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平成 19 年８月期      中間決算短信（連結）         平成 19 年４月 18 日 
 

上 場 会 社 名         株式会社ウエストホールディングス       上場取引所       ＪＡＳＤＡＱ 
コ ー ド 番 号           １４０７                               本社所在都道府県       広島県 
（ＵＲＬ  http://www.west-gr.co.jp/ ） 
代  表  者 役職名 代表取締役社長 

氏名    吉川 隆 
問合せ先責任者 役職名 執行役員財務経理部長  

 氏名  椎葉 栄次                   ＴＥＬ （082）503－3900 
決算取締役会開催日 平成 19 年４月 18 日 
米国会計基準採用の有無  無                                           
 
１． 平成 19 年２月中間期の連結業績（平成 18 年９月１日～平成 19 年２月 28 日） 
(1)連結経営成績                   (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   ％

19 年２月中間期 7,381        ―   108       ―   121       ―   

18 年２月中間期 ―        ―  ―       ―   ―       ―   

18 年８月期 7,873        ―  △1,126       ―   △1,146       ―   
 

 
中間(当期)純利益 

１株当たり中間 
（ 当 期 ） 純 利 益 

潜在株式調整後 1株当たり 
中間 (当期 )純利益 

 百万円   ％ 円 銭 円 銭

19 年２月中間期 83         ―   11  69 ― ― 
18 年２月中間期 ―         ― ― ― ― ― 

18 年８月期 △1,610         ― △225  05 ― ― 
(注) ① 持分法投資損益 19年２月中間期 ― 百万円 18 年２月中間期 ― 百万円 18 年８月期 ― 百万円

 ② 期中平均株式数 19年２月中間期 7,156,000 株 18 年２月中間期 ―   株 18 年８月期 7,156,000 株
 ③ 会計処理の方法の変更 有    
  1)セグメント情報     
   当連結会計期間から事業区分の名称を変更し、新たな事業区分を追加しております。 
 ④ 中間決算短信（連結）は、当中間連結会計期間より作成しておりますので、前中間期実績及び対前期増減率

は記載しておりません。 
    
(2)連結財政状態                  (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

19 年２月中間期 11,828 2,755 22.6    373    46
18 年２月中間期 ― ― ―  ―   ―

18 年８月期 10,435 2,770 25.8  376    21
(注)期末発行済株式数（連結）19年２月中間期 7,156,000 株 18 年２月中間期 ― 株 18年８月期 7,156,000株
 
(3)連結キャッシュ･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

19 年２月中間期 △781      △237     △731      3,374     

18 年２月中間期 ―      ―     ―      ―     

18 年８月期 △1,743      △661     5,692      5,125    
 
(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      ６社  持分法適用非連結子会社数  ０社 持分法適用関連会社数  ０社 
(5)連結範囲及び持分法の適用の異動状況 

連結 (新規)       １社（除外）   ０社  持分法（新規）   ０社 （除外）    ０社 
 
２．平成 19 年８月期の連結業績予想（平成 18 年９月１日～平成 19 年８月 31 日） 

 売 上 高 経 常 利 益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円
通    期 17,734 344 264 

(参考)１株当たり予想当期純利益（通期）  36 円 97 銭 

※ 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６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、当社及び連結子会社６社で構成されており、住宅全般の総合リフォームの施工販売、土地付き

戸建住宅の直営販売及び土木・建築施工を主な事業として取り組んでおります。 

 ウエストグループの事業に係る位置付け及び事業の種類別セグメントとの関係は、次のとおりであります。 

 

会社名 事業内容 
事業種類別 

セグメント 

親
会
社 

株式会社 

ウエストホールディングス 

 

・持株会社 

・グループ全体の経営管理 

・ウエストプラザの運営 

その他事業 

株式会社骨太住宅 

 

・住宅全般の総合リフォームの施工販売 

（ 大手家電量販店店舗内での直営事業） 

 住まいのトータルアドバイザーとして、屋根・外

壁・水回り（バス・キッチン・トイレ等）等、住宅

設備全般のリフォーム工事の施工・販売 

・土地付き戸建住宅の直営販売 

 自社ブランド「骨太住宅」（新築戸建住宅）を主と

して、売り建て方式により施工・販売 

・住宅メーカー・デベロッパーからの受注施工 

・ビル・マンション等の非木造建物の新築、リニュー

アル、施工及び不動産の販売 

・施工については、いずれも施工業者への外注による 

住宅リフォーム事業

戸建住宅事業 

土地・建物開発事業

松本建設株式会社 

※平成 18 年９月１日子会社化 

・土木建築工事の請負 土地・建物開発事業

土木事業 

株式会社ハウスドクター 

 

・タウンページ広告やインターネット広告を活用し、

コールセンターに寄せられる「住宅緊急トラブルサ

ービス」や「ハウスケアサービス」へのニーズに対

応するとともに、住宅屋根の補修や葺き替えのリフ

ォーム工事の施工・販売 

株式会社ハウスケア 

 

・住宅リフォーム全般の施工販売を行うフランチャイ

ズ加盟店の募集業務、並びに運営に関するコンサル

タント業務と販売ルートの開発業務 

安芸マイホームサービス 

株式会社 

・住宅全般の総合リフォームの施工販売 

（広島市佐伯区美鈴が丘団地内での直営事業） 

住宅リフォーム事業

連
結
子
会
社 

株式会社 

イノベーションアライアンス 

・地元金融機関等からの不動産情報の収集と活用 
その他事業 
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事業の系統図は、次のとおりであります。 

施工業者
外注

松本建設株式会社

株式会社桜井エンジニアリング

受託（メンテナンス）

（平成19年３月６日から連結子会社）
保守管理

管理業者

施工業者

受注

外注

施工

住
宅
リ
フ
ォ
ー

ム
事
業

（平成18年９月１日から連結子会社）

情報活用

株式会社骨太住宅

株式会社ハウスドクター

株式会社イノベーションアライアンス

安芸マイホームサービス株式会社

外注

住宅リフォーム事業

情報

受注

ウエストグループへの受注

受注

施工外注

建材業者への材料販売

（重要な業務提携先）

＜グループの経営管理＞

株式会社ハウスケア
フランチャイジー

フランチャイズ

契約

外注

施工

顧
客
（

官
公
庁
・
民
間
企
業
）

顧
客
（

個
人
ユ
ー

ザ
ー

お
よ
び
建
材
業
者
）

施工

施工外注

金融機関等
不動産 施

工
業
者

戸建住宅事業

不動産購入

不動産売却

土地・建物開発事業

受注

土地・建物開発事業 土木事業

外注

株式会社骨太住宅

株式会社ヤマダハウジング

株式会社ウエストホールディングス

 

（注） 株式会社ヤマダハウジングは、株式会社ヤマダ電機（群馬県前橋市 代表取締役社長 山田昇）の 100％子会社で

あり、株式会社骨太住宅及び株式会社ハウスケアの重要な業務提携先であります。 
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２．経営方針 

(1) 会社の経営の基本方針 

 当社グループ（当社及び連結子会社、以下同じ）の経営理念は「ウエストグループに働く人は皆豊で幸福でな

ければならない。そのためには常に変化に挑み無限の可能性を信じ顧客に満足願える仕事を通じて社員の幸福を

増進し会社の発展と繁栄を念願するものである。」であり、創業以来、不変の哲学として貫徹しております。そ

の内容は、社員の幸福を確立することで、仕事へのやる気、やりがいを生み出し、もってお客様の満足度を高め、

会社の発展を企図するものであります。 
 

(2) 会社の利益配分に関する基本方針 

 当社は、将来の事業展開と財務内容の強化を図るため必要な内部留保を図りつつ、安定した配当を維持継続す

るのと同時に、財務状況に応じた積極的な株主還元策を行うことを株主への利益配分の基本方針としております。 

 また、内部保留資金につきましては、予想される経営環境の変化に対応するため、今後の事業展開や経営基盤

の強化と拡充に役立ててまいります。 
 

(3) 投資単価の引下げに関する考え方及び方針等 

 当社は、株式の流動性及び株主数の拡大を図る方策の一つとして、投資単位を適正に定めることが重要である

と考えております。 

 当社の 近における株価の推移等を検討いたしますと、現在の当社の投資単位は適正であると考えております

が、今後の株価の動向によりましては、適切な投資単位を維持すべく、慎重に検討の上、対応してまいります。 
 

(4) 目標とする経営指標 

 目標とする経営指標として、企業の付加価値を如何に高めることができるかを重視し、ＲＯＥ（株主資本利益

率）の上昇を目指してまいりました。今後も収益改善を図り、資本効率の向上、経営資源の有効活用等を通して、

企業価格を高めてまいります。 
 

(5) 中長期的な経営戦略 

 当社グループの事業理念の根底にあるものは、「ものを大切にする心」であり「建物を大切にする心」でありま

すが、行政の政策も「良いものを作って、きちんと手入れし、長く大切に使う」市場を形成するものであり、リ

フォーム及びメンテナンスを推進する方向にあります。 

 このような状況を見据え創業以来の考え方に立脚して、前期より、戸建住宅からマンション・ビルまであらゆ

る建物のメンテナンス・リフォーム需要に対応できるよう事業を再構築してまいりました。 

 そして中長期的には、各事業会社の強みを集約しグループ総合力を発揮することによって、「土地・建物の開発

事業」を新たなビジネスモデルとして確立してまいります。 

 また一方で、コアである住宅・リフォーム事業につきましても、チャネル・販売型態の一層の多様化や商品力

の強化等により、「生活改善・提案型リフォーム事業」の確立を目指してまいります。 
 

(6) 会社の対処すべき課題 

 当社グループは事業再構築により、新たなビジネスモデルへの転換に踏み出しましたが、これを軌道に乗せ、

グループの総合的な収益力を高めるのが、第一義的な課題であります。 
 

① 土地・建物の開発事業の展開 

『土地・建物の開発事業』においては、受注活動から、設計、施工、完工建物管理・メンテナンスまで、各事

業子会社の強味を集約いたします。当期は、戸建住宅からマンション・ビルまで幅広いジャンルの『土地・建

物開発事業』を展開するために、Ｍ＆Ａによる事業の再構築を図り、グループ全体のシナジー効果を徹底的に

追求してまいります。 
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② 戸建リフォーム事業の強化 

当社グループのコアである戸建リフォーム事業の一層の強化を図ります。具体的には、高額、高級リフォーム

顧客の獲得を狙いとして大手百貨店との提携により、販売チャンネルの更なる多様化を図ってまいります。さ

らに、これまでは屋根、外壁、水廻り（キッチン、風呂、トイレ）等の住宅設備に特化したパッケージリフォ

ームが中心でしたが、今後はトータルリフォームのパッケージ化を実現する等、商品内容を一層充実させてま

いります。 
 

③ グループ組織の活性化 

グループ組織の運営面においては、事業子会社間の人材交流を活性化することにより、各社のノウハウ、スキ

ルの共有化を促進してまいります。また、各社の個性を尊重しながらも、一体感を持たせた上で、納得のいく

処遇が図れるような人事制度の改善に着手いたします。以上によりグループ組織の活性化を図ってまいります。 
 

④ 「内部統制」の整備 

傘下グループ会社の経営管理を担う持株会社ウエストホールディングスの管理スパンが急速に拡大したこと

により、グループ内での「内部統制」の見直しと強化が必要となってきております。これを実現するためのア

クションプランとして、当期は各事業会社における管理体制や手続規定などの内部統制を経理・財務面から見

直し、グループとして共通する一定のルールに基づき、明示化・文書化として整備してまいります。 
 

 (7) 親会社等に関する事項 

該当事項はありません。 
 

 (8) 内部管理体制の整備・運用状況 

有価証券上場規程第８条の３及び適時開示規則第10条第３項に規定するコーポレート・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（役員との間の重要な取引に関する事項等） 

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 

当中間連結会計期間における我が国経済は、好調な企業業績を受けた雇用改善の動きが消費を下支えし、出

遅れ感のあった個人消費も増勢を示しつつあります。 

住宅・建設業界におきましては、建築資材の高騰、企業間の競争激化また公共事業の縮小が続くなか、過当

競争による落札率の低下等厳しい状況で推移しております。 

このような市場環境のなかで、当社グループは『すべての建物を大切に』を実現するべく、これまでの住宅

新築事業と住宅リフォーム事業に加えて、ビル・マンション等の非木造建物の新築事業・リニューアル事業・

メンテナンス事業に着手いたしました。 

以上の結果、当中間連結会計期間における売上高 73 億 81 百万円、営業利益１億８百万円、経常利益１億 21

百万円となり、中間純利益は 83 百万円となりました。 

なお事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

(2) セグメント別の状況 

① 住宅リフォーム事業 

住宅リフォーム事業においては、 大手の家電量販店内でのリフォームコーナーの活用を始め、会員制小売

事業者やショッピングモール事業者、更には高額、高級リフォーム顧客の獲得を狙いとする大手百貨店との提

携により、販売チャネルの多様化を図ってまいりました。 

以上の結果、売上高は 36 億 22 百万円となり、営業利益は３億 65 百万円となりました。 

② 戸建住宅事業 

戸建住宅事業においては、都内デベロッパー・住宅メーカーとの連携を活発に展開し、受注高は順調に増加

したものの工事完成は下期となるため、当中間連結会計期間の売上計上にはつながりませんでした。 

以上の結果、売上高は６億 88 百万円となり営業損失は 46 百万円となりました。 

③ 土地・建物開発事業 

土地・建物開発事業においては、東京都内の３物件の開発事業に着手し、広島市内の１物件とともに販売回

収いたしました。また平成 18 年９月に子会社化した松本建設株式会社では、第２四半期以降から民間のビル・

マンション受注が結実し、相応の成果を収挙いたしました。 

以上の結果、売上高は 22 億 89 百万円となり、営業利益は２億 35 百万円となりました。 

④ 土木事業 

土木事業においては、松本建設株式会社の過去における受注実績と事業譲渡における継承工事等により、安

定して推移しております。 

以上の結果、売上高は６億 82 百万円となり、営業損失は 14 百万円となりました。 

⑤ その他事業 

その他事業の売上高は、99 百万円となり、営業損失は 10 百万円となりました。 

(3) 通期の見通し 

通期の見通しといたしましては、企業業績及び個人消費ともに堅調に推移するものと思われますが、当社グル

ープが属する住宅リフォーム、建築・土木業界は引き続き予断を許さない状況にあります。 

このような環境下、当社グループは上昇トレンドに転じた住宅リフォーム事業において、ユーザーのニーズ変

化に対応できる品質・価格・サービスの革新に取り組んでまいります。 

また、当期から本格化した土地・建物開発事業を拡大基調に乗せるとともに、この事業領域でのＭ＆Ａも引

き続き推進してまいります。 

一方で、引き続き各事業部門の組織強化と業務の効率化に取り組み、特に建築・土木部門においては、設計段

階から施工方法、工程管理まで徹底した見直しとコスト削減によって市場競争力を高めてまいります。 

以上により、当社グループの通期の見通しにつきましては、売上高 177 億 34 百万円、経常利益３億 44 百万円、

当期純利益２億 64 百万円を見込んでおります。 

(4) 財政状態 

当中間連結会計期間のキャッシュ・フローの状況 

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ 17 億 50 百万円減少し、33 億

74 百万円となりました。 

当中間連結会計期間における各キャッシュ･フローの状況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) 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、７億 81 百万円の支出となりました。 
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これは主に、連結子会社の増加に伴い仕入債務が５億 47 百万円増加したことや、たな卸資産が７億 85 百万円、

売上債権が４億 30 百万円増加したこと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) 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、２億 37 百万円の支出となりました。 

これは主に、投資有価証券の取得により５億 30 百万円支出したことや貸付による支出１億 75 百万円が生じた

一方、投資有価証券の売却による収入２億 37 百万円や子会社取得に伴う事業譲受けによる収入２億 53 百万円

があったことによるものであります。 

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、７億 31 百万円の支出となりました。 

これは主に、借入金の返済６億 24 百万円や配当金の支払１億７百万円が生じたことによるものであります。 

 

当社のキャッシュ・フロー指標のトレンドは、下記のとおりであります。 

  平成 19 年２月中間期 平成 18 年８月期 

株主資本比率(％） 22.6 25.8 

時価ベースの株主資本比率(％) 34.1 36.1 

債務償還年数(年) － － 

インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍) － － 

株主資本比率：株主資本÷総資産 

時価ベースの株主資本比率：株式時価総額÷総資産 

債務償還年数：有利子負債÷営業活動によるキャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業活動によるキャッシュ・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算出しております。 

※有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を払っている全ての負債を対象としており

ます。 

※営業活動によるキャッシュ・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。 

※債務償還年数及びインタレスト・カバレッジ・レシオについては、営業活動によるキャッシュ・フローがマイ

ナスのため、記載しておりません。 

 

(5) 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。また、

必ずしも事業上のリスクに該当しない事項についても、投資者の投資判断上、重要であると考えられる事項につ

いては、投資者に対する情報開示の観点から積極的に開示しております。 

 当社グループは、これらリスクの発生の可能性を認識した上で、発生の回避および発生した場合の対応に努め

る方針であります。 

 なお、以下の記載は本株式への投資に関連するリスクを全て網羅するものではありませんので、この点につい

てご留意ください。 

 

① 事業の特徴について 

(ｲ) 住宅リフォーム事業 

 当社グループにおける住宅リフォーム事業は、住まいのトータルアドバイザーとして、屋根、外壁、水回り

（バス・キッチン・トイレ）等、住宅設備全般のリフォーム工事の施工・販売を直営及びフランチャイジーを

介して行っております。また施工については、施工業者への外注により実施しております。 

(ﾛ) 戸建住宅事業 

 当社グループにおける戸建住宅事業は、土地付き戸建住宅の直営販売及び住宅メーカー、デベロッパーから

の受注・施工を行う事業であります。当該事業においては、住宅市場の動向に影響を受けやすい傾向がありま

す。住宅市場は、景気の動向、雇用情勢、金利の動向、地価の動向、住宅税制の改正等により顧客の住宅取得

意欲が左右されやすく、景気の悪化、雇用不安、金利の上昇、地価の上昇等により顧客の住宅取得意欲が減退
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した場合、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 

   (ﾊ) 土地・建物開発事業 

     当社グループにおける土地・建物開発事業は、ビル・マンション等の受注・施工及びそれに伴う不動産の販

売を行う事業であります。当該事業においては、一般的に景気動向、金利動向、地価動向、税制及び法的規制

等の要因により、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 

   (ﾆ) 土木事業 

     当社グループにおける土木事業は国並びに地方公共団体発注の工事への依存度が高い受注・施工を行ってい

ます。 

（ﾎ）その他事業 

 当社グループにおけるその他事業は、主に建材等の商品の仕入れ、および当該商品の他の建材業者への販売

等を行っております。 

 

② 法的規制について 

 当社グループの主要な事業内容は、住宅の新築リフォーム事業及び土木・建築事業であり、「建設業法」、「建

築基準法」、「住宅品質確保促進法」、「建築士法」、「宅地建物取引業法」、「消費者契約法」、「特定商取引法」等

の法的規制を受けております。当社グループでは、取扱商品、設計、工事、また、販売先となる一般顧客は多

岐にわたるため、社内管理体制の整備や各種講習会等に参加して法律知識を取得する等により法令を遵守し販

売、施工する努力を行っております。 

 将来これらの法令の改正や新たな法令規制が制定され当社グループの事業に適用された場合、当社グループ

の事業はその制約を受けることとなり、業績に影響を与える可能性があります。 

 

③ 消費者とのトラブルの多い業界に属していることについて 

 当社グループが属する住宅リフォーム業界では、一部の業者による悪質な販売手法による消費者トラブルが

多発しております。このため、業界に対するイメージの悪化から当社の営業活動に支障をきたし、当社グルー

プの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 当社グループはこうしたトラブルの発生回避のため、営業社員及びフランチャイズ加盟店に対する教育を徹

底しており、実際の営業活動においては、営業担当者が獲得した契約について別の担当者による契約の再確認

（当社グループではビフォアサービスと呼んでおります）を行い、営業活動におけるトラブルの防止および発

生時の早期対応を図っております。また、工事完了後、アフターサービスの専任社員が新築住宅で３回、住宅

リフォームで４回にわたる定期点検を実施し、顧客からの施工クレームの防止策を講じております。 

 また、クレームが発生した場合は、発生後３日以内に施工管理責任者が現場を訪問し、1 週間以内に処理を

完了する体制を採っております。 

 このように、当社グループは消費者とのトラブル防止策を講じておりますが、一部社員又はフランチャイズ

加盟店の営業行為や施工に関するトラブルが発生した場合、当社グループの企業イメージが損なわれること等

により、業績に影響を与える可能性があります。 

 

④ 個人情報等の漏洩リスクについて 

 当社グループの顧客は個人がほとんどであり、多くの個人情報を取り扱っております。平成 17 年４月１日に

施行された個人情報保護法への対応として「個人情報保護規程」に基づき個人情報保護の適切な取扱いに関し、

個人情報管理責任者を選任し、体制整備を図っておりますが、個人情報が漏洩した場合には、当社グループの

社会的信用が低下し、またその対応のための費用負担が発生し、業績に影響を与える可能性があります。 

 

⑤ 販売用不動産について 

 株式会社骨太住宅の販売用不動産のうち戸建住宅事業に係るものは、平成19年２月末７億38百万円であり、

土地・建物開発事業に係るものは、平成 19 年２月末４億 62 百万円となっております。同社の販売用不動産に

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、当社グループの業績に影響を与える可能性が

あります。 
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⑥ 特定の取引先への依存度について 

 当中間連結会計期間（自平成 18 年９月１日至平成 19 年２月 28 日）における当社グループの売上高に占める

業務提携先である株式会社ヤマダハウジングの売上高は 28.8％となっており、特定の取引先への依存度が高い

と言えます。同社とは、業務代行契約を締結しており、現時点では当社との関係は良好であると認識しており

ますが、同社の経営施策や取引方針の変更により将来的に当社との関係を解除した場合には、当社グループの

業績に影響を与える可能性があります。 

 

⑦ 役員退職慰労金の無支給について 

 当社グループでは、取締役および監査役に対する退職慰労金については、内規を定めておらず、また、過去

の役員退職時において支給実績もありません。これは、役員の在職中の功労に対する報酬は、役員報酬として

毎期の当社グループ業績に応じて支払うのが合理的であるとの経営判断に基づくものであり、したがって、役

員退職慰労金に対応する引当金を計上しておりません。 

 当社グループは、上記の経営判断を継続する方針でありますが、役員退職慰労金が支給されることとなった

場合、退職事実が発生した事業年度の株主総会の決議に基づいて支給額が確定したときに費用計上することに

なり、業績に影響を与える可能性があります。 

 

⑧ 官公庁工事の減少について 

  予想を上回る公共工事の削減が行われた場合には、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 

 

⑨ 取引先の信用リスクについて 

  建設業においての民間工事については、多くの場合、工事目的物の引渡時に多額の工事代金が支払われる条

件で契約が締結されており、工事代金を受領する前に取引先が信用不安に陥った場合には、当社グループの業

績に影響を与える可能性があります。 

 

⑩ 資材価格の変動リスクについて 

  原材料の価格が高騰した際、請負金額に反映させることが困難な場合には、当社グループの業績に影響を与

える可能性があります。 
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４．中間連結財務諸表等 

(１) 中間連結貸借対照表 

  
当中間連結会計期間末 

(平成19年２月28日) 

前連結会計年度の 

要約連結貸借対照表 

(平成18年８月31日) 

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 

構成比

(％) 
金額(千円) 

構成比

(％) 

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産    

１ 現金及び預金  3,374,763  5,175,536 

２ 受取手形及び売掛金  86,458  4,782 

３ 完成工事未収入金  1,482,269  678,770 

４  たな卸資産  2,393,460  1,198,170 

５  その他流動資産  781,691  768,304 

   貸倒引当金  △21,760  △20,786 

流動資産合計  8,096,884 68.5  7,804,778 74.8

Ⅱ 固定資産    

１ 有形固定資産    

(1) 建物及び構築物  1,049,237 1,036,196  

    減価償却累計額  △439,976 609,261  △420,470 615,726  

(2) 土地  516,026   516,026  

(3) その他有形固定資産  468,571 455,429  

  減価償却累計額  △346,254 122,316 △324,556 130,872 

 有形固定資産合計  1,247,603 10.5  1,262,624 12.1

２ 無形固定資産    

 (1) のれん  754,523  146,367 

 (2) その他無形固定資産   22,681   14,052  

    無形固定資産合計  777,204 6.6  160,420      1.5

３ 投資その他の資産    

(1)投資有価証券  1,059,966  761,860 

(2)長期貸付金  270,143  167,283 

(3)その他投資その他の資産  480,072  386,046 

貸倒引当金  △103,614  △107,615 

投資その他の資産合計  1,706,569 14.4  1,207,574 11.6

固定資産合計  3,731,377 31.5  2,630,619 25.2

資産合計  11,828,262 100.0  10,435,397 100.0
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当中間連結会計期間末 

(平成19年２月28日) 

前連結会計年度の 

要約連結貸借対照表 

(平成18年８月31日) 

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 

構成比

(％) 
金額(千円) 

構成比

(％) 

(負債の部)   

Ⅰ 流動負債   

１ 支払手形  535,894  ―

２ 工事未払金  1,523,718  797,028

３ 買掛金  3,064  3,439

４ 短期借入金 ※２ 4,628,216  4,886,216

５ 未払法人税等  25,141  20,824

６ 未成工事受入金  528,369  ―

７ 賞与引当金  18,040  21,918

８ その他流動負債  548,461  436,971

流動負債合計  7,810,907 66.0  6,166,397 59.1

Ⅱ 固定負債   

１  長期借入金  1,111,346  1,477,454

２  退職給付引当金  97,571  ―

３  その他固定負債  52,465  21,526

固定負債合計  1,261,383 10.7  1,498,980 14.4

      負債合計  9,072,290 76.7  7,665,377 73.5

   

（純資産の部）   

Ⅰ 株主資本   

１ 資本金  1,005,120 8.5  1,005,120 9.6

２ 資本剰余金  712,348 6.0  712,348 6.8

３ 利益剰余金  951,449 8.1  975,104 9.4

      株主資本合計  2,668,917 22.6  2,692,572 25.8

Ⅱ 評価・換算差額等   

   その他有価証券評価差額金  3,544  △391

   評価・換算差額等合計  3,544 0.0  △391 △0.0

Ⅲ  少数株主持分  83,510 0.7  77,839 0.7

   純資産合計  2,755,971 23.3  2,770,020 26.5

   負債純資産合計  11,828,262 100.0  10,435,397 100.0
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(２) 中間連結損益計算書 

  

当中間連結会計期間 

(自 平成18年９月１日 

 至 平成19年２月28日) 

前連結会計年度の 

要約連結損益計算書 

(自 平成17年９月１日 

 至 平成18年８月31日) 

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 

百分比

(％) 
金額(千円) 

百分比

(％) 

Ⅰ 売上高  7,381,861 100.0  7,873,644 100.0

Ⅱ 売上原価  5,262,034 71.3  5,203,154 66.1

  売上総利益  2,119,827 28.7  2,670,489 33.9

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1,2 2,011,551 27.2  3,797,279 48.2

 営業利益又は営業損失（△）  108,275 1.5  △1,126,789 △14.3

Ⅳ 営業外収益   

 １ 受取利息  2,809 2,731 

 ２ 受取配当金  19,473 69,612 

 ３ 受取販売手数料  125 17,375 

 ４ その他  32,528 54,936 0.7 16,818 106,538 1.3

Ⅴ 営業外費用   

 １ 支払利息  41,902 61,172 

 ２ 貸倒引当金繰入額  ― 64,317 

 ３ その他  308 42,211 0.6 633 126,123 1.6

経常利益又は経常損失（△）  121,000 1.6  △1,146,374 △14.6
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当中間連結会計期間 

(自 平成18年９月１日 

 至 平成19年２月28日) 

前連結会計年度の 

要約連結損益計算書 

(自 平成17年９月１日 

 至 平成18年８月31日) 

 区分 
注記 

番号 
金額(千円) 

百分比

(％) 
金額(千円) 

百分比

(％) 

Ⅵ 特別利益   

 １ 固定資産売却益 ※３ 2,271 17,342 

  ２ 投資有価証券売却益  4,638 6,909 0.1 47,433 64,775 0.8

Ⅶ 特別損失   

 １ 固定資産除却損 ※４ 61 4,430 

 ２ 固定資産売却損 ※５ ― 77,745 

 ３ たな卸資産廃棄損  ― 14,728 

 ４ 投資有価証券売却損  1,706 4,282 

  ５ 投資有価証券評価損  2,179 ― 

 ６ 和解金 ※６ ― 14,750 

  ７ 支店閉鎖損失 ※７ ― 202,213 

 ８ たな卸資産評価損  ― 36,918 

９  減損損失 ※８ ― 3,948 0.0 78,551 433,620 5.4

税金等調整前中間純利益又は 

当期純損失（△） 
 123,961 1.7  △1,515,219 △19.2

   法人税、住民税及び事業税  17,748 23,245 

   法人税等調整額  16,858 34,606 0.5 95,840 119,086 1.6

      少数株主利益又は 

少数株主損失（△） 
 5,670 △0.1

 

 
△23,827 0.3

中間純利益又は 

当期純損失（△） 
 83,684 1.1  △1,610,478 △20.5
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 中間連結株主資本等変動計算書 

 当中間連結会計期間(自 平成18年９月１日 至 平成19年２月28日) 

株主資本  

資本金(千円) 資本剰余金(千円) 利益剰余金(千円) 株主資本合計(千円)

平成18年９月１日残高 1,005,120 712,348 975,104 2,692,572

中間連結会計期間中の変動額  

 剰余金の配当 - - △107,340 △107,340

 中間純利益 - - 83,684 83,684

株主資本以外の項目の中間連結会

計期間中の変動額(純額) 
- - - -

中間連結会計期間中の変動額合計 - - △23,655 △23,655

平成19年２月28日残高 1,005,120 712,348 951,449 2,668,917

 

評価・換算差額等  

その他有価証 

券評価差額金

(千円) 

評価・換算 

差額等合計 

(千円) 

少数株主持分 

(千円) 

純資産合計 

(千円) 

平成18年９月１日残高 △391 △391 77,839 2,770,020

中間連結会計期間中の変動額  

 剰余金の配当 - - - △107,340

 中間純利益 - - - 83,684

株主資本以外の項目の中間連結会

計期間中の変動額(純額) 
3,935 3,935 5,670 9,606

中間連結会計期間中の変動額合計 3,935 3,935 5,670 △14,048

平成19年２月28日残高 3,544 3,544 83,510 2,755,971

 



 

 
 

- 15 - 

前連結会計年度(自 平成17年９月１日 至 平成18年８月31日) 

株主資本  

資本金(千円) 資本剰余金(千円) 利益剰余金(千円) 株主資本合計(千円)

平成17年９月１日残高 1,005,120 712,348 2,713,214 4,430,682

連結会計年度中の変動額  

 剰余金の配当 - - △107,340 △107,340

 当期純損失 - - △1,610,478 △1,610,478

 子会社の新規連結に伴う減少高 - - △20,291 △20,291

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 - - △1,738,109 △1,738,109

平成18年８月31日残高 1,005,120 712,348 975,104 2,692,572

 

評価・換算差額等  

その他有価証

券評価差額金

(千円) 

評価・換算 

差額等合計 

(千円) 

少数株主持分 

(千円) 

純資産合計 

(千円) 

平成17年９月１日残高 883 883 - 4,431,565

連結会計年度中の変動額  

 剰余金の配当 - - - △107,340

 当期純損失 - - - △1,610,478

 子会社の新規連結に伴う減少高 - - - △20,291

株主資本以外の項目の連結会計年

度中の変動額(純額) 
△1,275 △1,275 77,839 76,564

連結会計年度中の変動額合計 △1,275 △1,275 77,839 △1,661,546

平成18年８月31日残高 △391 △391 77,839 2,770,020
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(４)中間連結キャッシュ・フロー計算書 

  

当中間連結会計期間 

(自 平成18年９月１日 

至 平成19年２月28日) 

前連結会計年度の要約連結

キャッシュ・フロー計算書

(自 平成17年９月１日 

至 平成18年８月31日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー  

 税金等調整前中間純利益又は 
 税金等調整前当期純損失（△） 

 123,961 △1,515,219

 減価償却費  79,663 167,423

  のれん償却  23,068 2,541

 賞与引当金の増減額  △3,878 △9,902

貸倒引当金の増減額  △3,026 75,737

 受取利息及び受取配当金  △22,282 △72,344

 支払利息  41,902 61,172

 たな卸資産廃棄損  ― 14,728

 たな卸資産評価損  ― 36,918

 固定資産売却益  △2,271 △17,342

 固定資産売却損  ― 77,745

 固定資産除却損  61 109,121

 投資有価証券評価損  2,179 ―

 減損損失  ― 78,551

 投資有価証券売却益  △4,638 △47,433

  投資有価証券売却損  1,706 4,282

 売上債権の増減額  △430,342 81,213

 たな卸資産の増減額  △785,229 △552,590

 仕入債務の増減額  547,561 △159,183

 和解金  ― 14,750

 その他  △314,029 21,647

小計  △745,591 △1,628,180

 利息及び配当金の受取額  19,834 71,684

 利息の支払額  △39,683 △75,861

 和解金の支払額  ― △14,750

 法人税等の支払額  △16,056 △95,929

営業活動によるキャッシュ・フロー  △781,497 △1,743,037
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当中間連結会計期間 

(自 平成18年９月１日 

至 平成19年２月28日) 

前連結会計年度の要約連結

キャッシュ・フロー計算書

(自 平成17年９月１日 

至 平成18年８月31日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 金額(千円) 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー  

投資有価証券の売却による収入  237,038 391,481

 投資有価証券の取得による支出  △530,173 △736,434

 有形固定資産の売却による収入  8,038 202,783

 有形固定資産の取得による支出  △61,559 △149,313

 無形固定資産の取得による支出  ― △1,105

 差入敷金・保証金の返還による収入  8,799 208,631

 差入敷金・保証金の取得による支出  △28,598 △88,514

 短期貸付金の回収による収入  45,000 ―

 短期貸付金の貸付による支出  △53,000 △465,000

 長期貸付金の回収による収入  19,216 141,768

 長期貸付金の貸付による支出  △122,077 △174,450

 新規連結子会社の取得による支出 ※２ △6,118 △2,022

 事業譲受けによる収入 ※３ 253,606 ―

 その他  △8,000 10,450

投資活動によるキャッシュ・フロー  △237,826 △661,726

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー  

 短期借入金の増減額  △240,000 4,100,000

 社債の償還による支出  ― △500,000

 長期借入金の借入による収入  ― 2,300,000

 長期借入金の返済による支出  △384,108 △200,330

 少数株主からの払込による収入  ― 100,000

 配当金の支払額  △107,340 △107,340

財務活動によるキャッシュ・フロー  △731,448 5,692,330

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額  △1,750,772 3,287,566

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  5,125,536 1,809,424

Ⅵ 子会社の新規連結に伴う現金及び現金同
等物の増加額 

 ― 28,545

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 3,374,763 5,125,536
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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 

項目 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年９月１日 

至 平成19年２月28日) 

前連結会計年度 

(自 平成17年９月１日 

至 平成18年８月31日) 

１． 連結の範囲に 

関する事項 

 

 

 

(1)連結子会社の数 … ６社 

連結子会社の名称 … 株式会社骨太住宅 

   株式会社ハウスドク
ター 

   株式会社ハウスケア

   株式会社イノベーシ

ョンアライアンス 

   安芸マイホームサー

ビス株式会社 

   松本建設株式会社 

松本建設株式会社は平成18年９月１日に当

社が同社の発行済株式の100％を取得したた

め、当中間連結会計期間から連結の範囲に含

まれることになりました。 

 

(2)非連結子会社の名称 

  非連結子会社はありません。 

 

(1)連結子会社の数 … ５社 

連結子会社の名称 … 株式会社骨太住宅 

   株式会社ハウスドク
ター 

   株式会社ハウスケア

   株式会社イノベーシ

ョンアライアンス 

   安芸マイホームサー

ビス株式会社 

株式会社骨太住宅（平成18年3月1日に株式

会社ウエストから社名変更、以下同様）は平

成18年３月１日に株式移転により、完全親会

社である株式会社ウエストホールディングス

（当社）を設立したため、同社及びその連結

子会社である株式会社ハウスドクター（平成

17年10月25日設立）は当連結会計年度より連

結の範囲に含まれることになりました。また、

従来株式会社骨太住宅の非連結子会社であっ

た株式会社イノベーションアライアンスは、

重要性が高まったため、当連結会計年度の下

期から連結の範囲に含まれることになりまし

た。 

株式会社ハウスケアは平成18年３月６日に

当社の連結子会社として設立されたため、当

連結会計年度から連結の範囲に含まれること

になりました。 

安芸マイホームサービス株式会社は平成18

年６月19日に当社が同社の発行済株式の95％

を取得したため、当連結会計年度から連結の

範囲に含まれることになりました。 

(2)非連結子会社の名称 

同左 

 

２．持分法の適用 

  に関する事項 

(1) 持分法を適用した非連結子会社の数 

  持分法を適用した非連結子会社はありませ

ん。 

 

(1) 持分法を適用した非連結子会社の数 

同左 

 

 

 
(2) 持分法を適用した関連会社の数 

   持分法を適用した関連会社はありません。

(2) 持分法を適用した関連会社の数 

同左 

 (3) 持分法を適用しない非連結子会社及び関連

会社の名称 

   CONEX ASIA NETWORK株式会社 

 （持分法を適用しない理由） 

   CONEX ASIA NETWORK株式会社は、当期純損

益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持

分に見合う額）等からみて持分法の対象か

ら除いても中間連結財務諸表に及ぼす影響

が軽微であり、かつ、全体としても重要性

がないため持分法の適用範囲から除外して

おります。 

(3) 持分法を適用しない非連結子会社及び関連

会社の名称 

CONEX ASIA NETWORK株式会社 

（持分法を適用しない理由） 

   CONEX ASIA NETWORK株式会社は、当期純

損益（持分に見合う額）及び利益剰余金(持

分に見合う額)等からみて持分法の対象か

ら除いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽

微であり、かつ、全体としても重要性がな

いため持分法の適用範囲から除外しており

ます。 
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項目 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年９月１日 

至 平成19年２月28日) 

前連結会計年度 

(自 平成17年９月１日 

至 平成18年８月31日) 

３． 連結子会社の 

中間決算日

（決算日）に

関する事項 

  すべての連結子会社の中間決算日と中間連

結決算日は一致しております。 

 

  すべての連結子会社の事業年度の末日と連

結決算日は一致しております。 

 

 

４． 株式移転に伴

う資本連結に

関する事項 

－－－－－ 

  株式会社骨太住宅(平成18年３月１日に株式

会社ウエストから社名変更以下同様)は平成18

年３月１日に株式移転により完全親会社であ

る株式会社ウエストホールディングス(当社)

を設立しました。株式移転に伴う資本連結手続

は、持分プーリング法に準じた方法により処理

し、連結財務諸表を作成しております。 

  ただし、株式会社骨太住宅の前事業年度の利

益剰余金期末残高を引き継いでおります。 

 

５．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 

   中間連結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)によっております。 

 

(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 

連結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)

によっております。 

     時価のないもの 

   移動平均法による原価法によっておりま

す。 

② デリバティブ取引 

－－－－－ 

 

時価のないもの 

同左 

 

② デリバティブ取引 

時価法によっております。 

 

  (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 

  定率法によっております。 

   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)は定額法によって

おります。 

  なお、主な耐用年数は以下のとおりでありま

す。 

建物 ７年～37年

機械装置 ９年～15年

工具器具・備品 ２年～10年

 また、取得価額が10万円以上20万円未満の

減価償却資産については、３年間で均等償却

をしております。 

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 

① 有形固定資産 

同左 

 ② 無形固定資産 

  定額法によっております。 

 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)にもと

づく定額法によっております。 

② 無形固定資産 

同左 

 ③ 長期前払費用 

均等償却によっております。 

 

③ 長期前払費用 

同左 
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項目 
当中間連結会計期間 

(自 平成18年９月１日 
至 平成19年２月28日) 

前連結会計年度 

(自 平成17年９月１日 
至 平成18年８月31日) 

 

(3) 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。 

(3) 重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

同左 

 

② 賞与引当金 

   従業員に対する賞与の支給に備えるため、

賞与支給見込額のうち当中間連結会計期間の

負担額を計上しております。 

② 賞与引当金 

従業員に対する賞与の支給に備えるた

め、賞与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 完成工事補償引当金 

   完成工事に係る瑕疵担保の補修費用に備え

るため、過年度の実績補修費用のうち当社グ

ループの負担となった金額を基礎に補修見込

相当額を見積り計上することとしておりま

す。 

 なお、当中間連結会計期間末の残高はあり

ません。 

③ 完成工事補償引当金 

   完成工事に係る瑕疵担保の補修費用に備

えるため、過年度の実績補修費用のうち当

社グループの負担となった金額を基礎に補

修見込相当額を見積り計上することとして

おります。 

 なお、当連結会計年度の残高はありませ

ん。 

 ④ 退職給付引当金 

一部の連結子会社において、従業員の退職

給付に備えるため、当中間連結会計期間末に

おける退職給付債務及び年金資産の見込額

に基づき、当中間連結会計期間末において発

生していると認められる額を計上しており

ます。 

なお、退職給付引当金の設定は簡便法によ

っております。 

④ 退職給付引当金 

 

－－－－－ 

 (4) 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。 

 

(4) 重要なリース取引の処理方法 

 

同左 

 

 (5) 重要なヘッジ会計の方法 

①  ヘッジ会計の方法 

   特例処理の要件を満たす金利スワップにつ

いて、特例処理を採用しております。 

(5) 重要なヘッジ会計の方法 

①  ヘッジ会計の方法 

同左 

 ②  ヘッジ手段とヘッジ対象 

   借入金の金利変動リスクを回避するため、金

利スワップ取引を行っております。 

②  ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

 ③  ヘッジ方針 

   金利スワップ取引の目的と範囲を限定し、投

機目的やトレーディング目的のために、これ

を利用しない方針であります。 

③  ヘッジ方針 

同左 

 ④  ヘッジ有効性の評価 

   金利スワップについては特例処理によって

いるため、有効性の評価を省略しておりま

す。 

 

④  ヘッジ有効性の評価 

同左 
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項目 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年９月１日 

  至 平成19年２月28日) 

前連結会計年度 

(自 平成17年９月１日 

  至 平成18年８月31日) 

 (6) その他連結財務諸表作成のための基本とな

る重要な事項 

① 収益及び費用の計上基準 

  完成工事高の計上は、原則として工事完成

基準によっております。ただし、一部の連結

子会社において、請負金額１億円以上かつ工

期１年以上の工事については工事進行基準

を採用しております。 

  工事進行基準によった完成工事高は次の通

りです。 

完成工事高 1,034,663千円 

② 消費税及び地方消費税の会計処理 

税抜方式によっております。 

③  連結納税制度の適用 

    連結納税制度を適用しております。 

 

(6) その他連結財務諸表作成のための基本とな

る重要な事項 

① 収益及び費用の計上基準 

 

－－－－－ 

 

 

 

 

 

 

② 消費税及び地方消費税の会計処理 

同左 

③  連結納税制度の適用 

当連結会計年度から連結納税制度を適用

しております。 

 

６． 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 

 

７．のれんの償却

に関する事項 

   のれんの償却については、５～15年間の

均等償却を行っております。 

 

   のれんの償却については、５年間の均等

償却を行っております。 

 

８．中間連結キャ

ッシュ・フロ

ー計算書（連

結キャッシ

ュ・フロー計

算書）におけ

る資金の範囲 

現金及び現金同等物は、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 
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追加情報 
当中間連結会計期間 

(自 平成18年９月１日 
至 平成19年２月28日) 

前連結会計年度 

(自 平成17年９月１日 
至 平成18年８月31日) 

 

－－－－－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－－－－－ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－－－－－ 

 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

  当連結会計年度より「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

り税金等調整前当期純損失は78,551千円増加しておりま

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等） 

  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」（企業会計基準委員会 平成17年12月９日

企業会計基準第５号）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」（企業会計基準委員会

平成17年12月９日 企業会計基準適用指針第８号）を適用

しております。 

  これによる損益に与える影響はありません。 

従来の「資本の部」の合計に相当する金額は2,692,180千

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。 

 

（保有目的の変更） 

当連結会計年度において、当社の一部の固定資産(土地)

の保有目的を変更し、たな卸資産（販売用不動産）に90,424

千円振替えております。 
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注記事項 

(連結貸借対照表関係) 

当中間連結会計期間末 
(平成19年２月28日) 

前連結会計年度 
(平成18年８月31日) 

１． 

 

 

－－－－－ 

 

１．偶発債務    

   債務保証 

連結子会社株式会社骨太住宅は、次の会社につい

て下記内容の債務保証を行っております。 

保証先 金額(千円) 内容 

松本建設

株式会社 
16,275 

公共工事履行ボンド

／入札履行保証保険 

(極度限度額４億円) 
 

※２．当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うた

め取引銀行４行と当座貸越契約を締結しております。

これら契約に基づく当中間連結会計期間末の借入未

実行残高は次のとおりであります。 

当座貸越極度額 3,200,000千円

借入実行残高 2,600,000千円

差引額 600,000千円

※２．当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うた

め取引銀行６行と当座貸越契約を締結しております。

これら契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行

残高は次のとおりであります。 

当座貸越極度額 4,700,000千円

借入実行残高 4,100,000千円

差引額 600,000千円
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(連結損益計算書関係) 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年９月１日 
至 平成19年２月28日) 

前連結会計年度 

(自 平成17年９月１日 
至 平成18年８月31日) 

※１．販売費及び一般管理費の主な内容 

従業員給与 768,177千円

賞与引当金繰入額 14,628千円

貸倒引当金繰入額 974千円

支払手数料 201,562千円
 

※１．販売費及び一般管理費の主な内容 

従業員給与 1,213,265千円

賞与引当金繰入額 17,420千円

貸倒引当金繰入額 13,629千円

支払手数料 412,808千円
 

※２． 

－－－－－ 

 

※２．研究開発費の総額 

一般管理費に含まれる研究開発費 25,165千円

 

※３．固定資産売却益の内訳 

工具器具･備品 2,271千円
 

※３．固定資産売却益の内訳 

工具器具･備品 17,342千円
 

※４．固定資産除却損の内訳 

工具器具･備品 61千円
 

※４．固定資産除却損の内訳 

工具器具･備品 4,430千円
 

※５． 

－－－－－ 

 

※５．固定資産売却損の内訳 

建物 21,194千円

土地 56,535千円

工具器具･備品 15千円

計 77,745千円
 

※６． 

－－－－－ 

※６．和解金は、顧客との係争の和解に伴う和解金の支払

いであります。 

※７． 

 

－－－－－ 

 

※７．支店閉鎖損失の内訳 

固定資産除却損（建物） 92,691千円

固定資産除却損（工具器具・備品） 11,999千円

現状回復費他 97,522千円

計 202,213千円
 

※８． 

－－－－－ 

 

※８．減損損失 

     当社は当連結会計期間において以下の資産グルー

プについて減損損失を計上しました。 

  (1) 減損損失を認識した資産グループの概要 

用途 種類 場所 

遊休資産 土地 
広島県 

廿日市市他 

 

  (2) 減損損失の認識に至った経緯 

     一部の遊休資産について、市場価格が下落したた

め、帳簿価額を回収可能価額まで減額しております。

  (3) 減損損失の金額 

     減損処理額78,551千円は減損損失として特別損

失に計上しております。 

  (4) 資産のグルーピングの方法 

     資産グループは原則として事業の種類別セグメン

ト単位とし、遊休資産については個々の物件単位で

資産グループとして取り扱っております。 
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当中間連結会計期間 

(自 平成18年９月１日 
至 平成19年２月28日) 

前連結会計年度 

(自 平成17年９月１日 
至 平成18年８月31日) 

 

 

(5) 回収可能価額の算定方法 

    遊休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、土地については、固定資産税評価額等を合

理的に調整して算出した額を使用しております。 
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（中間連結株主資本等変動計算書関係） 

当中間連結会計期間（自 平成 18 年９月１日 至 平成 19 年２月 28 日） 

１． 発行済株式の種類及び総数に関する事項 

 前事業年度末 

株式数(株) 

当中間連結会計期間

増加株式数(株) 

当中間連結会計期間 

減少株式数(株) 

当中間連結会計期間末

株式数(株) 

発行済株式  

普通株式 7,156,000 - - 7,156,000

合 計 7,156,000 - - 7,156,000

 

２． 自己株式に関する事項 

該当事項はありません。 

 

３． 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。 

 

４．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 11 月 28 日 

定時株主総会 
普通株式 107,340 15.00 平成 18 年８月 31 日 平成 18 年 11 月 29 日

 

前連結会計年度（自 平成 17 年９月１日 至 平成 18 年８月 31 日） 

１． 発行済株式の種類及び総数に関する事項 

 前事業年度末 

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 7,156,000 - - 7,156,000

合 計 7,156,000 - - 7,156,000

 

２． 自己株式に関する事項 

該当事項はありません。 

 

３． 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。 

 

４．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 17 年 11 月 25 日 

  定時株主総会 普通株式 107,340 15.00 平成 17 年８月 31 日 平成 17 年 11 月 28 日

(注) 連結子会社である株式会社骨太住宅(旧社名株式会社ウエスト)が株式移転前に行った配当であります。 

(２)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

決議 
株式の 

種 類 

配当金の総額 

（千円） 
配当の原資

１株当たり

配当額（円）
基準日 効力発生日 

平成 18 年 11 月 28 日

定時株主総会 

普通 

株式 
107,340 利益剰余金 15.00 平成 18 年８月 31 日 平成 18年 11月 29日
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(連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年９月１日 
至 平成19年２月28日) 

前連結会計年度 

(自 平成17年９月１日 
至 平成18年８月31日) 

※１．現金及び現金同等物の決算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19年２月28日)

現金預金勘定 3,374,763千円

預入期間が３ヶ月を 
超える定期預金等 

― 千円

現金及び現金同等物 3,374,763千円

 

※１．現金及び現金同等物の決算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８月31日)

現金預金勘定 5,175,536千円

預入期間が３ヶ月を 
超える定期預金等 

△50,000千円

現金及び現金同等物 5,125,536千円

 

※２．株式の取得により新たに連結子会社となった会社の

資産及び負債の内容 

   株式の取得により新たに松本建設株式会社を連結し

たことに伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並びに

松本建設株式会社の取得価額と松本建設株式会社取得

のための支出（純額）との関係は次の通りであります。

 

連結開始時の資産及び負債の内訳 

流動資産 34,058千円

のれん 6,693千円

流動負債 △751千円

松本建設株式会社株式の取得価額 40,000千円

松本建設株式会社の現金及び現金

同等物 
△33,881千円

差引：松本建設株式会社取得のた

めの支出 
6,118千円

 

※２．株式の取得により新たに連結子会社となった会社の資

産及び負債の内容 

   株式の取得により新たに安芸マイホームサービス株

式会社を連結したことに伴う連結開始時の資産及び負

債の内訳並びに安芸マイホームサービス株式会社の取

得価額と安芸マイホームサービス株式会社取得のため

の支出（純額）との関係は次の通りであります。 

 

連結開始時の資産及び負債の内訳 

流動資産 44,784千円

固定資産 4,605千円

のれん 12,709千円

流動負債 △25,864千円

少数株主持分 △235千円

安芸マイホームサービス株式会社

株式の取得価額 
36,000千円

安芸マイホームサービス株式会社

の現金及び現金同等物 
△33,977千円

差引：安芸マイホームサービス株

式会社取得のための支出 
2,022千円

 

※３．事業譲受けにより増加した資産及び負債の内容 

   連結子会社である松本建設株式会社が株式会社ＭＫ

コーポレーションからの事業譲受けにより増加した資

産及び負債の内訳は次のとおりであります。 

 

流動資産 1,372,536千円

固定資産 24,572千円

のれん 647,230千円

流動負債 △1,765,884千円

固定負債 △101,454千円

事業譲受け価額 177,000千円

現金及び現金同等物 △430,606千円

差引：事業譲受けによる収入 253,606千円
 

※３． 

 

 

－－－－－ 
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（リース取引関係） 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年９月１日 
至 平成19年２月28日) 

前連結会計年度 

(自 平成17年９月１日 
至 平成18年８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  リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び中間期末残高相当額 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引 

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 

 

取得価額

相当額 

(千円) 

減価償却累 

計額相当額 

(千円) 

中間期末

残高相当額

(千円) 

その他有形固定資産 

（工具器具・備品） 
64,920 29,802 35,117

その他有形固定資産 

(機械装置・運搬具)
1,666 277 1,389

その他無形固定資産 

(ソフトウェア) 
16,090 5,631 10,458

合  計 82,677 35,712 46,965

 

 

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) 

その他有形固定資産

（工具器具・備品）
69,608 33,486 36,122

その他有形固定資産

(機械装置・運搬具)
1,666 105 1,561

その他無形固定資産

(ソフトウェア) 
16,090 4,022 12,067

合  計 87,365 37,614 49,751

 

②  未経過リース料中間期末残高相当額 

１年以内 17,448千円

１年超 30,669千円

 合計 48,118千円
 

②  未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 15,432千円

１年超 35,094千円

 合計 50,527千円
 

③ 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額 

支払リース料 11,047千円

減価償却費相当額 10,156千円

支払利息相当額 724千円

 

③ 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額 

支払リース料 31,308千円

減価償却費相当額 30,446千円

支払利息相当額 2,067千円

 
④ 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法 

・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。 

 

・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。 

④ 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法 

・減価償却費相当額の算定方法 

同左 

 

 

・利息相当額の算定方法 

同左 

 

２． オペレーティング・リース取引 

(借主側) 
未経過リース料 

１年以内 5,148千円

１年超 2,137千円

 合計 7,285千円

 

 (減損損失) 

  リース資産に配分された減損損失はありませんの

で、項目等の記載は省略しております。 

２．オペレーティング・リース取引 

(借主側) 
未経過リース料 

１年以内 5,148千円

１年超 4,711千円

 合計 9,859千円

 

 (減損損失) 

同左 
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（有価証券関係） 

当中間連結会計期間末（平成19年２月28日） 

１．その他有価証券で時価のあるもの           

                （単位：千円） 

区 分 取得原価 
中間連結貸借対照表 

計上額 
差 額 

(1) 株式 226,679 213,640 △13,039

(2) その他 476,394 495,427 19,032

合 計 703,074 709,067 5,993

 
２．時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間連結貸借対照表計上額 

（単位：千円） 

内 容 中間連結貸借対照表計上額 

その他有価証券 

    非上場株式 350,899

合 計 350,899

 
前連結会計年度末（平成 18 年８月 31 日） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

（単位：千円） 

区 分 取得原価 
前連結貸借対照表 

計上額 
差 額 

(1) 株式 157,329 152,510 △4,819

(2) その他 259,678 263,835 4,156

合 計 417,007 416,345 △662

 
２．時価評価されていない主な有価証券の内容及び前連結貸借対照表計上額 

（単位：千円） 

内 容 前連結貸借対照表計上額 

その他有価証券 

    非上場株式 345,515

合 計 345,515
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（デリバティブ取引関係） 
 当中間連結会計期間 

該当事項はありません。 

 

 前連結会計年度末 

１． 取引の状況に関する事項 
前連結会計年度 

(自 平成17年９月１日 

   至 平成18年８月31日） 

(1) 取引の内容 

   金利キャップ取引及び金利スワップ取引を利用しております。 

(2) 取引に対する取組方針 

   デリバティブ取引については、将来の金利変動リスクを回避する目的で行ってお

り、投機的な取引は行わない方針であります。 

(3) 取引の利用目的 

   銀行借入金に係る金利相場の変動リスクを回避する目的で、金利キャップ取引及

び金利スワップ取引を行っております。 

(4) 取引に係るリスクの内容 

   利用している金利キャップ取引及び金利スワップ取引については、金利相場の変

動に係るリスクを有しております。なお、契約の相手方は国内の信用度の高い取

引銀行に限定して、市場リスク及び信用リスクを 小限にとどめるようにしてお

ります。 

(5) 取引に係るリスク管理体制 

   金利関連のデリバティブ取引の契約に際しては、担当役員並びに代表取締役の決

裁を受け、承認された取引内容及び限度額等に基づき、財務にて実行及びリスク

の一元管理を行っております。 

(6) その他 

   「取引の時価等に関する事項」における契約額は、この金額自体がデリバティブ

取引に係る市場リスク量を示すものではありません。 

 

２．取引の時価等に関する事項 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 

 金利関連 

前連結会計年度 
(平成18年８月31日) 

区分 種類 
契約額等 
(千円) 

契約額等の
うち１年超
(千円) 

時価 
(千円) 

評価損益 
(千円) 

市場取引以外の取引 金利スワップ取引 100,000 － △531 △531

合計 100,000 － △531 △531

(注) １．時価の算定方法は、取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。 

２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は注記の対象から除いております。 
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（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

当中間連結会計期間（自 平成 18 年９月１日 至 平成 19 年２月 28 日）                （単位：千円） 

 
住宅ﾘﾌｫｰﾑ

事 業 

戸建住宅 

事 業 

土地･建物

開発事業
土木事業

その他 

事 業 
計 

消去又 

は全社 
連結 

Ⅰ 売上高         
(1)外部顧客に対

する売上高 
3,622,247 688,375 2,289,073 682,515 99,649 7,381,861 － 7,381,861

(2)セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

－ － － － － － － －

計 3,622,247 688,375 2,289,073 682,515 99,649 7,381,861 － 7,381,861

営業費用 3,256,425 734,825 2,053,432 697,218 110,542 6,852,444 421,142 7,273,586

営業利益 365,821 △46,449 235,641 △14,702 △10,892 529,417 △421,142 108,275

 (注)１．事業区分及び各区分の主な内容 

  事業区分は事業の内容を勘案して、次のとおり区分しております。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

２．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用（421,142 千円）の主なものは、当社グ

ループの管理部門に係る費用であります。 
  

３．事業区分の名称変更及び追加 

  事業区分については、従来「リニューアル事業」、「ユニオン事業」、「その他事業」の区分によっておりま

したが、当中間連結会計期間から「リニューアル事業」並びに「ユニオン事業」の名称を「住宅リフォー

ム事業」並びに「戸建住宅事業」に改めました。また、当中間連結会計期間から新たに開始した公共土木

及び民間宅地造成事業を「土木事業」として追加し、従来、「その他事業」に含めておりました非木造建築

物（土地・建築等）の施工・販売及びリフォーム事業を「土地・建物開発事業」として区分表示すること

としました。この結果、「その他事業」の売上高は 2,289,073 千円減少し、営業利益は 235,641 千円減少し

ており、「土地・建物開発事業」については、それぞれ同額増加しております。なお、前連結会計年度にお

いて当中間連結会計期間の事業区分によった場合の事業の種類別セグメント情報は、次のとおりです。 

住宅リフォーム事業 

（旧 リニューアル事業） 

住宅全般の総合リフォームの施工販売（直営及びフランチャイズ展開）事

業 

戸建住宅事業 

（旧 ユニオン事業） 

土地付戸建住宅施工販売及び他の戸建住宅事業者からの施工請負事業 

土地・建物開発事業 非木造建築物（土地・建築等）の施工・販売及びリフォーム事業 

土木事業 公共土木及び民間宅地造成事業 

その他事業 建材業者への材料販売等 
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前連結会計年度（自 平成 17 年９月１日 至 平成 18 年８月 31 日）                （単位：千円） 

 
住宅ﾘﾌｫｰﾑ

事 業 

戸建住宅 

事 業 

土地･建物

開発事業
土木事業

その他 

事 業 
計 

消去又 

は全社 
連結 

Ⅰ 売上高         
(1)外部顧客に対

する売上高 
5,330,130 2,065,532 201,006 － 276,975 7,873,644 － 7,873,644

(2)セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

－ － － － － － － －

計 5,330,130 2,065,532 201,006 － 276,975 7,873,644 ― 7,873,644

営業費用 5,121,867 2,178,823 344,909 － 383,980 8,029,580 970,853 9,000,434

営業利益 208,262 △113,290 △143,902 － △107,005 △155,935 △970,853 △1,126,789

これらの名称変更及び追加並びに事業区分の変更は、子会社の買収を始めとした土地建物の開発及び建物再生事業の展

開や戸建リフォーム事業の強化に伴い、非木造建築物の施工・販売及び公共土木や民間宅地造成事業の受注が顕著になっ

てきており、今後もその傾向が継続すると見込まれることから、事業活動をより的確に開示するため、従来の事業区分を

近の受注動向に即して見直したものであります。 

 

前連結会計年度（自 平成 17 年９月１日 至 平成 18 年８月 31 日）                    （単位：千円） 

 
リニューアル 

事 業 

ユニオン 

事 業 

その他 

事 業 
計 

消去又 

は全社 
連結 

Ⅰ 売上高     
(1)外部顧客に対する売

上高 
5,330,130 2,065,532 477,982 7,873,644 － 7,873,644

(2)セグメント間の内部

売上高又は振替高 
－ － － － － －

計 5,330,130 2,065,532 477,982 7,873,644 － 7,873,644

営業費用 5,121,867 2,178,823 728,889 8,029,580 970,853 9,000,434

営業利益 208,262 △113,290 △250,907 △155,935 △970,853 △1,126,789

(注) １．事業区分及び各区分の主な内容 

  事業区分は事業の内容を勘案して、次のとおり区分しております。 

  リニューアル事業・・・住宅全般の総合リフォームの施工販売 

  ユニオン事業・・・・・土地付き戸建住宅の直営販売 

  その他事業・・・・・・建材業者への材料販売 

２．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用（970,853千円）の主なものは、親会社の

管理部門に係る費用であります。 

  

【所在地別セグメント情報】 

当中間連結会計期間（自平成 18 年９月１日 至平成 19 年２月 28 日）及び前連結会計年度（自平成 17 年９月１

日 至平成 18 年８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重要な在外支店がないた

め、該当事項はありません。 

 

【海外売上高】 

当中間連結会計期間（自平成 18 年９月１日 至平成 19 年２月 28 日）及び前連結会計年度（自平成 17 年９月１

日 至平成 18 年８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。 
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（企業結合等関係） 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年９月１日 
至 平成19年２月28日) 

前連結会計年度 

(自 平成17年９月１日 
至 平成18年８月31日) 

（パーチェス法の適用）  

当社が平成 18 年９月１日付で全株式を取得いたしました

連結子会社松本建設株式会社が平成 18 年９月１日をもっ

て、株式会社ＭＫコーポレーションの建設業に関する事業

を譲受けました。 

①相手企業の名称及び取得した事業の内容、企業結合を行

った主な理由、企業結合日、企業結合の法的形式 

ⅰ相手企業の名称 

 株式会社ＭＫコーポレーション 

ⅱ取得した事業の内容 

建設業に関する事業 

ⅲ企業結合を行った主な理由 

受注の確定している工事案件について当社主導で採算

性の向上を図るとともに、建築物再生事業においてあら

ゆる構築物の建築基準・建設条件に対応できる同社の施

工管理技術を活用するため。 

ⅳ企業結合日 

平成 18 年９月１日 

ⅴ企業結合の法的形式 

株式会社ＭＫコーポレーションを譲渡会社、松本建設株

式会社を譲受会社とする事業譲受け 

②中間連結財務諸表に含まれている取得した事業の業績の

期間 

自 平成 18 年９月１日 

至 平成 19 年２月 28 日 

③取得した事業の取得原価及びその内訳 

取得原価             177百万円 

現金で支出しております。 

④発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期

間 

ⅰ.のれんの金額 

647 百万円 

ⅱ.発生原因 

企業結合時の時価純資産より取得原価が上回ったため、

その差額をのれんとして認識しております。 

ⅲ.償却方法及び償却期間 

15 年間で均等償却しております。 

 

 

－－－－－ 

 

⑤企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並

びにその主な内訳 

 

 
流動資産 1,372 百万円

固定資産 24 百万円

のれん 647 百万円

流動負債 1,765 百万円

固定負債 101 百万円

 

 



 

 
 

- 34 - 

 
 (１株当たり情報) 

(注)算定上の基礎 
１ １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下の通りであります。 

 

２ １株当たり中間純利益及び当期純損失の算定上の基礎は、以下の通りであります。 

項目 
当中間連結会計期間 

(自 平成18年９月１日 
至 平成19年２月28日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年９月１日 
至 平成18年８月31日) 

 中間純利益又は当期純損失(△)(千円) 83,684 △1,610,478

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る中間純利益 
又は当期純損失(△)(千円) 

83,684 △1,610,478

普通株式の期中平均株式数(株) 7,156,000 7,156,000

当中間連結会計期間 
(自 平成18年９月１日 
至 平成19年２月28日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年９月１日 
至 平成18年８月31日) 

１株当たり純資産額 373円46銭
 

１株当たり純資産額 376円21銭
 

１株当たり中間純利益 11円69銭
 

１株当たり当期純損失 225円05銭
 

なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利益について

は、潜在株式が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について

は、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が

ないため記載しておりません。 

項目 
当中間連結会計期間 

(自 平成18年９月１日 
至 平成19年２月28日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年９月１日 
至 平成18年８月31日) 

 連結貸借対照表の純資産の部の合計額
(千円) 

2,755,971 2,770,020

普通株式に係る純資産額(千円) 2,672,461 2,692,180

連結貸借対照表の純資産の部の合計額

と１株当たり純資産額の算定に用いら

れた普通株式に係る純資産額との差額

の主な内容(千円) 

少数株主持分 

83,510 77,839

普通株式の発行済株式数(株) 7,156,000 7,156,000

１株当たり純資産の算定に用いられた

普通株式の数(株) 
7,156,000 7,156,000
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(重要な後発事象) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年９月１日 
至 平成19年２月28日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年９月１日 
至 平成18年８月31日) 

 

当社は、平成 19 年３月 14 日開催の取締役会において、
平成 19 年３月６日に当社 100％の出資で設立した株式会
社桜井エンジニアリング（旧社名株式会社桜井ビルテク
ノ）が、ＳＥコーポレーション株式会社（旧社名株式会社
桜井エンジニアリング）の展開するビル・マンションの調
査・診断事業、ビル・マンション建物の空調・給排水・電
器施設等の設備設計事業、施工後建物の管理・メンテナン
ス事業を平成19年３月15日付けで譲受ける事を内容とす
る事業譲渡契約を締結することを決議致しました。 

 
１．目 的 

不動産の入手とその立地に 適なビル・マンション・ア
パート等の新築、リニューアル及びコンバージョン等の土
地・建物の開発事業において、同社の建物診断調査力、建
物設備の設計技術、施工後建物の管理・メンテナンス機能
をグループ内に取り込むことにより、より多角的なビジネ
スを展開するため。 

 
２．譲受会社の概要  

①商  号        株式会社桜井エンジニアリング 
（旧社名株式会社桜井ビルテクノ） 

②所在地       広島県広島市西区楠木町１丁目 15 番
        24 号 
③設立年月日   平成 19 年３月６日 
④主な事業内容 非木造建物の調査診断、非木造建物の

空調・給排水・電器施設等の設備設計、
施工後建物の管理・メンテナンス 

⑤決算期       ８月 31 日 
⑥資本金の額   1,000 万円 
⑦株 主       株式会社ウエストホールディングス 

100％出資 
 
３．譲渡会社の概要  

①商  号        ＳＥコーポレーション株式会社 
(旧社名株式会社桜井エンジニアリン
グ) 

②所在地       東京都新宿区新宿１丁目 18 番 9 号 
③設立年月日   昭和 48 年８月７日 
④主な事業内容 非木造建物の調査診断、非木造建物の

空調・給排水・電器施設等の設備設計、
施工後建物の管理・メンテナンス 

⑤決算期       ３月 31 日 
⑥資本金の額   1,000 万円 
⑦株 主       稲葉 裕 100％出資 
⑧譲渡予定資産  102,651 千円 
⑨譲渡予定負債  191,931 千円 
 上記、譲渡予定資産及び負債については、平成 19 年
１月末現在での概要であります。 

 
４．事業譲渡の内容 

非木造建物の調査診断、非木造建物の空調・給排水・電
器施設等の設備設計、施工後建物の管理・メンテナンス 

 
 

 

当社は、平成 18 年７月 28 日開催の取締役会において

松本建設株式会社の建設業に関する事業譲渡契約締結を

決議し、平成 18 年９月１日付けで事業譲受会社の全株式

を 40,000 千円取得し、子会社化致しました。 

１． 目 的 

 受注の確定している工事案件について当社主導で採算

性の向上を図るとともに、建築物再生事業においてあら

ゆる構築物の建築基準・建設条件に対応できる同社の施

工管理技術を活用するため。 

２． 異動する子会社の概要 

①商  号        松本建設株式会社 

（旧社名株式会社松和コーポレーショ

ン） 

②所在地       広島県広島市中区舟入幸町 3 番 1 号 

③設立年月日   平成 18 年５月 24 日 

④主な事業内容 土木建築工事請負に関する業務 

⑤決算期       ８月 31 日 

⑥従業員数     90 名（平成 18 年９月１日現在） 

⑦資本金の額   20,000 千円 

⑧異動前の株主 株式会社ＭＫコーポレーション 

（旧社名松本建設株式会社） 
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５．生産、受注及び販売の状況 

(1) 生産実績 

当中間連結会計期間における事業の種類別セグメントの生産実績は、次のとおりであります。 

 
当中間連結会計期間 

(自 平成18年９月１日 
 至 平成19年２月28日) 

事業の種類別 
セグメントの名称 

金額(千円) 構成比(％) 

住宅リフォーム事業 3,622,247 41.5

戸建住宅事業 411,528 4.7

土地・建物開発事業 3,466,152 39.7

土木事業 1,231,318 14.1

合計 8,731,245 100.0

(注) １．金額は、販売価格によっております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。  

３．その他事業は、主に建材等の商品の仕入れ、及び当該商品の他の建材業者への販売であり、 

生産を伴わないため生産実績は記載しておりません。 

 

(2) 受注実績 

当中間連結会計期間における事業の種類別セグメントの受注実績は、次のとおりであります。 

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

(3) 販売実績 

当中間連結会計期間における事業別の種類別セグメントの販売実績は、次のとおりであります。 

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年９月１日 
 至 平成19年２月28日) 

事業の種類別 
セグメントの名称 

金額(千円) 構成比(％) 

住宅リフォーム事業 3,614,490 32.3

戸建住宅事業 1,126,682 10.1

土地・建物開発事業 2,583,355 23.1

土木事業 3,761,304 33.6

その他事業 99,649 0.9

合計 11,185,483 100.0

当中間連結会計期間 
(自 平成18年９月１日 
 至 平成19年２月28日) 

事業の種類別 
セグメントの名称 

金額(千円) 構成比(％) 

住宅リフォーム事業 3,622,247 49.1

戸建住宅事業 688,375 9.3

土地・建物開発事業 2,289,073 31.0

土木事業 682,515 9.3

その他事業 99,649 1.3

合計 7,381,861 100.0


