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平成 19 年８月期    個別中間財務諸表の概要    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           中間配当制度の有無  有 ・ 無  
中間配当支払開始日 ―                    単元株制度採用の有無 有（１単元 100 株）・無 
 
１． 19 年２月中間期の業績(平成 18 年９月１日～平成 19 年２月 28 日) 
(1)経営成績               (注)記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 売 上 高     営業利益 経常利益 

 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％
19 年２月中間期 543       ―  151       ―  153       ―  

18 年８月期 585       ―  134       ―  132       ―  

 

 
中間(当期)純利益 

１株当たり中間 

(当期)純利益 

 百万円   ％ 円  銭

19 年２月中間期 128       ―  17    99 

18 年８月期 109       ― 15    31 

(注) ①期中平均株式数 19 年２月中間期  7,156,000 株  18 年８月期 7,156,000 株 
      ②会計処理の方法の変更  無 
    ③個別中間財務諸表の概要は当期より作成しておりますので、前期中間期実績及び対前期増減率は記載しており

ません。 
 
(2)財政状態 

 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   3,880  3,223     83.1   450   47  

18 年８月期 4,338  3,202     73.8   447   48  

(注) ①期末発行済株式数 19 年２月中間期 7,156,000 株 18年８月期 7,156,000 株 
②期末自己株式数 19 月２月中間期 ― 株 18年８月期 ― 株 

 
２．19 年８月期の業績予想(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 999      237    207     

(参考)１株当たり予想当期純利益(通期)  29 円 00 銭 
  
３．配当状況 

・現金配当 1 株当たり配当金（円） 

 中間期末 期末 年間 
18 年８月期 ―     15      15      

19 年８月期（実績） ―     ―      ―      

19 年８月期（予想） ―     15      15      
 

※ 上記の予想は本資料発表日現在において想定できる経済情勢、市場動向などを前提としています。実際の業績は、

今後様々な要因によって異なる結果となる可能性があります。 
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１．個別中間財務諸表等 

(1) 中間貸借対照表 

 
 当中間会計期間末 

(平成19年２月28日) 
前事業年度の要約貸借対照表 

(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 
 

173,045  228,094

２ 商品 
 

9,263  10,370

３ 前払費用 
 

10,781  16,653

４ 短期貸付金 
 

―  465,000

５ 未収入金 
 

145,854  143,247

６ その他流動資産 
 

40,499  1,772

流動資産合計 
 

379,444 9.8  865,138 19.9

Ⅱ 固定資産 
 

 

１ 有形固定資産 
 

 

(1) 建物 
 

5,445 4,765 

  減価償却累計額 
 

△620 4,824 △235 4,530

(2) 工具器具備品 
 

2,330 1,860 

  減価償却累計額 
 

△350 1,979 △135 1,724

有形固定資産合計 
 

6,804 0.2  6,255 0.2

２  投資その他の資産 
 

 

(1) 関係会社株式 
 

3,437,427  3,397,427

(2) 長期貸付金 
 

―  39,400

(3) その他投資その他の資産 
 

56,354  29,800

投資その他の資産合計 
 

3,493,782 90.0  3,466,627 79.9

固定資産合計 
 

3,500,586 90.2  3,472,883 80.1

資産合計 
 

3,880,030 100.0  4,338,021 100.0
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当中間会計期間末 
(平成19年２月28日) 

前事業年度の要約貸借対照表 

(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 買掛金 
 

3,064  3,439

２ 短期借入金 
 

550,000  950,000  

３ 未払金 
 

56,384  129,799  

４ 未払費用 
 

5,810  7,433  

５ 未払法人税等 
 

10,301  10,157

６ 未払消費税等 
 

7,025  14,450

７ 預り金 
 

14,578  11,682

８ 賞与引当金 
 

8,000  8,000

９ その他流動負債 
 

1,266  891

流動負債合計 
 

656,432 16.9  1,135,854 26.2

負債合計 
 

656,432 16.9  1,135,854 26.2

 
 

 

（純資産の部） 
 

 

Ⅰ 株主資本 
 

 

１ 資本金 
 

1,005,120 25.9  1,005,120 23.2

２ 資本剰余金 
 

 

(1) 資本準備金 
 

1,787,507  2,087,507

(2) その他資本剰余金 
 

300,000  ―

資本剰余金合計 
 

2,087,507 53.8  2,087,507 48.1

３ 利益剰余金 
 

 

(1) その他利益剰余金 
 

 

  繰越利益剰余金 
 

130,971  109,539

利益剰余金合計 
 

130,971 3.4  109,539 2.5

株主資本合計 
 

3,223,598 83.1  3,202,167 73.8

   純資産合計 
 

3,223,598 83.1  3,202,167 73.8

   負債純資産合計 
 

3,880,030 100.0  4,338,021 100.0
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(2) 中間損益計算書 

 

 当中間会計期間 

(自 平成18年９月１日 

 至 平成19年２月28日) 

前事業年度の要約損益計算書 

(自 平成18年３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   

１ 受取配当金収入  107,340 107,340 

２ 業務受託収入  416,824 457,665 

３ その他売上高  19,739 543,903 100.0 20,514 585,520 100.0

Ⅱ 売上原価   

１ 期首商品たな卸高  10,370 ― 

２ 当期商品仕入高  8,933 22,360 

３ 期末商品たな卸高  9,263 10,040 1.8 10,370 11,990 2.0

売上総利益  533,862 98.2  573,530 98.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費  382,772 70.4  439,231 75.1

営業利益  151,090 27.8  134,299 22.9

Ⅳ 営業外収益   

 １ 受取利息  1,368 687 

  ２  その他  4,889 6,257 1.1 100 788 0.2

Ⅴ 営業外費用     

 １ 支払利息  3,499 3,499 0.6 2,987 2,987 0.5

経常利益  153,847 28.3  132,099 22.6

税引前中間（当期）純利益  153,847 28.3  132,099 22.6

法人税、住民税及び事業税  25,076 4.6  22,559 3.9

中間（当期）純利益  128,771 23.7  109,539 18.7
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(3) 中間株主資本等変動計算書 

  当中間会計期間（自 平成18年９月１日 至 平成19年２月28日） 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他 

利益剰余金
 

資本金 

（千円） 
資本 

準備金 

（千円）

その他資

本剰余金

（千円）

資本 

剰余金 

合計 

（千円）

繰越利益 

剰余金 

（千円） 

株主資本 

合計 

（千円） 

純資産合計

（千円） 

平成18年９月１日 

残高 
1,005,120 2,087,507 - 2,087,507 109,539 3,202,167 3,202,167

中間会計期間中の変

動額 
   

資本準備金の減少 - △300,000 300,000 - - - -

剰余金の配当 - - - - △107,340 △107,340 △107,340

中間純利益 - - - - 128,771 128,771 128,771

中間会計期間中の変

動額合計 
- - - - 21,431 21,431 21,431

平成19年２月28日 

残高 
1,005,120 1,787,507 300,000 2,087,507 130,971 3,223,598 3,223,598

 

前事業年度（自 平成18年３月１日 至 平成18年８月31日） 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金
 

資本金 

（千円） 資本準備金 

（千円） 繰越利益剰余金 

（千円） 

株主資本合計 

（千円） 

純資産合計

（千円） 

平成18年３月１日残高 1,005,120 2,087,507 - 3,092,627 3,092,627

事業年度中の変動額   

当期純利益 - - 109,539 109,539 109,539

事業年度中の変動額合計 - - 109,539 109,539 109,539

平成18年８月31日残高 1,005,120 2,087,507 109,539 3,202,167 3,202,167
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中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

 
当中間会計期間 

(自 平成18年９月１日 
至 平成19年２月28日) 

前事業年度 
(自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日) 

１．有価証券の評価基準及び評価

方法 

 

(1) 有価証券 

  子会社株式及び関連会社株式 

   移動平均法による原価法によっ

ております。 

 

(1) 有価証券 

同左 

 

２．たな卸資産の評価基準及び評

価方法 

 

(1) 商品 

個別法による原価法によっており

ます。 

 

(1) 商品 

同左 

 

 

３．固定資産の減価償却の方法 

 

(1) 有形固定資産 

定率法によっております。 

  なお、主な耐用年数は以下のとお

りであります。 

建物 15年

工具器具･備品 ６年～10年

 

(1) 有形固定資産 

定率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 15年

工具器具･備品 10年

 

４．引当金の計上基準 

 

(1) 貸倒引当金 

  債権の貸倒による損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等特定の債権

については個別に債権の回収可能性

を勘案し、回収不能見込額を計上し

ております。 

なお、当中間会計期間末における

残高はありません。 

(1) 貸倒引当金 

  債権の貸倒による損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等特定の債権

については個別に債権の回収可能性

を勘案し、回収不能見込額を計上し

ております。 

なお、当事業年度末における残高

はありません。 

 (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

期負担額を計上しております。 

 

５．リース取引の処理方法 

 

  リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法に準じた

会計処理によっております。 

 

 

同左 

 

６．その他財務諸表作成のための

基本となる重要な事項 

(1) 消費税及び地方消費税等の会計処

理 

税抜方式によっております。 

(1) 消費税及び地方消費税等の会計処

理 

同左 

 (2) 連結納税制度の適用 

連結納税制度を適用しておりま

す。 

 

(2) 連結納税制度の適用 

当事業年度から連結納税制度を適

用しております。 
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追加情報 

当中間会計期間 

(自 平成18年９月１日 
至 平成19年２月28日) 

前事業年度 

(自 平成18年３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） 

  当事業年度より「固定資産の減損に係る会計基準」

（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見

書」（企業会計審議会 平成14年８月９日））及び「固定

資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準

適用指針第６号 平成15年10月31日）を適用しておりま

す。これによる損益に与える影響はありません。 

 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準） 

  当事業年度から「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3,202,167

千円であります。 

なお、財務諸表等規則の改正により、当事業年度にお

ける貸借対照表の純資産の部については、改正後の財務

諸表等規則により作成しております。 
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（中間貸借対照表関係) 

当中間会計期間末 
(平成19年２月28日) 

前事業年度 
(平成18年８月31日) 

１．偶発債務    

   債務保証 

当社は、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 内容 

松本建設

株式会社 
138,348千円 

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) 
 

 

－－－－－ 

 

 

 

（中間損益計算書関係) 

当中間会計期間 

(自 平成18年９月１日 
至 平成19年２月28日) 

前事業年度 

(自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日) 

１．減価償却実施額 

有形固定資産 600千円

 

１．減価償却実施額 

有形固定資産 370千円

 

 

（リース取引関係） 

当中間会計期間 
(自 平成18年９月１日 
至 平成19年２月28日) 

前事業年度 
(自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日) 

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 1,152千円

１年超 1,632千円

 合計 2,784千円

 

 （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。 

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 1,152千円

１年超 2,208千円

 合計 3,360千円

 

 （減損損失） 

同左 

 

 

（有価証券関係） 

当中間会計期間末（平成19年２月28日） 

 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものは、ありません。 

 

前事業年度末（平成18年８月31日） 

 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものは、ありません。 
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（企業結合等関係） 

当中間会計期間 

(自 平成18年９月１日 
至 平成19年２月28日) 

前会計年度 

(自 平成18年３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
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（１株当たり情報） 
当中間会計期間 

(自 平成18年９月１日 
至 平成19年２月28日) 

前事業年度 
(自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日) 

１株当たり純資産額 450円47銭
 

１株当たり純資産額 447円48銭
 

１株当たり中間純利益 17円99銭
 

１株当たり当期純利益 15円31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。 

 

(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(当期)純利益の算定上の基礎は、以下の通りであります。 

 
 

 

項目 
当中間会計期間 

(自 平成18年９月１日 
至 平成19年２月28日) 

前会計年度 
(自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日) 

貸借対照表の純資産の部の合計額 
(千円) 

3,223,598 3,202,167

普通株式に係る純資産額(千円) 3,223,598 3,202,167

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

項目 
当中間会計期間 

(自 平成18年９月１日 
至 平成19年２月28日) 

前事業年度 
(自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日) 

 中間(当期)純利益（千円） 128,771 109,539

 普通株式に帰属しない金額（千円） ― ― 

 普通株式に係る中間(当期)純利益（千円） 128,771 109,539

 期中平均発行株式数（株） 7,156,000 7,156,000
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(重要な後発事象) 

 

当中間会計期間 
(自 平成18年９月１日 
至 平成19年２月28日) 

前事業年度 
(自 平成18年３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、Ｓ
Ｅ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最適なビル・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

40,000 千円を取得し、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） 

 


