

608,400 902,200 454,264 1,964,864

平成18年10月31日　残高　(千円) 1,018,590 1,192,390 3,112,506 5,323,486

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
その他有価証券評価差額
金

平成17年10月31日　残高　(千円) 146,359 317,478 3,822,459

連結会計年度中の変動額

新株の発行 － － 1,510,600

剰余金の配当 － － △58,260

役員賞与 － － △18,426

当期純利益 － － 530,951

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

4,977 △25,179 △20,202

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

4,977 △25,179 1,944,662

平成18年10月31日　残高　(千円) 151,336 292,298 5,767,122
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(4）連結キャッシュ・フロー計算書

  
前連結会計年度

（自　平成16年11月１日
至　平成17年10月31日）

当連結会計年度
（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     

税金等調整前当期純利益  1,060,314 1,071,371 11,057

減価償却費  102,982 112,721 9,738

減損損失  － 35,464 35,464

株式交付費  － 19,823 19,823

連結調整勘定償却額  4,853 3,374 △1,479

貸倒引当金の増加額（△減少額）  25,826 △60,570 △86,397

投資損失引当金の増加額（△減
少額）

 △1,138 － 1,138

賞与引当金の増加額（△減少額）  33,042 △20,068 △53,110

役員賞与引当金の増加額（△減
少額）

 － 18,200 18,200

完成工事補償引当金の増加額（△
減少額）

 118 355 237

退職給付引当金の増加額（△減
少額）

 62,177 △457,906 △520,083

未払確定拠出年金移行掛金の増
加額（△減少額）

 － 216,947 216,947

役員退職慰労引当金の増加額（△
減少額）

 12,107 15,248 3,141

受取利息及び配当金  △12,906 △11,020 1,886

支払利息  34,479 26,154 △8,325

持分法による投資損益  △2,068 － 2,068

固定資産売却益(△)売却損  △125 △144 △19

固定資産除却損  1,307 6,479 5,171

投資有価証券売却損益  △82,714 － 82,714

売上債権の減少額（△増加額）  1,831,952 597,318 △1,234,634

仕入債務の増加額（△減少額）  △1,885,699 △520,938 1,364,760

たな卸資産の減少額（△増加額）  △1,096,723 1,142,902 2,239,625

未払消費税等の増加額（△減少
額）

 △9,455 △1,938 7,516

役員賞与の支払額  △18,000 △19,600 △1,600

その他  △118,753 96,778 215,531

小計  △58,421 2,270,953 2,329,375

利息及び配当金の受取額  13,556 11,020 △2,536

利息の支払額  △35,149 △24,581 10,568

法人税等の支払額  △696,129 △372,150 323,979

その他  2,118 2,159 41

営業活動によるキャッシュ・フロー  △774,026 1,887,401 2,661,427

－ 20 －



  
前連結会計年度

（自　平成16年11月１日
至　平成17年10月31日）

当連結会計年度
（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）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー     

有形固定資産の取得による支出  △175,771 △369,943 △194,172

有形固定資産の売却による収入  156,347 123,111 △33,236

無形固定資産の取得による支出  △66,441 △23,719 42,722

投資有価証券の取得による支出  △7,794 △5,491 2,303

投資有価証券の売却による収入  158,952 3,150 △155,802

子会社株式の取得による支出  － △76,820 △76,820

連結範囲の変更に伴う子会社株
式の売却による収入

※２ 7,434 － △7,434

長期貸付金の回収による収入  6,000 6,000 －

その他  △9,850 △13,007 △3,157

投資活動によるキャッシュ・フロー  68,877 △356,720 △425,597

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー     

短期借入金の純増加額（△純減
少額）

 973,508 △1,800,000 △2,773,508

株式の発行による収入  － 1,490,776 1,490,776

配当金の支払額  △37,940 △58,242 △20,302

少数株主への配当金の支払額  － △10,825 △10,825

財務活動によるキャッシュ・フロー  935,568 △378,291 △1,313,860

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加額（△減
少額）

 230,419 1,152,389 921,970

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高  3,868,134 4,098,554 230,420

Ⅵ　現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 4,098,554 5,250,944 1,152,390

－ 21 －



連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前連結会計年度

（自　平成16年11月１日
至　平成17年10月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年11月１日
至　平成18年10月31日）

１　連結の範囲に関する事項 連結子会社の数　２社

連結子会社の名称

中部ホームサービス㈱

サーラハウスサポート㈱

 なお、前連結会計年度において連結子会

社でありましたラックペーパー㈱は、平成

17年４月20日に、中部ホームサービス㈱が

所有する全株式を売却したことに伴い、連

結の範囲から除外しております。

連結子会社の数　２社

連結子会社の名称

中部ホームサービス㈱

サーラハウスサポート㈱

 

２　持分法の適用に関する事

項

持分法を適用した関連会社の数　０社

　なお、前連結会計年度において持分法適

用関連会社でありました中部クレジット販

売㈱は、平成17年４月５日に、当社及び中

部ホームサービス㈱が所有する全株式を売

却したことに伴い、持分法適用の範囲から

除外しております。

────────────────

３　連結子会社の事業年度等

に関する事項

 連結子会社のうち、中部ホームサービス

㈱の決算日は８月31日であります。連結財

務諸表の作成にあたりましては、同決算日

現在の財務諸表を使用しております。なお、

連結決算日との間に生じた重要な取引につ

いては、連結上必要な調整を行っておりま

す。

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

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）を採用しております。

①　有価証券

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）を採用しております。

時価のないもの

　移動平均法による原価法を採用して

おります。

時価のないもの

同左

②　たな卸資産

未成工事支出金、分譲土地建物及び未

成分譲土地建物

　個別法による原価法を採用しており

ます。

②　たな卸資産

未成工事支出金、分譲土地建物及び未

成分譲土地建物

同左

その他たな卸資産

　移動平均法による原価法を採用して

おります。

その他たな卸資産

同左
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項目
前連結会計年度

（自　平成16年11月１日
至　平成17年10月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年11月１日
至　平成18年10月31日）

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法

①　有形固定資産

　定率法を採用しております。ただし、

平成10年４月１日以降に取得した建物

（建物附属設備を除く）については、

定額法を採用しております。

　なお、主な耐用年数は次のとおりで

あります。

建物及び構築物　　３～47年

その他　　　　　　２～20年

①　有形固定資産

同左

②　無形固定資産

　定額法を採用しております。

　なお、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

(3）重要な繰延資産の計上

基準

──────────────── 　　株式交付費

　支出時に全額費用として処理してお

ります。

(4）重要な引当金の計上基

準

①　貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については、貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等特定の債権に

ついては、個別に回収可能性を勘案し、

回収不能見込額を計上しております。

①　貸倒引当金

同左

②　投資損失引当金

　連結子会社は、関係会社等への投資

に対する損失に備えるため、投資先の

財政状態等を勘案して、必要額を計上

しております。

②　────────────────

 

③　賞与引当金

　従業員に対する賞与支給に充てるた

め、支給見込額のうち当連結会計年度

の負担額を計上しております。

③　賞与引当金

同左

④　────────────────

　　

④　役員賞与引当金

　当社及び一部の連結子会社は、役員

に対して支給する賞与の支出に充てる

ため、支給見込額のうち当連結会計年

度の負担額を計上しております。

⑤　完成工事補償引当金

　当社は、工事のアフターサービスに

対する費用の支出に備えるため、工事

費用見積額を計上しております。

⑤　完成工事補償引当金

同左
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項目
前連結会計年度

（自　平成16年11月１日
至　平成17年10月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年11月１日
至　平成18年10月31日）

⑥　退職給付引当金

　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

及び年金資金の見込額に基づき計上し

ております。

　数理計算上の差異は、各連結会計年

度の発生時における従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年数（10年）に

よる定率法により、それぞれ発生の翌

連結会計年度から費用処理することと

しております。

⑥　退職給付引当金

　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

及び年金資金の見込額に基づき計上し

ております。

　過去勤務債務は、その発生した期に

一括処理しております。　

　数理計算上の差異は、各連結会計年

度の発生時における従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年数（10年）に

よる定率法により、それぞれ発生の翌

連結会計年度から費用処理することと

しております。

 （追加情報）

 当社及び一部の連結子会社は、退職

給付制度の見直しを行い、平成18年4

月1日に退職一時金制度及び基金型企

業年金制度の一部について確定拠出年

金制度へ移行しております。また、移

行後の基金型企業年金制度における給

付利率の引下げをしております。

　これらの会計処理については、「退

職給付制度間の移行等に関する会計処

理」（企業会計基準適用指針第１号）

を適用しております。 

　確定拠出年金制度移行に伴う影響額

は71,948千円、基金型企業年金制度の

給付率引下げに伴い発生した過去勤務

債務の処理額は103,731千円であり、

ともに特別利益に計上しております。

⑦　役員退職慰労引当金

　当社は、役員の退職慰労金の支出に

備えるため、内規に基づく期末要支給

額を計上しております。

⑦　役員退職慰労引当金

同左

(5）重要なリース取引の処

理方法

　リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引については、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理によっております。

同左

(6）その他の連結財務諸表

作成のための基本とな

る重要な事項

消費税等の会計処理

　消費税及び地方消費税の会計処理は、税

抜方式によっております。

　ただし、資産に係る控除対象外消費税に

ついては、発生した連結会計年度の期間費

用としております。

消費税等の会計処理

同左

５　連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

　連結子会社の資産及び負債の評価につい

ては、全面時価評価法を採用しております。

同左

６　連結調整勘定の償却に関

する事項

　連結調整勘定の償却については、５年間

の均等償却を行っております。

同左

７　利益処分項目等の取扱い

に関する事項

　連結剰余金計算書は、連結会社の利益処

分について、連結会計年度中に確定した利

益処分に基づいて作成しております。

────────────────
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項目
前連結会計年度

（自　平成16年11月１日
至　平成17年10月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年11月１日
至　平成18年10月31日）

８　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、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ヵ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
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度
（自　平成16年11月１日
至　平成17年10月31日）

当連結会計年度
（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35,464千円減

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。

──────────────── （役員賞与に関する会計基準）

 当連結会計年度から「役員賞与に関する会計基準」

（「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。

 これにより、営業利益、経常利益及び税金等調整前

当期純利益が、それぞれ18,200千円減少しております。

──────────────── （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）

 当連結会計年度より、「貸借対照表の純資産の部の

表示に関する会計基準」（企業会計基準第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5,474,823

千円であります。

 なお、連結財務諸表規則の改正により、当連結会計

年度における連結貸借対照表の純資産の部については、

改正後の連結財務諸表規則により作成しております。
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成17年10月31日）

当連結会計年度
（平成18年10月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、1,307,711千円

であります。

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、1,336,096千円

であります。

※２　投資有価証券より、投資損失引当金1,853千円を控

除して表示しております。

※２　　　　　　 　──────

※３　当社の発行済株式総数は、普通株式3,884,000株で

あります。

※３　当社の発行済株式総数は、普通株式5,184,000株で

あります。

　４　住宅等購入者の金融機関からの融資に対して、次の

とおり債務保証を行っております。

　４　住宅等購入者の金融機関からの融資に対して、次の

とおり債務保証を行っております。

住宅ローン融資 1,704,189千円

公的資金融資実行までの

つなぎ融資
1,912,000

計 3,616,189

住宅ローン融資      1,413,943千円

公的資金融資実行までの

つなぎ融資
2,121,500

計 3,535,443
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（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成16年11月１日
至　平成17年10月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年11月１日
至　平成18年10月31日）

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、

次のとおりであります。

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、

次のとおりであります。

従業員給与手当 2,258,791千円

賞与引当金繰入額 394,376

退職給付費用 171,993

役員退職慰労引当金繰入額 23,587

貸倒引当金繰入額 42,877

リース料賃借料 534,894

従業員給与手当      2,043,990千円

賞与引当金繰入額 194,413

役員賞与引当金繰入額 18,200

退職給付費用 125,313

役員退職慰労引当金繰入額 20,867

貸倒引当金繰入額 14,550

リース料賃借料 556,703

※２　一般管理費及び売上原価に含まれる研究開発費は、

52,033千円であります。

※２　一般管理費及び売上原価に含まれる研究開発費は、

43,329千円であります。

※３　固定資産売却益の内訳は、次のとおりであります。 ※３　固定資産売却益の内訳は、次のとおりであります。

建物及び構築物 98千円

有形固定資産その他 26

計 125

建物及び構築物   76千円

有形固定資産その他 160

計 236

※４　　　　　　　 ────── ※４　固定資産売却損の内訳は、次のとおりであります。

建物及び構築物 11千円

有形固定資産その他 80

計 91

※５　固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。

建物及び構築物 375千円

有形固定資産その他 932

除却費用 5,265

計 6,573

※５　固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。

建物及び構築物    3,519千円

有形固定資産その他 2,361

除却費用 5,689

計 11,571
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前連結会計年度
（自　平成16年11月１日
至　平成17年10月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年11月１日
至　平成18年10月31日）

※６　　　　 　　 　────── ※６　減損損失

　　当社グループは、以下の資産グループについて、減

損損失を計上しました。

用途 種類 場所 金額（千円）

遊休資産 建物及び構築物 愛知県豊川市 2,917

遊休資産 建物及び構築物 愛知県大府市 7,555

遊休資産 その他 愛知県豊川市 869

遊休資産 土地 愛知県豊川市 24,122

計 35,464

 当社グループは、事業用資産については、損益管理

を合理的に行える各営業所及び展示場を、また、遊休

資産については、各資産を最小単位とし、グルーピン

グを行っております。

 当連結会計年度においては、営業拠点の新設により、

今後の利用計画のない遊休資産について、帳簿価額を

回収可能価額まで減額し、減損損失として特別損失に

計上しております。

 なお、減損損失を計上した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、路線価等に合理的

な調整を行って算定した価額により評価しております。
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（連結株主資本等変動計算書関係）

当連結会計年度（自　平成17年11月１日　至　平成18年10月31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

前連結会計年度末株
式数（株）

当連結会計年度増加
株式数（株）

当連結会計年度減少
株式数（株）

当連結会計年度末株
式数（株）

発行済株式

普通株式 3,884,000 1,300,000 － 5,184,000

合計 3,884,000 1,300,000 － 5,184,000

（注）平成17年12月４日を払込期日とする一般募集による増資によるものであります。

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

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1月27日

定時株主総会
普通株式 58,260 15 平成17年10月31日 平成18年１月30日

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成19年１月26日

定時株主総会
普通株式 129,600 利益剰余金 25 平成18年10月31日 平成19年１月29日
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成16年11月１日
至　平成17年10月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年11月１日
至　平成18年10月31日）

※１　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17年10月31日現在）

※１　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10月31日現在）

現金及び預金勘定 4,098,554千円

現金及び現金同等物 4,098,554千円

現金及び預金勘定      5,250,944千円

現金及び現金同等物      5,250,944千円

※２　株式の売却により連結子会社でなくなった会社の資

産及び負債の主な内訳

 　　株式の売却により、ラックペーパー㈱が連結子会社

でなくなったことに伴う売却時の資産及び負債の内訳

並びに同社株式の売却価額と売却による収入は、次の

とおりであります。　

────────────────

流動資産 64,563千円

固定資産  2,182

流動負債  △53,885

少数株主持分  △816

株式売却益  816

株式の売却価額  12,860

現金及び現金同等物  △5,425 

差引：売却による収入  7,434
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①　リース取引

前連結会計年度
（自　平成16年11月１日
至　平成17年10月31日）

当連結会計年度
（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

（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

額及び期末残高相当額

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

 
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）

建物及び構築
物

612,256 261,023 351,233

有形固定資産
その他

198,849 131,198 67,650

無形固定資産
その他

172,492 117,427 55,064

合計 983,598 509,649 473,948

 
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）

建物及び構築
物

744,836 394,424 350,411

有形固定資産
その他

190,821 123,076 67,744

無形固定資産
その他

167,407 147,370 20,037

合計 1,103,065 664,871 438,193

(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 181,340千円

１年超 319,161

合計 500,501

１年内      163,607千円

１年超 296,958

合計 460,566

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

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、支払利息相当額及び減損損失

支払リース料 205,525千円

減価償却費相当額 194,352

支払利息相当額 30,549

支払リース料      225,356千円

減価償却費相当額 216,255

支払利息相当額 28,918

(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

(5）利息相当額の算定方法

　リース料総額とリース物件の取得価額相当額との

差額を利息相当額とし、各期への配分方法について

は、利息法によっております。

(5）利息相当額の算定方法

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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②　有価証券

前連結会計年度（平成17年10月31日）

１　その他有価証券で時価のあるもの

区分
取得原価
（千円）

連結貸借対照表計上額
（千円）

差額
（千円）

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの
   

①　株式 119,222 372,209 252,987

②　債券 － － －

③　その他 － － －

小計 119,222 372,209 252,987

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの
   

①　株式 8,591 8,300 △290

②　債券 － － －

③　その他 － － －

小計 8,591 8,300 △290

合計 127,813 380,510 252,696

　（注）　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、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　当連結会計年度中に売却したその他有価証券

 　　(自　平成16年11月１日　至　平成17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）

90,148 78,094 965

３　時価評価されていない主な有価証券の内容

(1）その他有価証券

内容 連結貸借対照表計上額（千円）

非上場株式 17,646

合計 17,646
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当連結会計年度（平成18年10月31日）

１　その他有価証券で時価のあるもの

区分
取得原価
（千円）

連結貸借対照表計上額
（千円）

差額
（千円）

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの
   

①　株式 129,503 392,279 262,776

②　債券 － － －

③　その他 － － －

小計 129,503 392,279 262,776

連結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 129,503 392,279 262,776

　（注）　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、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　当連結会計年度中に売却したその他有価証券

 　　(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）

3,150 － －

３　時価評価されていない主な有価証券の内容

(1）その他有価証券

内容 連結貸借対照表計上額（千円）

非上場株式 17,870

合計 17,870

③　デリバティブ取引

前連結会計年度（自　平成16年11月１日　至　平成17年10月31日）及び当連結会計年度（自　平成17年11月１日

　至　平成18年10月31日）

　当社グループは、デリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。
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④　退職給付

１　採用している退職給付制度の概要

　  当社及び一部の連結子会社は、確定給付型の制度として、厚生年金基金制度及び退職一時金制度を設け

ております。

２　退職給付債務に関する事項

 
前連結会計年度

（平成17年10月31日）
当連結会計年度

（平成18年10月31日）

①　退職給付債務（千円） △2,256,072 △1,956,468

②　年金資産（千円） 924,440 1,063,752

③　未積立退職給付債務（①＋②）（千円） △1,331,632 △892,715

④　未認識数理計算上の差異（千円） 88,617 107,606

⑤　未認識過去勤務債務(債務の減額)（千円） － －

⑥　連結貸借対照表計上額純額（③＋④＋⑤）

（千円）
△1,243,014 △785,108

⑦　前払年金費用（千円） － －

⑧　退職給付引当金（⑥－⑦）（千円） △1,243,014 △785,108

 （注）　退職一時金制度及び基金型企業年金制度からの確定拠出年金制度への一部移行に伴う影響額は、次のとおりであ

ります。

退職給付債務の減少 362,552

未認識数理計算上の差異 △654

退職給付引当金の減少 361,898

 また、確定拠出年金制度への資産移管額は289,950千円であり、４年間で移管する予定であります。なお、当

期連結会計年度末時点の未移管額216,947千円は、未払金（流動負債の「その他」）、長期未払金（固定負債の

「その他」）に計上しております。

３　退職給付費用に関する事項

 
前連結会計年度

（自　平成16年11月１日
至　平成17年10月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年11月１日
至　平成18年10月31日）

①　勤務費用（千円） 115,595 103,580

②　利息費用（千円） 54,990 48,422

③　期待運用収益（減算）（千円） △19,312 △25,198

④　数理計算上の差異の費用処理額（千円） 50,730 8,479

⑤　過去勤務債務の費用処理額（千円）

　　（注１）
－ △103,731

⑥　退職給付費用（①＋②＋③＋④＋⑤）

（千円）
202,003 31,552

⑦　確定拠出年金制度への移行に伴う損益（千

円）
－ △71,948

⑧　その他（千円）（注２） － 11,765

　　計（⑥＋⑦＋⑧）（千円） 202,003 △28,630

　（注）１．基金型企業年金制度において、給付率の引下げの制度変更を行ったことにより生じたものであります。

 ２．確定拠出年金への掛金支払額であります。
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４　退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

 
前連結会計年度

（平成17年10月31日）
当連結会計年度

（平成18年10月31日）

①　退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 期間定額基準

②　割引率 2.50％ 2.50％

③　期待運用収益率 2.50％ 2.50％

④　過去勤務債務の処理年数 － １年

⑤　数理計算上の差異の処理年数 10年（注） 10年（注）

　（注）　各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定率法により、翌連結会

計年度から費用処理することとしております。
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⑤　税効果会計

前連結会計年度
（自　平成16年11月１日
至　平成17年10月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年11月１日
至　平成18年10月31日）

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

繰延税金資産  

貸倒引当金 92,626千円

賞与引当金 161,740

未払事業税 25,780

退職給付引当金 478,208

役員退職慰労引当金 71,550

たな卸資産 64,619

法定福利費 20,104

その他 56,505

繰延税金資産小計 971,134

評価性引当額 △26,373

繰延税金資産合計 944,761

繰延税金負債  

有価証券評価差額金 △100,068

その他 △1,949

繰延税金負債合計 △102,017

繰延税金資産の純額 842,743

繰延税金資産  

貸倒引当金     68,198千円

賞与引当金 162,902

未払事業税 25,187

退職給付引当金 310,903

役員退職慰労引当金 77,588

たな卸資産 71,121

法定福利費 21,706

未払金 86,115

その他 60,717

繰延税金資産小計 884,440

評価性引当額 △34,149

繰延税金資産合計 850,291

繰延税金負債  

有価証券評価差額金 △104,059

その他 －

繰延税金負債合計 △104,059

繰延税金資産の純額 746,232

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な項目の内訳

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な項目の内訳

法定実効税率 39.6％

（調整）  

　交際費等永久に損金に算入され

ない項目
1.6

　受取配当金等永久に益金に算入

されない項目
△1.6

　住民税均等割額 0.5

　その他 1.9

　税効果会計適用後の法人税等の

負担率
42.0

法定実効税率 　　39.6％

（調整）  

　交際費等永久に損金に算入され

ない項目
1.9

　受取配当金等永久に益金に算入

されない項目
△0.6

　住民税均等割額 1.1

　役員賞与 1.1

　減損損失 1.0

その他 △1.1

　税効果会計適用後の法人税等の

負担率
43.0
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⑥　セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

前連結会計年度（自　平成16年11月１日　至　平成17年10月31日）

 
住宅事業

（千円）

住宅部資材

加工・販売

事業(千円)

その他事業

（千円）

計

（千円）

消去又は全

社（千円）

連結

（千円）

Ⅰ　売上高及び営業損益       

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 21,608,225 17,404,619 101,450 39,114,294 － 39,114,294

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
98 2,086,300 36,748 2,123,146 (2,123,146) －

計 21,608,323 19,490,919 138,198 41,237,441 (2,123,146) 39,114,294

営業費用 20,881,285 19,257,780 136,864 40,275,930 (2,121,969) 38,153,960

営業利益 727,037 233,138 1,334 961,511 (1,176) 960,334

Ⅱ　資産、減価償却費及び資本的

支出
      

資産 17,138,446 7,752,049 － 24,890,495 (884,768) 24,005,726

減価償却費 52,696 50,285 － 102,982 － 102,982

資本的支出 231,434 21,477 － 252,911 (14,279) 238,632

当連結会計年度（自　平成17年11月１日　至　平成18年10月31日）

 
住宅事業

（千円）

住宅部資材

加工・販売

事業(千円)

計

（千円）

消去又は全

社（千円）

連結

（千円）

Ⅰ　売上高及び営業損益      

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 20,871,217 13,410,638 34,281,856 － 34,281,856

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ 2,267,780 2,267,780 (2,267,780) －

計 20,871,217 15,678,419 36,549,637 (2,267,780) 34,281,856

営業費用 20,230,045 15,480,842 35,710,887 (2,336,471) 33,374,416

営業利益 641,171 197,577 838,749 68,690 907,439

Ⅱ　資産、減価償却費、減損損失

及び資本的支出
     

資産 16,634,105 8,038,177 24,672,282 (753,510) 23,918,772

減価償却費 65,178 47,542 112,721 － 112,721

減損損失 35,464 － 35,464 － 35,464

資本的支出 327,283 5,411 332,694 (6,551) 326,143

　（注）１．事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２．各事業の主な製品

(1）住宅事業……注文住宅、土地付注文住宅、増改築、鉄筋・鉄骨等の請負工事、分譲住宅の販売、宅地の販

売、不動産仲介料収入、代願料収入、賃貸料収入等

(2）住宅部資材加工・販売事業……建築資材、住設機器等の販売、内外装・電気工事等

(3）その他事業……ペーパータオル、家庭用紙、情報紙等の販売

３．その他事業を行っておりましたラックペーパー㈱は、平成17年４月20日に、中部ホームサービス㈱が所有す

る全株式を売却したことに伴い、連結の範囲から除外しております。

４．「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」に記載のとおり、当連結会計年度より役員賞与

に関する会計基準を適用しております。この変更により、当連結会計年度の営業費用は、住宅事業が13,500

千円、住宅部資材加工・販売事業が4,700千円増加し、それぞれ営業利益が同額減少しております。
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ｂ．所在地別セグメント情報

　前連結会計年度（自平成16年11月１日　至平成17年10月31日）及び当連結会計年度（自平成17年11月１日　

至平成18年10月31日）において、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当

事項はありません。

ｃ．海外売上高

　前連結会計年度（自平成16年11月１日　至平成17年10月31日）及び当連結会計年度（自平成17年11月１日　

至平成18年10月31日）において、海外売上高がないため、該当事項はありません。

⑦　関連当事者との取引

前連結会計年度（自　平成16年11月１日　至　平成17年10月31日）

１　役員及び個人主要株主等

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

役員 中村捷二 － －

当社取締役

豊橋ケーブ

ルネット

ワーク㈱代

表取締役

（被所有）

直接1.0
－ －

豊橋ケーブ

ルネット

ワーク㈱へ

の広告宣伝

費の支払

（注）２

7,278 － －

役員の近親

者が議決権

の過半数を

所有してい

る会社等

㈱河文

（注）３

愛知県

名古屋市
20,000 － － － －

手付金の回

収

（注）３

64,000 － －

　（注）１．上記の金額のうち、取引金額には、消費税等が含まれておりません。

２．取締役中村捷二を第三者（豊橋ケーブルネットワーク㈱）の代表者として行った取引であり、広告宣伝費の

支払については、市場価格を勘案して、一般的取引条件と同様に決定しております。

３．取締役神野吾郎の配偶者神野左和子及びその親族が議決権の 75.5％を直接保有しており、取引金額64,000千

円については、前連結会計年度に支払った分譲土地の手付金を、同社プロジェクトの解散により、平成17年

10月７日に全額回収したものであります。

当連結会計年度（自　平成17年11月１日　至　平成18年10月31日）

１　役員及び個人主要株主等

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

役員 中村捷二 － －

当社代表取

締役

豊橋ケーブ

ルネット

ワーク㈱代

表取締役

（被所有）

直接0.8
－ －

豊橋ケーブ

ルネット

ワーク㈱へ

の広告宣伝

費の支払

（注）２

6,795 － －

役員の近親

者

伊東基夫

　

（注）３

－ － － － － －

分譲土地の

仕入

（注）３

118,082 － －

　（注）１．上記の金額のうち、取引金額には、消費税額等が含まれておりません。

２．取締役中村捷二を第三者（豊橋ケーブルネットワーク㈱）の代表者として行った取引であり、広告宣伝費の

支払については、市場価格を勘案して、一般的取引条件と同様に決定しております。

３．取締役神野吾郎の姉の配偶者の父であり、分譲土地の仕入については、路線価格を勘案し、一般的取引条件

と同様に決定しております。
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（１株当たり情報）

前連結会計年度
（自　平成16年11月１日
至　平成17年10月31日）

当連結会計年度
（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 898円03銭

１株当たり当期純利益金額 134円84銭

１株当たり純資産額 1,112円49銭

１株当たり当期純利益金額    104円80銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　当社は、平成17年５月10日付で普通株式１株につき10株

の割合で株式分割を行っております。

　前期首に当該株式分割が行われたと仮定した場合におけ

る前連結会計年度の１株当たり情報は、以下のとおりとな

ります。

１株当たり純資産額 761円22銭

１株当たり当期純利益金額 121円54銭

　（注）　１株当たりの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。

 
前連結会計年度

（自　平成16年11月１日
至　平成17年10月31日）

当連結会計年度
（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） 540,713 530,951

普通株主に帰属しない金額（千円） 17,000 －

（うち利益処分による役員賞与金） (17,000) －

普通株式に係る当期純利益（千円） 523,713 530,951

期中平均株式数（株） 3,884,000 5,066,465
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（重要な後発事象）

前連結会計年度
（自　平成16年11月１日
至　平成17年10月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年11月１日
至　平成18年10月31日）

　当社は、平成17年10月28日及び平成17年11月14日開催の

取締役会において、以下のとおり新株式の発行を決議し、

平成17年12月４日に払込が完了しております。この結果、

資本金は1,018,590千円、発行済株式総数は5,184,000株と

なっております。

　当該内容については、以下のとおりであります。

(1)　募集方法 ：ブックビルディング方式に

　よる一般募集

(2)  発行する株式の種類及

び数

：普通株式　  1,300,000株

(3)  発行価格 ：１株につき　 　 1,250円

(4)  引受価額 ：１株につき　  　1,162円

(5)  発行価額 ：１株につき　　　　935円

(6)  発行価額のうち資本組

入額

：１株につき　　　　468円

(7)  発行価額の総額 ：　　　　　1,215,500千円

(8)  払込金額の総額 ：　　　　　1,510,600千円

(9)  資本組入額の総額 ：　　　　　　608,400千円

(10) 払込期日 ：　　　 平成17年12月４日

(11) 配当起算日 ：　　   平成17年11月１日

(12) 資金の使途 ：豊橋支店の移転に伴う設備

資金に300,000千円、オリ

ジナル壁パネルの開発や耐

震性評価のための実物大実

験に100,000千円、残額を

分譲用土地仕入等の運転資

金に充当する予定でありま

すが、具体的な資金需要が

発生するまでは、安全性の

高い金融商品で運用する予

定であります。

────────────────
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５．施工、受注、仕入及び販売の状況
(1）施工実績

事業の種類別セグメ
ントの名称

前連結会計年度
（自　平成16年11月１日
至　平成17年10月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年11月１日
至　平成18年10月31日）

施工高（千円） 前年同期比（％） 施工高（千円） 前年同期比（％）

住宅事業 13,230,343 103.7 11,866,309 89.7

合計 13,230,343 103.7 11,866,309 89.7

　（注）１．上記の金額には、土地の金額は含まれておりません。

２．住宅部資材加工・販売事業、その他事業につきましては、扱い品目が多種多様であり、施工実績として表示

することが適切でないため記載を省略しております。

３．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

４．施工高は、原価で記載しております。

(2）受注実績

事業の種類別セグメ
ントの名称

前連結会計年度
（自　平成16年11月１日
至　平成17年10月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年11月１日
至　平成18年10月31日）

受注高
（千円）

前年
同期比
（％）

受注残高
（千円）

前年
同期比
（％）

受注高
（千円）

前年
同期比
（％）

受注残高
（千円）

前年
同期比
（％）

住宅事業 21,234,426 101.8 8,637,814 95.8 22,051,119 103.8 9,817,716 113.7

合計 21,234,426 101.8 8,637,814 95.8 22,051,119 103.8 9,817,716 113.7

　（注）１．住宅部資材加工・販売事業、その他事業につきましては、扱い品目が多種多様であり、受注高、受注残高と

して表示することが適切でないため記載を省略しております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(3）仕入実績

事業の種類別セグメ
ントの名称

前連結会計年度
（自　平成16年11月１日
至　平成17年10月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年11月１日
至　平成18年10月31日）

仕入高（千円） 前年同期比（％） 仕入高（千円） 前年同期比（％）

住宅部資材加工・販

売事業
16,904,707 94.3 13,368,351 79.1

その他事業 114,206 49.1 － －

合計 17,018,914 93.7 13,368,351 78.5

　（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２．ラックペーパー㈱は、平成17年４月20日に、中部ホームサービス㈱が所有する全株式を売却したことに伴い、

連結子会社に該当しないこととなったため、連結の範囲から除外しております。このため、同日以降、当社

グループはその他事業を行っておりません。
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(4）販売実績

事業の種類別セグメ
ントの名称

前連結会計年度
（自　平成16年11月１日
至　平成17年10月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年11月１日
至　平成18年10月31日）

販売高（千円） 前年同期比（％） 販売高（千円） 前年同期比（％）

住宅事業 21,608,225 103.5 20,871,217 96.6

住宅部資材加工・販

売事業
17,404,619 97.7 13,410,638 77.1

その他事業 101,450 47.3 － －

合計 39,114,294 100.6 34,281,856 87.6

　（注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２．販売高は、販売価格で記載しております。

３．ラックペーパー㈱は、平成17年４月20日に、中部ホームサービス㈱が所有する全株式を売却したことに伴い、

連結子会社に該当しないこととなったため、連結の範囲から除外しております。このため、同日以降、当社

グループはその他事業を行っておりません。

４．上記の地域別販売実績は、以下のとおりであります。

地域

前連結会計年度
（自　平成16年11月１日
至　平成17年10月31日）

住宅事業 住宅部資材加工・販売事業 その他事業

販売高
（千円）

前年同期比
（％）

販売高
（千円）

前年同期比
（％）

販売高
（千円）

前年同期比
（％）

愛知県 15,825,402 98.9 10,269,809 92.6 54,665 45.7

静岡県 4,452,699 122.9 6,232,274 103.1 46,784 49.3

岐阜県 876,112 95.9 － － － －

三重県 114,010 33.8 － － － －

神奈川県 － － 902,534 130.3 － －

東京都 340,000 － － － － －

合計 21,608,225 103.5 17,404,619 97.7 101,450 47.3

地域

当連結会計年度
（自　平成17年11月１日
至　平成18年10月31日）

住宅事業 住宅部資材加工・販売事業

販売高
（千円）

前年同期比
（％）

販売高
（千円）

前年同期比
（％）

愛知県 16,409,724 103.7 5,585,940 54.4

静岡県 3,477,050 78.1 6,831,926 109.6

岐阜県 819,521 93.5 － －

三重県 143,921 126.2 － －

神奈川県 － － 992,771 110.0

東京都 21,000 6.2 － －

合計 20,871,217 96.6 13,410,638 77.1
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