
(財)財務会計基準機構会員

  
平成19年10月期 第１四半期財務・業績の概況（連結） 平成19年３月８日

上場会社名　サーラ住宅株式会社 （コード番号：1405　東証・名証第二部）

（ＵＲＬ　http://www.sala-house.co.jp/　）  

問合せ先　代表者役職・氏名　代表取締役社長　　　水谷　九郎  

責任者役職・氏名　常務取締役管理部長　広中  　正  （ＴＥＬ：（0532）32－7272）

１．四半期財務情報の作成等に係る事項

①　会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無　　　　：　有

　法人税等の計上基準については、簡便な方法を採用しております。

②　最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無　　：　無

③　連結及び持分法の適用範囲の異動の有無　　　　　　　　：　無

２．平成19年10月期第１四半期財務・業績の概況（平成18年11月１日～平成19年１月31日）

(1）経営成績（連結）の進捗状況 （金額は百万円未満を切捨て）

売上高 営業利益 経常利益 四半期（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年10月期第１四半期 7,945 2.0 127 － 132 － △219 －

18年10月期第１四半期 7,790 － △14 － △22 － △95 －

（参考）18年10月期 34,281  907  933  530  

１株当たり四半期
（当期）純利益

潜在株式調整後
１株当たり四半期
（当期）純利益

円 銭 円 銭

19年10月期第１四半期 △42 43 － －

18年10月期第１四半期 △20 33 － －

（参考）18年10月期 104 80 － －

（注）①期中平均株式数（連結） 19年10月期第１四半期 5,184,000株 18年10月期第１四半期 4,717,695株 18年10月期 5,066,465株

②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、対前年同四半期増減率を示しております。

③平成17年10月期第３四半期より四半期決算の開示を行っているため、平成18年10月期第１四半期増減率につきましては記載しておりませ

ん。

［経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等］

　当第１四半期におけるわが国経済は、企業収益の改善による設備投資の増加等により、景気は回復基調で推移いたしま

した。

　このような状況のもと、住宅事業におきましては完成工事高が概ね堅調ではあったものの、分譲売上高が低調であった

ため、売上高は4,117百万円（前年同期比5.6％減）となりました。営業利益は、営業費用が前年同期に比べ334百万円減少

したことにより、前年同期に比べ89百万円増加し、37百万円となりました。

　住宅部資材加工・販売事業におきましては、新規顧客開拓及び既存顧客への販売強化の取り組みが寄与し、売上高は

3,828百万円（同11.7％増）、営業利益は89百万円（同54.7％増）となりました。

　以上の結果、当第１四半期の当社グループの連結売上高は7,945百万円（同2.0％増）、営業利益は前年同期に比べ141百

万円増加し、127百万円となりました。経常利益は前年同期に比べ155百万円増加し、132百万円となりました。しかしなが

ら、当社の連結子会社中部ホームサービス㈱の訴訟による和解金430百万円を特別損失として計上したため、四半期純損失

は前年同期に比べ124百万円増加し、219百万円となりました。
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(2）財政状態（連結）の変動状況

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

19年10月期第１四半期 23,896 5,297 21.4 988 50

18年10月期第１四半期 23,591 4,860 20.6 937 56

（参考）18年10月期 23,918 5,767 22.9 1,112 49

［連結キャッシュ・フローの状況］

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

19年10月期第１四半期 △1,364 △192 △135 3,559

18年10月期第１四半期 △1,773 △2 1,022 3,345

（参考）18年10月期 1,887 △356 △378 5,250

［財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等］

　当第１四半期末における総資産は、前連結会計年度末に比べ22百万円減少し、23,896百万円となりました。

　当第１四半期末における負債は、前連結会計年度末に比べ447百万円増加し、18,599百万円となりました。これは主とし

て、支払手形、工事未払金及び買掛金が増加したことによるものであります。

　当第１四半期末における純資産は、前連結会計年度末に比べ469百万円減少し、5,297百万円となりました。これは主と

して、純損失を計上したこと及び当社の配当金の支払いにより、利益剰余金が減少したことによるものであります。

（キャッシュ・フローの状況）

　当第１四半期末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は前連結会計年度末に比べ、1,691百万円減少し、

3,559百万円となりました。

　営業活動によるキャッシュ・フローは、1,364百万円の資金の使用（前連結会計年度は1,887百万円の獲得）となりまし

た。これは主として、分譲土地等のたな卸資産の増加額1,292百万円、法人税等の支払額259百万円等によるものでありま

す。

　投資活動によるキャッシュ・フローは、192百万円の資金の使用（前連結会計年度は356百万円の使用）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191百万円等によるものであります。

　財務活動によるキャッシュ・フローは、135百万円の資金の使用（前連結会計年度は378百万円の使用）となりました。

これは主として、当社の配当金の支払額129百万円等によるものであります。

○添付資料

（要約）四半期連結貸借対照表、（要約）四半期連結損益計算書、（要約）四半期連結株主資本等変動計算書、（要約）

四半期連結キャッシュ・フロー計算書、四半期セグメント情報

以　上
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［参考］

平成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 17,722 457 △14

通期 36,181 1,033 330

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　　63 円82銭

［業績予想に関する定性的情報等］

　当社の連結子会社中部ホームサービス㈱は、商品の販売先である古河エレコム㈱から受領した手形金421百万円（平成17

年7月31日期日　203百万円、平成17年8月31日期日　218百万円）について、同販売先が同連結子会社の債務不履行を理由

に支払いを拒否したため、その支払いを求める手形訴訟を平成17年8月5日及び平成17年9月9日に東京地方裁判所に提起い

たしました。

　その結果、同裁判所は、平成17年9月16日及び平成17年10月14日に同販売先に対し、それぞれ手形金の支払いを命じる判

決を下しました。同連結子会社は、その判決に基づいて、同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203百万円については平成17年11月15日、手形金218百万円については平成17年12月20日に回収

を完了いたしました。

　しかしながら、同販売先は、前述の判決に対して異議申立を行ったため、同裁判所において審理が続けられておりまし

た。当該取引は、住宅設備機器メーカーの商品を、マンション施工業者に販売する間の決済を取り次ぐ商社取引でありま

す。この取引は、納品書・受領書の授受や商品の配送を伴う取引ではないため、審理の争点である納品の有無を証明する

ことが困難であり、和解による解決を目指してまいりました。

　その結果、平成19年2月9日をもちまして、連結子会社中部ホームサービス㈱より古河エレコム㈱に対し、430百万円の和

解金を支払う旨の和解が成立しました。

　本和解により当第１四半期において和解金430百万を特別損失として計上したため、平成18年12月15日に公表いたしまし

た当連結業績予想を修正しております。

　なお、当連結業績予想の修正は「平成19年10月期　業績予想の修正に関するお知らせ」として平成19年２月９日に開示

しております。

※上記の予想は発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって

予想数値と異なる可能性があります。
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〔添付資料〕

１．（要約）四半期連結貸借対照表

科目

当四半期
（平成19年10月期

第１四半期末）

前年同四半期
（平成18年10月期

第１四半期末）
増減

（参考）
平成18年10月期

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）
増減率
（％）

金額（千円）

（資産の部）      

Ⅰ　流動資産      

現金及び預金 3,559,105 3,345,186   5,250,944

受取手形、完成工事未収入金
及び売掛金

3,090,027 3,134,137   2,846,427

未成工事支出金 1,427,516 1,331,571   1,406,273

分譲土地建物 5,245,958 4,896,148   4,120,582

未成分譲土地建物 4,325,933 5,136,985   4,511,624

その他たな卸資産 991,359 680,841   659,784

繰延税金資産 318,020 313,736   320,983

その他 89,735 99,684   112,360

貸倒引当金 △32,547 △60,688   △34,503

流動資産合計 19,015,110 18,877,603 137,507 0.7 19,194,477

Ⅱ　固定資産      

１　有形固定資産      

建物及び構築物 795,832 845,874   807,945

土地 2,919,207 2,556,924   2,738,740

建設仮勘定 12,992 －   27,480

その他 52,737 68,893   55,454

有形固定資産合計 3,780,771 3,471,692 309,078 8.9 3,629,621

２　無形固定資産      

連結調整勘定 － 11,241   －

その他 117,855 126,672   121,557

無形固定資産合計 117,855 137,914 △20,059 △14.5 121,557

３　投資その他の資産      

投資有価証券 408,571 433,110   410,149

長期貸付金 81,900 87,900   83,400

繰延税金資産 425,710 514,935   425,248

その他 270,020 279,347   243,815

貸倒引当金 △203,208 △210,534   △189,496

投資その他の資産合計 982,994 1,104,759 △121,764 △11.0 973,116

固定資産合計 4,881,621 4,714,366 167,254 3.6 4,724,295

資産合計 23,896,732 23,591,969 304,762 1.3 23,918,772
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科目

当四半期
（平成19年10月期

第１四半期末）

前年同四半期
（平成18年10月期

第１四半期末）
増減

（参考）
平成18年10月期

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）
増減率
（％）

金額（千円）

（負債の部）      

Ⅰ　流動負債      

支払手形、工事未払金及び買
掛金

7,753,275 6,622,298   7,034,631

短期借入金 6,200,000 7,600,000   6,200,000

未払法人税等 44,075 51,656   325,320

未成工事受入金及び前受金 2,104,635 1,693,183   2,221,636

賞与引当金 59,158 68,776   232,986

役員賞与引当金 2,800 －   18,200

完成工事補償引当金 31,833 30,169   31,542

その他 1,328,862 889,044   941,905

流動負債合計 17,524,640 16,955,128 569,512 3.4 17,006,222

Ⅱ　固定負債      

退職給付引当金 782,730 1,255,464   785,108

役員退職慰労引当金 126,984 179,962   195,930

連結調整勘定 3,237 －   2,286

その他 161,887 19,588   162,102

固定負債合計 1,074,839 1,455,015 △380,175 △26.1 1,145,427

負債合計 18,599,480 18,410,143 189,336 1.0 18,151,650

（少数株主持分）      

少数株主持分 － 321,480 － － －

（資本の部）      

Ⅰ　資本金 － 1,018,590 － － －

Ⅱ　資本剰余金 － 1,192,390 － － －

Ⅲ　利益剰余金 － 2,485,641 － － －

Ⅳ　その他有価証券評価差額金 － 163,724 － － －

資本合計 － 4,860,345 － － －

負債、少数株主持分及び資本合
計

－ 23,591,969 － － －

（純資産の部）      

Ⅰ　株主資本      

資本金 1,018,590 － － － 1,018,590

資本剰余金 1,192,390 － － － 1,192,390

利益剰余金 2,762,938 － － － 3,112,506

株主資本合計 4,973,918 － － － 5,323,486

Ⅱ　評価・換算差額等      

その他有価証券評価差額金 150,476 － － － 151,336

評価・換算差額等合計 150,476 － － － 151,336

Ⅲ　少数株主持分 172,857 － － － 292,298

純資産合計 5,297,252 － － － 5,767,122

負債、純資産合計 23,896,732 － － － 23,918,772
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２．（要約）四半期連結損益計算書

科目

当四半期
（平成19年10月期
第１四半期）

前年同四半期
（平成18年10月期
第１四半期）

増減
（参考）

平成18年10月期

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）
増減率
（％）

金額（千円）

Ⅰ　売上高 7,945,709 7,790,332 155,376 2.0 34,281,856

Ⅱ　売上原価 6,535,222 6,448,061 87,161 1.4 28,208,803

売上総利益 1,410,486 1,342,271 68,215 5.1 6,073,053

Ⅲ　販売費及び一般管理費 1,283,486 1,356,430 △72,944 △5.4 5,165,613

営業利益 127,000 △14,159 141,159 － 907,439

Ⅳ　営業外収益      

受取利息 851 733   3,493

受取配当金 45 56   7,526

仕入割引 3,920 3,018   12,333

受取手数料 3,784 4,663   13,543

水道市納金等差額収入 1,185 1,414   7,828

その他 7,847 9,071   34,358

営業外収益合計 17,635 18,957 △1,321 △7.0 79,084

Ⅴ　営業外費用      

支払利息 9,904 6,353   26,154

株式交付費 － 19,823   19,823

その他 1,810 1,508   6,676

営業外費用合計 11,715 27,685 △15,970 △57.7 52,654

経常利益 132,920 △22,887 155,808 － 933,869

Ⅵ　特別利益      

固定資産売却益 － 76   236

貸倒引当金戻入益 － 16,785   34,905

確定拠出年金移行差益 － －   71,948

過去勤務債務処理額 － －   103,731

特別利益合計 － 16,861 △16,861 △100.0 210,821

Ⅶ　特別損失      

固定資産売却損 － 66   91

固定資産除却損 58 7,594   11,571

減損損失 － 31,677   35,464

災害損失 － －   26,190

和解金 430,000 －   －

特別損失合計 430,058 39,337 390,720 993.2 73,318

税金等調整前四半期（当期）
純利益又は税金等調整前四半
期（当期）純損失（△）

△297,138 △45,364 △251,773 － 1,071,371

法人税、住民税及び事業税 32,921 37,336   368,391

法人税等調整額 3,244 521   92,520

少数株主利益又は少数株主損
失（△）

△113,335 12,691   79,508

四半期（当期）純利益又は四
半期（当期）純損失（△）

△219,968 △95,914 △124,054 － 530,951
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３．（要約）四半期連結株主資本等変動計算書

当連結第１四半期（自　平成18年11月１日　至　平成19年１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18年10月31日　残高　(千円) 1,018,590 1,192,390 3,112,506 5,323,486

当四半期中の変動額

剰余金の配当 － － △129,600 △129,600

当期純損失 － － △219,968 △219,968

株主資本以外の項目の当四半期
変動額（純額）

－ － － －

当四半期中の変動額合計
（千円）

－ － △349,568 △349,568

平成19年１月31日　残高　(千円) 1,018,590 1,192,390 2,762,938 4,973,918

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18年10月31日　残高　(千円) 151,336 292,298 5,767,122

当四半期中の変動額

剰余金の配当 － － △129,600

当期純損失 － － △219,968

株主資本以外の項目の当四半期
変動額（純額）

△860 △119,440 △120,301

当四半期中の変動額合計
（千円）

△860 △119,440 △469,870

平成19年１月31日　残高　(千円) 150,476 172,857 5,297,252
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４．（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

 
当四半期

（平成19年10月期
第１四半期）

前年同四半期
（平成18年10月期
第１四半期）

（参考）
平成18年10月期

区分 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    

税金等調整前四半期（当期）純利益又は税金等調整前四半期
（当期）純損失（△）

△297,138 △45,364 1,071,371

減価償却費 25,499 25,795 112,721

減損損失 － 31,677 35,464

株式交付費 － 19,823 19,823

連結調整勘定償却額 537 1,121 3,374

貸倒引当金の増加額（△減少額） 11,754 △13,348 △60,570

投資損失引当金の増加額（△減少額） － △438 －

賞与引当金の増加額（△減少額） △173,828 △184,278 △20,068

役員賞与引当金の増加額（△減少額） △15,400 － 18,200

完成工事補償引当金の増加額（△減少額） 290 △1,017 355

退職給付引当金の増加額（△減少額） △2,378 12,449 △457,906

未払確定拠出年金移行掛金の増加額（△減少額） － － 216,947

役員退職慰労引当金の増加額（△減少額） △68,945 △720 15,248

受取利息及び配当金 △896 △789 △11,020

支払利息 9,904 6,353 26,154

固定資産売却益（△）売却損 － △10 △144

固定資産除却損 58 3,730 6,479

売上債権の減少額（△増加額） △389,593 △272,938 597,318

仕入債務の増加額（△減少額） 718,644 △933,270 △520,938

たな卸資産の減少額（△増加額） △1,292,502 △204,379 1,142,902

未払消費税等の増加額（△減少額） △22,600 △5,612 △1,938

役員賞与の支払額 － △19,600 △19,600

その他 396,182 72,130 96,778

小計 △1,100,411 △1,508,685 2,270,953

利息及び配当金の受取額 896 789 11,020

利息の支払額 △5,303 △4,231 △24,581

法人税等の支払額 △259,092 △263,095 △372,150

その他 △640 2,074 2,159

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,364,550 △1,773,147 1,887,401
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当四半期

（平成19年10月期
第１四半期）

前年同四半期
（平成18年10月期
第１四半期）

（参考）
平成18年10月期

区分 金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー    

有形固定資産の取得による支出 △191,533 △41,971 △369,943

有形固定資産の売却による収入 － 62,077 123,111

無形固定資産の取得による支出 △3,535 △8,400 △23,719

投資有価証券の取得による支出 △298 △12,410 △5,491

投資有価証券の売却による収入 1,610 － 3,150

子会社株式の取得による支出 － － △76,820

長期貸付金の回収による収入 1,500 1,500 6,000

その他 △14 △3,024 △13,007

投資活動によるキャッシュ・フロー △192,270 △2,228 △356,720

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） － △400,000 △1,800,000

株式の発行による収入 － 1,490,776 1,490,776

配当金の支払額 △129,598 △68,768 △58,242

少数株主への配当金の支払額 △5,418 － △10,825

財務活動によるキャッシュ・フロー △135,017 1,022,008 △378,291

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加額（△減少額） △1,691,838 △753,368 1,152,389

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高 5,250,944 4,098,554 4,098,554

Ⅵ　現金及び現金同等物の期末残高 3,559,105 3,345,186 5,250,944
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５．四半期セグメント情報

事業の種類別セグメント情報

当四半期（平成19年10月期第１四半期）

 
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）

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 4,117,584 3,828,125 7,945,709 － 7,945,709

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ 717,044 717,044 (717,044) －

計 4,117,584 4,545,169 8,662,753 (717,044) 7,945,709

営業費用 4,080,356 4,455,397 8,535,753 (717,044) 7,818,709

営業利益 37,227 89,772 127,000 － 127,000

前年同四半期（平成18年10月期第１四半期）

 
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）

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 4,362,256 3,428,076 7,790,332 － 7,790,332

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ 428,268 428,268 (428,268) －

計 4,362,256 3,856,344 8,218,601 (428,268) 7,790,332

営業費用 4,414,626 3,798,333 8,212,959 (408,466) 7,804,492

営業利益 △52,369 58,011 5,642 △19,801 △14,159

　（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
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