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（百万円未満切捨て）

１．平成19年３月期の連結業績（平成18年４月１日～平成19年３月31日）

(1）連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年３月期 9,755 8.0 514 8.2 559 10.2 294 255.3

18年３月期 9,031 2.2 475 △33.9 507 △21.9 82 △77.9

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
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

19年３月期 7,121 76 － － 11.0 7.5 5.3

18年３月期 4,008 71 3,906 08 3.3 6.8 5.3

  　　（参考）持分法投資損益 19年３月期 －百万円 18年３月期 －百万円

(2）連結財政状態

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３月期 7,282 2,804 38.5 67,879 00

18年３月期 7,608 2,529 33.2 122,459 60

（参考）自己資本 19年３月期 2,804百万円 18年３月期 －百万円

(3）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３月期 413 △88 △470 1,494

18年３月期 395 △261 △590 1,630

２．配当の状況

１株当たり配当金 配当金総額
(年間)

配当性向
（連結）

純資産配当率
（連結）（基準日） 中間期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

18年３月期 2,500 00 2,500 00 5,000 00 103 124.7 4.1

19年３月期 (注) 1,375 00 1,375 00 2,750 00 113 38.6 4.3

20年３月期（予想） 1,500 00 1,500 00 3,000 00 － 41.3 －

（注）実際の１株当たり配当金は2,750円ですが、平成19年１月１日付で株式分割（１株につき２株の割合）を行ったため、

分割後の１株当たり配当金を記載しております。

３．平成20年３月期の連結業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

中間期 5,370 2.8 300 29.5 310 26.8 160 38.9 3,873 15

通期 10,600 8.7 550 6.9 570 1.9 300 2.0 7,262 16

－ 1 －



４．その他

(1）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）　無

新規 －社  除外 －社  

(2）連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本となる重要な

事項の変更に記載されるもの）

①　会計基準等の改正に伴う変更　有

②　①以外の変更　　　　　　　　無

（注）詳細は、18ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」及び、22ページ「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」をご覧ください。

(3）発行済株式数（普通株式）

①　期末発行済株式数（自己株式を含む） 19年３月期 41,310株 18年３月期 20,655株

②　期末自己株式数 19年３月期 －株 18年３月期 －株

（注）１．平成19年１月１日付で株式分割(１株につき２株の割合で分割)を実施しております。

２．１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、31ページ「１株当たり情報」をご覧

ください。

（参考）個別業績の概要

１．平成19年３月期の個別業績（平成18年４月１日～平成19年３月31日）

(1）個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年３月期 9,545 6.6 451 △0.6 488 0.2 263 280.0

18年３月期 8,952 3.3 454 △27.9 487 △14.9 69 △77.8

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

円 銭 円 銭

19年３月期 6,370 23 － －

18年３月期 3,352 33 3,266 49

(2）個別財政状態

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３月期 6,982 2,511 36.0 60,797 90

18年３月期 7,290 2,274 31.2 110,098 76

（参考）自己資本 19年３月期 2,511百万円 18年３月期 －百万円

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

　本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると

判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想

の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項については、３ページ「１．経営成績（1）経営成績

に関する分析」をご覧ください。

㈱アールシーコア　（7837）　平成 19 年３月期決算短信
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

①　当期の経営成績

　当連結会計年度におけるわが国経済は、原油価格に代表される原材料価格の高騰や外国為替レートの不安定さなど

により、世界経済の先行き不安感はあったものの、国内企業の収益改善に伴い設備投資が増加し、雇用や所得環境が

改善されたことにより、これまでの景気回復基調は引続き維持されております。 住宅業界におきましては、個人消費

の回復テンポが緩慢な中、戸建木造住宅及び持家着工数は、それぞれ微増ながら増加傾向を示し推移いたしました。

　このような状況の下、当社は経営理念、経営基本方針に則り、「こころを遊ばせる暮らし」を求める感性豊かなユー

ザーに、その道具としてふさわしい自然派個性住宅（注１）を提供する「ビッグフット事業」並びに、ビッグフット

の建物による別荘タイムシェアの販売及びその運営管理を行う「フェザント事業」を展開することで、新しい住マー

ケットの創造を推進しております。

　その取り組みを通じ、顧客や地区販社等との間でＷｉｎ－Ｗｉｎの関係を築きながら、成長性と競合優位性を高め、

ビッグフットがログハウスにおいては「ナンバー・ワン」、エポックス（ログハウス以外の商品シリーズの総称）に

おいては「オンリー・ワン」ブランドとしてそれぞれ支持を得ることにより、ユーザーハピネスを実現することを目

指しております。

　また、当連結会計年度が『中期経営計画「ｒ≧１３０」（アール・イチ・サン・マル）』（注２）の初年度であり、

期初に掲げた経営目標を達成するため、全社一丸となって着実な業績向上に取組んでまいりました。

（注１）自然派個性住宅

　当社グループでは、取扱商品を「自然派個性住宅」と総称し、一般住宅（特に工場生産されるプレハブ住

宅）との対比を念頭に当社商品の特徴を表現しております。「自然派」とは自然材に対するこだわりを、「個

性」とは一般住宅に比して工法、デザイン、テイスト（住宅の持つ雰囲気、風情）が個性的であることを表

しております。

（注２）『中期経営計画「ｒ≧１３０」（アール・イチ・サン・マル）』

　計画の内容及び進捗状況は５ページの「③　中期経営計画等の進捗状況」に記載しております。

（連結業績の概要）

　当連結会計年度における売上高は9,755百万円（前期比8.0%増）、売上棟数は859棟（前期比1.3%減）、営業利益は

514百万円（前期比8.2%増）、経常利益は559万円（前期比10.2%増）、当期純利益は294百万円（前期比255.3%増）と

増収増益となりました。経常利益増加の主な要因は、原材料価格の上昇や為替円安影響等のコストアップ要因はあっ

たものの、増収効果と支払利息の減少等による営業外費用の改善がそれらを吸収したことによるものであります。当

期純利益につきましても、経常利益の増加に加え、前連結会計年度に計上した減損損失がなかったことなどから、前

連結会計年度に比べ大幅に増加（前連結会計年度82百万円）いたしました。

（種類別セグメントの業績概要）

　当連結会計年度よりフェザント事業の重要性が増したため、新たに事業の種類毎の業績概況を記載しております。

なお、上記の理由により、前連結会計年度との比較は記載しておりません。

イ．ビッグフット事業

　商品面に関しましては、個性的で自由な暮らしを求めるユーザーに対して開発した新型「ドームハウス」を発売し、

「ザ・スローライフ」キャンペーンにおいては、当社の提唱する「スローライフ」の更なる訴求を図るため、“手作

りスローライフ”を楽しむ家、及び土間のある“ラウンジスローライフ”を楽しむ家をコンセプトに、カントリーカッ

トログハウスとワンダーデバイスの３モデルを開発いたしました。また、2007年問題（注３）対応商品として、団塊

世代をターゲットとした、夫婦二人が積極的に創り出す新しいライフスタイルに合った小型永住型別荘をコンセプト

に「２ndコテージ」（ロフト付き平屋）の３モデルを発売いたしました。

　営業面に関しましては、営業拠点の拡充や営業体制の増強に努めました。営業体制の強化につきましては、地区販

社を含む期末専任営業人員数ベースでは120人（前期比8.1％増加）となりました。地区販社におきましては、宮崎と

帯広に新拠点が開設されました。しかしながら、１販社が契約解除（１販社１拠点が減少）となったほか、平成19年

３月には２拠点が合理化による拠点統合のため減少したことにより、期末における地区販社数は19社、営業拠点数は

29拠点（直営１拠点含む。）となりました。

　また、ビッグフットブランドの自然派個性住宅による街区構想（個性豊かな本物の木の家による街並みづくり）の

第一歩として、神奈川県葉山町（11区画）及び千葉県佐倉市（15区画）で建売及び売建等の分譲販売の共同事業（当

社が建物売主、不動産デベロッパーが土地売主）により、当社のトータルコーディネイトによる自然派個性住宅街区

の建設及び販売に着手いたしました。

㈱アールシーコア　（7837）　平成 19 年３月期決算短信
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（注３）2007年問題

　団塊世代（昭和22～26年生まれ）が、2007年（平成19年）から順次退職を迎えます。約３百万人といわれ

る人口が退職することで、日本の社会や市場を、これまでの「生産者優先」から「生活者優先」へシフトさ

せる原動力になると考えられています。  

　カナダ連結子会社であるBIG FOOT MANUFACTURING INC.（以下BFM社という。）におきましては、平成18年９月に物

流拠点を整理・統合し、製造拠点に集約いたしました。これにより効率的な生産・出荷体制が確立し、固定費を含め

たコスト削減を進めてまいりました。

　

　以上の結果、当連結会計年度におけるビッグフット事業の売上高は9,636百万円となり、1,234百万円の営業利益と

なりました。

 　一方、受注・契約面におきましては、新しいライフスタイルの提案による新市場の創造をより掘り下げて行った結

果、下期における「ザ・スローライフ」キャンペーンなどの営業施策が奏功し、受注は大幅な改善をみせましたが、

上期における前期末の大量受注の反動やキャンペーンの不振等による受注低迷の影響により、ビッグフット事業の、

当連結会計年度の受注高は8,358百万円（前期比9.5%減）となり、当連結会計年度末における受注残高は4,997百万円

（前期比1.9%減）となりました。

　

ロ．フェザント事業

　日本国内における別荘タイムシェアの販売及び中古再販市場の創造(普及)を目指し、また既存施設の流動化による

投資回収の促進を目的としてフェザント事業に取り組んでまいりました。現在、フェザント山中湖をより魅力的なタ

イムシェア施設へと整備し、同施設の安定運用を可能とするための施設拡張を行っており、また同時に効率的な販売

促進の仕組みづくりを試行している段階であります。

　下期に入って、従来の所有権方式「別荘オーナー制度」に加え、10年利用権方式「メンバー制度」の販売を開始す

るとともに、顧客の希望の時期に合わせて利用できる交換利用券制度を導入することにより、徐々に販売促進の効果

が現れてきております。しかしながら、その効果の発現が下期後半からとなったことにより、当連結会計年度におけ

る売上高は118百万円となり、施設運営の固定費等を吸収するに至らず、146百万円の営業損失計上となりました。 

②　次期の見通し

　中期経営計画達成に向けて、その２年目となる次期の重要な課題は、特に、エポックス商品の伸張で顕在化してき

た住宅一次取得者層の建築用地不足の解消（問題解決）と、いわゆる2007年問題の現実化に伴う当社グループ商品の

マーケットポテンシャルの拡大への対応であります。

　住宅一次取得者層の建築用地不足解消への対応につきましては、不動産事業者との業務提携による建築用地情報の

顧客提供を強化してまいります。

　また、平成19年３月に発売を開始いたしました「２ndコテージ」３モデルの商品力を活かし、当連結会計年度より

取組んでまいりました以下の点につき継続して注力することで、経営課題に対応していく所存であります。

　①営業体制の強化（人員数増強）

　②新販社、新拠点の開拓

　③エポックス商品の強化（受注拡大：相対的エポックス比率の増加）

　④個性豊かな本物の木の家による新たな街並みづくり（街区構想）を切り口にした需要促進

　

　フェザント事業におきましては、継続して実施してまいりました商品力強化（利用権販売の導入等）に加え、平成

19年４月からビッグフット事業との相乗効果を図ることを目的に営業体制の見直しにも着手し、販売を促進してまい

ります。

　カナダ連結子会社であるBFM社につきましては、継続してコスト合理化に努めるほか、北米地域での営業活動も強化

してまいります。

　以上の取り組みにより連結業績につきましては、売上高10,600百万円（前期比8.7％増）、営業利益は550百万円（前

期比6.9％増）、経常利益570百万円（前期比1.9％増）、当期純利益300百万円（前期比2.0％増）と見込んでおりま

す。 
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③　中期経営計画等の進捗状況

　当社グループは、企業価値の継続的な向上を目指し、強固な経営基盤を確立するために、新商品の開発や営業拠点・

営業体制の拡充、新規事業による収益源の拡大、財務体質の改善を含めた収益構造の強化等に積極的に取組むことを

経営戦略の基本としています。

　具体的には、平成18年４月から平成21年３月までを対象とした『中期経営計画「ｒ≧１３０」（アール・イチ・サ

ン・マル）』をスタートさせております。この中期経営計画において以下の３項目を連結経営目標に掲げておりま

す。

　

　　　・ 売上高　　　　　　最終年度売上高平成18年３月期比『130％』以上を達成

　　　・ 経常利益　　　　　前期比３ヵ年平均『130％』以上を達成

　　　・ 経費の生産性　　　３ヵ年平均『130％』以上を達成（売上総利益÷販管費）　　

 

　当連結会計年度は、中期３ヵ年の初年度であり、道半ばの状況ではありますが、その進捗状況を以下の通りご報告

いたします。

　上記の経費の生産性（売上総利益÷販管費）におきましては、121.3％とほぼ初年度計画を達成いたしました。一方、

売上高及び経常利益におきましては、それぞれ前期比8.0％増、同10.2％増となりましたが、初年度計画との比較にお

きましては、それぞれの達成率は89.1％、87.4％となり、苦戦を強いられております。その主な要因は、当連結会計

年度上半期の受注不振及び平成19年２月から３月にかけてのカナダ国内の鉄道ストの影響などが売上及び利益両面の

成長を鈍化させたことであります。

　次期は、係る状況を踏まえ、新たな挽回策を盛り込んだ諸施策を実行することで、平成21年３月期の最終年度にお

いて本中期経営計画を完全達成すべく邁進する考えであります。

 

④　目標とする経営指標の達成状況

　当社グループでは、成長性、収益性の観点から、受注棟数、売上高、売上高営業利益率を、また、株主価値の尺度

としてＲＯＥ（株主資本利益率）及び配当性向を重要な経営指標と認識しております。

　当連結会計年度における受注棟数881棟（前期比8.7％減）、売上高9,755百万円（前期比8.0％増）、売上高営業利

益率5.3％（前連結会計年度5.3％）、ＲＯＥ11.0％（前連結会計年度3.3％）、配当性向38.6％（前連結会計年度

124.7％）となっております。

(2）財政状態に関する分析

　当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は1,494百万円となり、前連結会計年度末

1,630百万円に対し136百万円の減少となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りでありま

す。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当連結会計年度において営業活動の結果獲得した資金は、413百万円（前連結会計年度395百万円）となりました。

　これは主に、税金等調整前当期純利益509百万円（前連結会計年度284百万円）、減価償却費129百万円（前連結会計

年度142百万円）、売上債権の減少83百万円（前連結会計年度260百万円の増加）、たな卸資産の減少50百万円（前連

結会計年度394百万円の増加）などの増加要因に、仕入債務の減少134百万円（前連結会計年度236百万円の増加）、前

受金及び未成工事受入金の減少73百万円（前連結会計年度377百万円の増加）、法人税等の支払額265百万円（前連結

会計年度156百万円）などの資金減少要因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）

　投資活動の結果使用した資金は、88百万円（前連結会計年度261百万円）となりました。

　これは主に、有形固定資産の売却による収入76百万円（前連結会計年度65百万円）、貸付金の回収による収入29百

万円に対し、有形固定資産の取得による支出162百万円（前連結会計年度259百万円）、無形固定資産の取得による支

出16百万円（前連結会計年度２百万円）等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）

　財務活動による資金の減少は、470百万円（前連結会計年度590百万円）となりました。

　これは、長期借入金の返済362百万円（前連結会計年度457百万円）と配当金の支払108百万円（前連結会計年度133

百万円）があったことによるものであります。
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　　なお、直近事業年度における「キャッシュ・フロー関連指標の推移」は以下の通りであります。

平成15年
３月期

平成16年
３月期

平成17年
３月期

平成18年
３月期

平成19年
３月期

自己資本比率（％） 17.2 19.9 33.9 33.2 38.5

時価ベースの自己資本比率（％） － － 123.9 85.8 49.8

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（倍） 9.1 22.6 1.8 3.9 2.9

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 5.0 1.7 19.8 8.7 12.0

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い

※　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。

※　キャッシュ・フローは連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを利用しております。

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支払っている全ての負債を対象としております。ま

た、利払については、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

  当社は、配当を含めた利益還元につきまして、重要な経営課題として認識しております。連結業績等を踏まえた配

当を行うことを基本方針とし、株主のご期待に沿うよう適切な利益還元に努めるとともに、将来の事業展開と経営体

質の強化のために必要な内部留保の確保にも配慮していく考えであります。

　第22期の配当につきましては、上記方針に基づき、１株につき年間2,750円の配当（うち中間配当1,375円：平成19

年１月１日付の株式分割が期首に行われたものとして計算）を実施することを、第22回定時株主総会に付議する予定

であります。

　内部留保資金の使途につきましては、今後の事業展開の備えと長期借入金の返済に充てていくこととしておりま

す。

　なお、第22期の中間配当についての取締役会決議は、平成18年11月14日に行っております。

(4）事業等のリスク

　以下において、当社及び当社グループの事業の状況並びに経理の状況等に関する事項のうち、リスク要因となる可

能性があると考えられる主な事項及びその他投資者の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる事項を記載しておりま

す。当社グループは、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努める方

針であります。なお、以下の事項のうち将来に関する事項は、本決算短信発表日現在において当社グループが判断し

たものであり、不確実性を内在しているため、実際の結果と異なる可能性があります。

①　経済環境、金利動向等

　当社グループの主たる顧客は一般個人であることから、雇用情勢、地価の推移、金利の動向及び住宅税制の変更等

の影響を受けやすい傾向があります。開業当初、当社の商品は経済的に比較的余裕のある層を対象とした別荘が主で

あり、このような影響を受けにくい面がありましたが、近年、自宅用途の比率が高まっているため、諸情勢が悪化し

た場合には、当社グループの業績及び財政状態に影響を与える可能性があります。

②　為替変動

　当社グループは、主としてカナダ及びフィンランドから主要な住宅部材を輸入しているため、為替変動による影響

を受けております。当社として為替予約等のリスクヘッジ策を講じておりますものの、その動向は不透明であり、予

想を上回る為替変動が生じた場合には、当社グループの業績及び財政状態に影響を与える可能性があります。

③　原材料市況等の変動

　当社グループの主要な原材料である木材は天然資源であり、市場価格の変動が当社グループの仕入価格に波及する

点は避けがたい状況にあります。また、当社が負担する輸入コストについては、石油価格の高騰やコンテナ需給の逼

迫等によって上昇することがあります。これらの原材料市況等に予想を上回る変動が生じた場合には、当社グループ

の業績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
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④　ビッグフット事業への依存

　当社グループは、ブランド名称「ビッグフット」を使用し、ログハウスに代表される自然材（無垢材）を多用した

住宅の販売及び施工事業（ビッグフット事業）を展開しております。現在、当社グループにおいては、ビッグフット

事業に経営資源のほとんどを投入しており、ビッグフット事業に依存しております。ビッグフット事業は、「こころ

を遊ばせる暮らしを求めるユーザー」に対して、その道具としてふさわしい「自然派個性住宅」を商品として提供す

るビジネスであり、当社グループといたしましては、その事業コンセプトは流行に左右されない普遍性があると考え

ており、今後も主力事業として販売等の拡大を図っていく方針であります。しかしながら、一般住宅との競合や市場

環境の急激な変化等、不測の事態が生じ、販売拡大に支障を来たした場合、当社グループの業績及び財政状態に影響

を与える可能性があります。

⑤　地区販社への依存

　当社グループの国内販売体制は、ログハウス等のキット販売及びログハウス等の工事請負を顧客に対して直接行う

直販部門と、ログハウス等のキット販売及び販促物等の販売等を地区販社に対して行う販社（ＢＥＳ）部門から構成

されており、販社（ＢＥＳ）部門はフランチャイズ契約に基づき、全国24道県に19社28拠点の地区販社を展開してお

ります。当社グループの売上高に占める販社（ＢＥＳ）部門の割合は66.1％（平成19年３月期）に達しており、今後

も全国に地区販社の営業拠点を増やす計画であります。地区販社に対しては、マーケティング活動に主眼を置いた顧

客創造のためのフランチャイズシステムを導入し、営業戦略に基づくきめ細かな指導育成を行っております。しかし

ながら、地域経済の動向や地区販社の業績悪化等により主要な地区販社が経営不振に陥った場合、又は複数の有力な

地区販社が同時期に離脱した場合には、当社グループの業績及び財政状態に影響を与える可能性があります。

⑥　カナダ子会社への生産体制の依存

　当社は、カナダの連結子会社であるBFM社において生産された住宅部材を一括して輸入し、国内において販売等を

行っております。当社単体のビッグフット事業における仕入高に占めるBFM社の割合は平成19年３月期において22.1％

であり、主として商品政策上の都合から調達先の多様化が進んでいるものの、依然として高い水準にあります。BFM社

に対しては、これまで生産設備の増強や人的支援を行い、安定生産と品質確保に努めておりますが、不測の事態が生

じて商品供給に支障を来たした場合には、当社グループの業績及び財政状態に影響を与える可能性があります。

⑦　法的規制等

　当社グループは住宅事業を営んでおり、日本国内において建築基準法、住宅品質確保促進法その他多数の法令によ

り、規制を受けています。今後、これらの規制の改廃や新たな法的規制が設けられる場合には、当社グループの業績

及び財政状態に影響を与える可能性があります。

　イ．建築基準法

　当社グループの商品には、外壁に天然木を使用しているために、各地域の防火規制により建設可能地域が限定され

ているものがあります。これまでの技術開発により、ハンドヒューンログハウスを除く他の５つのシリーズについて

は、既に準防火地域での建設が可能になっておりますが、今後の規制の動向によって影響を受ける可能性がありま

す。

　ロ．住宅品質確保促進法

　当社は、住宅品質確保促進法により、住宅の構造耐力上主要な部分等の瑕疵に対する補修等が10年間義務付けられ

ていますが、当社独自の「ビッグフット安心総合保証制度」を設け、外部の住宅保証会社が顧客に対し、10年ごとに

定期点検及び必要な修補、保証更新料の手続きを行うことで、最大30年間の瑕疵保証を供与しています。そのため、

同業他社に比してその度合いは相当に低減されるものの、当社グループの引渡件数の増加に伴ってクレーム件数や保

証工事が増加した場合、業績及び財政状態に影響を与える可能性があります。また、顧客に引渡した商品に重大な瑕

疵があるとされた場合には、それが当社グループの責によるか否かを問わず、また実際の瑕疵の有無によらず、当社

グループの評判が低下し、業績及び財政状態に影響を与える可能性があります。

　ハ．営業登録等

　当社グループは、住宅事業を営むに際し、建築士法に基づく１級建築士事務所登録（有効期間：平成17年８月17日

から平成22年８月16日まで）、建設業法に基づく特定建設業許可（有効期間：平成18年９月５日から平成23年９月４

日まで）及び宅地建物取引業法に基づく宅地建物取引業免許（有効期間：平成19年２月23日から平成24年２月22日ま

で）を取得し、各法令の規定に基づいて業務を遂行しており、それぞれの登録等において届出が必要な資格を有する

者は当社内に複数在籍しております。当社グループでは、これらの登録等の諸条件や各法令の遵守に努めており、現

状においては、これらの登録等が取消しとなる事由は認識しておりません。しかしながら、万一法令違反等によって

登録等が取消された場合、当社グループの業績及び財政状態に影響を与える可能性があります。
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⑧　ブランドイメージの低下

　当社グループの重要な販売網である地区販社は、当社と共通の「ビッグフット」ブランドを使用しております。従っ

て、個々の地区販社において不祥事や経営破綻が発生した場合、単に当該販社に対する売上低下等の影響を受けるだ

けではなく、当社グループのブランドイメージの低下を招くことが考えられるため、業績及び財政状態に影響を与え

る可能性があります。

 

⑨　工事の外注管理

　当社グループは、ログハウス等の工事を請負っておりますが、その施工を外注先に委託しております。外注管理に

ついては、外注先との定例会議や各施工現場の一般公開等を通じて徹底を図っておりますが、外注先の不手際等によ

り重大なクレーム等が発生した場合には、当社グループの評判が低下し、業績及び財政状態に影響を与える可能性が

あります。

⑩　個人情報の管理

　当社グループ及び地区販社では、展示場の来場客等についての個人情報をアンケート形式で収集し、管理しており

ます。当該個人情報の管理には、十分な注意を払い適切な対策を講じるとともに、今後、情報管理のセキュリティ機

能強化等により一層の管理強化を図る方針ですが、これらの情報が何らかの事由により外部に漏洩した場合、当社グ

ループの信用が低下し、業績及び財政状態に影響を与える可能性があります。

⑪　新株予約権の行使による株式価値の希薄化

　当社は、業績向上に対する意欲や士気を高めることを目的としてストックオプション制度を採用しており、旧商法

第280条ノ20及び旧商法第280条ノ21の規定に基づく新株予約権を当社の取締役に対して付与しております。当該付与

している新株予約権の行使が行われた場合、保有株式の株式価値が希薄化する可能性があります。期末日現在、ストッ

クオプションによる潜在株式数は4,200株であり、期末発行済株式総数41,310株の10.2％に相当しております。

⑫　フェザント事業の育成

　当社グループは、平成17年10月から別荘タイムシェアの販売及びその運営管理を行っております。本事業は当社初

の不動産事業を含み、他に先例の少ないビジネスモデルでもあることから、事前の事業検討にも係わらず、予期せぬ

事態が生じることも考えられ、それにより円滑な事業運営に支障を来たした場合、当社グループの業績及び財政状態

に影響を与える可能性があります。

 

⑬　たな卸資産（販売用不動産）の増加及びその評価

　当社グループは、ビッグフットブランドの自然派個性住宅による街区構想（個性豊かな本物の木の家による街並み

づくり）において、建売分譲販売を開始しております。当該分譲物件は、顧客への引き渡しを完了するまでは当社グ

ループ所有の販売用不動産として管理することとなります。よって、長期に渡りその販売先が決まらないなどの理由

により滞留在庫となった場合、その取得価額がたな卸資産評価の対象となり、当社グループの業績及び財政状態に影

響を与える可能性があります。
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２．企業集団の状況
　当社グループは、当社（株式会社アールシーコア）及び連結子会社（BFM社）で構成されており、「ビッグフット事

業」と「フェザント事業」を行っております。

　ビッグフット事業においては、当社がログハウス等の商品の企画、開発、設計、施工を行い、BFM社でログシェル（注）

の製造を行っております。建築資材の調達は当社及びBFM社で行っております。また、販売については、日本国内向けに

ついては当社が行い、北米向けについてはBFM社が行っております。

　フェザント事業においては、ビッグフット仕様のタイムシェア別荘を販売し、その運営管理を行っております。

　　（注）丸太又は成型された大断面の木材を用いたハンドヒューンログハウス、カントリーカットログハウス等の

　　　　　構造躯体を指します。

(1）事業系統図

　当社グループにおける事業の系統図は、次の通りであります。

 

顧客（エンドユーザー） 

地区販社 

 

株式会社アールシーコア 

ログハウス等キット販売 

その他（販促物等）販売 

ログハウス等キット販売 

ログハウス等工事 

別荘タイムシェアの 

販売及びその運営管理 
国 

内 

顧客 

BFM 社 

（部材の調達・ログハウス等のキットの製造及び販売） 

国 

外 
ログハウス等キット 

及び、木材等の販売 

ログハウス等キットの仕入 

販社(BES)部門 

 

直販部門 

 

フェザントプロジェクト 

 

ビッグフット事業 

 

フェザント事業 

 

 

(2）関係会社の状況

名称
（略称）

住所
資本金

(千CANドル)
主要な事業の
内容

議決権の所
有割合
（％）

関係内容

（連結子会社）

BIG FOOT MANUFACTURING

INC.（注）

（BFM社）

カナダ　ブリティッ

シュコロンビア州
7,250

ビッグフット

事業
100.0

当社ログハウス等のキッ

トを製造販売している。

役員兼務２名。

（注）　特定子会社に該当しております。
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針、目標とする経営指標、中長期的な会社の経営戦略

平成19年３月期中間決算短信（平成18年11月14日開示）により開示を行った内容から重要な変更がないため開示を

省略しております。

 

当該中間決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。

 

（当社ホームページ）

　http://www.rccore.co.jp/

 

（ジャスダック証券取引所ホームページ（「ＪＤＳ」検索ページ））

　http://jds.jasdaq.co.jp/tekiji/

 

(2）会社の対処すべき課題

　当該事項につきましては、４ページに記載の「②　次期の見通し」をご参照ください。 

(3）内部管理体制の整備・運用状況

　当該事項につきましては、コーポレート・ガバナンスに関する報告書の「内部統制システムに関する基本的な考え

方及びその整備状況」に記載しております。 
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４．連結財務諸表
(1）連結貸借対照表

  
前連結会計年度

（平成18年３月31日）
当連結会計年度

（平成19年３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   1,630,556   1,494,484   

２　受取手形、売掛金及び
完成工事未収入金

  507,723   406,060   

３　たな卸資産   1,122,383   1,063,871   

４　繰延税金資産   80,017   40,291   

５　その他   195,513   210,771   

　　　貸倒引当金   －   △4,533   

流動資産合計   3,536,193 46.5  3,210,946 44.1 △325,246

Ⅱ　固定資産         

１　有形固定資産         

(1）建物及び構築物 ※１ 858,715   838,315    

減価償却累計額  △195,269 663,446  △223,649 614,666   

(2）機械装置及び運搬具  485,088   448,738    

減価償却累計額  △299,425 185,662  △306,784 141,954   

(3）土地 ※１  2,896,720   2,967,171   

(4）建設仮勘定   21,347   15,662   

(5）その他  86,025   90,071    

減価償却累計額  △59,764 26,261  △66,962 23,109   

有形固定資産合計   3,793,438 49.9  3,762,564 51.7 △30,873

２　無形固定資産   69,984 0.9  65,526 0.9 △4,457

３　投資その他の資産         

(1）投資有価証券 ※１  34,400   34,402   

(2）繰延税金資産   59,730   79,175   

(3）その他   114,409   147,177   

　　　貸倒引当金   －   △17,562   

投資その他の資産合計   208,540 2.7  243,193 3.3 34,652

固定資産合計   4,071,963 53.5  4,071,285 55.9 △678

資産合計   7,608,156 100.0  7,282,231 100.0 △325,925
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前連結会計年度

（平成18年３月31日）
当連結会計年度

（平成19年３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　買掛金及び工事未払金   988,067   854,104   

２　一年以内返済予定の長期
借入金

※１  362,008   262,000   

３　未払法人税等   162,927   139,215   

４　前受金及び未成工事受入
金

  1,718,690   1,616,643   

５　アフターサービス引当金   59,000   55,488   

６　役員賞与引当金   －   12,000   

７　その他   420,536   341,262   

流動負債合計   3,711,229 48.8  3,280,713 45.1 △430,515

Ⅱ　固定負債         

１　長期借入金 ※１  1,191,800   929,800   

２　繰延税金負債   8,800   18,191   

３　退職給付引当金   33,345   26,551   

４　役員退職慰労引当金   84,052   146,400   

５　その他   49,526   76,492   

固定負債合計   1,367,524 18.0  1,197,436 16.4 △170,088

負債合計   5,078,753 66.8  4,478,149 61.5 △600,604

         

（少数株主持分）         

少数株主持分   － －  － － －

         

（資本の部）         

Ⅰ　資本金 ※２  560,480 7.4  － － －

Ⅱ　資本剰余金   618,925 8.1  － － －

Ⅲ　利益剰余金   1,198,828 15.7  － － －

Ⅳ　為替換算調整勘定   151,169 2.0  － － －

資本合計   2,529,403 33.2  － － －

負債、少数株主持分及び資
本合計

  7,608,156 100.0  － － －
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前連結会計年度

（平成18年３月31日）
当連結会計年度

（平成19年３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   － －  560,480 7.7 －

２　資本剰余金   － －  618,925 8.5 －

３　利益剰余金   － －  1,384,589 19.0 －

　　株主資本合計   － －  2,563,994 35.2 －

Ⅱ　評価・換算差額等         

１　繰延ヘッジ損益   － －  82,755 1.1 －

２　為替換算調整勘定   － －  157,331 2.2 －

　　評価・換算差額等合計   － －  240,086 3.3 －

純資産合計   － －  2,804,081 38.5 －

負債純資産合計   － －  7,282,231 100.0 －
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(2）連結損益計算書

  
前連結会計年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３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   9,031,623 100.0  9,755,765 100.0 724,142

Ⅱ　売上原価   6,232,202 69.0  6,822,505 69.9 590,302

売上総利益   2,799,420 31.0  2,933,260 30.1 133,839

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※1,2  2,323,634 25.7  2,418,631 24.8 94,997

営業利益   475,786 5.3  514,628 5.3 38,842

Ⅳ　営業外収益         

１　受取利息  1,783   5,995    

２　為替差益  47,889   18,184    

３　販売協力金  18,846   32,983    

４　損害賠償金  －   8,532    

５　その他  16,285 84,804 0.9 15,958 81,654 0.8 △3,150

Ⅴ　営業外費用         

１　支払利息  45,578   34,390    

２　その他  7,354 52,932 0.6 2,626 37,017 0.4 △15,915

経常利益   507,658 5.6  559,265 5.7 51,606

Ⅵ　特別利益         

１　固定資産売却益 ※３ 33,782 33,782 0.4 6,589 6,589 0.1 △27,193

Ⅶ　特別損失         

１　固定資産売却損 ※４ －   3,918    

２　固定資産除却損 ※５ 62,073   21,089    

３　物流センター閉鎖
損失

※６ －   31,728    

４　減損損失 ※７ 194,605 256,678 2.8 － 56,736 0.6 △199,941

税金等調整前当期純利
益

  284,762 3.2  509,117 5.2 224,355

法人税、住民税及び事
業税

 201,331   242,000    

法人税等調整額  630 201,962 2.3 △27,082 214,917 2.2 12,955

当期純利益   82,800 0.9  294,200 3.0 211,399
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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17年４月１日
至　平成18年３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   618,925

Ⅱ　資本剰余金期末残高   618,925

    

（利益剰余金の部）    

Ⅰ　利益剰余金期首残高   1,276,176

Ⅱ　利益剰余金増加高    

１．当期純利益  82,800 82,800

Ⅲ　利益剰余金減少高    

１．配当金  134,257  

２．取締役賞与金  25,890 160,147

Ⅳ　利益剰余金期末残高   1,198,828

    

連結株主資本等変動計算書

当連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３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３月31日　残高　(千円) 560,480 618,925 1,198,828 2,378,233

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当（注） － － △51,637 △51,637

剰余金の配当 － － △56,801 △56,801

当期純利益 － － 294,200 294,200

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) － － 185,761 185,761

平成19年３月31日　残高　(千円) 560,480 618,925 1,384,589 2,563,994

評価・換算差額等
純資産合計

繰延ヘッジ損益 為替換算調整勘定 評価・換算差額等合計

平成18年３月31日　残高  (千円) － 151,169 151,169 2,529,403

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当（注） － － － △51,637

剰余金の配当 － － － △56,801

当期純利益 － － － 294,200

株主資本以外の項目の連結会計年度
中の変動額(純額)

82,755 6,161 88,917 88,917

連結会計年度中の変動額合計  (千円) 82,755 6,161 88,917 274,678

平成19年３月31日　残高　(千円) 82,755 157,331 240,086 2,804,081

　（注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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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17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３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

    

１　税金等調整前当期純利益  284,762 509,117  

２　減価償却費  142,859 129,200  

３　貸倒引当金の増減額  － 22,095  

４　退職給付引当金の増減額（△
は減少額）

 △1,163 △6,793  

５　役員退職慰労引当金の増加額  5,220 62,347  

６　アフターサービス引当金の増
減額（△は減少額）

 945 △3,512  

７　役員賞与引当金の増加額  － 12,000  

８　受取利息及び配当金  △1,783 △5,995  

９　支払利息  45,578 34,390  

10　固定資産売却益  △33,782 △6,589  

11　固定資産売却損  － 3,918  

12　固定資産除却損  49,425 17,021  

13　減損損失  194,605 －  

14　物流センター閉鎖損失  － 10,263  

15　売上債権の増減額（△は増加
額）

 △260,784 83,317  

16　たな卸資産の増減額（△は増
加額）

 △394,080 50,044  

17　仕入債務の増減額（△は減少
額）

 236,086 △134,815  

18　前受金及び未成工事受入金の
増減額（△は減少額）

 377,729 △73,692  

19　役員賞与の支払額  △25,890 －  

20　その他  △23,797 5,051  

小計  595,929 707,369 111,439

21　利息及び配当金の受取額  1,741 5,993  

22　利息の支払額  △45,750 △34,563  

23　法人税等の支払又は還付額  △156,164 △265,746  

営業活動によるキャッシュ・フ
ロー

 395,755 413,052 17,296
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前連結会計年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３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

    

１　有価証券の取得による支出  △31,750 －  

２　貸付による支出  △29,147 △1,000  

３　貸付金の回収による収入  － 29,210  

４　有形固定資産の取得による支
出

 △259,754 △162,713  

５　有形固定資産の売却による収
入

 65,736 76,989  

６　無形固定資産の取得による支
出

 △2,758 △16,252  

７　その他  △4,040 △14,400  

投資活動によるキャッシュ・フ
ロー

 △261,714 △88,166 173,547

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フ
ロー

    

１　長期借入金の返済による支出  △457,096 △362,008  

２　配当金の支払額  △133,496 △108,051  

財務活動によるキャッシュ・フ
ロー

 △590,592 △470,059 120,533

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算
差額

 67,918 9,103 △58,814

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額
（△は減少額）

 △388,633 △136,071 252,562

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  2,019,189 1,630,556 △388,633

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高  1,630,556 1,494,484 △136,071
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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
前連結会計年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１　連結の範囲に関する事項

(1）連結子会社の数

　全ての連結子会社１社を連結の範囲に含

めております。

　全ての連結子会社１社を連結の範囲に含

めております。

連結子会社の名称

BIG FOOT MANUFACTURING INC.

連結子会社の名称

BIG FOOT MANUFACTURING INC.

　当連結会計年度において、連結子会社で

あった、

BIG FOOT CANADA MANAGEMENT CO.、

BIG FOOT MANUFACTURING INC.、

BIG FOOT HAND-HEWN LOG HOMES INC.の３

社はBIG FOOT MANUFACTUREING INC.を存続

会社として合併いたしました。

 

(2）主要な非連結子会社の

名称等

　非連結子会社はありません。 同左

２　持分法の適用に関する事

項

　該当事項はありません。 同左

３　連結子会社の事業年度等

に関する事項

　すべての連結子会社の事業年度の末日は、

連結決算日と一致しております。

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

ａ　満期保有目的の債券

　償却原価法（定額法）によっており

ます。

①　有価証券

ａ　満期保有目的の債券

同左

ｂ　その他有価証券

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。

ｂ　その他有価証券

時価のないもの

同左

②　デリバティブ

　時価法によっております。

②　デリバティブ

同左

③　たな卸資産

ａ　商品

　個別法による原価法によっておりま

す。

③　たな卸資産

ａ　商品

同左

ｂ　未成工事支出金

　個別法による原価法によっておりま

す。

ｂ　未成工事支出金

同左

ｃ　販売用不動産

個別法による原価法によっておりま

す。

なお、フェザント事業に関する販売

用不動産については、販売見込収益

(最大３年間の見込)に対する当期販売

実績の割合により原価配賦しておりま

す。

ｃ　販売用不動産

同左 

ｄ　仕掛販売用不動産

個別法による原価法によっておりま

す。

ｄ　仕掛販売用不動産

同左 
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項目
前連結会計年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

ｅ　仕掛品、原材料

　先入先出法による原価法によってお

ります。

ｅ　仕掛品、原材料

同左

ｆ　貯蔵品

　総平均法による原価法によっており

ます。

ｆ　貯蔵品

同左

(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

　当社及び在外連結子会社は、定率法に

よっております。

　ただし、当社が、平成10年４月１日以

降に取得した建物（建物附属設備は除

く）及び青葉台展示場の資産については、

定額法によっております。

　なお、主な耐用年数は次の通りであり

ます。

建物及び構築物　　　　　７～34年

機械装置及び運搬具　　　４～５年

①　有形固定資産

同左

②　無形固定資産

　当社は、定額法によっております。な

お、ソフトウェア（自社利用分）につい

ては、社内における利用可能期間（５

年）に基づく定額法によっております。

　在外連結子会社は、定率法によってお

ります。

②　無形固定資産

同左

(3）重要な引当金の計上基

準

①　貸倒引当金

　当社は、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

率に基づいて計上し、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

検討し回収不能見込額を計上することと

しております。

　なお、当期の計上はありません。

①　貸倒引当金

　当社は、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

率に基づいて計上し、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

検討し回収不能見込額を計上しておりま

す。

②　アフターサービス引当金

　当社は、販売後の無償サービスに備え

るため、当該サービス期間に対応する見

積り費用を、過去の実績値を勘案し計上

しております。

②　アフターサービス引当金

同左

③　役員賞与引当金

――――

③　役員賞与引当金

　当社は、役員賞与の支出に備えるため、

当連結会計年度末における支給見込額を

計上しております。

（会計方針の変更）

　当連結会計年度より、「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は、それぞれ

12,000千円減少しております。

　なお、セグメント情報に与える影響は、

該当箇所に記載しております。
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項目
前連結会計年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

④　退職給付引当金

　当社は、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

債務及び年金資産の見込額に基づき計上

しております。

④　退職給付引当金

　当社は、従業員の退職に備えるため、

当連結会計年度末における功労加算金見

込額を計上しております。

――――

　

　（追加情報）

　当社は、平成18年10月１日に従来の適

格退職年金制度から確定拠出年金制度へ

移行しております。

　この移行に伴う損益への影響はありま

せん。

⑤　役員退職慰労引当金

　当社は、役員の退職慰労金の支払に備

えるため、内規による期末要支給額を計

上しております。

⑤　役員退職慰労引当金

同左

(4）重要な外貨建の資産又

は負債の本邦通貨への

換算の基準

　当社は、外貨建金銭債権債務については、

連結決算日の直物為替相場により円貨に換

算し、換算差額は損益として処理しており

ます。なお、在外子会社の資産、負債、収

益及び費用は、連結決算日の直物為替相場

により円貨に換算し、換算差額は資本の部

における為替換算調整勘定としております。

　当社は、外貨建金銭債権債務については、

連結決算日の直物為替相場により円貨に換

算し、換算差額は損益として処理しており

ます。なお、在外子会社の資産、負債、収

益及び費用は、連結決算日の直物為替相場

により円貨に換算し、換算差額は純資産の

部における為替換算調整勘定としておりま

す。

(5）重要なリース取引の処

理方法

　当社は、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。

　なお、在外連結子会社については、通常

の売買取引に準じた会計処理によっており

ます。

同左

(6）重要なヘッジ会計の方

法

①　ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理によっております。た

だし、特例処理の要件を満たす金利ス

ワップについては特例処理を採用してお

ります。

①　ヘッジ会計の方法

　　　　　　　同左

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

イ）ヘッジ手段…為替予約、通貨スワッ

プ、通貨オプション

ヘッジ対象…商品・原材料輸入の予

定取引

ロ）ヘッジ手段…金利スワップ

ヘッジ対象…借入金利息

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

　　　　　　　同左
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項目
前連結会計年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

③　ヘッジ方針

　当社の内規である「デリバティブ取引

管理要領」に基づき、外貨建取引（商

品・原材料の輸出入取引）の為替レート

変動によるリスクをヘッジするため、為

替予約、通貨スワップ及び通貨オプショ

ン契約を締結しております。

　また、借入金に係る金利変動リスクを

ヘッジするため金利スワップ契約を締結

しております。

③　ヘッジ方針

　　　　　　　同左

④　ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動

又は相場変動の累計と、ヘッジ手段の

キャッシュ・フロー変動又は相場変動の

累計を半期ごとに比較し、その変動額の

比率によって、ヘッジの有効性を評価し

ております。

　ただし、特例処理によっている金利ス

ワップについては、有効性の評価を省略

しております。

④　ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動

又は相場変動の累計と、ヘッジ手段の

キャッシュ・フロー変動又は相場変動の

累計を半期ごとに比較し、その変動額の

比率によって、ヘッジの有効性を評価し

ております。

　なお、当連結会計年度において一部の

デリバティブ取引にヘッジの有効性を認

識できない取引が生じたため、当該デリ

バティブ取引については、ヘッジ会計を

適用していないものがあります。

　ただし、特例処理によっている金利ス

ワップについては、有効性の評価を省略

しております。

(7）その他連結財務諸表作

成のための重要な事項

①　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方法は、

全面時価評価法によっております。

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、原則５

年間で均等償却を行うこととしております。

　なお、金額的重要性の乏しい場合には、

発生年度の損益として処理することとして

おります。

――――

７　のれん及び負ののれんの

償却に関する事項

―――― 　のれんの償却については、原則５年間の

定額法により行うこととしております。

８　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。

――――

９　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、要求払預金及び取得日から

３ヶ月以内に満期日の到来する流動性の高

い、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短

期的な投資であります。

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17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３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

利益は194,605千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。

―――― （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、2,721,326千円

であります。　

　なお、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、連結財務諸表規則の改正に伴い、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18年３月31日）

当連結会計年度
（平成19年３月31日）

※１　担保に供している資産及びこれに対する債務は、次

の通りであります。

担保に供している資産

※１　担保に供している資産及びこれに対する債務は、次

の通りであります。

担保に供している資産

建物及び構築物 7,015千円

土地 2,402,821千円

計 2,409,837千円

建物及び構築物 4,634千円

土地  2,343,711千円

計 2,348,346千円

上記に対する債務 上記に対する債務

一年以内返済予定の長期借入金 247,720千円

長期借入金 1,156,060千円

計 1,403,780千円

一年以内返済予定の長期借入金 228,520千円

長期借入金 731,940千円

計 960,460千円

　なお、利付国債9,980千円（「投資有価証券」）を

宅地建物取引業法に基づく営業保証金として、東京法

務局に供託しております。

　なお、利付国債9,982千円（「投資有価証券」）を

宅地建物取引業法に基づく営業保証金として、東京法

務局に供託しております。

※２　当社の発行済株式総数 普通株式 20,655株 ※２　　　　　　　　―――――

３　偶発債務

　自社提携ローン申込者に対して、当該土地・建物に

対する抵当権設定が完了するまでの間の住宅ローンに

対して保証を行っております。

３　偶発債務

　自社提携ローン申込者に対して、当該土地・建物に

対する抵当権設定が完了するまでの間の住宅ローンに

対して保証を行っております。

債務保証（16件） 175,520千円 債務保証（３件） 64,100千円
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（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※１　販売費及び一般管理費の主なもの ※１　販売費及び一般管理費の主なもの

広告宣伝費及び販売促進費 462,859千円

アフターサービス引当金繰入額 55,394千円

給与手当及び雑給 833,032千円

退職給付費用 15,082千円

役員退職慰労引当金繰入額 5,220千円

減価償却費 84,020千円

広告宣伝費及び販売促進費    518,808千円

アフターサービス引当金繰入額 46,594千円

給与手当及び雑給    839,807千円

役員賞与引当金繰入額 12,000千円

退職給付費用   8,444千円

役員退職慰労引当金繰入額 62,347千円

貸倒引当金繰入額 22,095千円

減価償却費  59,128千円

※２　一般管理費に含まれる研究開発費は、91,864千円で

あります。

※２　一般管理費に含まれる研究開発費は、88,280千円で

あります。

※３　固定資産売却益の内容は次の通りであります。 ※３　固定資産売却益の内容は次の通りであります。

建物及び構築物 33,782千円 土地       545千円

建物及び構築物、機械装置及び運

搬具、及び土地（一括売却）
6,044千円

計 6,589千円

※４　　　　　　　　――――― ※４　固定資産売却損の内容は次の通りであります。

建物及び構築物 1,718千円

土地 2,199千円

計 3,918千円

※５　固定資産除却損の内容は次の通りであります。 ※５　固定資産除却損の内容は次の通りであります。

建物及び構築物 49,425千円

解体撤去費用 12,647千円

計 62,073千円

建物及び構築物 17,021千円

解体撤去費用 4,067千円

計 21,089千円

※６　　　　　　　　――――― ※６　物流センター閉鎖損失

 連結子会社であるBFM社における、カナダ物流セン

ターの閉鎖に伴って発生した損失であります。

※７　減損損失 ※７　　　　　　　　―――――

当連結会計年度において、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ております。

 

場　所 用　途 種　類

石川県能美市 遊休資産 土地

山梨県北杜市 遊休資産 土地

当社グループは他の資産又は資産グループのキャッ

シュ・フローから概ね独立したキャッシュ・フローを

生み出す最小の単位によって資産をグループ化して減

損の検討を行っております。

　その結果、遊休資産は継続的な地価の下落等により、

当該資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該

減少額を減損損失194,605千円として特別損失に計上し

ました。その内訳は、すべて土地によるものです。

　なお、回収可能価額は主として正味売却価額により

測定しております。
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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18年４月１日　至　平成19年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

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 20,655 20,655 － 41,310

合計 20,655 20,655 － 41,310

　　（注）平成19年１月１日付で株式分割(１株につき２株の割合で分割)を実施したことによる増加であります。

２．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６月29日

定時株主総会
普通株式 51,637 2,500 平成18年３月31日 平成18年６月29日

平成18年11月14日

取締役会
普通株式 56,801 2,750 平成18年９月30日 平成18年12月18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６月28日

定時株主総会
普通株式 56,801 利益剰余金 1,375 平成19年３月31日 平成19年６月29日

（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17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３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

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３月31日） （平成19年３月31日）

現金及び預金 1,630,556千円

現金及び現金同等物 1,630,556千円

現金及び預金  1,494,484千円

現金及び現金同等物 1,494,484千円

２　重要な非資金取引の内容

追加情報に記載の通り、所有目的の変更によって、有

形固定資産「建物及び構築物」及び「その他」よりたな

卸資産（「販売用不動産」）へ80,623千円、たな卸資産

（「販売用不動産」）より有形固定資産「土地」へ53,946

千円の振替を行っております。

２　　　　　　　　　―――――
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（デリバティブ取引関係）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１　取引の状況に関する事項

（1）　取引の内容

　利用しているデリバティブ取引は、通貨関連では為

替予約取引、通貨スワップ取引、通貨オプション取引、

金利関係では金利スワップ取引であります。

１　取引の状況に関する事項

（1）　取引の内容

同左

（2）　取引に対する取組方針

　デリバティブ取引は、将来の為替・金利の変動によ

るリスク回避を目的としており、投機的な取引は行わ

ない方針であります。

（2）　取引に対する取組方針

同左

（3）　取引の利用目的

　デリバティブ取引は、通貨関連では、外貨建取引

（商品・原材料の輸入取引）の為替レート変動による

リスクをヘッジするため、為替予約、通貨スワップ及

び通貨オプション契約を締結しております。また、金

利関連では借入金に係る金利変動リスクをヘッジする

ため金利スワップ契約を締結しております。

　なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を

行っております。

（3）　取引の利用目的

　デリバティブ取引は、通貨関連では、外貨建取引

（商品・原材料の輸入取引）の為替レート変動による

リスクをヘッジするため、為替予約、通貨スワップ及

び通貨オプション契約を締結しております。また、金

利関連では借入金に係る金利変動リスクをヘッジする

ため金利スワップ契約を締結しております。

　なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を

行っております。

①ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理によっております。ただし特例処

理の要件を満たす金利スワップについては特例処理

を採用しております。

①ヘッジ会計の方法

同左

②ヘッジ手段とヘッジ対象

イ）ヘッジ手段……為替予約、通貨スワップ、通貨

オプション

ヘッジ対象……商品・原材料輸入の予定取引

ロ）ヘッジ手段……金利スワップ

ヘッジ対象……借入金利息

②ヘッジ手段とヘッジ対象

同左
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前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

③　ヘッジ方針

　当社の内規である「デリバティブ取引管理要領」

に基づき、外貨建取引（商品・原材料の輸出入取

引）の為替レート変動によるリスクをヘッジするた

め、為替予約、通貨スワップ及び通貨オプション契

約を締結しております。

　また、借入金に係る金利変動リスクをヘッジする

ため金利スワップ契約を締結しております。

③　ヘッジ方針

同左

④　ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動又は相場変

動の累計と、ヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動

又は相場変動の累計を半期ごとに比較し、その変動

額の比率によって、ヘッジの有効性を評価しており

ます。

　ただし、特例処理によっている金利スワップにつ

いては、有効性の評価を省略しております。

④　ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動又は相場変

動の累計と、ヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動

又は相場変動の累計を半期ごとに比較し、その変動

額の比率によって、ヘッジの有効性を評価しており

ます。

　なお、当連結会計年度において一部のデリバティ

ブ取引にヘッジの有効性を認識できない取引が生じ

たため、当該デリバティブ取引については、ヘッジ

会計を適用していないものがあります。

　ただし、特例処理によっている金利スワップにつ

いては、有効性の評価を省略しております。

(4）取引に係るリスクの内容

　為替予約取引、通貨スワップ取引、通貨オプション

取引は為替相場の変動によるリスクを、金利スワップ

取引は市場金利の変動によるリスクをそれぞれ有して

おります。

　なお、取引相手先は、高格付けを有する金融機関に

限定しているため信用リスクはほとんどないと認識し

ております。

(4）取引に係るリスクの内容

同左

(5）取引に係るリスク管理体制

　デリバティブ取引の執行・管理については、取引権

限及び取引限度額等を定めた社内ルールに従い、資金

担当部門が決済担当者の承認を得て行っております。

(5）取引に係るリスク管理体制

同左

２　取引の時価等に関する事項

　該当事項はありません。

　なお、為替予約取引、通貨スワップ取引、通貨オプ

ション取引及び金利スワップ取引を行っておりますが、

いずれもヘッジ会計を適用しておりますので注記の対象

から除いております。

２　取引の時価等に関する事項

(1）通貨関連

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

為替予約取引

 買建

　米国ドル

45,520 － 46,351 831

（注）１．時価については、取引先金融機関から提示され

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

は除いております。

(2）金利関連

　ヘッジ会計を適用しておりますので注記の対象か

ら除いております。
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（退職給付関係）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１　採用している退職給付制度の概要

　当社は、確定給付型の制度として、適格退職年金制度

を設けております。また、従業員の退職等に際して功労

加算金を支払います。

１　採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として、適格退職年金制度

を設けておりましたが、平成18年10月１日に確定拠出年

金制度へ全面的に移行しております。また、従業員の退

職等に際して功労加算金を支払います。

２　退職給付債務に関する事項（平成18年３月31日） ２　退職給付債務に関する事項（平成19年３月31日）

イ　退職給付債務 　△162,395千円

ロ　年金資産 129,050千円

ハ　退職給付引当金　（イ－ロ） △33,345千円

イ　退職給付債務 △26,551千円

ロ　年金資産        ― 千円

ハ　退職給付引当金　（イ－ロ） △26,551千円

　（注）退職給付債務の算定にあたっては、簡便法を採用

しております。

　（注）　　　　　　　 同左

３　退職給付費用に関する事項 ３　退職給付費用に関する事項

勤務費用（退職給付費用） 15,898千円 勤務費用（退職給付費用） 9,352千円

　（注）簡便法を採用しているため、すべて退職給付費用

に計上しております。

　（注）　　　　　　　 同左

４　退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

　当社は簡便法を採用しておりますので、基礎率につい

ては記載しておりません。

４　退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

同左

（企業結合等）

　　　該当事項はありません。
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（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17年４月１日　至　平成18年３月31日）

　当社グループは、全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメントの資産の合計額に占めるビッグフッ

ト事業（ログハウス等のキットの販売及び工事等）の割合がいずれも90％を超えているため、事業の種類別セグ

メント情報の記載を省略しております。

当連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

ビッグフット
事業

（千円）

フェザント
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 9,636,785 118,979 9,755,765 － 9,755,765

(2）セグメント間の内部売上高又は

振替高
－ － － － －

計 9,636,785 118,979 9,755,765 － 9,755,765

営業費用 8,402,227 265,272 8,667,499 573,637 9,241,137

営業利益又は営業損失 1,234,558 △146,292 1,088,265 (573,637) 514,628

Ⅱ　資産、減価償却費及び資本的支出      

資産 4,835,696 933,223 5,768,919 1,513,311 7,282,231

減価償却費 111,122 12,618 123,741 5,458 129,200

資本的支出 71,625 107,340 178,965 － 178,965

　　　（注）１．事業区分の方法

　事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。

　　２．各区分に属する主要な製品

 事業区分 主要製品

 ビッグフット事業 ログハウス等のキットの販売及び工事等

 フェザント事業 別荘タイムシェア販売及び運営管理等

　　３．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

  
　　 当連結会計年度

（千円）
主な内容

 
消去又は全社の項目に
含めた配賦不能営業費
用の金額

573,637
当社の総務・経理部門等の管理部門に係る費用で
あります。

　　（追加情報）

　当社グループは従来、ログハウス等のキットの販売及び工事等の単一事業を営んでおりましたが、前連

結会計年度下半期（平成17年10月）より営業を開始しましたフェザント事業の重要性が増したため、当連

結会計年度より事業の種類別セグメント情報を記載しております。

　なお、上記の理由により、前連結会計年度との比較は記載しておりません。
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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17年４月１日　至　平成18年３月31日）

 
日本

（千円）
北米

（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 8,952,415 79,208 9,031,623 ― 9,031,623

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
― 1,497,403 1,497,403 (1,497,403) ―

計 8,952,415 1,576,612 10,529,027 (1,497,403) 9,031,623

営業費用 8,328,724 1,557,580 9,886,305 (1,330,468) 8,555,837

営業利益 623,690 19,031 642,721 (166,935) 475,786

Ⅱ　資産 7,268,090 987,690 8,255,781 (647,624) 7,608,156

　（注）１　国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２　本邦以外の区分に属する主な国又は地域は、北米（カナダ）であります。

３　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169,453千円の主なものは、当社の本社の管

理部門に係る費用であります。

４　資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産22,650千円の主なものは、当社での長期投資資金「投資

有価証券」等であります。

当連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

 
日本

（千円）
北米

（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 9,545,363 210,402 9,755,765 － 9,755,765

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ 1,255,648 1,255,648 (1,255,648) －

計 9,545,363 1,466,051 11,011,414 (1,255,648) 9,755,765

営業費用 8,918,773 1,394,553 10,313,327 (1,072,190) 9,241,137

営業利益 626,589 71,497 698,087 (183,458) 514,628

Ⅱ　資産 6,959,577 1,011,892 7,971,469 (689,238) 7,282,231

　（注）１　国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２　本邦以外の区分に属する主な国又は地域は、北米（カナダ）であります。

３　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175,123千円の主なものは、当社の本社の管

理部門に係る費用であります。

４　資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産22,650千円の主なものは、当社での長期投資資金「投資

有価証券」等であります。

５　会計方針の変更

　　「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４(3)③に記載の通り、当連結会計年度より、「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。この変更に伴い、

従来の方法によった場合に比べて、「消去又は全社」の営業費用は12,000千円増加し、営業利益が同額減少

しております。

ｃ．海外売上高

　前連結会計年度及び当連結会計年度において、海外売上高が連結売上高の10％未満であるため、記載を省略し

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17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１株当たり純資産額 122,459.59円

１株当たり当期純利益 4,008.71円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 3,906.08円

１株当たり純資産額 67,879.00円

１株当たり当期純利益 7,121.76円

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益につ

いては、希薄化効果を有している潜在株式が存在し

ないため、記載しておりません。

―――― 　当社は、平成19年１月１日付で株式分割(１株につき

２株の割合で分割)を実施しております。１株当たり当

期純利益の算定にあたって用いております期中平均株式

数については、株式分割が期首に行われたものとして計

算しております。

　なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場

合の前連結会計年度における１株当たり情報については、

以下の通りとなります。

１株当たり純資産額 61,229.79円

１株当たり当期純利益 2,004.35円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 1,953.04円

　（注）１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下の通りであります。

 
前連結会計年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１株当たり当期純利益金額   

当期純利益（千円） 82,800 294,200

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る当期純利益（千円） 82,800 294,200

普通株式の期中平均株式数（株） 20,655 41,310

   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

当期純利益調整額（千円） － －

普通株式増加数（株） 543 －

（うち新株予約権による増加数） (543) (－)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり当期純利益の算定に含めなかった

潜在株式の概要

－ 　平成16年10月21日開催の臨時

株主総会の決議に基づく新株予

約権１種類（新株予約権の数

2,100個）。

（重要な後発事象）

前連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

――――― ―――――

（開示の省略）

リース取引、有価証券、ストック・オプション等、税効果会計、関連当事者との取引に関する注記事項につきま

しては、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。

　なお、当該注記事項につきましては、平成19年６月28日提出予定の有価証券報告書に記載しており、「証券取引

法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム」（ＥＤＩＮＥＴ）でご覧いただくことができ

ます。
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５．個別財務諸表
(1）貸借対照表

  
前事業年度

（平成18年３月31日）
当事業年度

（平成19年３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   1,620,786   1,226,654   

２　受取手形   －   100   

３　売掛金   461,706   396,123   

４　完成工事未収入金   33,888   4,801   

５　商品   238,892   206,032   

６　未成工事支出金   258,201   214,700   

７　販売用不動産   187,305   328,928   

８　仕掛販売用不動産   8,514   58,353   

９　貯蔵品   70,831   36,616   

10　前払費用   19,165   20,827   

11　未収消費税等   23,316   ―   

12　繰延税金資産   76,059   29,451   

13　為替予約   55,994   137,185   

14　その他   76,682   49,491   

15　貸倒引当金   ―   △4,533   

流動資産合計   3,131,346 42.9  2,704,735 38.7 △426,611

Ⅱ　固定資産         

１　有形固定資産         

(1）建物  521,127   546,889    

減価償却累計額  △117,580 403,546  △149,747 397,141   

(2）構築物  90,443   106,380    

減価償却累計額  △31,092 59,351  △39,744 66,636   

(3）工具器具及び備品  60,951   66,036    

減価償却累計額  △40,896 20,054  △47,182 18,854   

(4）土地   2,793,821   2,876,108   

(5）建設仮勘定   21,347   15,662   

有形固定資産合計   3,298,120 45.2  3,374,402 48.3 76,282

㈱アールシーコア　（7837）　平成 19 年３月期決算短信

－ 32 －



  
前事業年度

（平成18年３月31日）
当事業年度

（平成19年３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）

２　無形固定資産         

(1）商標権   ―   2,556   

(2）ソフトウェア   65,859   58,397   

(3）その他   3,742   4,572   

無形固定資産合計   69,601 1.0  65,526 1.0 △4,074

３　投資その他の資産         

(1）投資有価証券   34,400   34,402   

(2）関係会社株式   615,363   615,363   

(3）破産更生債権等   ―   18,430   

(4）長期前払費用   2,749   10,235   

(5）繰延税金資産   48,010   79,175   

(6）敷金保証金   77,509   77,465   

(7）その他   13,639   20,052   

(8）貸倒引当金   ―   △17,562   

投資その他の資産合計   791,671 10.9  837,562 12.0 45,891

固定資産合計   4,159,394 57.1  4,277,492 61.3 118,098

資産合計   7,290,740 100.0  6,982,227 100.0 △308,512

         

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１　買掛金   718,229   699,445   

２　工事未払金   223,936   171,113   

３　一年以内返済予定の長
期借入金

  362,008   262,000   

４　未払金   245,048   201,051   

５　未払費用   79,190   78,714   

６　未払法人税等   162,927   139,215   

７　未払消費税等   ―   42,261   

８　前受金   991,656   1,079,239   

９　未成工事受入金   727,033   537,403   

10　預り金   27,447   17,827   

11　アフターサービス引当
金

  59,000   55,488   

12　役員賞与引当金   ―   12,000   

13　繰延ヘッジ利益   67,174   ―   

流動負債合計   3,663,652 50.2  3,295,760 47.2 △367,891
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前事業年度

（平成18年３月31日）
当事業年度

（平成19年３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）

Ⅱ　固定負債         

１　長期借入金   1,191,800   929,800   

２　退職給付引当金   33,345   26,551   

３　役員退職慰労引当金   84,052   146,400   

４　長期前受金   43,800   72,153   

固定負債合計   1,352,998 18.6  1,174,905 16.8 △178,092

負債合計   5,016,650 68.8  4,470,666 64.0 △545,984

（資本の部）         

Ⅰ　資本金   560,480 7.7  ― ― ―

Ⅱ　資本剰余金         

１　資本準備金  618,925   ―    

資本剰余金合計   618,925 8.5  ― ― ―

Ⅲ　利益剰余金         

１　利益準備金  23,280   ―    

２　当期未処分利益  1,071,404   ―    

利益剰余金合計   1,094,684 15.0  ― ― ―

資本合計   2,274,089 31.2  ― ― ―

負債及び資本合計   7,290,740 100.0  ― ― ―
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前事業年度

（平成18年３月31日）
当事業年度

（平成19年３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   － －  560,480 8.0 ―

２　資本剰余金         

(1）資本準備金  －   618,925    

資本剰余金合計   － －  618,925 8.9 ―

３　利益剰余金         

(1）利益準備金  －   23,280    

繰越利益剰余金  －   1,226,120    

利益剰余金合計   － －  1,249,400 17.9 ―

株主資本合計   － －  2,428,805 34.8 ―

Ⅱ　評価・換算差額等         

１　繰延ヘッジ損益   － －  82,755 1.2 ―

評価・換算差額等合計   － －  82,755 1.2 ―

純資産合計   － －  2,511,561 36.0 ―

負債純資産合計   － －  6,982,227 100.0 ―
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(2）損益計算書

  
前事業年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３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         

１　商品売上高  5,395,999   5,580,562    

２　完成工事高  2,534,404   2,806,707    

３　その他売上高  1,022,010 8,952,415 100.0 1,158,092 9,545,363 100.0 592,948

Ⅱ　売上原価         

１　商品売上原価         

(1）期首商品たな卸高  145,216   238,892    

(2）当期商品仕入高  4,314,545   4,362,305    

合計  4,459,762   4,601,197    

(3）期末商品たな卸高  238,892   206,032    

差引  4,220,869   4,395,165    

２　完成工事原価  1,945,416   2,098,651    

３　その他売上原価  201,947 6,368,234 71.1 321,488 6,815,304 71.4 447,070

売上総利益   2,584,180 28.9  2,730,058 28.6 145,877

Ⅲ　販売費及び一般管理費   2,129,943 23.8  2,278,591 23.9 148,648

営業利益   454,237 5.1  451,466 4.7 △2,770

Ⅳ　営業外収益         

１　受取利息  2,897   2,407    

２　為替差益  48,060   18,185    

３　販売協力金  18,846   32,983    

４　損害賠償金  ―   8,532    

５　その他  11,240 81,045 0.9 11,727 73,836 0.8 △7,209

Ⅴ　営業外費用         

１　支払利息  45,578   34,390    

２　その他  2,559 48,137 0.6 2,626 37,017 0.4 △11,119

経常利益   487,145 5.4  488,285 5.1 1,139
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前事業年度

（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３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）

Ⅵ　特別利益         

　１　固定資産売却益  33,782 33,782 0.4 545 545 0.0 △33,237

Ⅶ　特別損失         

１　固定資産売却損  ―   3,918    

２　固定資産除却損  62,073   21,089    

３　減損損失  194,605 256,678 2.8 ― 25,008 0.3 △231,670

税引前当期純利益   264,249 3.0  463,822 4.8 199,573

法人税、住民税及び事
業税

 202,000   242,000    

法人税等調整額  △6,992 195,007 2.2 △41,331 200,668 2.0 5,660

当期純利益   69,242 0.8  263,154 2.8 193,912

前期繰越利益   1,053,799   ―  ―

中間配当額   51,637   ―  ―

当期未処分利益   1,071,404   ―  ―
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(3）利益処分計算書及び株主資本等変動計算書

利益処分計算書

  
前事業年度

（平成18年６月29日）

区分
注記
番号

金額（千円）

Ⅰ　当期未処分利益   1,071,404

Ⅱ　利益処分額    

１　配当金  51,637 51,637

Ⅲ　次期繰越利益   1,019,766

　（注）　日付は株主総会承認日であります。

株主資本等変動計算書

当事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本
合計資本準備金

資本剰余金
合計

利益準備金

その他利益
剰余金 利益剰余金

合計繰越利益
剰余金

平成18年３月31日　残高　(千円) 560,480 618,925 618,925 23,280 1,071,404 1,094,684 2,274,089

事業年度中の変動額

剰余金の配当（注） － － － － △51,637 △51,637 △51,637

剰余金の配当 － － － － △56,801 △56,801 △56,801

当期純利益 － － － － 263,154 263,154 263,154

株主資本以外の項目の事業年度中の
変動額(純額)

－ － － － － － －

事業年度中の変動額合計　(千円) － － － － 154,715 154,715 154,715

平成19年３月31日　残高　(千円) 560,480 618,925 618,925 23,280 1,226,120 1,249,400 2,428,805

評価・換算差額等
純資産合計

繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計

平成18年３月31日　残高　(千円) － － 2,274,089

事業年度中の変動額

剰余金の配当（注） － － △51,637

剰余金の配当 － － △56,801

当期純利益 － － 263,154

株主資本以外の項目の事業年度中の
変動額(純額)

82,755 82,755 82,755

事業年度中の変動額合計　(千円) 82,755 82,755 237,471

平成19年３月31日　残高　(千円) 82,755 82,755 2,511,561

　　（注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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６．その他
(1）生産、受注及び販売の状況

①　生産実績

　当社グループが営む事業では、生産実績を定義することが困難であるため、記載しておりません。

②　受注実績及び販売実績

前連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

部門名称 品目名称
前期繰越高
（千円）

当期受注
又は契約高
（千円）

計
（千円）

当期売上高
（千円）

次期繰越高
当期施工高
（千円）手持高

（千円）
うち施工高
（千円、％）

直販部門

ログハウス等

キット販売
377,457 114,576 492,033 180,300 311,733 ― ― ―

ログハウス等工

事
1,669,589 3,002,616 4,672,206 2,534,404 2,137,801 351,294 16.4 2,457,135

その他 ― ― ― 6,300 ― ― ― ―

（小計） 2,047,046 3,117,193 5,164,239 2,721,004 2,449,534 351,294 ― 2,457,135

販社(BES)

部門

ログハウス等

キット販売
1,798,302 6,044,687 7,842,989 5,215,699 2,627,289 ― ― ―

その他 ― ― ― 943,491 ― ― ― ―

（小計） 1,798,302 6,044,687 7,842,989 6,159,190 2,627,289 ― ― ―

北米部門

ログハウス等

キット販売
23,406 72,198 95,605 79,208 16,397 ― ― ―

その他 ― ― ― ― ― ― ― ―

(小計) 23,406 72,198 95,605 79,208 16,397 ― ― ―

フェザントプ

ロジェクト

 

 

別荘タイムシェ

ア分譲販売
― 70,201 70,201 67,871 2,330 ― ― ―

その他 ― ― ― 4,348 ― ― ― ―

(小計) ― 70,201 70,201 72,219 2,330 ― ― ―

合計 3,868,755 9,304,280 13,173,035 9,031,623 5,095,551 351,294 ― 2,457,135

　（注）１　前連結会計年度以前に受注したもので契約の更改等により金額に変更のあるものについては、受注高に含め

ております。

２　外貨建受注高及び繰越高については、連結決算日の直物為替相場により換算しております。

３　次期繰越高のうち施工高については、未成工事支出金により手持工事の施工高を推定したものであります。

４　「ログハウス等工事」の施工高は（売上高＋次期繰越施工高－前期繰越施工高）に一致しております。

５　各部門の「その他」(販促物販売収入等)は、受注（又は契約）管理を行っておりませんので、「前期繰越高」

「当期受注又は契約高」及び「次期繰越高」の欄の記載は行っておりません。

６　フェザントプロジェクトの契約高及び売上高には、固定資産に係る売却高67,877千円は含まれておりません。
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当連結会計年度(自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日)

セグメント
区分

部門名称 品目名称
前期繰越
高
（千円）

当期受注
又は契約
高
（千円）

計
（千円）

当期売上
高
（千円）

次期繰越高
当期施工
高
（千円）

手持高
（千円）

うち施工高

（千円） （％）

ビッグ

フット

事業

直販部門

ログハウス等

キット販売
311,733 91,368 403,102 157,073 246,029 ― ― ―

ログハウス等

工事
2,137,801 2,643,598 4,781,399 2,806,707 1,974,692 305,405 15.8 2,501,301

その他 ― ― ― 10,010 ― ― ― ―

（小計） 2,449,534 2,734,967 5,184,502 2,973,791 2,220,721 305,405 ― 2,501,301

販社(BES)　

部門

ログハウス等

キット販売
2,627,289 5,554,438 8,181,727 5,423,489 2,758,238 ― ― ―

その他 ― ― ― 1,029,102 ― ― ― ―

（小計） 2,627,289 5,554,438 8,181,727 6,452,591 2,758,238 ― ― ―

 北米部門

ログハウス等

キット販売
16,397 69,284 85,681 66,840 18,841 ― ― ―

その他 ― ― ― 143,562 ― ― ― ―

（小計） 16,397 69,284 85,681 210,402 18,841 ― ― ―

小計  5,093,221 8,358,689 13,451,911 9,636,785 4,997,801 305,405 ― 2,501,301

フェザント

事業

フェザントプ

ロジェクト

別荘タイムシェ

ア販売
2,330 72,734 75,064 75,064 ― ― ― ―

その他 ― ― ― 43,915 ― ― ― ―

 小計  2,330 72,734 75,064 118,979 ― ― ― ―

　　　　　　　 　　合計　　　　　 5,095,551 8,431,424 13,526,975 9,755,765 4,997,801 305,405 ― 2,501,301

　（注）１　前連結会計年度以前に受注したもので契約の更改等により金額に変更のあるものについては、受注高に含め

ております。

２　外貨建受注高及び繰越高については、連結決算日の直物為替相場により換算しております。

３　次期繰越高のうち施工高については、未成工事支出金により手持工事の施工高を推定したものであります。

４　「ログハウス等工事」の施工高は（売上高＋次期繰越施工高－前期繰越施工高）に一致しております。

５　各部門の「その他」(販促物販売収入等)は、受注（又は契約）管理を行っておりませんので、「前期繰越高」

「当期受注又は契約高」及び「次期繰越高」の欄の記載は行っておりません。
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(2）役員の異動

①　代表取締役の異動

　該当事項はありません。

②　その他の役員の異動（平成19年６月28日付予定）

新任監査役候補

　（常勤）監査役　上野　勝博（現　顧問）

辞任監査役

　　　（常勤）監査役　浅海　直樹
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