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平成19年５月30日 

  各  位 

                         会 社 名 松 本 建 工 株 式 会 社 

                         代表者名 代 表 取 締 役 社 長 松本 節也 

                             （JASDAQ・コード 1779） 

                         問合せ先 常務取締役経営企画室長 三浦 正範 

                             （TEL． 011－741－2259） 

 

 

（修正）過年度決算短信等の一部修正に関するお知らせ 
 

 

当社が過去に提出済みの有価証券報告書並びに半期報告書に、一部修正すべき箇所がありましたの

で、平成19年５月30日付けで当該報告書の訂正報告書を北海道財務局に提出いたしました。これに伴

いまして、過年度決算短信等を一部修正いたします。なお、修正事項は主として企業集団等の状況と

注記事項が中心であり、当該修正が各年度の業績に与える影響はありません。 

修正の理由、修正する決算短信等及び修正の内容等は以下のとおりであります。 

 

 

記 

 

１ 修正の理由 

当社の子会社であるマクロホーム㈱を連結の範囲に含めていないことの説明不足等が判明したこと

により、注記事項の記載誤りと併せて過年度決算短信等の修正を行うものであります。 

 

２ 修正する決算短信等 

①平成14年３月期 決算短信（連結）  〔平成14年５月30日公表〕 

②平成15年３月期 中間決算短信（連結）〔平成14年11月22日公表〕 

③平成15年３月期 決算短信（連結）  〔平成15年５月23日公表〕 

④平成16年３月期 中間決算短信（連結）〔平成15年11月21日公表〕 

⑤平成16年３月期 決算短信（連結）  〔平成16年５月21日公表〕 

⑥平成17年３月期 中間決算短信（連結）〔平成16年11月19日公表〕 

⑦平成17年３月期 決算短信（連結）  〔平成17年５月20日公表〕 

⑧平成18年３月期 中間決算短信（連結）〔平成17年11月18日公表〕 

⑨平成18年３月期 決算短信（連結）、個別財務諸表の概要  〔平成18年５月19日公表〕 

⑩平成19年３月期 中間決算短信（連結）〔平成18年11月17日公表〕 
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３ 修正の内容 

①平成14年３月期 決算短信（連結） 

 １．企業集団等の状況 

 ４．連結財務諸表等 

  連結財務諸表作成のための基本となる事項 

   １ 連結の範囲に関する事項、２ 持分法の適用に関する事項 

 

②平成15年３月期 中間決算短信（連結） 

 １．企業集団等の状況 

 ４．中間連結財務諸表等 

  中間連結財務諸表作成のための基本となる事項 

   １ 連結の範囲に関する事項、２ 持分法の適用に関する事項 

 

③平成15年３月期 決算短信（連結） 

 １．企業集団等の状況 

 ４．連結財務諸表等 

  連結財務諸表作成のための基本となる事項 

   １ 連結の範囲に関する事項、２ 持分法の適用に関する事項 

 

④平成16年３月期 中間決算短信（連結） 

 １．企業集団等の状況 

 ４．中間連結財務諸表等 

  中間連結財務諸表作成のための基本となる事項 

   １ 連結の範囲に関する事項、２ 持分法の適用に関する事項 

 

⑤平成16年３月期 決算短信（連結） 

 １．企業集団等の状況 

 ４．連結財務諸表等 

  連結財務諸表作成のための基本となる事項 

   １ 連結の範囲に関する事項、２ 持分法の適用に関する事項 

 

⑥平成17年３月期 中間決算短信（連結） 

 １．企業集団等の状況 

 ４．中間連結財務諸表等 

  中間連結財務諸表作成のための基本となる事項 

   １ 連結の範囲に関する事項、２ 持分法の適用に関する事項 
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⑦平成17年３月期 決算短信（連結） 

 １．企業集団等の状況 

 ４．連結財務諸表等 

  連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

   １ 連結の範囲に関する事項、２ 持分法の適用に関する事項 

 

⑧平成18年３月期 中間決算短信（連結） 

 １．企業集団等の状況 

 ４．中間連結財務諸表等 

  中間連結財務諸表作成のための基本となる事項 

   １ 連結の範囲に関する事項、２ 持分法の適用に関する事項 

 

⑨平成18年３月期 決算短信（連結）、個別財務諸表の概要 

 １．企業集団等の状況 

 ４．連結財務諸表等 

  連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

   １ 連結の範囲に関する事項、２ 持分法の適用に関する事項 

  注記事項 

   （連結貸借対照表関係） 

   （関連当事者との取引） 

 ６．個別財務諸表等 

  注記事項 

   （貸借対照表関係） 

 

⑩平成19年３月期 中間決算短信（連結） 

 １．企業集団等の状況 

 ４．中間連結財務諸表等 

  中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

   １ 連結の範囲に関する事項、２ 持分法の適用に関する事項 

 

４ 修正の箇所 

修正箇所は下線を付して表示しております。 
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①平成14年３月期 決算短信（連結） 

 

１．企業集団等の状況 

 

（修正前） 

 

区分 事業の内容 会社名 関連事業及び会社名 

ＦＰ工法住宅等建築の請負 
ＦＰ工法建売住宅及び注文住宅
他の建築、販売 

当社 
 
 

増改築補償工事の請負 松建ホームテック㈱ 
住宅事業 

ウレタン断熱鉄骨工法等建築の
請負(ハイストール工法) 

㈱テスク 
 

輸入材、資材の調達先 
 ㈱グロバリー 
HOME TECHNOLOGY INTERNATIONAL, 
INC. 
 
 
 
 

ウレタン断熱パネル等製品の販
売 

当社 
 製品 

販売 
事業 ウレタン断熱パネル等製品の販

売(販売代理店) 
三井物産ハウステック㈱
 

建築資材の販売 
当社 
 

ＦＰ 
事業 

商品 
販売 
事業 建築資材の販売 

(販売代理店) 
三井物産ハウステック㈱
 

ウレタン断熱パネルの製造委託先 
 松建ウッドテック㈱ 
 カネキハウジングプロダクツ㈱ 
輸入材、資材の調達先 
 ㈱グロバリー 
HOME TECHNOLOGY INTERNATIONAL, 
INC. 
 
 

輸入販売 
事業 

建築資材及び住宅関連商品の輸
入販売 

㈱グロバリー 
 

 

販売促進ツール等の販売 ㈱松建商事 

その他事業 マクロホームフランチャイズ工
務店の経営コンサルティング 
(開業営業・業務支援含む) 

マクロホーム㈱ 
 
 

 

(注) 松本建工㈱と三井物産ハウステック㈱との間に営業支援のため、業務委託契約を締結しております。 
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以上の事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。 
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（修正後） 

 

区分 事業の内容 会社名 関連事業及び会社名 

ＦＰ工法住宅等建築の請負 
ＦＰ工法建売住宅及び注文住宅
他の建築、販売 

当社 
マクロホーム㈱(注)１ 
 

増改築補償工事の請負 松建ホームテック㈱ 
住宅事業 

ウレタン断熱鉄骨工法等建築の
請負(ハイストール工法) 

㈱テスク 
 

輸入材、資材の調達先 
 ㈱グロバリー 
HOME TECHNOLOGY INTERNATIONAL, 
INC. 
 
 
 
 

ウレタン断熱パネル等製品の販
売 

当社(注)２ 製品 
販売 
事業 ウレタン断熱パネル等製品の販

売(販売代理店) 
三井物産ハウステック㈱
(注)２ 

建築資材の販売 当社(注)２ 

ＦＰ 
事業 

商品 
販売 
事業 建築資材の販売 

(販売代理店) 
三井物産ハウステック㈱
(注)２ 

ウレタン断熱パネルの製造委託先 
 松建ウッドテック㈱ 
 カネキハウジングプロダクツ㈱ 
輸入材、資材の調達先 
 ㈱グロバリー 
HOME TECHNOLOGY INTERNATIONAL, 
INC. 
 
 

輸入販売 
事業 

建築資材及び住宅関連商品の輸
入販売 

㈱グロバリー 
 

 

その他事業 販売促進ツール等の販売 ㈱松建商事  

(注) １ 子会社であるマクロホーム㈱について連結財務諸表の範囲に含めておりませんが、その理由は下記の通

りであります。 

 

    （マクロホーム㈱の事業目的） 

     マクロホーム㈱は、ＦＰ工法による住宅を一層普及させるべく、地域密着型の優良な工務店を育成する

ことで、顧客が安心して生活できる高性能住宅を継続的に提供することを目的としております。 

    （マクロホーム㈱の事業内容） 

    ① 工務店に対する経営コンサルティング 

    ② 新規工務店開業における経営者の育成 

 

     ①は、ＦＰ工法専門の工務店を育成し、健全経営をサポートするためのコンサルティングを目的として

おり、継続して顧客を募集しているところでありますが、現在までに実績はありません。 

     ②については、ＦＰ工法専門の工務店を新たに開業しようとする者（オーナー）に対して、マクロホー

ム㈱の管理、指導のもとで実際に経営を経験しながら、必要な知識を習得するとともに、建設業法に定

める経営業務の管理責任者を育成することを目的としております。 

     オーナーとの契約により、当初５年間はマクロホーム㈱の取締役として支店を開設、そこで支店経営を

実践し、契約期間満了時に支店を閉鎖すると同時にオーナーが設立する会社において新たに営業を開始

することとしております。 

     併せて、契約期間満了時における支店の資産、負債および累積損益はオーナーに帰属するとされており、

支店閉鎖にあたり累積損益を精算のうえ資産、負債をオーナーが設立する会社に引き継ぐこととなりま

す。 

 

     マクロホーム㈱の財務諸表は、①の実績がなく、②における複数の支店の業績によって作成されており

ます。各支店のオーナーとの契約によって、それぞれの契約期間満了時において、計上されている資産、

負債および累積損益はマクロホーム㈱の財務諸表から除かれることとなります。 

     したがって、当社の連結財務諸表において、マクロホーム㈱を含めて作成することは妥当性を欠くこと

となり、利害関係人の判断を著しく誤らせるおそれがあると認識し、当該会社を連結の範囲に含めてお

りません。 

 

２ 松本建工㈱と三井物産ハウステック㈱との間に営業支援のため、業務委託契約を締結しております。 
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以上の事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。 
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４．連結財務諸表等 

 連結財務諸表作成のための基本となる事項 

 

(修正前) 

 

当連結会計年度 
(自 平成13年４月１日 
至 平成14年３月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成12年４月１日 
至 平成13年３月31日) 

１ 連結の範囲に関する事項 

 (1) 連結子会社 ３社 

㈱グロバリー、㈱松建商事、松建ウッドテック㈱

１ 連結の範囲に関する事項 

 (1) 連結子会社 ３社 

㈱グロバリー、㈱松建商事、松建ウッドテック㈱

 (2) 非連結子会社 

松建ホームテック㈱、マクロホーム㈱、 

HOME TECHNOLOGY INTERNATIONAL,INC. 

 上記非連結子会社の総資産、売上高、当期純損益

及び剰余金はいずれも小規模であり、全体として連

結財務諸表に重要な影響は及ぼしておりません。 

 (2) 非連結子会社 

松建ホームテック㈱、マクロホーム㈱、 

HOME TECHNOLOGY INTERNATIONAL,INC. 

 松建ウッドテック㈱については、重要性が増加し

た為当連結会計年度から連結の範囲に含めることと

いたしました。 

 上記非連結子会社の総資産、売上高、当期純損益

及び剰余金はいずれも小規模であり、全体として連

結財務諸表に重要な影響は及ぼしておりません。 

２ 持分法の適用に関する事項 

(1) 持分法を適用した関連会社 １社 

三井物産ハウステック㈱ 

２ 持分法の適用に関する事項 

(1) 持分法を適用した関連会社 １社 

三井物産ハウステック㈱ 

(2) 持分法を適用していない非連結子会社及び関連会

社 

  ・非連結子会社 

松建ホームテック㈱、マクロホーム㈱、 

HOME TECHNOLOGY INTERNATIONAL,INC. 

  ・関連会社 

カネキハウジングプロダクツ㈱、㈱テスク 

 上記非連結子会社及び関連会社の当期純損益及び

剰余金はいずれも小規模であり、全体として連結財

務諸表に重要な影響は及ぼしておりません。 

(2) 持分法を適用していない非連結子会社及び関連会

社 

  ・非連結子会社 

松建ホームテック㈱、マクロホーム㈱、 

HOME TECHNOLOGY INTERNATIONAL,INC. 

  ・関連会社 

カネキハウジングプロダクツ㈱、㈱テスク 

 上記非連結子会社及び関連会社の当期純損益及び

剰余金はいずれも小規模であり、全体として連結財

務諸表に重要な影響は及ぼしておりません。 
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(修正後) 

 

当連結会計年度 
(自 平成13年４月１日 
至 平成14年３月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成12年４月１日 
至 平成13年３月31日) 

１ 連結の範囲に関する事項 

 (1) 連結子会社 ３社 

㈱グロバリー、㈱松建商事、松建ウッドテック㈱

１ 連結の範囲に関する事項 

 (1) 連結子会社 ３社 

㈱グロバリー、㈱松建商事、松建ウッドテック㈱

 (2) 非連結子会社 

松建ホームテック㈱、マクロホーム㈱、 

HOME TECHNOLOGY INTERNATIONAL,INC. 

 非連結子会社のうちマクロホーム㈱は、新規工務

店開業における経営者（オーナー）を育成してお

り、契約によって５年間会社経営を実践し、独立す

ることとしております。なお、契約期間満了時にお

いて、事業にかかる累積損益を精算のうえ資産、負

債をオーナーが設立する会社に引き継ぐこととして

おります。 

 このことから、契約期間満了時において、計上さ

れている資産、負債および損益についてはマクロホ

ーム㈱の財務諸表から除かれることとなります。し

たがって、連結財務諸表において、マクロホーム㈱

を連結の範囲に含めることは妥当性を欠くこととな

り、利害関係人の判断を著しく誤らせるおそれがあ

ると認識し、連結の範囲に含めておりません。 

 マクロホーム㈱以外の上記非連結子会社の総資

産、売上高、当期純損益及び剰余金はいずれも小規

模であり、全体として連結財務諸表に重要な影響は

及ぼしておりません。 

 (2) 非連結子会社 

松建ホームテック㈱、マクロホーム㈱、 

HOME TECHNOLOGY INTERNATIONAL,INC. 

 松建ウッドテック㈱については、重要性が増加し

た為当連結会計年度から連結の範囲に含めることと

いたしました。 

 上記非連結子会社の総資産、売上高、当期純損益

及び剰余金はいずれも小規模であり、全体として連

結財務諸表に重要な影響は及ぼしておりません。 

２ 持分法の適用に関する事項 

(1) 持分法を適用した関連会社 １社 

三井物産ハウステック㈱ 

２ 持分法の適用に関する事項 

(1) 持分法を適用した関連会社 １社 

三井物産ハウステック㈱ 
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当連結会計年度 
(自 平成13年４月１日 
至 平成14年３月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成12年４月１日 
至 平成13年３月31日) 

(2) 持分法を適用していない非連結子会社及び関連会

社 

  ・非連結子会社 

松建ホームテック㈱、マクロホーム㈱、 

HOME TECHNOLOGY INTERNATIONAL,INC. 

  ・関連会社 

カネキハウジングプロダクツ㈱、㈱テスク 

 持分法を適用していない非連結子会社のうちマク

ロホーム㈱は、新規工務店開業における経営者（オ

ーナー）を育成しており、契約によって５年間会社

経営を実践し、独立することとしております。な

お、契約期間満了時において、事業にかかる累積損

益を精算のうえ資産、負債をオーナーが設立する会

社に引き継ぐこととしております。 

 このことから、契約期間満了時において、計上さ

れている資産、負債および損益についてはマクロホ

ーム㈱の財務諸表から除かれることとなります。し

たがって、連結財務諸表において、マクロホーム㈱

を持分法の適用に含めることは妥当性を欠くことと

なり、利害関係人の判断を著しく誤らせるおそれが

あると認識し、持分法の適用に含めておりません。

 マクロホーム㈱以外の上記非連結子会社及び関連

会社の当期純損益及び剰余金はいずれも小規模であ

り、全体として連結財務諸表に重要な影響は及ぼし

ておりません。 

(2) 持分法を適用していない非連結子会社及び関連会

社 

  ・非連結子会社 

松建ホームテック㈱、マクロホーム㈱、 

HOME TECHNOLOGY INTERNATIONAL,INC. 

  ・関連会社 

カネキハウジングプロダクツ㈱、㈱テスク 

 上記非連結子会社及び関連会社の当期純損益及び

剰余金はいずれも小規模であり、全体として連結財

務諸表に重要な影響は及ぼしておりません。 

 



 
ファイル名:2007_05_30_2002(H14)0930_050.doc 更新日時:2007/05/29 15:30 印刷日時:07/05/30 11:18 

― 11 ― 

②平成15年３月期 中間決算短信（連結） 

 

１．企業集団等の状況 

 

（修正前） 

 

区分 事業の内容 会社名 関連事業及び会社名 

ＦＰ工法住宅等建築の請負 
ＦＰ工法建売住宅及び注文住宅
他の建築、販売 

当社 
 
 

増改築補償工事の請負 松建ホームテック㈱ 
住宅事業 

ウレタン断熱鉄骨工法等建築の
請負(ハイストール工法) 

㈱テスク 

輸入材、資材の調達先 
 ㈱グロバリー 
HOME TECHNOLOGY INTERNATIONAL, 
INC. 
 
 
 
 

ウレタン断熱パネル等製品の販
売 

当社 製品 
販売 
事業 ウレタン断熱パネル等製品の販

売(販売代理店) 
三井物産ハウステック㈱

建築資材の販売 当社 

ＦＰ 
事業 

商品 
販売 
事業 建築資材の販売 

(販売代理店) 
三井物産ハウステック㈱

ウレタン断熱パネルの製造委託先 
 松建ウッドテック㈱ 
 カネキハウジングプロダクツ㈱ 
輸入材、資材の調達先 
 ㈱グロバリー 
HOME TECHNOLOGY INTERNATIONAL, 
INC. 
 
 

輸入販売 
事業 

建築資材及び住宅関連商品の輸
入販売 

㈱グロバリー  

販売促進ツール等の販売 ㈱松建商事 

その他事業 マクロホームフランチャイズ工
務店の経営コンサルティング 
(開業営業・業務支援含む) 

マクロホーム㈱ 
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以上の事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。 
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（修正後） 

 

区分 事業の内容 会社名 関連事業及び会社名 

ＦＰ工法住宅等建築の請負 
ＦＰ工法建売住宅及び注文住宅
他の建築、販売 

当社 
マクロホーム㈱(注) 
 

増改築補償工事の請負 松建ホームテック㈱ 
住宅事業 

ウレタン断熱鉄骨工法等建築の
請負(ハイストール工法) 

㈱テスク 

輸入材、資材の調達先 
 ㈱グロバリー 
HOME TECHNOLOGY INTERNATIONAL, 
INC. 
 
 
 
 

ウレタン断熱パネル等製品の販
売 

当社 製品 
販売 
事業 ウレタン断熱パネル等製品の販

売(販売代理店) 
三井物産ハウステック㈱

建築資材の販売 当社 

ＦＰ 
事業 

商品 
販売 
事業 建築資材の販売 

(販売代理店) 
三井物産ハウステック㈱

ウレタン断熱パネルの製造委託先 
 松建ウッドテック㈱ 
 カネキハウジングプロダクツ㈱ 
輸入材、資材の調達先 
 ㈱グロバリー 
HOME TECHNOLOGY INTERNATIONAL, 
INC. 
 
 

輸入販売 
事業 

建築資材及び住宅関連商品の輸
入販売 

㈱グロバリー  

その他事業 販売促進ツール等の販売 ㈱松建商事  

(注)   子会社であるマクロホーム㈱について連結財務諸表の範囲に含めておりませんが、その理由は下記の通

りであります。 

 

    （マクロホーム㈱の事業目的） 

     マクロホーム㈱は、ＦＰ工法による住宅を一層普及させるべく、地域密着型の優良な工務店を育成する

ことで、顧客が安心して生活できる高性能住宅を継続的に提供することを目的としております。 

    （マクロホーム㈱の事業内容） 

    ① 工務店に対する経営コンサルティング 

    ② 新規工務店開業における経営者の育成 

 

     ①は、ＦＰ工法専門の工務店を育成し、健全経営をサポートするためのコンサルティングを目的として

おり、継続して顧客を募集しているところでありますが、現在までに実績はありません。 

     ②については、ＦＰ工法専門の工務店を新たに開業しようとする者（オーナー）に対して、マクロホー

ム㈱の管理、指導のもとで実際に経営を経験しながら、必要な知識を習得するとともに、建設業法に定

める経営業務の管理責任者を育成することを目的としております。 

     オーナーとの契約により、当初５年間はマクロホーム㈱の取締役として支店を開設、そこで支店経営を

実践し、契約期間満了時に支店を閉鎖すると同時にオーナーが設立する会社において新たに営業を開始

することとしております。 

     併せて、契約期間満了時における支店の資産、負債および累積損益はオーナーに帰属するとされており、

支店閉鎖にあたり累積損益を精算のうえ資産、負債をオーナーが設立する会社に引き継ぐこととなりま

す。 

 

     マクロホーム㈱の財務諸表は、①の実績がなく、②における複数の支店の業績によって作成されており

ます。各支店のオーナーとの契約によって、それぞれの契約期間満了時において、計上されている資産、

負債および累積損益はマクロホーム㈱の財務諸表から除かれることとなります。 

     したがって、当社の連結財務諸表において、マクロホーム㈱を含めて作成することは妥当性を欠くこと

となり、利害関係人の判断を著しく誤らせるおそれがあると認識し、当該会社を連結の範囲に含めてお

りません。 

 



 
ファイル名:2007_05_30_2002(H14)0930_050.doc 更新日時:2007/05/29 15:30 印刷日時:07/05/30 11:18 

― 14 ― 

 

以上の事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。 
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４．中間連結財務諸表等 

 中間連結財務諸表作成のための基本となる事項 

 

(修正前) 

 

前中間連結会計期間 
(自 平成13年４月１日 
至 平成13年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成14年４月１日 
至 平成14年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成13年４月１日 
至 平成14年３月31日) 

１ 連結の範囲に関する事項 

 (1) 連結子会社 ３社 

   ㈱グロバリー、㈱松建商事、 

   松建ウッドテック㈱ 

１ 連結の範囲に関する事項 

 (1) 連結子会社 ３社 

   ㈱グロバリー、㈱松建商事、

   松建ウッドテック㈱ 

１ 連結の範囲に関する事項 

 (1) 連結子会社 ３社 

   ㈱グロバリー、㈱松建商事、

   松建ウッドテック㈱ 

 (2) 非連結子会社 

   松建ホームテック㈱、 

   マクロホーム㈱、 

   HOME TECHNOLOGY  

   INTERNATIONAL,INC. 

上記非連結子会社の総資

産、売上高、中間純損益及び

剰余金はいずれも小規模であ

り、全体として中間連結財務

諸表に重要な影響は及ぼして

おりません。 

 (2) 非連結子会社 

   松建ホームテック㈱、 

   マクロホーム㈱、 

   HOME TECHNOLOGY  

   INTERNATIONAL,INC. 

上記非連結子会社の総資

産、売上高、中間純損益及び

利益剰余金等はいずれも小規

模であり、全体として中間連

結財務諸表に重要な影響は及

ぼしておりません。 

 (2) 非連結子会社 

   松建ホームテック㈱、 

   マクロホーム㈱、 

   HOME TECHNOLOGY  

   INTERNATIONAL,INC. 

上記非連結子会社の総資

産、売上高、当期純損益及び

剰余金はいずれも小規模であ

り、全体として連結財務諸表

に重要な影響は及ぼしており

ません。 

２ 持分法の適用に関する事項 

 (1) 持分法を適用した関連会社 

   １社 

   三井物産ハウステック㈱ 

２ 持分法の適用に関する事項 

 (1) 持分法を適用した関連会社 

   １社 

   三井物産ハウステック㈱ 

２ 持分法の適用に関する事項 

 (1) 持分法を適用した関連会社 

   １社 

   三井物産ハウステック㈱ 

 (2) 持分法を適用していない非連

結子会社及び関連会社 

   ・非連結子会社 

   松建ホームテック㈱、 

   マクロホーム㈱、 

   HOME TECHNOLOGY  

   INTERNATIONAL,INC. 

   ・関連会社 

   カネキハウジングプロダクツ

㈱、㈱テスク 

    上記非連結子会社及び関連

会社の中間純損益及び剰余金

はいずれも小規模であり、全

体として中間連結財務諸表に

重要な影響は及ぼしておりま

せん。 

 (2) 持分法を適用していない非連

結子会社及び関連会社 

   ・非連結子会社 

   松建ホームテック㈱、 

   マクロホーム㈱、 

   HOME TECHNOLOGY  

   INTERNATIONAL,INC. 

   ・関連会社 

   カネキハウジングプロダクツ

㈱、㈱テスク 

    上記非連結子会社及び関連

会社の中間純損益及び利益剰

余金等はいずれも小規模であ

り、全体として中間連結財務

諸表に重要な影響は及ぼして

おりません。 

 (2) 持分法を適用していない非連

結子会社及び関連会社 

   ・非連結子会社 

   松建ホームテック㈱、 

   マクロホーム㈱、 

   HOME TECHNOLOGY  

   INTERNATIONAL,INC. 

   ・関連会社 

   カネキハウジングプロダクツ

㈱、㈱テスク 

    上記非連結子会社及び関連

会社の当期純損益及び剰余金

はいずれも小規模であり、全

体として連結財務諸表に重要

な影響は及ぼしておりませ

ん。 
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(修正後) 

 

前中間連結会計期間 
(自 平成13年４月１日 
至 平成13年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成14年４月１日 
至 平成14年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成13年４月１日 
至 平成14年３月31日) 

１ 連結の範囲に関する事項 

 (1) 連結子会社 ３社 

   ㈱グロバリー、㈱松建商事、 

   松建ウッドテック㈱ 

１ 連結の範囲に関する事項 

 (1) 連結子会社 ３社 

   ㈱グロバリー、㈱松建商事、

   松建ウッドテック㈱ 

１ 連結の範囲に関する事項 

 (1) 連結子会社 ３社 

   ㈱グロバリー、㈱松建商事、

   松建ウッドテック㈱ 

 (2) 非連結子会社 

   松建ホームテック㈱、 

   マクロホーム㈱、 

   HOME TECHNOLOGY  

   INTERNATIONAL,INC. 

上記非連結子会社の総資

産、売上高、中間純損益及び

剰余金はいずれも小規模であ

り、全体として中間連結財務

諸表に重要な影響は及ぼして

おりません。 

 (2) 非連結子会社 

   松建ホームテック㈱、 

   マクロホーム㈱、 

   HOME TECHNOLOGY  

   INTERNATIONAL,INC. 

非連結子会社のうちマクロ

ホーム㈱は、新規工務店開業

における経営者（オーナー）

を育成しており、契約によっ

て５年間会社経営を実践し、

独立することとしておりま

す。なお、契約期間満了時に

おいて、事業にかかる累積損

益を精算のうえ資産、負債を

オーナーが設立する会社に引

き継ぐこととしております。

このことから、契約期間満

了時において、計上されてい

る資産、負債および損益につ

いてはマクロホーム㈱の財務

諸表から除かれることとなり

ます。したがって、連結財務

諸表において、マクロホーム

㈱を連結の範囲に含めること

は妥当性を欠くこととなり、

利害関係人の判断を著しく誤

らせるおそれがあると認識

し、連結の範囲に含めており

ません。 

マクロホーム㈱以外の上記

非連結子会社の総資産、売上

高、中間純損益及び利益剰余

金等はいずれも小規模であ

り、全体として中間連結財務

諸表に重要な影響は及ぼして

おりません。 

 (2) 非連結子会社 

   松建ホームテック㈱、 

   マクロホーム㈱、 

   HOME TECHNOLOGY  

   INTERNATIONAL,INC. 

非連結子会社のうちマクロ

ホーム㈱は、新規工務店開業

における経営者（オーナー）

を育成しており、契約によっ

て５年間会社経営を実践し、

独立することとしておりま

す。なお、契約期間満了時に

おいて、事業にかかる累積損

益を精算のうえ資産、負債を

オーナーが設立する会社に引

き継ぐこととしております。

このことから、契約期間満

了時において、計上されてい

る資産、負債および損益につ

いてはマクロホーム㈱の財務

諸表から除かれることとなり

ます。したがって、連結財務

諸表において、マクロホーム

㈱を連結の範囲に含めること

は妥当性を欠くこととなり、

利害関係人の判断を著しく誤

らせるおそれがあると認識

し、連結の範囲に含めており

ません。 

マクロホーム㈱以外の上記

非連結子会社の総資産、売上

高、当期純損益及び剰余金は

いずれも小規模であり、全体

として連結財務諸表に重要な

影響は及ぼしておりません。
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前中間連結会計期間 
(自 平成13年４月１日 
至 平成13年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成14年４月１日 
至 平成14年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成13年４月１日 
至 平成14年３月31日) 

２ 持分法の適用に関する事項 

 (1) 持分法を適用した関連会社 

   １社 

   三井物産ハウステック㈱ 

２ 持分法の適用に関する事項 

 (1) 持分法を適用した関連会社 

   １社 

   三井物産ハウステック㈱ 

２ 持分法の適用に関する事項 

 (1) 持分法を適用した関連会社 

   １社 

   三井物産ハウステック㈱ 

 (2) 持分法を適用していない非連

結子会社及び関連会社 

   ・非連結子会社 

   松建ホームテック㈱、 

   マクロホーム㈱、 

   HOME TECHNOLOGY  

   INTERNATIONAL,INC. 

   ・関連会社 

   カネキハウジングプロダクツ

㈱、㈱テスク 

    上記非連結子会社及び関連

会社の中間純損益及び剰余金

はいずれも小規模であり、全

体として中間連結財務諸表に

重要な影響は及ぼしておりま

せん。 

 (2) 持分法を適用していない非連

結子会社及び関連会社 

   ・非連結子会社 

   松建ホームテック㈱、 

   マクロホーム㈱、 

   HOME TECHNOLOGY  

   INTERNATIONAL,INC. 

   ・関連会社 

   カネキハウジングプロダクツ

㈱、㈱テスク 

持分法を適用していない非

連結子会社のうちマクロホー

ム㈱は、新規工務店開業にお

ける経営者（オーナー）を育

成しており、契約によって５

年間会社経営を実践し、独立

することとしております。な

お、契約期間満了時におい

て、事業にかかる累積損益を

精算のうえ資産、負債をオー

ナーが設立する会社に引き継

ぐこととしております。 

このことから、契約期間満

了時において、計上されてい

る資産、負債および損益につ

いてはマクロホーム㈱の財務

諸表から除かれることとなり

ます。したがって、連結財務

諸表において、マクロホーム

㈱を持分法の適用に含めるこ

とは妥当性を欠くこととな

り、利害関係人の判断を著し

く誤らせるおそれがあると認

識し、持分法の適用に含めて

おりません。 

マクロホーム㈱以外の上記

非連結子会社及び関連会社の

中間純損益及び利益剰余金等

はいずれも小規模であり、全

体として中間連結財務諸表に

重要な影響は及ぼしておりま

せん。 

 (2) 持分法を適用していない非連

結子会社及び関連会社 

   ・非連結子会社 

   松建ホームテック㈱、 

   マクロホーム㈱、 

   HOME TECHNOLOGY  

   INTERNATIONAL,INC. 

   ・関連会社 

   カネキハウジングプロダクツ

㈱、㈱テスク 

持分法を適用していない非

連結子会社のうちマクロホー

ム㈱は、新規工務店開業にお

ける経営者（オーナー）を育

成しており、契約によって５

年間会社経営を実践し、独立

することとしております。な

お、契約期間満了時におい

て、事業にかかる累積損益を

精算のうえ資産、負債をオー

ナーが設立する会社に引き継

ぐこととしております。 

このことから、契約期間満

了時において、計上されてい

る資産、負債および損益につ

いてはマクロホーム㈱の財務

諸表から除かれることとなり

ます。したがって、連結財務

諸表において、マクロホーム

㈱を持分法の適用に含めるこ

とは妥当性を欠くこととな

り、利害関係人の判断を著し

く誤らせるおそれがあると認

識し、持分法の適用に含めて

おりません。 

    マクロホーム㈱以外の上記

非連結子会社及び関連会社の

当期純損益及び剰余金はいず

れも小規模であり、全体とし

て連結財務諸表に重要な影響

は及ぼしておりません。 
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③平成15年３月期 決算短信（連結） 

 

１．企業集団等の状況 

 

（修正前） 

 

区分 事業の内容 会社名 関連事業及び会社名 

ＦＰ工法住宅等建築の請負 
ＦＰ工法建売住宅及び注文住宅
他の建築、販売 

当社 
 
 

増改築補償工事の請負 松建ホームテック㈱ 
住宅事業 

ウレタン断熱鉄骨工法等建築の
請負 

㈱テスク 
 

輸入材、資材の調達先 
 ㈱グロバリー 
HOME TECHNOLOGY INTERNATIONAL, 
INC. 
 
 
 
 

ウレタン断熱パネル等製品の販
売 

当社 
 製品 

販売 
事業 ウレタン断熱パネル等製品の販

売(販売代理店) 
三井物産ハウステック㈱
 

建築資材の販売 当社 

ＦＰ 
事業 

商品 
販売 
事業 建築資材の販売 

(販売代理店) 
三井物産ハウステック㈱
 

ウレタン断熱パネルの製造委託先 
 松建ウッドテック㈱ 
 カネキハウジングプロダクツ㈱ 
輸入材、資材の調達先 
 ㈱グロバリー 
HOME TECHNOLOGY INTERNATIONAL, 
INC. 
 
 

輸入販売 
事業 

建築資材及び住宅関連商品の輸
入販売 

㈱グロバリー 
 

 

販売促進ツール等の販売 ㈱松建商事 

その他事業 マクロホームフランチャイズ工
務店の経営コンサルティング 
(開業営業・業務支援含む) 

マクロホーム㈱ 
 
 

 

(注) カネキハウジングプロダクツ株式会社とのウレタン断熱パネル及び屋根トラスの生産委託契約は平成15年

３月31日をもって解除しております。 
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以上の事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。 
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（修正後） 

 

区分 事業の内容 会社名 関連事業及び会社名 

ＦＰ工法住宅等建築の請負 
ＦＰ工法建売住宅及び注文住宅
他の建築、販売 

当社 
マクロホーム㈱(注)１ 
 

増改築補償工事の請負 松建ホームテック㈱ 
住宅事業 

ウレタン断熱鉄骨工法等建築の
請負 

㈱テスク 
 

輸入材、資材の調達先 
 ㈱グロバリー 
HOME TECHNOLOGY INTERNATIONAL, 
INC. 
 
 
 
 

ウレタン断熱パネル等製品の販
売 

当社 
 製品 

販売 
事業 ウレタン断熱パネル等製品の販

売(販売代理店) 
三井物産ハウステック㈱
 

建築資材の販売 当社 

ＦＰ 
事業 

商品 
販売 
事業 建築資材の販売 

(販売代理店) 
三井物産ハウステック㈱
 

ウレタン断熱パネルの製造委託先 
 松建ウッドテック㈱ 
 カネキハウジングプロダクツ㈱ 
 (注)２ 
輸入材、資材の調達先 
 ㈱グロバリー 
HOME TECHNOLOGY INTERNATIONAL, 
INC. 

輸入販売 
事業 

建築資材及び住宅関連商品の輸
入販売 

㈱グロバリー 
 

 

その他事業 販売促進ツール等の販売 ㈱松建商事  

(注) １ 子会社であるマクロホーム㈱について連結財務諸表の範囲に含めておりませんが、その理由は下記の通

りであります。 

 

    （マクロホーム㈱の事業目的） 

     マクロホーム㈱は、ＦＰ工法による住宅を一層普及させるべく、地域密着型の優良な工務店を育成する

ことで、顧客が安心して生活できる高性能住宅を継続的に提供することを目的としております。 

    （マクロホーム㈱の事業内容） 

    ① 工務店に対する経営コンサルティング 

    ② 新規工務店開業における経営者の育成 

 

     ①は、ＦＰ工法専門の工務店を育成し、健全経営をサポートするためのコンサルティングを目的として

おり、継続して顧客を募集しているところでありますが、現在までに実績はありません。 

     ②については、ＦＰ工法専門の工務店を新たに開業しようとする者（オーナー）に対して、マクロホー

ム㈱の管理、指導のもとで実際に経営を経験しながら、必要な知識を習得するとともに、建設業法に定

める経営業務の管理責任者を育成することを目的としております。 

     オーナーとの契約により、当初５年間はマクロホーム㈱の取締役として支店を開設、そこで支店経営を

実践し、契約期間満了時に支店を閉鎖すると同時にオーナーが設立する会社において新たに営業を開始

することとしております。 

     併せて、契約期間満了時における支店の資産、負債および累積損益はオーナーに帰属するとされており、

支店閉鎖にあたり累積損益を精算のうえ資産、負債をオーナーが設立する会社に引き継ぐこととなりま

す。 

 

     マクロホーム㈱の財務諸表は、①の実績がなく、②における複数の支店の業績によって作成されており

ます。各支店のオーナーとの契約によって、それぞれの契約期間満了時において、計上されている資産、

負債および累積損益はマクロホーム㈱の財務諸表から除かれることとなります。 

     したがって、当社の連結財務諸表において、マクロホーム㈱を含めて作成することは妥当性を欠くこと

となり、利害関係人の判断を著しく誤らせるおそれがあると認識し、当該会社を連結の範囲に含めてお

りません。 

 

２ カネキハウジングプロダクツ株式会社とのウレタン断熱パネル及び屋根トラスの生産委託契約は平成15

年３月31日をもって解除しております。 
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以上の事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。 
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４．連結財務諸表等 

 連結財務諸表作成のための基本となる事項 

 

(修正前) 

 

当連結会計年度 
(自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成13年４月１日 
至 平成14年３月31日) 

１ 連結の範囲に関する事項 

 (1) 連結子会社 ３社 

㈱グロバリー、㈱松建商事、松建ウッドテック㈱

１ 連結の範囲に関する事項 

 (1) 連結子会社 ３社 

㈱グロバリー、㈱松建商事、松建ウッドテック㈱

 (2) 非連結子会社 

松建ホームテック㈱、マクロホーム㈱、 

HOME TECHNOLOGY INTERNATIONAL,INC. 

 上記非連結子会社の総資産、売上高、当期純損益

及び利益剰余金等はいずれも小規模であり、全体と

して連結財務諸表に重要な影響は及ぼしておりませ

ん。 

 (2) 非連結子会社 

松建ホームテック㈱、マクロホーム㈱、 

HOME TECHNOLOGY INTERNATIONAL,INC. 

 上記非連結子会社の総資産、売上高、当期純損益

及び剰余金はいずれも小規模であり、全体として連

結財務諸表に重要な影響は及ぼしておりません。 

２ 持分法の適用に関する事項 

(1) 持分法を適用した関連会社 １社 

三井物産ハウステック㈱ 

２ 持分法の適用に関する事項 

(1) 持分法を適用した関連会社 １社 

三井物産ハウステック㈱ 

(2) 持分法を適用していない非連結子会社及び関連会

社 

  ・非連結子会社 

松建ホームテック㈱、マクロホーム㈱、 

HOME TECHNOLOGY INTERNATIONAL,INC. 

  ・関連会社 

カネキハウジングプロダクツ㈱、㈱テスク 

 上記非連結子会社及び関連会社の当期純損益及び

利益剰余金等はいずれも小規模であり、全体として

連結財務諸表に重要な影響は及ぼしておりません。

(2) 持分法を適用していない非連結子会社及び関連会

社 

  ・非連結子会社 

松建ホームテック㈱、マクロホーム㈱、 

HOME TECHNOLOGY INTERNATIONAL,INC. 

  ・関連会社 

カネキハウジングプロダクツ㈱、㈱テスク 

 上記非連結子会社及び関連会社の当期純損益及び

剰余金はいずれも小規模であり、全体として連結財

務諸表に重要な影響は及ぼしておりません。 
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(修正後) 

 

当連結会計年度 
(自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成13年４月１日 
至 平成14年３月31日) 

１ 連結の範囲に関する事項 

 (1) 連結子会社 ３社 

㈱グロバリー、㈱松建商事、松建ウッドテック㈱

１ 連結の範囲に関する事項 

 (1) 連結子会社 ３社 

㈱グロバリー、㈱松建商事、松建ウッドテック㈱

 (2) 非連結子会社 

松建ホームテック㈱、マクロホーム㈱、 

HOME TECHNOLOGY INTERNATIONAL,INC. 

 非連結子会社のうちマクロホーム㈱は、新規工務

店開業における経営者（オーナー）を育成してお

り、契約によって５年間会社経営を実践し、独立す

ることとしております。なお、契約期間満了時にお

いて、事業にかかる累積損益を精算のうえ資産、負

債をオーナーが設立する会社に引き継ぐこととして

おります。 

 このことから、契約期間満了時において、計上さ

れている資産、負債および損益についてはマクロホ

ーム㈱の財務諸表から除かれることとなります。し

たがって、連結財務諸表において、マクロホーム㈱

を連結の範囲に含めることは妥当性を欠くこととな

り、利害関係人の判断を著しく誤らせるおそれがあ

ると認識し、連結の範囲に含めておりません。 

 マクロホーム㈱以外の上記非連結子会社の総資

産、売上高、当期純損益及び利益剰余金等はいずれ

も小規模であり、全体として連結財務諸表に重要な

影響は及ぼしておりません。 

 (2) 非連結子会社 

松建ホームテック㈱、マクロホーム㈱、 

HOME TECHNOLOGY INTERNATIONAL,INC. 

 非連結子会社のうちマクロホーム㈱は、新規工務

店開業における経営者（オーナー）を育成してお

り、契約によって５年間会社経営を実践し、独立す

ることとしております。なお、契約期間満了時にお

いて、事業にかかる累積損益を精算のうえ資産、負

債をオーナーが設立する会社に引き継ぐこととして

おります。 

 このことから、契約期間満了時において、計上さ

れている資産、負債および損益についてはマクロホ

ーム㈱の財務諸表から除かれることとなります。し

たがって、連結財務諸表において、マクロホーム㈱

を連結の範囲に含めることは妥当性を欠くこととな

り、利害関係人の判断を著しく誤らせるおそれがあ

ると認識し、連結の範囲に含めておりません。 

 マクロホーム㈱以外の上記非連結子会社の総資

産、売上高、当期純損益及び剰余金はいずれも小規

模であり、全体として連結財務諸表に重要な影響は

及ぼしておりません。 
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当連結会計年度 
(自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成13年４月１日 
至 平成14年３月31日) 

２ 持分法の適用に関する事項 

(1) 持分法を適用した関連会社 １社 

三井物産ハウステック㈱ 

２ 持分法の適用に関する事項 

(1) 持分法を適用した関連会社 １社 

三井物産ハウステック㈱ 

(2) 持分法を適用していない非連結子会社及び関連会

社 

  ・非連結子会社 

松建ホームテック㈱、マクロホーム㈱、 

HOME TECHNOLOGY INTERNATIONAL,INC. 

  ・関連会社 

カネキハウジングプロダクツ㈱、㈱テスク 

 持分法を適用していない非連結子会社のうちマク

ロホーム㈱は、新規工務店開業における経営者（オ

ーナー）を育成しており、契約によって５年間会社

経営を実践し、独立することとしております。な

お、契約期間満了時において、事業にかかる累積損

益を精算のうえ資産、負債をオーナーが設立する会

社に引き継ぐこととしております。 

 このことから、契約期間満了時において、計上さ

れている資産、負債および損益についてはマクロホ

ーム㈱の財務諸表から除かれることとなります。し

たがって、連結財務諸表において、マクロホーム㈱

を持分法の適用に含めることは妥当性を欠くことと

なり、利害関係人の判断を著しく誤らせるおそれが

あると認識し、持分法の適用に含めておりません。

 マクロホーム㈱以外の上記非連結子会社及び関連

会社の当期純損益及び利益剰余金等はいずれも小規

模であり、全体として連結財務諸表に重要な影響は

及ぼしておりません。 

(2) 持分法を適用していない非連結子会社及び関連会

社 

  ・非連結子会社 

松建ホームテック㈱、マクロホーム㈱、 

HOME TECHNOLOGY INTERNATIONAL,INC. 

  ・関連会社 

カネキハウジングプロダクツ㈱、㈱テスク 

 持分法を適用していない非連結子会社のうちマク

ロホーム㈱は、新規工務店開業における経営者（オ

ーナー）を育成しており、契約によって５年間会社

経営を実践し、独立することとしております。な

お、契約期間満了時において、事業にかかる累積損

益を精算のうえ資産、負債をオーナーが設立する会

社に引き継ぐこととしております。 

 このことから、契約期間満了時において、計上さ

れている資産、負債および損益についてはマクロホ

ーム㈱の財務諸表から除かれることとなります。し

たがって、連結財務諸表において、マクロホーム㈱

を持分法の適用に含めることは妥当性を欠くことと

なり、利害関係人の判断を著しく誤らせるおそれが

あると認識し、持分法の適用に含めておりません。

 マクロホーム㈱以外の上記非連結子会社及び関連

会社の当期純損益及び剰余金はいずれも小規模であ

り、全体として連結財務諸表に重要な影響は及ぼし

ておりません。 
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④平成16年３月期 中間決算短信（連結） 

 

１．企業集団等の状況 

 

（修正前） 

 

区分 事業の内容 会社名 関連事業及び会社名 

ＦＰ工法住宅等建築の請負 
ＦＰ工法建売住宅及び注文住宅
他の建築、販売 

当社 
 
 

増改築補償工事の請負 松建ホームテック㈱ 
住宅事業 

ウレタン断熱鉄骨工法等建築の
請負 

㈱テスク 

輸入材、資材の調達先 
 ㈱グロバリー 
HOME TECHNOLOGY INTERNATIONAL, 
INC. 
 
 
 
 

ウレタン断熱パネル等製品の販
売 

当社 
 製品 

販売 
事業 ウレタン断熱パネル等製品の販

売(販売代理店) 
三井物産ハウステック㈱

建築資材の販売 当社 

ＦＰ 
事業 

商品 
販売 
事業 建築資材の販売 

(販売代理店) 
三井物産ハウステック㈱

ウレタン断熱パネル等製品の製造請負
委託 
 松建ウッドテック㈱ 
輸入材、資材の調達先 
 ㈱グロバリー 
HOME TECHNOLOGY INTERNATIONAL, 
INC. 
 
 

輸入販売 
事業 

建築資材及び住宅関連商品の輸
入販売 

㈱グロバリー  

販売促進ツール等の販売 ㈱松建商事 

その他事業 マクロホームフランチャイズ工
務店の経営コンサルティング 
(開業営業・業務支援含む) 

マクロホーム㈱ 
 
 

 

(注) カネキハウジングプロダクツ株式会社とのウレタン断熱パネル及び屋根トラスの生産委託契約は平成15年

３月31日をもって解除しております。 
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以上の事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。 

 

 

一
般
顧
客

住
宅
事
業 

当
社
（
松
本
建
工
㈱
）

○
㈱
グ
ロ
バ
リ
ー 

Ｈ
Ｏ
Ｍ
Ｅ 

Ｔ
Ｅ
Ｃ
Ｈ
Ｎ
Ｏ
Ｌ
Ｏ
Ｇ
Ｙ

Ｉ
Ｎ
Ｔ
Ｅ
Ｒ
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｉ
Ｏ
Ｎ
Ａ
Ｌ

 

Ｉ
Ｎ
Ｃ
．

○松建ホームテック㈱
増改築・補償工事 補償工事の委託

Ｆ
Ｐ
事
業

そ
の
他
事
業

・ＦＰ工法住宅等建築の請負

・ＦＰ工法建売住宅及び注文住宅他の販売 

Ｆ
Ｐ
グ
ル
ー
プ
会
員 

・ＦＰ工法 
住宅建築
の請負 

・ウレタン断熱パネル等製品の販売

・建築資材 
・住宅関連商
品の輸入
販売 

建
築
資
材
・
商
品
の
輸
出
販
売

・建築資材の販売 
・製品、商品の運送取扱 

・ウレタン断熱 
パネル等製品
の販売 

・ウレタン断熱
パネル等製品
の販売 

・建築資材の 
販売 

・建築資材の 
販売 

○
松
建
ウ
ッ
ド
テ
ッ
ク
㈱

・ウレタン
断熱パネ
ル等製品
の製造請
負 

㈱テスク 

 ウレタン断熱鉄骨工法等
建築の請負 

㈱松建商事 

・販売促進 
ツール等の販売 

○㈱グロバリー 

・建築資材及び住宅関連
商品の輸入販売 

・経営コンサル 
 ティング等 

マクロホーム㈱

輸
入
販
売
事
業

・遮断ルーフ等製品の販売 

 子会社 関連会社  

○印は連結子会社 ※印は持分法適用関連会社

※三井物産 
 ハウステック㈱
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（修正後） 

 

区分 事業の内容 会社名 関連事業及び会社名 

ＦＰ工法住宅等建築の請負 
ＦＰ工法建売住宅及び注文住宅
他の建築、販売 

当社 
マクロホーム㈱(注)１ 
 

増改築補償工事の請負 松建ホームテック㈱ 
住宅事業 

ウレタン断熱鉄骨工法等建築の
請負 

㈱テスク 

輸入材、資材の調達先 
 ㈱グロバリー 
HOME TECHNOLOGY INTERNATIONAL, 
INC. 
 
 
 
 

ウレタン断熱パネル等製品の販
売 

当社 製品 
販売 
事業 ウレタン断熱パネル等製品の販

売(販売代理店) 
三井物産ハウステック㈱

建築資材の販売 当社 

ＦＰ 
事業 

商品 
販売 
事業 建築資材の販売 

(販売代理店) 
三井物産ハウステック㈱

ウレタン断熱パネル等製品の製造請負
委託 
 松建ウッドテック㈱ 
輸入材、資材の調達先 
 ㈱グロバリー 
HOME TECHNOLOGY INTERNATIONAL, 
INC. 
 
 

輸入販売 
事業 

建築資材及び住宅関連商品の輸
入販売 

㈱グロバリー  

その他事業 販売促進ツール等の販売 ㈱松建商事  

(注) １ 子会社であるマクロホーム㈱について連結財務諸表の範囲に含めておりませんが、その理由は下記の通

りであります。 

 

    （マクロホーム㈱の事業目的） 

     マクロホーム㈱は、ＦＰ工法による住宅を一層普及させるべく、地域密着型の優良な工務店を育成する

ことで、顧客が安心して生活できる高性能住宅を継続的に提供することを目的としております。 

    （マクロホーム㈱の事業内容） 

    ① 工務店に対する経営コンサルティング 

    ② 新規工務店開業における経営者の育成 

 

     ①は、ＦＰ工法専門の工務店を育成し、健全経営をサポートするためのコンサルティングを目的として

おり、継続して顧客を募集しているところでありますが、現在までに実績はありません。 

     ②については、ＦＰ工法専門の工務店を新たに開業しようとする者（オーナー）に対して、マクロホー

ム㈱の管理、指導のもとで実際に経営を経験しながら、必要な知識を習得するとともに、建設業法に定

める経営業務の管理責任者を育成することを目的としております。 

     オーナーとの契約により、当初５年間はマクロホーム㈱の取締役として支店を開設、そこで支店経営を

実践し、契約期間満了時に支店を閉鎖すると同時にオーナーが設立する会社において新たに営業を開始

することとしております。 

     併せて、契約期間満了時における支店の資産、負債および累積損益はオーナーに帰属するとされており、

支店閉鎖にあたり累積損益を精算のうえ資産、負債をオーナーが設立する会社に引き継ぐこととなりま

す。 

 

     マクロホーム㈱の財務諸表は、①の実績がなく、②における複数の支店の業績によって作成されており

ます。各支店のオーナーとの契約によって、それぞれの契約期間満了時において、計上されている資産、

負債および累積損益はマクロホーム㈱の財務諸表から除かれることとなります。 

     したがって、当社の連結財務諸表において、マクロホーム㈱を含めて作成することは妥当性を欠くこと

となり、利害関係人の判断を著しく誤らせるおそれがあると認識し、当該会社を連結の範囲に含めてお

りません。 

 

２ カネキハウジングプロダクツ株式会社とのウレタン断熱パネル及び屋根トラスの生産委託契約は平成15

年３月31日をもって解除しております。 
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以上の事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。 

 

 

一
般
顧
客

住
宅
事
業 

当
社
（
松
本
建
工
㈱
）

○
㈱
グ
ロ
バ
リ
ー 

Ｈ
Ｏ
Ｍ
Ｅ 

Ｔ
Ｅ
Ｃ
Ｈ
Ｎ
Ｏ
Ｌ
Ｏ
Ｇ
Ｙ

Ｉ
Ｎ
Ｔ
Ｅ
Ｒ
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｉ
Ｏ
Ｎ
Ａ
Ｌ 

 

Ｉ
Ｎ
Ｃ
．

○松建ホームテック㈱
増改築・補償工事 補償工事の委託

Ｆ
Ｐ
事
業

そ
の
他
事
業

・ＦＰ工法住宅等建築の請負

・ＦＰ工法建売住宅及び注文住宅他の販売 

Ｆ
Ｐ
グ
ル
ー
プ
会
員 

・ＦＰ工法 
住宅建築
の請負 

・ウレタン断熱パネル等製品の販売

・建築資材 
・住宅関連商
品の輸入
販売 

建
築
資
材
・
商
品
の
輸
出
販
売

・建築資材の販売 
・製品、商品の運送取扱 

・ウレタン断熱 
パネル等製品
の販売 

・ウレタン断熱
パネル等製品
の販売 

・建築資材の 
販売 

・建築資材の 
販売 

○
松
建
ウ
ッ
ド
テ
ッ
ク
㈱

・ウレタン
断熱パネ
ル等製品
の製造請
負 

㈱テスク 

 ウレタン断熱鉄骨工法等
建築の請負 

㈱松建商事 

・販売促進 
ツール等の販売 

○㈱グロバリー 

・建築資材及び住宅関連
商品の輸入販売 

マクロホーム㈱

輸
入
販
売
事
業

・遮断ルーフ等製品の販売 

 子会社 関連会社  

○印は連結子会社 ※印は持分法適用関連会社

※三井物産 
 ハウステック㈱

 ＦＰ工法住宅等 
 建築の請負 

ウレタン断熱パネル等製品の販売
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４．中間連結財務諸表等 

 中間連結財務諸表作成のための基本となる事項 

 

(修正前) 

 

前中間連結会計期間 
(自 平成14年４月１日 
至 平成14年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日) 

１ 連結の範囲に関する事項 

 (1) 連結子会社 ３社 

   ㈱グロバリー、㈱松建商事、 

   松建ウッドテック㈱ 

１ 連結の範囲に関する事項 

 (1) 連結子会社 ３社 

   ㈱グロバリー、松建ホームテ

ック㈱、松建ウッドテック㈱

１ 連結の範囲に関する事項 

 (1) 連結子会社 ３社 

   ㈱グロバリー、㈱松建商事、

   松建ウッドテック㈱ 

 (2) 非連結子会社 

   松建ホームテック㈱、 

   マクロホーム㈱、 

   HOME TECHNOLOGY  

   INTERNATIONAL,INC. 

上記非連結子会社の総資

産、売上高、中間純損益及び

利益剰余金等はいずれも小規

模であり、全体として中間連

結財務諸表に重要な影響は及

ぼしておりません。 

 (2) 非連結子会社 

   ㈱松建商事、 

   マクロホーム㈱、 

   HOME TECHNOLOGY  

   INTERNATIONAL,INC. 

松建ホームテック㈱につい

ては、重要性が増加したため

当中間連結会計期間から連結

の範囲に含めることといたし

ました。 

また、連結子会社でありま

した㈱松建商事は重要性が減

少したため連結の範囲から除

外いたしました。 

上記非連結子会社の総資

産、売上高、中間純損益及び

利益剰余金等はいずれも小規

模であり、全体として中間連

結財務諸表に重要な影響は及

ぼしておりません。 

 (2) 非連結子会社 

   松建ホームテック㈱、 

   マクロホーム㈱、 

   HOME TECHNOLOGY  

   INTERNATIONAL,INC. 

上記非連結子会社の総資

産、売上高、当期純損益及び

利益剰余金等はいずれも小規

模であり、全体として連結財

務諸表に重要な影響は及ぼし

ておりません。 
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前中間連結会計期間 
(自 平成14年４月１日 
至 平成14年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日) 

２ 持分法の適用に関する事項 

 (1) 持分法を適用した関連会社 

   １社 

   三井物産ハウステック㈱ 

２ 持分法の適用に関する事項 

 (1) 持分法を適用した関連会社 

   １社 

   三井物産ハウステック㈱ 

２ 持分法の適用に関する事項 

 (1) 持分法を適用した関連会社 

   １社 

   三井物産ハウステック㈱ 

 (2) 持分法を適用していない非連

結子会社及び関連会社 

   ・非連結子会社 

   松建ホームテック㈱、 

   マクロホーム㈱、 

   HOME TECHNOLOGY  

   INTERNATIONAL,INC. 

   ・関連会社 

   カネキハウジングプロダクツ

㈱、㈱テスク 

    上記非連結子会社及び関連

会社の中間純損益及び利益剰

余金等はいずれも小規模であ

り、全体として中間連結財務

諸表に重要な影響は及ぼして

おりません。 

 (2) 持分法を適用していない非連

結子会社及び関連会社 

   ・非連結子会社 

   ㈱松建商事、 

   マクロホーム㈱、 

   HOME TECHNOLOGY  

   INTERNATIONAL,INC. 

   ・関連会社 

   カネキハウジングプロダクツ

㈱、㈱テスク 

    上記非連結子会社及び関連

会社の中間純損益及び利益剰

余金等はいずれも小規模であ

り、全体として中間連結財務

諸表に重要な影響は及ぼして

おりません。 

 (2) 持分法を適用していない非連

結子会社及び関連会社 

   ・非連結子会社 

   松建ホームテック㈱、 

   マクロホーム㈱、 

   HOME TECHNOLOGY  

   INTERNATIONAL,INC. 

   ・関連会社 

   カネキハウジングプロダクツ

㈱、㈱テスク 

    上記非連結子会社及び関連

会社の当期純損益及び利益剰

余金等はいずれも小規模であ

り、全体として連結財務諸表

に重要な影響は及ぼしており

ません。 
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(修正後) 

 

前中間連結会計期間 
(自 平成14年４月１日 
至 平成14年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日) 

１ 連結の範囲に関する事項 

 (1) 連結子会社 ３社 

   ㈱グロバリー、㈱松建商事、 

   松建ウッドテック㈱ 

１ 連結の範囲に関する事項 

 (1) 連結子会社 ３社 

   ㈱グロバリー、松建ホームテ

ック㈱、松建ウッドテック㈱

１ 連結の範囲に関する事項 

 (1) 連結子会社 ３社 

   ㈱グロバリー、㈱松建商事、

   松建ウッドテック㈱ 

 (2) 非連結子会社 

   松建ホームテック㈱、 

   マクロホーム㈱、 

   HOME TECHNOLOGY  

   INTERNATIONAL,INC. 

 (2) 非連結子会社 

   ㈱松建商事、 

   マクロホーム㈱、 

   HOME TECHNOLOGY  

   INTERNATIONAL,INC. 

 (2) 非連結子会社 

   松建ホームテック㈱、 

   マクロホーム㈱、 

   HOME TECHNOLOGY  

   INTERNATIONAL,INC. 
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前中間連結会計期間 
(自 平成14年４月１日 
至 平成14年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日) 

非連結子会社のうちマクロ

ホーム㈱は、新規工務店開業

における経営者（オーナー）

を育成しており、契約によっ

て５年間会社経営を実践し、

独立することとしておりま

す。なお、契約期間満了時に

おいて、事業にかかる累積損

益を精算のうえ資産、負債を

オーナーが設立する会社に引

き継ぐこととしております。 

このことから、契約期間満

了時において、計上されてい

る資産、負債および損益につ

いてはマクロホーム㈱の財務

諸表から除かれることとなり

ます。したがって、連結財務

諸表において、マクロホーム

㈱を連結の範囲に含めること

は妥当性を欠くこととなり、

利害関係人の判断を著しく誤

らせるおそれがあると認識

し、連結の範囲に含めており

ません。 

マクロホーム㈱以外の上記

非連結子会社の総資産、売上

高、中間純損益及び利益剰余

金等はいずれも小規模であ

り、全体として中間連結財務

諸表に重要な影響は及ぼして

おりません。 

松建ホームテック㈱につい

ては、重要性が増加したため

当中間連結会計期間から連結

の範囲に含めることといたし

ました。 

また、連結子会社でありま

した㈱松建商事は重要性が減

少したため連結の範囲から除

外いたしました。 

非連結子会社のうちマクロ

ホーム㈱は、新規工務店開業

における経営者（オーナー）

を育成しており、契約によっ

て５年間会社経営を実践し、

独立することとしておりま

す。なお、契約期間満了時に

おいて、事業にかかる累積損

益を精算のうえ資産、負債を

オーナーが設立する会社に引

き継ぐこととしております。

このことから、契約期間満

了時において、計上されてい

る資産、負債および損益につ

いてはマクロホーム㈱の財務

諸表から除かれることとなり

ます。したがって、連結財務

諸表において、マクロホーム

㈱を連結の範囲に含めること

は妥当性を欠くこととなり、

利害関係人の判断を著しく誤

らせるおそれがあると認識

し、連結の範囲に含めており

ません。 

マクロホーム㈱以外の上記

非連結子会社の総資産、売上

高、中間純損益及び利益剰余

金等はいずれも小規模であ

り、全体として中間連結財務

諸表に重要な影響は及ぼして

おりません。 

非連結子会社のうちマクロ

ホーム㈱は、新規工務店開業

における経営者（オーナー）

を育成しており、契約によっ

て５年間会社経営を実践し、

独立することとしておりま

す。なお、契約期間満了時に

おいて、事業にかかる累積損

益を精算のうえ資産、負債を

オーナーが設立する会社に引

き継ぐこととしております。

このことから、契約期間満

了時において、計上されてい

る資産、負債および損益につ

いてはマクロホーム㈱の財務

諸表から除かれることとなり

ます。したがって、連結財務

諸表において、マクロホーム

㈱を連結の範囲に含めること

は妥当性を欠くこととなり、

利害関係人の判断を著しく誤

らせるおそれがあると認識

し、連結の範囲に含めており

ません。 

マクロホーム㈱以外の上記

非連結子会社の総資産、売上

高、当期純損益及び利益剰余

金等はいずれも小規模であ

り、全体として連結財務諸表

に重要な影響は及ぼしており

ません。 
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前中間連結会計期間 
(自 平成14年４月１日 
至 平成14年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日) 

２ 持分法の適用に関する事項 

 (1) 持分法を適用した関連会社 

   １社 

   三井物産ハウステック㈱ 

２ 持分法の適用に関する事項 

 (1) 持分法を適用した関連会社 

   １社 

   三井物産ハウステック㈱ 

２ 持分法の適用に関する事項 

 (1) 持分法を適用した関連会社 

   １社 

   三井物産ハウステック㈱ 

 (2) 持分法を適用していない非連

結子会社及び関連会社 

   ・非連結子会社 

   松建ホームテック㈱、 

   マクロホーム㈱、 

   HOME TECHNOLOGY  

   INTERNATIONAL,INC. 

   ・関連会社 

   カネキハウジングプロダクツ

㈱、㈱テスク 

    持分法を適用していない非

連結子会社のうちマクロホー

ム㈱は、新規工務店開業にお

ける経営者（オーナー）を育

成しており、契約によって５

年間会社経営を実践し、独立

することとしております。な

お、契約期間満了時におい

て、事業にかかる累積損益を

精算のうえ資産、負債をオー

ナーが設立する会社に引き継

ぐこととしております。 

    このことから、契約期間満

了時において、計上されてい

る資産、負債および損益につ

いてはマクロホーム㈱の財務

諸表から除かれることとなり

ます。したがって、連結財務

諸表において、マクロホーム

㈱を持分法の適用に含めるこ

とは妥当性を欠くこととな

り、利害関係人の判断を著し

く誤らせるおそれがあると認

識し、持分法の適用に含めて

おりません。 

 (2) 持分法を適用していない非連

結子会社及び関連会社 

   ・非連結子会社 

   ㈱松建商事、 

   マクロホーム㈱、 

   HOME TECHNOLOGY  

   INTERNATIONAL,INC. 

   ・関連会社 

   カネキハウジングプロダクツ

㈱、㈱テスク 

    持分法を適用していない非

連結子会社のうちマクロホー

ム㈱は、新規工務店開業にお

ける経営者（オーナー）を育

成しており、契約によって５

年間会社経営を実践し、独立

することとしております。な

お、契約期間満了時におい

て、事業にかかる累積損益を

精算のうえ資産、負債をオー

ナーが設立する会社に引き継

ぐこととしております。 

このことから、契約期間満

了時において、計上されてい

る資産、負債および損益につ

いてはマクロホーム㈱の財務

諸表から除かれることとなり

ます。したがって、連結財務

諸表において、マクロホーム

㈱を持分法の適用に含めるこ

とは妥当性を欠くこととな

り、利害関係人の判断を著し

く誤らせるおそれがあると認

識し、持分法の適用に含めて

おりません。 

 (2) 持分法を適用していない非連

結子会社及び関連会社 

   ・非連結子会社 

   松建ホームテック㈱、 

   マクロホーム㈱、 

   HOME TECHNOLOGY  

   INTERNATIONAL,INC. 

   ・関連会社 

   カネキハウジングプロダクツ

㈱、㈱テスク 

    持分法を適用していない非

連結子会社のうちマクロホー

ム㈱は、新規工務店開業にお

ける経営者（オーナー）を育

成しており、契約によって５

年間会社経営を実践し、独立

することとしております。な

お、契約期間満了時におい

て、事業にかかる累積損益を

精算のうえ資産、負債をオー

ナーが設立する会社に引き継

ぐこととしております。 

このことから、契約期間満

了時において、計上されてい

る資産、負債および損益につ

いてはマクロホーム㈱の財務

諸表から除かれることとなり

ます。したがって、連結財務

諸表において、マクロホーム

㈱を持分法の適用に含めるこ

とは妥当性を欠くこととな

り、利害関係人の判断を著し

く誤らせるおそれがあると認

識し、持分法の適用に含めて

おりません。 
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前中間連結会計期間 
(自 平成14年４月１日 
至 平成14年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日) 

    マクロホーム㈱以外の上記

非連結子会社及び関連会社の

中間純損益及び利益剰余金等

はいずれも小規模であり、全

体として中間連結財務諸表に

重要な影響は及ぼしておりま

せん。 

    マクロホーム㈱以外の上記

非連結子会社及び関連会社の

中間純損益及び利益剰余金等

はいずれも小規模であり、全

体として中間連結財務諸表に

重要な影響は及ぼしておりま

せん。 

    マクロホーム㈱以外の上記

非連結子会社及び関連会社の

当期純損益及び利益剰余金等

はいずれも小規模であり、全

体として連結財務諸表に重要

な影響は及ぼしておりませ

ん。 
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⑤平成16年３月期 決算短信（連結） 

 

１．企業集団等の状況 

 

（修正前） 

当社、子会社及び関連会社の当該事業における位置づけは次のとおりであります。 

 

区分 事業の内容 会社名 関連事業及び会社名 

ＦＰ工法住宅等建築の請負 
ＦＰ工法建売住宅及び注文住宅
他の建築、販売 

 
当社 
 
 

増改築補償工事の請負 松建ホームテック㈱ 
住宅事業 

不動産の売買、仲介 松建不動産流通㈱ 

輸入材、資材の調達先 
 ㈱グロバリー 
HOME TECHNOLOGY INTERNATIONAL, 
INC. 
 
 
 
 

ウレタン断熱パネル等製品の販
売 

当社 製品 
販売 
事業 ウレタン断熱パネル等製品の販

売(販売代理店) 
三井物産ハウステック㈱

建築資材の販売 当社 

ＦＰ 
事業 

商品 
販売 
事業 建築資材の販売 

(販売代理店) 
三井物産ハウステック㈱

ウレタン断熱パネル等製品の製造請負
委託 
 松建ウッドテック㈱ 
輸入材、資材の調達先 
 ㈱グロバリー 
HOME TECHNOLOGY INTERNATIONAL, 
INC. 
 
 
 

輸入販売 
事業 

建築資材及び住宅関連商品の輸
入販売 

㈱グロバリー  

南あいの里 
事業 

札幌市南あいの里土地区画整理
組合が実施する土地区画整理事
業についての業務代行者とし
て、工事の施工、事業資金の融
資、保留予定地の買取 

 
当社 
㈲メトリックス 
 
 
 

 

販売促進ツール等の販売 ㈱松建商事 

その他事業 マクロホームフランチャイズ工
務店の経営コンサルティング 
(開業営業・業務支援含む) 

マクロホーム㈱ 
 
 

 

 



 
ファイル名:2007_05_30_2004(H16)0331_020.doc 更新日時:2007/05/29 19:10 印刷日時:07/05/30 11:19 

― 36 ― 

 

以上の事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。 
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（修正後） 

当社、子会社及び関連会社の当該事業における位置づけは次のとおりであります。 

 

区分 事業の内容 会社名 関連事業及び会社名 

ＦＰ工法住宅等建築の請負 
ＦＰ工法建売住宅及び注文住宅
他の建築、販売 

 
当社 
マクロホーム㈱(注) 
 

増改築補償工事の請負 松建ホームテック㈱ 
住宅事業 

不動産の売買、仲介 松建不動産流通㈱ 

輸入材、資材の調達先 
 ㈱グロバリー 
HOME TECHNOLOGY INTERNATIONAL, 
INC. 
 
 
 
 

ウレタン断熱パネル等製品の販
売 

当社 製品 
販売 
事業 ウレタン断熱パネル等製品の販

売(販売代理店) 
三井物産ハウステック㈱

建築資材の販売 当社 

ＦＰ 
事業 

商品 
販売 
事業 建築資材の販売 

(販売代理店) 
三井物産ハウステック㈱

ウレタン断熱パネル等製品の製造請負
委託 
 松建ウッドテック㈱ 
輸入材、資材の調達先 
 ㈱グロバリー 
HOME TECHNOLOGY INTERNATIONAL, 
INC. 
 
 
 

輸入販売 
事業 

建築資材及び住宅関連商品の輸
入販売 

㈱グロバリー  

南あいの里 
事業 

札幌市南あいの里土地区画整理
組合が実施する土地区画整理事
業についての業務代行者とし
て、工事の施工、事業資金の融
資、保留予定地の買取 

 
当社 
㈲メトリックス 
 
 
 

 

その他事業 販売促進ツール等の販売 ㈱松建商事  

(注)  子会社であるマクロホーム㈱について連結財務諸表の範囲に含めておりませんが、その理由は下記の通

りであります。 

 

   （マクロホーム㈱の事業目的） 

    マクロホーム㈱は、ＦＰ工法による住宅を一層普及させるべく、地域密着型の優良な工務店を育成する

ことで、顧客が安心して生活できる高性能住宅を継続的に提供することを目的としております。 

   （マクロホーム㈱の事業内容） 

   ① 工務店に対する経営コンサルティング 

   ② 新規工務店開業における経営者の育成 

 

    ①は、ＦＰ工法専門の工務店を育成し、健全経営をサポートするためのコンサルティングを目的として

おり、継続して顧客を募集しているところでありますが、現在までに実績はありません。 

    ②については、ＦＰ工法専門の工務店を新たに開業しようとする者（オーナー）に対して、マクロホー

ム㈱の管理、指導のもとで実際に経営を経験しながら、必要な知識を習得するとともに、建設業法に定め

る経営業務の管理責任者を育成することを目的としております。 

    オーナーとの契約により、当初５年間はマクロホーム㈱の取締役として支店を開設、そこで支店経営を

実践し、契約期間満了時に支店を閉鎖すると同時にオーナーが設立する会社において新たに営業を開始す

ることとしております。 

    併せて、契約期間満了時における支店の資産、負債および累積損益はオーナーに帰属するとされており、

支店閉鎖にあたり累積損益を精算のうえ資産、負債をオーナーが設立する会社に引き継ぐこととなります。 

 

    マクロホーム㈱の財務諸表は、①の実績がなく、②における複数の支店の業績によって作成されており

ます。各支店のオーナーとの契約によって、それぞれの契約期間満了時において、計上されている資産、

負債および累積損益はマクロホーム㈱の財務諸表から除かれることとなります。 

    したがって、当社の連結財務諸表において、マクロホーム㈱を含めて作成することは妥当性を欠くこと
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となり、利害関係人の判断を著しく誤らせるおそれがあると認識し、当該会社を連結の範囲に含めており

ません。 
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以上の事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。 
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４．連結財務諸表等 

 連結財務諸表作成のための基本となる事項 

 

(修正前) 

 
当連結会計年度 

(自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日) 

１ 連結の範囲に関する事項 

 (1) 連結子会社 ３社 

㈱グロバリー、松建ホームテック㈱、松建ウッド

テック㈱ 

１ 連結の範囲に関する事項 

 (1) 連結子会社 ３社 

㈱グロバリー、㈱松建商事、松建ウッドテック㈱

 (2) 非連結子会社 

㈱松建商事、マクロホーム㈱、 

松建不動産流通㈱、 

HOME TECHNOLOGY INTERNATIONAL,INC. 

 松建ホームテック㈱については、重要性が増加し

たため当連結会計年度から連結の範囲に含めること

といたしました。 

 また、連結子会社でありました松建商事㈱は重要

性が減少したため連結の範囲から除外いたしまし

た。 

 上記非連結子会社の総資産、売上高、当期純損益

及び利益剰余金等はいずれも小規模であり、全体と

して連結財務諸表に重要な影響は及ぼしておりませ

ん。 

 (2) 非連結子会社 

松建ホームテック㈱、マクロホーム㈱、 

HOME TECHNOLOGY INTERNATIONAL,INC. 

 上記非連結子会社の総資産、売上高、当期純損益

及び利益剰余金等はいずれも小規模であり、全体と

して連結財務諸表に重要な影響は及ぼしておりませ

ん。 

２ 持分法の適用に関する事項 

(1) 持分法を適用した関連会社 １社 

三井物産ハウステック㈱ 

２ 持分法の適用に関する事項 

(1) 持分法を適用した関連会社 １社 

三井物産ハウステック㈱ 

(2) 持分法を適用していない非連結子会社及び関連会

社 

  ・非連結子会社 

㈱松建商事、マクロホーム㈱、 

松建不動産流通㈱、 

HOME TECHNOLOGY INTERNATIONAL,INC. 

 上記非連結子会社の当期純損益及び利益剰余金等

はいずれも小規模であり、全体として連結財務諸表

に重要な影響は及ぼしておりません。 

(2) 持分法を適用していない非連結子会社及び関連会

社 

  ・非連結子会社 

松建ホームテック㈱、マクロホーム㈱、 

HOME TECHNOLOGY INTERNATIONAL,INC. 

  ・関連会社 

カネキハウジングプロダクツ㈱、㈱テスク 

 上記非連結子会社及び関連会社の当期純損益及び

利益剰余金等はいずれも小規模であり、全体として

連結財務諸表に重要な影響は及ぼしておりません。
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(修正後) 

 
当連結会計年度 

(自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日) 

１ 連結の範囲に関する事項 

 (1) 連結子会社 ３社 

㈱グロバリー、松建ホームテック㈱、松建ウッド

テック㈱ 

１ 連結の範囲に関する事項 

 (1) 連結子会社 ３社 

㈱グロバリー、㈱松建商事、松建ウッドテック㈱

 (2) 非連結子会社 

㈱松建商事、マクロホーム㈱、 

松建不動産流通㈱、 

HOME TECHNOLOGY INTERNATIONAL,INC. 

 松建ホームテック㈱については、重要性が増加し

たため当連結会計年度から連結の範囲に含めること

といたしました。 

 また、連結子会社でありました㈱松建商事は重要

性が減少したため連結の範囲から除外いたしまし

た。 

 非連結子会社のうちマクロホーム㈱は、新規工務

店開業における経営者（オーナー）を育成してお

り、契約によって５年間会社経営を実践し、独立す

ることとしております。なお、契約期間満了時にお

いて、事業にかかる累積損益を精算のうえ資産、負

債をオーナーが設立する会社に引き継ぐこととして

おります。 

 このことから、契約期間満了時において、計上さ

れている資産、負債および損益についてはマクロホ

ーム㈱の財務諸表から除かれることとなります。し

たがって、連結財務諸表において、マクロホーム㈱

を連結の範囲に含めることは妥当性を欠くこととな

り、利害関係人の判断を著しく誤らせるおそれがあ

ると認識し、連結の範囲に含めておりません。 

 マクロホーム㈱以外の上記非連結子会社の総資

産、売上高、当期純損益及び利益剰余金等はいずれ

も小規模であり、全体として連結財務諸表に重要な

影響は及ぼしておりません。 

 (2) 非連結子会社 

松建ホームテック㈱、マクロホーム㈱、 

HOME TECHNOLOGY INTERNATIONAL,INC. 

 非連結子会社のうちマクロホーム㈱は、新規工務

店開業における経営者（オーナー）を育成してお

り、契約によって５年間会社経営を実践し、独立す

ることとしております。なお、契約期間満了時にお

いて、事業にかかる累積損益を精算のうえ資産、負

債をオーナーが設立する会社に引き継ぐこととして

おります。 

 このことから、契約期間満了時において、計上さ

れている資産、負債および損益についてはマクロホ

ーム㈱の財務諸表から除かれることとなります。し

たがって、連結財務諸表において、マクロホーム㈱

を連結の範囲に含めることは妥当性を欠くこととな

り、利害関係人の判断を著しく誤らせるおそれがあ

ると認識し、連結の範囲に含めておりません。 

 マクロホーム㈱以外の上記非連結子会社の総資

産、売上高、当期純損益及び利益剰余金等はいずれ

も小規模であり、全体として連結財務諸表に重要な

影響は及ぼしておりません。 
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当連結会計年度 
(自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成14年４月１日 
至 平成15年３月31日) 

２ 持分法の適用に関する事項 

(1) 持分法を適用した関連会社 １社 

三井物産ハウステック㈱ 

２ 持分法の適用に関する事項 

(1) 持分法を適用した関連会社 １社 

三井物産ハウステック㈱ 

(2) 持分法を適用していない非連結子会社及び関連会

社 

  ・非連結子会社 

㈱松建商事、マクロホーム㈱、 

松建不動産流通㈱、 

HOME TECHNOLOGY INTERNATIONAL,INC. 

 持分法を適用していない非連結子会社のうちマク

ロホーム㈱は、新規工務店開業における経営者（オ

ーナー）を育成しており、契約によって５年間会社

経営を実践し、独立することとしております。な

お、契約期間満了時において、事業にかかる累積損

益を精算のうえ資産、負債をオーナーが設立する会

社に引き継ぐこととしております。 

 このことから、契約期間満了時において、計上さ

れている資産、負債および損益についてはマクロホ

ーム㈱の財務諸表から除かれることとなります。し

たがって、連結財務諸表において、マクロホーム㈱

を持分法の適用に含めることは妥当性を欠くことと

なり、利害関係人の判断を著しく誤らせるおそれが

あると認識し、持分法の適用に含めておりません。

 マクロホーム㈱以外の上記非連結子会社の当期純

損益及び利益剰余金等はいずれも小規模であり、全

体として連結財務諸表に重要な影響は及ぼしており

ません。 

(2) 持分法を適用していない非連結子会社及び関連会

社 

  ・非連結子会社 

松建ホームテック㈱、マクロホーム㈱、 

HOME TECHNOLOGY INTERNATIONAL,INC. 

  ・関連会社 

カネキハウジングプロダクツ㈱、㈱テスク 

 持分法を適用していない非連結子会社のうちマク

ロホーム㈱は、新規工務店開業における経営者（オ

ーナー）を育成しており、契約によって５年間会社

経営を実践し、独立することとしております。な

お、契約期間満了時において、事業にかかる累積損

益を精算のうえ資産、負債をオーナーが設立する会

社に引き継ぐこととしております。 

 このことから、契約期間満了時において、計上さ

れている資産、負債および損益についてはマクロホ

ーム㈱の財務諸表から除かれることとなります。し

たがって、連結財務諸表において、マクロホーム㈱

を持分法の適用に含めることは妥当性を欠くことと

なり、利害関係人の判断を著しく誤らせるおそれが

あると認識し、持分法の適用に含めておりません。

 マクロホーム㈱以外の上記非連結子会社及び関連

会社の当期純損益及び利益剰余金等はいずれも小規

模であり、全体として連結財務諸表に重要な影響は

及ぼしておりません。 
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⑥平成17年３月期 中間決算短信（連結） 

 

１．企業集団等の状況 

 

（修正前） 

当社、子会社及び関連会社の当該事業における位置づけは次のとおりであります。 

 

区分 事業の内容 会社名 関連事業及び会社名 

ＦＰ工法住宅等建築の請負 
ＦＰ工法建売住宅及び注文住宅
他の建築、販売 

当社 
 
 

増改築・補償工事の請負 松建ホームテック㈱ 
住宅事業 

不動産の売買、仲介 松建不動産流通㈱ 

輸入材、資材の調達先 
 ㈱グロバリー 
HOME TECHNOLOGY INTERNATIONAL, 
INC. 
 
 
 
 

ウレタン断熱パネル等製品の販
売 

当社 
 製品 

販売 
事業 ウレタン断熱パネル等製品の販

売(販売代理店) 
三井物産ハウステック㈱
 

建築資材の販売 当社 

ＦＰ 
事業 

商品 
販売 
事業 建築資材の販売 

(販売代理店) 
三井物産ハウステック㈱
 

ウレタン断熱パネル等製品の製造請負
委託先 
 松建ウッドテック㈱ 
輸入材、資材の調達先 
 ㈱グロバリー 
HOME TECHNOLOGY INTERNATIONAL, 
INC. 
 
 
 

輸入販売 
事業 

建築資材及び住宅関連商品の輸
入販売 

㈱グロバリー 
 

 

札幌市南あいの里土地区画整理
組合が実施する土地区画整理事
業についての業務代行者とし
て、工事の施工、事業資金の融
資 

当社 
 
 
 
 

南あいの里 
事業 

札幌市南あいの里土地区画整理
組合が実施する土地区画整理事
業についての業務代行者とし
て、保留予定地の買取 

㈲メトリックス 
 
 
 

 

販売促進ツール等の販売 ㈱松建商事 

その他事業 マクロホームフランチャイズ工
務店の経営コンサルティング 
(開業営業・業務支援含む) 

マクロホーム㈱ 
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以上の事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。 
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（修正後） 

当社、子会社及び関連会社の当該事業における位置づけは次のとおりであります。 

 

区分 事業の内容 会社名 関連事業及び会社名 

ＦＰ工法住宅等建築の請負 
ＦＰ工法建売住宅及び注文住宅
他の建築、販売 

当社 
マクロホーム㈱(注) 
 

増改築・補償工事の請負 松建ホームテック㈱ 
住宅事業 

不動産の売買、仲介 松建不動産流通㈱ 

輸入材、資材の調達先 
 ㈱グロバリー 
HOME TECHNOLOGY INTERNATIONAL, 
INC. 
 
 
 
 

ウレタン断熱パネル等製品の販
売 

当社 
 製品 

販売 
事業 ウレタン断熱パネル等製品の販

売(販売代理店) 
三井物産ハウステック㈱
 

建築資材の販売 当社 

ＦＰ 
事業 

商品 
販売 
事業 建築資材の販売 

(販売代理店) 
三井物産ハウステック㈱
 

ウレタン断熱パネル等製品の製造請負
委託先 
 松建ウッドテック㈱ 
輸入材、資材の調達先 
 ㈱グロバリー 
HOME TECHNOLOGY INTERNATIONAL, 
INC. 
 
 
 

輸入販売 
事業 

建築資材及び住宅関連商品の輸
入販売 

㈱グロバリー 
 

 

札幌市南あいの里土地区画整理
組合が実施する土地区画整理事
業についての業務代行者とし
て、工事の施工、事業資金の融
資 

当社 
 
 
 
 

南あいの里 
事業 

札幌市南あいの里土地区画整理
組合が実施する土地区画整理事
業についての業務代行者とし
て、保留予定地の買取 

㈲メトリックス 
 
 
 

 

その他事業 販売促進ツール等の販売 ㈱松建商事  

(注)  子会社であるマクロホーム㈱について連結財務諸表の範囲に含めておりませんが、その理由は下記の通

りであります。 

 

   （マクロホーム㈱の事業目的） 

    マクロホーム㈱は、ＦＰ工法による住宅を一層普及させるべく、地域密着型の優良な工務店を育成する

ことで、顧客が安心して生活できる高性能住宅を継続的に提供することを目的としております。 

   （マクロホーム㈱の事業内容） 

   ① 工務店に対する経営コンサルティング 

   ② 新規工務店開業における経営者の育成 

 

    ①は、ＦＰ工法専門の工務店を育成し、健全経営をサポートするためのコンサルティングを目的として

おり、継続して顧客を募集しているところでありますが、現在までに実績はありません。 

    ②については、ＦＰ工法専門の工務店を新たに開業しようとする者（オーナー）に対して、マクロホー

ム㈱の管理、指導のもとで実際に経営を経験しながら、必要な知識を習得するとともに、建設業法に定め

る経営業務の管理責任者を育成することを目的としております。 

    オーナーとの契約により、当初５年間はマクロホーム㈱の取締役として支店を開設、そこで支店経営を

実践し、契約期間満了時に支店を閉鎖すると同時にオーナーが設立する会社において新たに営業を開始す

ることとしております。 

    併せて、契約期間満了時における支店の資産、負債および累積損益はオーナーに帰属するとされており、

支店閉鎖にあたり累積損益を精算のうえ資産、負債をオーナーが設立する会社に引き継ぐこととなります。 

 

    マクロホーム㈱の財務諸表は、①の実績がなく、②における複数の支店の業績によって作成されており

ます。各支店のオーナーとの契約によって、それぞれの契約期間満了時において、計上されている資産、
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負債および累積損益はマクロホーム㈱の財務諸表から除かれることとなります。 

    したがって、当社の連結財務諸表において、マクロホーム㈱を含めて作成することは妥当性を欠くこと

となり、利害関係人の判断を著しく誤らせるおそれがあると認識し、当該会社を連結の範囲に含めており

ません。 
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以上の事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。 
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４．中間連結財務諸表等 

 中間連結財務諸表作成のための基本となる事項 

 

(修正前) 

 

前中間連結会計期間 
(自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

１ 連結の範囲に関する事項 

 (1) 連結子会社 ３社 

   ㈱グロバリー、松建ホームテ

ック㈱、松建ウッドテック㈱ 

１ 連結の範囲に関する事項 

 (1) 連結子会社 ４社 

   ㈱グロバリー、松建ホームテ

ック㈱、松建ウッドテック

㈱、松建不動産流通㈱ 

１ 連結の範囲に関する事項 

 (1) 連結子会社 ３社 

   ㈱グロバリー、松建ホームテ

ック㈱、松建ウッドテック㈱

 (2) 非連結子会社 

   ㈱松建商事、 

   マクロホーム㈱、 

   HOME TECHNOLOGY  

   INTERNATIONAL,INC. 

松建ホームテック㈱につい

ては、重要性が増加したため

当中間連結会計期間から連結

の範囲に含めることといたし

ました。 

また、連結子会社でありま

した㈱松建商事は重要性が減

少したため連結の範囲から除

外いたしました。 

上記非連結子会社の総資

産、売上高、中間純損益及び

利益剰余金等はいずれも小規

模であり、全体として中間連

結財務諸表に重要な影響は及

ぼしておりません。 

 (2) 非連結子会社 

   ㈱松建商事、 

   マクロホーム㈱、 

   HOME TECHNOLOGY  

   INTERNATIONAL,INC. 

松建不動産流通㈱について

は、重要性が増加したため当

中間連結会計期間から連結の

範囲に含めることといたしま

した。 

上記非連結子会社の総資

産、売上高、中間純損益及び

利益剰余金等はいずれも小規

模であり、全体として中間連

結財務諸表に重要な影響は及

ぼしておりません。 

 (2) 非連結子会社 

   ㈱松建商事、 

   マクロホーム㈱、 

   松建不動産流通㈱、 

   HOME TECHNOLOGY  

   INTERNATIONAL,INC. 

松建ホームテック㈱につい

ては、重要性が増加したため

当連結会計年度から連結の範

囲に含めることといたしまし

た。 

また、連結子会社でありま

した㈱松建商事は重要性が減

少したため連結の範囲から除

外いたしました。 

上記非連結子会社の総資

産、売上高、当期純損益及び

利益剰余金等はいずれも小規

模であり、全体として連結財

務諸表に重要な影響は及ぼし

ておりません。 
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前中間連結会計期間 
(自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

２ 持分法の適用に関する事項 

 (1) 持分法を適用した関連会社 

   １社 

   三井物産ハウステック㈱ 

２ 持分法の適用に関する事項 

 (1) 持分法を適用した関連会社 

   １社 

   三井物産ハウステック㈱ 

２ 持分法の適用に関する事項 

 (1) 持分法を適用した関連会社 

   １社 

   三井物産ハウステック㈱ 

 (2) 持分法を適用していない非連

結子会社及び関連会社 

   ・非連結子会社 

   ㈱松建商事、 

   マクロホーム㈱、 

   HOME TECHNOLOGY  

   INTERNATIONAL,INC. 

   ・関連会社 

   カネキハウジングプロダクツ

㈱、㈱テスク 

    上記非連結子会社及び関連

会社の中間純損益及び利益剰

余金等はいずれも小規模であ

り、全体として中間連結財務

諸表に重要な影響は及ぼして

おりません。 

 (2) 持分法を適用していない非連

結子会社及び関連会社 

   ・非連結子会社 

   ㈱松建商事、 

   マクロホーム㈱、 

   HOME TECHNOLOGY  

   INTERNATIONAL,INC. 

    上記非連結子会社の中間純

損益及び利益剰余金等はいず

れも小規模であり、全体とし

て中間連結財務諸表に重要な

影響は及ぼしておりません。

 (2) 持分法を適用していない非連

結子会社及び関連会社 

   ・非連結子会社 

   ㈱松建商事、 

   マクロホーム㈱、 

   松建不動産流通㈱、 

   HOME TECHNOLOGY  

   INTERNATIONAL,INC. 

    上記非連結子会社の当期純

損益及び利益剰余金等はいず

れも小規模であり、全体とし

て連結財務諸表に重要な影響

は及ぼしておりません。 
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(修正後) 

 

前中間連結会計期間 
(自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

１ 連結の範囲に関する事項 

 (1) 連結子会社 ３社 

   ㈱グロバリー、松建ホームテ

ック㈱、松建ウッドテック㈱ 

１ 連結の範囲に関する事項 

 (1) 連結子会社 ４社 

   ㈱グロバリー、松建ホームテ

ック㈱、松建ウッドテック

㈱、松建不動産流通㈱ 

１ 連結の範囲に関する事項 

 (1) 連結子会社 ３社 

   ㈱グロバリー、松建ホームテ

ック㈱、松建ウッドテック㈱

 (2) 非連結子会社 

   ㈱松建商事、 

   マクロホーム㈱、 

   HOME TECHNOLOGY  

   INTERNATIONAL,INC. 

 (2) 非連結子会社 

   ㈱松建商事、 

   マクロホーム㈱、 

   HOME TECHNOLOGY  

   INTERNATIONAL,INC. 

 (2) 非連結子会社 

   ㈱松建商事、 

   マクロホーム㈱、 

   松建不動産流通㈱、 

   HOME TECHNOLOGY  

   INTERNATIONAL,INC. 
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前中間連結会計期間 
(自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

松建ホームテック㈱につい

ては、重要性が増加したため

当中間連結会計期間から連結

の範囲に含めることといたし

ました。 

また、連結子会社でありま

した㈱松建商事は重要性が減

少したため連結の範囲から除

外いたしました。 

非連結子会社のうちマクロ

ホーム㈱は、新規工務店開業

における経営者（オーナー）

を育成しており、契約によっ

て５年間会社経営を実践し、

独立することとしておりま

す。なお、契約期間満了時に

おいて、事業にかかる累積損

益を精算のうえ資産、負債を

オーナーが設立する会社に引

き継ぐこととしております。 

このことから、契約期間満

了時において、計上されてい

る資産、負債および損益につ

いてはマクロホーム㈱の財務

諸表から除かれることとなり

ます。したがって、連結財務

諸表において、マクロホーム

㈱を連結の範囲に含めること

は妥当性を欠くこととなり、

利害関係人の判断を著しく誤

らせるおそれがあると認識

し、連結の範囲に含めており

ません。 

マクロホーム㈱以外の上記

非連結子会社の総資産、売上

高、中間純損益及び利益剰余

金等はいずれも小規模であ

り、全体として中間連結財務

諸表に重要な影響は及ぼして

おりません。 

松建不動産流通㈱について

は、重要性が増加したため当

中間連結会計期間から連結の

範囲に含めることといたしま

した。 

非連結子会社のうちマクロ

ホーム㈱は、新規工務店開業

における経営者（オーナー）

を育成しており、契約によっ

て５年間会社経営を実践し、

独立することとしておりま

す。なお、契約期間満了時に

おいて、事業にかかる累積損

益を精算のうえ資産、負債を

オーナーが設立する会社に引

き継ぐこととしております。

このことから、契約期間満

了時において、計上されてい

る資産、負債および損益につ

いてはマクロホーム㈱の財務

諸表から除かれることとなり

ます。したがって、連結財務

諸表において、マクロホーム

㈱を連結の範囲に含めること

は妥当性を欠くこととなり、

利害関係人の判断を著しく誤

らせるおそれがあると認識

し、連結の範囲に含めており

ません。 

マクロホーム㈱以外の上記

非連結子会社の総資産、売上

高、中間純損益及び利益剰余

金等はいずれも小規模であ

り、全体として中間連結財務

諸表に重要な影響は及ぼして

おりません。 

松建ホームテック㈱につい

ては、重要性が増加したため

当連結会計年度から連結の範

囲に含めることといたしまし

た。 

また、連結子会社でありま

した㈱松建商事は重要性が減

少したため連結の範囲から除

外いたしました。 

非連結子会社のうちマクロ

ホーム㈱は、新規工務店開業

における経営者（オーナー）

を育成しており、契約によっ

て５年間会社経営を実践し、

独立することとしておりま

す。なお、契約期間満了時に

おいて、事業にかかる累積損

益を精算のうえ資産、負債を

オーナーが設立する会社に引

き継ぐこととしております。

このことから、契約期間満

了時において、計上されてい

る資産、負債および損益につ

いてはマクロホーム㈱の財務

諸表から除かれることとなり

ます。したがって、連結財務

諸表において、マクロホーム

㈱を連結の範囲に含めること

は妥当性を欠くこととなり、

利害関係人の判断を著しく誤

らせるおそれがあると認識

し、連結の範囲に含めており

ません。 

マクロホーム㈱以外の上記

非連結子会社の総資産、売上

高、当期純損益及び利益剰余

金等はいずれも小規模であ

り、全体として連結財務諸表

に重要な影響は及ぼしており

ません。 
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前中間連結会計期間 
(自 平成15年４月１日 
至 平成15年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

２ 持分法の適用に関する事項 

 (1) 持分法を適用した関連会社 

   １社 

   三井物産ハウステック㈱ 

２ 持分法の適用に関する事項 

 (1) 持分法を適用した関連会社 

   １社 

   三井物産ハウステック㈱ 

２ 持分法の適用に関する事項 

 (1) 持分法を適用した関連会社 

   １社 

   三井物産ハウステック㈱ 

 (2) 持分法を適用していない非連

結子会社及び関連会社 

   ・非連結子会社 

   ㈱松建商事、 

   マクロホーム㈱、 

   HOME TECHNOLOGY  

   INTERNATIONAL,INC. 

   ・関連会社 

   カネキハウジングプロダクツ

㈱、㈱テスク 

    持分法を適用していない非

連結子会社のうちマクロホー

ム㈱は、新規工務店開業にお

ける経営者（オーナー）を育

成しており、契約によって５

年間会社経営を実践し、独立

することとしております。な

お、契約期間満了時におい

て、事業にかかる累積損益を

精算のうえ資産、負債をオー

ナーが設立する会社に引き継

ぐこととしております。 

このことから、契約期間満

了時において、計上されてい

る資産、負債および損益につ

いてはマクロホーム㈱の財務

諸表から除かれることとなり

ます。したがって、連結財務

諸表において、マクロホーム

㈱を持分法の適用に含めるこ

とは妥当性を欠くこととな

り、利害関係人の判断を著し

く誤らせるおそれがあると認

識し、持分法の適用に含めて

おりません。 

    マクロホーム㈱以外の上記

非連結子会社及び関連会社の

中間純損益及び利益剰余金等

はいずれも小規模であり、全

体として中間連結財務諸表に

重要な影響は及ぼしておりま

せん。 

 (2) 持分法を適用していない非連

結子会社及び関連会社 

   ・非連結子会社 

   ㈱松建商事、 

   マクロホーム㈱、 

   HOME TECHNOLOGY  

   INTERNATIONAL,INC. 

    持分法を適用していない非

連結子会社のうちマクロホー

ム㈱は、新規工務店開業にお

ける経営者（オーナー）を育

成しており、契約によって５

年間会社経営を実践し、独立

することとしております。な

お、契約期間満了時におい

て、事業にかかる累積損益を

精算のうえ資産、負債をオー

ナーが設立する会社に引き継

ぐこととしております。 

このことから、契約期間満

了時において、計上されてい

る資産、負債および損益につ

いてはマクロホーム㈱の財務

諸表から除かれることとなり

ます。したがって、連結財務

諸表において、マクロホーム

㈱を持分法の適用に含めるこ

とは妥当性を欠くこととな

り、利害関係人の判断を著し

く誤らせるおそれがあると認

識し、持分法の適用に含めて

おりません。 

    マクロホーム㈱以外の上記

非連結子会社の中間純損益及

び利益剰余金等はいずれも小

規模であり、全体として中間

連結財務諸表に重要な影響は

及ぼしておりません。 

 (2) 持分法を適用していない非連

結子会社及び関連会社 

   ・非連結子会社 

   ㈱松建商事、 

   マクロホーム㈱、 

   松建不動産流通㈱、 

   HOME TECHNOLOGY  

   INTERNATIONAL,INC. 

    持分法を適用していない非

連結子会社のうちマクロホー

ム㈱は、新規工務店開業にお

ける経営者（オーナー）を育

成しており、契約によって５

年間会社経営を実践し、独立

することとしております。な

お、契約期間満了時におい

て、事業にかかる累積損益を

精算のうえ資産、負債をオー

ナーが設立する会社に引き継

ぐこととしております。 

このことから、契約期間満

了時において、計上されてい

る資産、負債および損益につ

いてはマクロホーム㈱の財務

諸表から除かれることとなり

ます。したがって、連結財務

諸表において、マクロホーム

㈱を持分法の適用に含めるこ

とは妥当性を欠くこととな

り、利害関係人の判断を著し

く誤らせるおそれがあると認

識し、持分法の適用に含めて

おりません。 

    マクロホーム㈱以外の上記

非連結子会社の当期純損益及

び利益剰余金等はいずれも小

規模であり、全体として連結

財務諸表に重要な影響は及ぼ

しておりません。 
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⑦平成17年３月期 決算短信（連結） 

 

１．企業集団等の状況 

 

（修正前） 

当社、主要な子会社及び関連会社の当該事業における位置づけは次のとおりであります。 

 

区分 事業の内容 会社名 関連事業及び会社名 

ＦＰ工法住宅等建築の請負 
ＦＰ工法建売住宅及び注文住宅
他の建築、販売 

当社 
㈱テックハウジング 
ジャパン 

増改築補償工事の請負 松建ホームテック㈱ 
住宅事業 

不動産の売買、仲介 松建不動産流通㈱ 

輸入材、資材の調達先 
 ㈱グロバリー 
HOME TECHNOLOGY INTERNATIONAL, 
INC. 
 
 
 
 

ウレタン断熱パネル等製品の販
売 

当社 
 製品 

販売 
事業 ウレタン断熱パネル等製品の販

売(販売代理店) 
三井物産ハウステック㈱
 

建築資材の販売 当社 

ＦＰ 
事業 

商品 
販売 
事業 建築資材の販売 

(販売代理店) 
三井物産ハウステック㈱
 

ウレタン断熱パネル等製品の製造請負
委託先 
 松建ウッドテック㈱ 
輸入材、資材の調達先 
 ㈱グロバリー 
HOME TECHNOLOGY INTERNATIONAL, 
INC. 
 
 
 

輸入販売 
事業 

建築資材及び住宅関連商品の輸
入販売 

㈱グロバリー 
㈱グレン・ディンプレッ
クス・ジャパン 

 

札幌市南あいの里土地区画整理
組合が実施する土地区画整理事
業についての業務代行者とし
て、工事の施工、事業資金の融
資 

当社 
 
 
 
 

南あいの里 
事業 

札幌市南あいの里土地区画整理
組合が実施する土地区画整理事
業についての業務代行者とし
て、保留予定地の買取 

㈲メトリックス 
 
 
 

 

その他事業 販売促進ツール等の販売 ㈱松建商事  
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以上の事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。 
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（修正後） 

当社、主要な子会社及び関連会社の当該事業における位置づけは次のとおりであります。 

 

区分 事業の内容 会社名 関連事業及び会社名 

ＦＰ工法住宅等建築の請負 
ＦＰ工法建売住宅及び注文住宅
他の建築、販売 

当社 
㈱テックハウジング 
ジャパン 
マクロホーム㈱(注) 
 

増改築補償工事の請負 松建ホームテック㈱ 

住宅事業 

不動産の売買、仲介 松建不動産流通㈱ 

輸入材、資材の調達先 
 ㈱グロバリー 
HOME TECHNOLOGY INTERNATIONAL, 
INC. 
 
 
 
 

ウレタン断熱パネル等製品の販
売 

当社 
 製品 

販売 
事業 ウレタン断熱パネル等製品の販

売(販売代理店) 
三井物産ハウステック㈱
 

建築資材の販売 当社 

ＦＰ 
事業 

商品 
販売 
事業 建築資材の販売 

(販売代理店) 
三井物産ハウステック㈱
 

ウレタン断熱パネル等製品の製造請負
委託先 
 松建ウッドテック㈱ 
輸入材、資材の調達先 
 ㈱グロバリー 
HOME TECHNOLOGY INTERNATIONAL, 
INC. 
 
 
 

輸入販売 
事業 

建築資材及び住宅関連商品の輸
入販売 

㈱グロバリー 
㈱グレン・ディンプレッ
クス・ジャパン 

 

札幌市南あいの里土地区画整理
組合が実施する土地区画整理事
業についての業務代行者とし
て、工事の施工、事業資金の融
資 

当社 
 
 
 
 

南あいの里 
事業 

札幌市南あいの里土地区画整理
組合が実施する土地区画整理事
業についての業務代行者とし
て、保留予定地の買取 

㈲メトリックス 
 
 
 

 

その他事業 販売促進ツール等の販売 ㈱松建商事  

(注)  子会社であるマクロホーム㈱について連結財務諸表の範囲に含めておりませんが、その理由は下記の通

りであります。 

 

   （マクロホーム㈱の事業目的） 

    マクロホーム㈱は、ＦＰ工法による住宅を一層普及させるべく、地域密着型の優良な工務店を育成する

ことで、顧客が安心して生活できる高性能住宅を継続的に提供することを目的としております。 

   （マクロホーム㈱の事業内容） 

   ① 工務店に対する経営コンサルティング 

   ② 新規工務店開業における経営者の育成 

 

    ①は、ＦＰ工法専門の工務店を育成し、健全経営をサポートするためのコンサルティングを目的として

おり、継続して顧客を募集しているところでありますが、現在までに実績はありません。 

    ②については、ＦＰ工法専門の工務店を新たに開業しようとする者（オーナー）に対して、マクロホー

ム㈱の管理、指導のもとで実際に経営を経験しながら、必要な知識を習得するとともに、建設業法に定め

る経営業務の管理責任者を育成することを目的としております。 

    オーナーとの契約により、当初５年間はマクロホーム㈱の取締役として支店を開設、そこで支店経営を

実践し、契約期間満了時に支店を閉鎖すると同時にオーナーが設立する会社において新たに営業を開始す

ることとしております。 

    併せて、契約期間満了時における支店の資産、負債および累積損益はオーナーに帰属するとされており、

支店閉鎖にあたり累積損益を精算のうえ資産、負債をオーナーが設立する会社に引き継ぐこととなります。 

 

    マクロホーム㈱の財務諸表は、①の実績がなく、②における複数の支店の業績によって作成されており
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ます。各支店のオーナーとの契約によって、それぞれの契約期間満了時において、計上されている資産、

負債および累積損益はマクロホーム㈱の財務諸表から除かれることとなります。 

    したがって、当社の連結財務諸表において、マクロホーム㈱を含めて作成することは妥当性を欠くこと

となり、利害関係人の判断を著しく誤らせるおそれがあると認識し、当該会社を連結の範囲に含めており

ません。 
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以上の事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。 
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４．連結財務諸表等 

 連結財務諸表作成のための基本となる事項 

 

(修正前) 

 
当連結会計年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

１ 連結の範囲に関する事項 

 (1) 連結子会社４社 

㈱グロバリー、松建ホームテック㈱、松建ウッド

テック㈱、松建不動産流通㈱ 

１ 連結の範囲に関する事項 

 (1) 連結子会社 ３社 

㈱グロバリー、松建ホームテック㈱、松建ウッド

テック㈱ 

 (2) 非連結子会社 

㈱松建商事、㈱テックハウジングジャパン、 

HOME TECHNOLOGY INTERNATIONAL,INC.、 

㈱グレン・ディンプレックス・ジャパン 

 

 松建不動産流通㈱については、重要性が増加した

ため当連結会計年度から連結の範囲に含めることと

いたしました。 

 上記非連結子会社の総資産、売上高、当期純損益

及び利益剰余金等はいずれも小規模であり、全体と

して連結財務諸表に重要な影響は及ぼしておりませ

ん。 

 (2) 非連結子会社 

㈱松建商事、マクロホーム㈱、 

松建不動産流通㈱、 

HOME TECHNOLOGY INTERNATIONAL,INC. 

 

 松建ホームテック㈱については、重要性が増加し

たため当連結会計年度から連結の範囲に含めること

といたしました。 

 また、連結子会社でありました㈱松建商事は重要

性が減少したため連結の範囲から除外いたしまし

た。 

 上記非連結子会社の総資産、売上高、当期純損益

及び利益剰余金等はいずれも小規模であり、全体と

して連結財務諸表に重要な影響は及ぼしておりませ

ん。 

(3) 議決権の過半数を所有しているが子会社としない

会社 

 提出会社が議決権の過半数を所有するマクロホー

ム㈱については、有効な支配従属関係が存在しない

と認められることにより、子会社には該当しており

ません。 

────── 

２ 持分法の適用に関する事項 

(1) 持分法を適用した関連会社 １社 

三井物産ハウステック㈱ 

２ 持分法の適用に関する事項 

(1) 持分法を適用した関連会社 １社 

三井物産ハウステック㈱ 

(2) 持分法を適用していない非連結子会社及び関連会

社 

  ・非連結子会社 

㈱松建商事、㈱テックハウジングジャパン、 

HOME TECHNOLOGY INTERNATIONAL,INC. 

㈱グレン・ディンプレックス・ジャパン 

 上記非連結子会社の当期純損益及び利益剰余金等

はいずれも小規模であり、全体として連結財務諸表

に重要な影響は及ぼしておりません。 

(2) 持分法を適用していない非連結子会社及び関連会

社 

  ・非連結子会社 

㈱松建商事、マクロホーム㈱、 

松建不動産流通㈱、 

HOME TECHNOLOGY INTERNATIONAL,INC. 

 上記非連結子会社の当期純損益及び利益剰余金等

はいずれも小規模であり、全体として連結財務諸表

に重要な影響は及ぼしておりません。 
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(修正後) 

 
当連結会計年度 

(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

１ 連結の範囲に関する事項 

 (1) 連結子会社４社 

㈱グロバリー、松建ホームテック㈱、松建ウッド

テック㈱、松建不動産流通㈱ 

１ 連結の範囲に関する事項 

 (1) 連結子会社 ３社 

㈱グロバリー、松建ホームテック㈱、松建ウッド

テック㈱ 

 (2) 非連結子会社 

㈱松建商事、㈱テックハウジングジャパン、 

マクロホーム㈱、 

HOME TECHNOLOGY INTERNATIONAL,INC.、 

㈱グレン・ディンプレックス・ジャパン 

 

 松建不動産流通㈱については、重要性が増加した

ため当連結会計年度から連結の範囲に含めることと

いたしました。 

 非連結子会社のうちマクロホーム㈱は、新規工務

店開業における経営者（オーナー）を育成してお

り、契約によって５年間会社経営を実践し、独立す

ることとしております。なお、契約期間満了時にお

いて、事業にかかる累積損益を精算のうえ資産、負

債をオーナーが設立する会社に引き継ぐこととして

おります。 

 このことから、契約期間満了時において、計上さ

れている資産、負債および損益についてはマクロホ

ーム㈱の財務諸表から除かれることとなります。し

たがって、連結財務諸表において、マクロホーム㈱

を連結の範囲に含めることは妥当性を欠くこととな

り、利害関係人の判断を著しく誤らせるおそれがあ

ると認識し、連結の範囲に含めておりません。 

 マクロホーム㈱以外の上記非連結子会社の総資

産、売上高、当期純損益及び利益剰余金等はいずれ

も小規模であり、全体として連結財務諸表に重要な

影響は及ぼしておりません。 

 (2) 非連結子会社 

㈱松建商事、マクロホーム㈱、 

松建不動産流通㈱、 

HOME TECHNOLOGY INTERNATIONAL,INC. 

 

 松建ホームテック㈱については、重要性が増加し

たため当連結会計年度から連結の範囲に含めること

といたしました。 

 また、連結子会社でありました㈱松建商事は重要

性が減少したため連結の範囲から除外いたしまし

た。 

 非連結子会社のうちマクロホーム㈱は、新規工務

店開業における経営者（オーナー）を育成してお

り、契約によって５年間会社経営を実践し、独立す

ることとしております。なお、契約期間満了時にお

いて、事業にかかる累積損益を精算のうえ資産、負

債をオーナーが設立する会社に引き継ぐこととして

おります。 

 このことから、契約期間満了時において、計上さ

れている資産、負債および損益についてはマクロホ

ーム㈱の財務諸表から除かれることとなります。し

たがって、連結財務諸表において、マクロホーム㈱

を連結の範囲に含めることは妥当性を欠くこととな

り、利害関係人の判断を著しく誤らせるおそれがあ

ると認識し、連結の範囲に含めておりません。 

 マクロホーム㈱以外の上記非連結子会社の総資

産、売上高、当期純損益及び利益剰余金等はいずれ

も小規模であり、全体として連結財務諸表に重要な

影響は及ぼしておりません。 
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当連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成15年４月１日 
至 平成16年３月31日) 

２ 持分法の適用に関する事項 

(1) 持分法を適用した関連会社 １社 

三井物産ハウステック㈱ 

２ 持分法の適用に関する事項 

(1) 持分法を適用した関連会社 １社 

三井物産ハウステック㈱ 

(2) 持分法を適用していない非連結子会社及び関連会

社 

  ・非連結子会社 

㈱松建商事、㈱テックハウジングジャパン、 

マクロホーム㈱、 

HOME TECHNOLOGY INTERNATIONAL,INC. 

㈱グレン・ディンプレックス・ジャパン 

 持分法を適用していない非連結子会社のうちマク

ロホーム㈱は、新規工務店開業における経営者（オ

ーナー）を育成しており、契約によって５年間会社

経営を実践し、独立することとしております。な

お、契約期間満了時において、事業にかかる累積損

益を精算のうえ資産、負債をオーナーが設立する会

社に引き継ぐこととしております。 

 このことから、契約期間満了時において、計上さ

れている資産、負債および損益についてはマクロホ

ーム㈱の財務諸表から除かれることとなります。し

たがって、連結財務諸表において、マクロホーム㈱

を持分法の適用に含めることは妥当性を欠くことと

なり、利害関係人の判断を著しく誤らせるおそれが

あると認識し、持分法の適用に含めておりません。

 マクロホーム㈱以外の上記非連結子会社の当期純

損益及び利益剰余金等はいずれも小規模であり、全

体として連結財務諸表に重要な影響は及ぼしており

ません。 

(2) 持分法を適用していない非連結子会社及び関連会

社 

  ・非連結子会社 

㈱松建商事、マクロホーム㈱、 

松建不動産流通㈱、 

HOME TECHNOLOGY INTERNATIONAL,INC. 

 持分法を適用していない非連結子会社のうちマク

ロホーム㈱は、新規工務店開業における経営者（オ

ーナー）を育成しており、契約によって５年間会社

経営を実践し、独立することとしております。な

お、契約期間満了時において、事業にかかる累積損

益を精算のうえ資産、負債をオーナーが設立する会

社に引き継ぐこととしております。 

 このことから、契約期間満了時において、計上さ

れている資産、負債および損益についてはマクロホ

ーム㈱の財務諸表から除かれることとなります。し

たがって、連結財務諸表において、マクロホーム㈱

を持分法の適用に含めることは妥当性を欠くことと

なり、利害関係人の判断を著しく誤らせるおそれが

あると認識し、持分法の適用に含めておりません。

 マクロホーム㈱以外の上記非連結子会社の当期純

損益及び利益剰余金等はいずれも小規模であり、全

体として連結財務諸表に重要な影響は及ぼしており

ません。 
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⑧平成18年３月期 中間決算短信（連結） 

 

１．企業集団等の状況 

 

（修正前） 

当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、松本建工株式会社（当社）、子会社８社、関連会社

１社及びその他の関係会社１社により構成されており、事業の内容は、建築請負事業、不動産販売事

業、製品（ウレタン断熱パネル等製品）の製造販売事業、商品（建築資材）・輸入商品の販売事業、

土地区画整理事業の業務代行及びその他事業を行っております。 

 

当社、主要な子会社及び関連会社の当該事業における位置づけは次のとおりであります。 

 

区分 事業の内容 会社名 関連事業及び会社名 

ＦＰ工法住宅等建築の請負 
ＦＰ工法建売住宅及び注文住宅
他の建築、販売 

当社 
㈱テックハウジング 
ジャパン 

増改築補償工事の請負 松建ホームテック㈱ 
住宅事業 

不動産の売買、仲介 松建不動産流通㈱ 

輸入材、資材の調達先 
 ㈱グロバリー 
HOME TECHNOLOGY INTERNATIONAL, 
INC. 
 
 
 
 

ウレタン断熱パネル等製品の販
売 

当社 製品 
販売 
事業 ウレタン断熱パネル等製品の販

売(販売代理店) 
三井物産ハウステック㈱

建築資材の販売 当社 

ＦＰ 
事業 

商品 
販売 
事業 建築資材の販売 

(販売代理店) 
三井物産ハウステック㈱

輸入材、資材の調達先 
 ㈱グロバリー 
HOME TECHNOLOGY INTERNATIONAL, 
INC. 
 
 
 
 

輸入販売 
事業 

建築資材及び住宅関連商品の輸
入販売 

当社 
㈱グロバリー 
㈱グレン・ディンプレッ
クス・ジャパン 

 

札幌市南あいの里土地区画整理
組合が実施する土地区画整理事
業についての業務代行者とし
て、工事の施工、事業資金の融
資 

当社 
 
 
 
 

南あいの里 
事業 

札幌市南あいの里土地区画整理
組合が実施する土地区画整理事
業についての業務代行者とし
て、保留予定地の買取 

㈲メトリックス 
 
 
 

 

その他事業 販売促進ツール等の販売 ㈱松建商事  
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以上の事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。 

 

 

一
般
顧
客

住
宅
事
業 

当
社
（
松
本
建
工
㈱
）

○
㈱
グ
ロ
バ
リ
ー 

Ｈ
Ｏ
Ｍ
Ｅ

Ｔ
Ｅ
Ｃ
Ｈ
Ｎ
Ｏ
Ｌ
Ｏ
Ｇ
Ｙ

Ｉ
Ｎ
Ｔ
Ｅ
Ｒ
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｉ
Ｏ
Ｎ
Ａ
Ｌ 

 

Ｉ
Ｎ
Ｃ
． 

○松建ホームテック㈱
・増改築・補償工事 ・補償工事の委託

Ｆ
Ｐ
事
業

そ
の
他
事
業

・ＦＰ工法建売住宅及び注文住宅他の販売 

Ｆ
Ｐ
グ
ル
ー
プ
会
員 

・ＦＰ工法 
住宅建築
の請負 

・ウレタン断熱パネル等製品の販売

・住宅関連商品の
輸入販売 

・建築資材の販売 
・製品、商品の運送取扱 

・ウレタン断熱 
パネル等製品
の販売 

・ウレタン断熱
パネル等製品
の販売 

・建築資材の 
販売 

・建築資材の 
販売 

㈱松建商事 

・販売促進 
ツール等の販売 

○㈱グロバリー 

・建築資材及び住宅関連
商品の輸入販売 

輸
入
販
売
事
業

・遮断ルーフ等製品の販売 

 子会社 
 
○印は連結
子会社 

関連会社 
 
※印は持分
法適用関連
会社 

 

※三井物産 
 ハウステック㈱

○松建不動産流通㈱
・不動産の売買、仲介 

・ＦＰ工法住宅等 
 建築の請負 

南
あ
い
の
里
事
業

・札幌市南あいの里土地区画整理組合が実施す
る土地区画整理事業についての業務代行者とし
て、工事の施工、事業資金の融資、保留予定地
の買取 

札
幌
市
南
あ
い
の
里

土
地
区
画
整
理
組
合

当
社
・

㈲
メ
ト
リ
ッ
ク
ス

・ＦＰ工法住宅等建築の請負 

㈱グレン・ディンプレックス・ジャパン

○㈱テックハウジングジャパン

・ＦＰ工法住宅 
 建築の請負 ・ウレタン断熱

 パネル等製品
 の販売 

・建築資材・商品
の輸出販売 
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（修正後） 

当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、松本建工株式会社（当社）、子会社９社、関連会社

１社及びその他の関係会社１社により構成されており、事業の内容は、建築請負事業、不動産販売事

業、製品（ウレタン断熱パネル等製品）の製造販売事業、商品（建築資材）・輸入商品の販売事業、

土地区画整理事業の業務代行及びその他事業を行っております。 

 

当社、主要な子会社及び関連会社の当該事業における位置づけは次のとおりであります。 

 

区分 事業の内容 会社名 関連事業及び会社名 

ＦＰ工法住宅等建築の請負 
ＦＰ工法建売住宅及び注文住宅
他の建築、販売 

当社 
㈱テックハウジング 
ジャパン 
マクロホーム㈱(注) 
 

増改築補償工事の請負 松建ホームテック㈱ 

住宅事業 

不動産の売買、仲介 松建不動産流通㈱ 

輸入材、資材の調達先 
 ㈱グロバリー 
HOME TECHNOLOGY INTERNATIONAL, 
INC. 
 
 
 
 

ウレタン断熱パネル等製品の販
売 

当社 製品 
販売 
事業 ウレタン断熱パネル等製品の販

売(販売代理店) 
三井物産ハウステック㈱

建築資材の販売 当社 

ＦＰ 
事業 

商品 
販売 
事業 建築資材の販売 

(販売代理店) 
三井物産ハウステック㈱

輸入材、資材の調達先 
 ㈱グロバリー 
HOME TECHNOLOGY INTERNATIONAL, 
INC. 
 
 
 
 

輸入販売 
事業 

建築資材及び住宅関連商品の輸
入販売 

当社 
㈱グロバリー 
㈱グレン・ディンプレッ
クス・ジャパン 

 

札幌市南あいの里土地区画整理
組合が実施する土地区画整理事
業についての業務代行者とし
て、工事の施工、事業資金の融
資 

当社 
 
 
 
 

南あいの里 
事業 

札幌市南あいの里土地区画整理
組合が実施する土地区画整理事
業についての業務代行者とし
て、保留予定地の買取 

㈲メトリックス 
 
 
 

 

その他事業 販売促進ツール等の販売 ㈱松建商事  

(注)  子会社であるマクロホーム㈱について連結財務諸表の範囲に含めておりませんが、その理由は下記の通

りであります。 

 

   （マクロホーム㈱の事業目的） 

    マクロホーム㈱は、ＦＰ工法による住宅を一層普及させるべく、地域密着型の優良な工務店を育成する

ことで、顧客が安心して生活できる高性能住宅を継続的に提供することを目的としております。 

   （マクロホーム㈱の事業内容） 

   ① 工務店に対する経営コンサルティング 

   ② 新規工務店開業における経営者の育成 

 

    ①は、ＦＰ工法専門の工務店を育成し、健全経営をサポートするためのコンサルティングを目的として

おり、継続して顧客を募集しているところでありますが、現在までに実績はありません。 

    ②については、ＦＰ工法専門の工務店を新たに開業しようとする者（オーナー）に対して、マクロホー

ム㈱の管理、指導のもとで実際に経営を経験しながら、必要な知識を習得するとともに、建設業法に定め
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る経営業務の管理責任者を育成することを目的としております。 

    オーナーとの契約により、当初５年間はマクロホーム㈱の取締役として支店を開設、そこで支店経営を

実践し、契約期間満了時に支店を閉鎖すると同時にオーナーが設立する会社において新たに営業を開始す

ることとしております。 

    併せて、契約期間満了時における支店の資産、負債および累積損益はオーナーに帰属するとされており、

支店閉鎖にあたり累積損益を精算のうえ資産、負債をオーナーが設立する会社に引き継ぐこととなります。 

 

    マクロホーム㈱の財務諸表は、①の実績がなく、②における複数の支店の業績によって作成されており

ます。各支店のオーナーとの契約によって、それぞれの契約期間満了時において、計上されている資産、

負債および累積損益はマクロホーム㈱の財務諸表から除かれることとなります。 

    したがって、当社の連結財務諸表において、マクロホーム㈱を含めて作成することは妥当性を欠くこと

となり、利害関係人の判断を著しく誤らせるおそれがあると認識し、当該会社を連結の範囲に含めており

ません。 
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以上の事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。 

 

 

一
般
顧
客

住
宅
事
業 

当
社
（
松
本
建
工
㈱
）

○
㈱
グ
ロ
バ
リ
ー 

Ｈ
Ｏ
Ｍ
Ｅ

Ｔ
Ｅ
Ｃ
Ｈ
Ｎ
Ｏ
Ｌ
Ｏ
Ｇ
Ｙ

Ｉ
Ｎ
Ｔ
Ｅ
Ｒ
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｉ
Ｏ
Ｎ
Ａ
Ｌ 

 

Ｉ
Ｎ
Ｃ
． 

○松建ホームテック㈱
・増改築・補償工事 ・補償工事の委託

Ｆ
Ｐ
事
業

そ
の
他
事
業

・ＦＰ工法建売住宅及び注文住宅他の販売 

Ｆ
Ｐ
グ
ル
ー
プ
会
員 

・ＦＰ工法 
住宅建築
の請負 

・ウレタン断熱パネル等製品の販売

・住宅関連商品の
輸入販売 

・建築資材の販売 
・製品、商品の運送取扱 

・ウレタン断熱 
パネル等製品
の販売 

・ウレタン断熱
パネル等製品
の販売 

・建築資材の 
販売 

・建築資材の 
販売 

㈱松建商事 

・販売促進 
ツール等の販売 

○㈱グロバリー 

・建築資材及び住宅関連
商品の輸入販売 

輸
入
販
売
事
業

・遮断ルーフ等製品の販売 

 子会社 
 
○印は連結
子会社 

関連会社 
 
※印は持分
法適用関連
会社 

 

※三井物産 
 ハウステック㈱

○松建不動産流通㈱
・不動産の売買、仲介 

・ＦＰ工法住宅等 
 建築の請負 

南
あ
い
の
里
事
業

・札幌市南あいの里土地区画整理組合が実施す
る土地区画整理事業についての業務代行者とし
て、工事の施工、事業資金の融資、保留予定地
の買取 

札
幌
市
南
あ
い
の
里

土
地
区
画
整
理
組
合

当
社
・

㈲
メ
ト
リ
ッ
ク
ス

・ＦＰ工法住宅等建築の請負 

㈱グレン・ディンプレックス・ジャパン

○㈱テックハウジングジャパン

・ＦＰ工法住宅等 
 建築の請負 

・ウレタン断熱
 パネル等製品
 の販売 

・建築資材・商品
の輸出販売 

マクロホーム㈱ 

・ＦＰ工法住宅 
 等建築の請負 
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４．中間連結財務諸表等 

 中間連結財務諸表作成のための基本となる事項 

 

(修正前) 

 

前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

１ 連結の範囲に関する事項 

 (1) 連結子会社 ４社 

   ㈱グロバリー、松建ホームテ

ック㈱、松建ウッドテック

㈱、松建不動産流通㈱ 

１ 連結の範囲に関する事項 

 (1) 連結子会社 ４社 

   ㈱グロバリー、松建ホームテ

ック㈱、松建不動産流通㈱、

㈱テックハウジングジャパン

１ 連結の範囲に関する事項 

 (1) 連結子会社 ４社 

   ㈱グロバリー、松建ホームテ

ック㈱、松建ウッドテック

㈱、松建不動産流通㈱ 

 (2) 非連結子会社 

   ㈱松建商事、 

   マクロホーム㈱、 

   HOME TECHNOLOGY  

   INTERNATIONAL,INC. 

松建不動産流通㈱について

は、重要性が増加したため当

中間連結会計期間から連結の

範囲に含めることといたしま

した。 

上記非連結子会社の総資

産、売上高、中間純損益及び

利益剰余金等はいずれも小規

模であり、全体として中間連

結財務諸表に重要な影響は及

ぼしておりません。 

 (2) 非連結子会社 

   ㈱松建商事、 

   松建ウッドテック㈱、 

   HOME TECHNOLOGY  

   INTERNATIONAL,INC.、 

   ㈱グレン・ディンプレック 

   ス・ジャパン 

㈱テックハウジングジャパ

ンについては、重要性が増加

したため当中間連結会計期間

から連結の範囲に含めること

といたしました。 

また、連結子会社でありま

した松建ウッドテック㈱は、

休眠会社となり重要性がなく

なったため当中間連結会計期

間から連結の範囲より除外い

たしました。 

上記非連結子会社の総資

産、売上高、中間純損益及び

利益剰余金等（持分に見合う

額）はいずれも小規模であ

り、全体として中間連結財務

諸表に重要な影響は及ぼして

おりません。 

 (2) 非連結子会社 

   ㈱松建商事、㈱テックハウジ

ングジャパン、 

   HOME TECHNOLOGY  

   INTERNATIONAL,INC.、 

   ㈱グレン・ディンプレック 

   ス・ジャパン 

松建不動産流通㈱について

は、重要性が増加したため当

連結会計年度から連結の範囲

に含めることといたしまし

た。 

上記非連結子会社の総資

産、売上高、当期純損益及び

利益剰余金等はいずれも小規

模であり、全体として連結財

務諸表に重要な影響は及ぼし

ておりません。 

  (3) 議決権の過半数を所有してい

るが子会社としない会社 

    提出会社が議決権の過半数

を所有するマクロホーム㈱に

ついては、有効な支配従属関

係が存在しないと認められる

ことにより、子会社には該当

しておりません。 

 (3) 議決権の過半数を所有してい

るが子会社としない会社 

同左 
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前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

２ 持分法の適用に関する事項 

 (1) 持分法を適用した関連会社 

   １社 

   三井物産ハウステック㈱ 

２ 持分法の適用に関する事項 

 (1) 持分法を適用した関連会社 

   １社 

   三井物産ハウステック㈱ 

２ 持分法の適用に関する事項 

 (1) 持分法を適用した関連会社 

   １社 

   三井物産ハウステック㈱ 

 (2) 持分法を適用していない非連

結子会社及び関連会社 

   ・非連結子会社 

   ㈱松建商事、 

   マクロホーム㈱、 

   HOME TECHNOLOGY  

   INTERNATIONAL,INC. 

    上記非連結子会社の中間純

損益及び利益剰余金等はいず

れも小規模であり、全体とし

て中間連結財務諸表に重要な

影響は及ぼしておりません。 

 (2) 持分法を適用していない非連

結子会社及び関連会社 

   ・非連結子会社 

   ㈱松建商事、松建ウッドテッ

ク㈱ 

   HOME TECHNOLOGY  

   INTERNATIONAL,INC.、 

   ㈱グレン・ディンプレック 

   ス・ジャパン 

    上記非連結子会社の中間純

損益及び利益剰余金等（持分

に見合う額）はいずれも小規

模であり、全体として中間連

結財務諸表に重要な影響は及

ぼしておりません。 

 (2) 持分法を適用していない非連

結子会社及び関連会社 

   ・非連結子会社 

   ㈱松建商事、㈱テックハウジ

ングジャパン、 

   HOME TECHNOLOGY  

   INTERNATIONAL,INC.、 

   ㈱グレン・ディンプレック 

   ス・ジャパン 

    上記非連結子会社の当期純

損益及び利益剰余金等はいず

れも小規模であり、全体とし

て連結財務諸表に重要な影響

は及ぼしておりません。 
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(修正後) 

 

前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

１ 連結の範囲に関する事項 

 (1) 連結子会社 ４社 

   ㈱グロバリー、松建ホームテ

ック㈱、松建ウッドテック

㈱、松建不動産流通㈱ 

１ 連結の範囲に関する事項 

 (1) 連結子会社 ４社 

   ㈱グロバリー、松建ホームテ

ック㈱、松建不動産流通㈱、

㈱テックハウジングジャパン

１ 連結の範囲に関する事項 

 (1) 連結子会社 ４社 

   ㈱グロバリー、松建ホームテ

ック㈱、松建ウッドテック

㈱、松建不動産流通㈱ 

 (2) 非連結子会社 

   ㈱松建商事、 

   マクロホーム㈱、 

   HOME TECHNOLOGY  

   INTERNATIONAL,INC. 

 (2) 非連結子会社 

   ㈱松建商事、 

   松建ウッドテック㈱、 

   マクロホーム㈱、 

   HOME TECHNOLOGY  

   INTERNATIONAL,INC.、 

   ㈱グレン・ディンプレック 

   ス・ジャパン 

 (2) 非連結子会社 

   ㈱松建商事、㈱テックハウジ

ングジャパン、 

   マクロホーム㈱、 

   HOME TECHNOLOGY  

   INTERNATIONAL,INC.、 

   ㈱グレン・ディンプレック 

   ス・ジャパン 
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前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

松建不動産流通㈱について

は、重要性が増加したため当

中間連結会計期間から連結の

範囲に含めることといたしま

した。 

非連結子会社のうちマクロ

ホーム㈱は、新規工務店開業

における経営者（オーナー）

を育成しており、契約によっ

て５年間会社経営を実践し、

独立することとしておりま

す。なお、契約期間満了時に

おいて、事業にかかる累積損

益を精算のうえ資産、負債を

オーナーが設立する会社に引

き継ぐこととしております。 

このことから、契約期間満

了時において、計上されてい

る資産、負債および損益につ

いてはマクロホーム㈱の財務

諸表から除かれることとなり

ます。したがって、連結財務

諸表において、マクロホーム

㈱を連結の範囲に含めること

は妥当性を欠くこととなり、

利害関係人の判断を著しく誤

らせるおそれがあると認識

し、連結の範囲に含めており

ません。 

マクロホーム㈱以外の上記

非連結子会社の総資産、売上

高、中間純損益及び利益剰余

金等はいずれも小規模であ

り、全体として中間連結財務

諸表に重要な影響は及ぼして

おりません。 

㈱テックハウジングジャパ

ンについては、重要性が増加

したため当中間連結会計期間

から連結の範囲に含めること

といたしました。 

また、連結子会社でありま

した松建ウッドテック㈱は、

休眠会社となり重要性がなく

なったため当中間連結会計期

間から連結の範囲より除外い

たしました。 

非連結子会社のうちマクロ

ホーム㈱は、新規工務店開業

における経営者（オーナー）

を育成しており、契約によっ

て５年間会社経営を実践し、

独立することとしておりま

す。なお、契約期間満了時に

おいて、事業にかかる累積損

益を精算のうえ資産、負債を

オーナーが設立する会社に引

き継ぐこととしております。

このことから、契約期間満

了時において、計上されてい

る資産、負債および損益につ

いてはマクロホーム㈱の財務

諸表から除かれることとなり

ます。したがって、連結財務

諸表において、マクロホーム

㈱を連結の範囲に含めること

は妥当性を欠くこととなり、

利害関係人の判断を著しく誤

らせるおそれがあると認識

し、連結の範囲に含めており

ません。 

マクロホーム㈱以外の上記

非連結子会社の総資産、売上

高、中間純損益及び利益剰余

金等（持分に見合う額）はい

ずれも小規模であり、全体と

して中間連結財務諸表に重要

な影響は及ぼしておりませ

ん。 

松建不動産流通㈱について

は、重要性が増加したため当

連結会計年度から連結の範囲

に含めることといたしまし

た。 

非連結子会社のうちマクロ

ホーム㈱は、新規工務店開業

における経営者（オーナー）

を育成しており、契約によっ

て５年間会社経営を実践し、

独立することとしておりま

す。なお、契約期間満了時に

おいて、事業にかかる累積損

益を精算のうえ資産、負債を

オーナーが設立する会社に引

き継ぐこととしております。

このことから、契約期間満

了時において、計上されてい

る資産、負債および損益につ

いてはマクロホーム㈱の財務

諸表から除かれることとなり

ます。したがって、連結財務

諸表において、マクロホーム

㈱を連結の範囲に含めること

は妥当性を欠くこととなり、

利害関係人の判断を著しく誤

らせるおそれがあると認識

し、連結の範囲に含めており

ません。 

マクロホーム㈱以外の上記

非連結子会社の総資産、売上

高、当期純損益及び利益剰余

金等はいずれも小規模であ

り、全体として連結財務諸表

に重要な影響は及ぼしており

ません。 
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前中間連結会計期間 
(自 平成16年４月１日 
至 平成16年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

２ 持分法の適用に関する事項 

 (1) 持分法を適用した関連会社 

   １社 

   三井物産ハウステック㈱ 

２ 持分法の適用に関する事項 

 (1) 持分法を適用した関連会社 

   １社 

   三井物産ハウステック㈱ 

２ 持分法の適用に関する事項 

 (1) 持分法を適用した関連会社 

   １社 

   三井物産ハウステック㈱ 

 (2) 持分法を適用していない非連

結子会社及び関連会社 

   ・非連結子会社 

   ㈱松建商事、 

   マクロホーム㈱、 

   HOME TECHNOLOGY  

   INTERNATIONAL,INC. 

    持分法を適用していない非

連結子会社のうちマクロホー

ム㈱は、新規工務店開業にお

ける経営者（オーナー）を育

成しており、契約によって５

年間会社経営を実践し、独立

することとしております。な

お、契約期間満了時におい

て、事業にかかる累積損益を

精算のうえ資産、負債をオー

ナーが設立する会社に引き継

ぐこととしております。 

このことから、契約期間満

了時において、計上されてい

る資産、負債および損益につ

いてはマクロホーム㈱の財務

諸表から除かれることとなり

ます。したがって、連結財務

諸表において、マクロホーム

㈱を持分法の適用に含めるこ

とは妥当性を欠くこととな

り、利害関係人の判断を著し

く誤らせるおそれがあると認

識し、持分法の適用に含めて

おりません。 

    マクロホーム㈱以外上記非

連結子会社の中間純損益及び

利益剰余金等はいずれも小規

模であり、全体として中間連

結財務諸表に重要な影響は及

ぼしておりません。 

 (2) 持分法を適用していない非連

結子会社及び関連会社 

   ・非連結子会社 

   ㈱松建商事、松建ウッドテッ

ク㈱、マクロホーム㈱、 

   HOME TECHNOLOGY  

   INTERNATIONAL,INC.、 

   ㈱グレン・ディンプレック 

   ス・ジャパン、 

    持分法を適用していない非

連結子会社のうちマクロホー

ム㈱は、新規工務店開業にお

ける経営者（オーナー）を育

成しており、契約によって５

年間会社経営を実践し、独立

することとしております。な

お、契約期間満了時におい

て、事業にかかる累積損益を

精算のうえ資産、負債をオー

ナーが設立する会社に引き継

ぐこととしております。 

このことから、契約期間満

了時において、計上されてい

る資産、負債および損益につ

いてはマクロホーム㈱の財務

諸表から除かれることとなり

ます。したがって、連結財務

諸表において、マクロホーム

㈱を持分法の適用に含めるこ

とは妥当性を欠くこととな

り、利害関係人の判断を著し

く誤らせるおそれがあると認

識し、持分法の適用に含めて

おりません。 

    マクロホーム㈱以外の上記

非連結子会社の中間純損益及

び利益剰余金等（持分に見合

う額）はいずれも小規模であ

り、全体として中間連結財務

諸表に重要な影響は及ぼして

おりません。 

 (2) 持分法を適用していない非連

結子会社及び関連会社 

   ・非連結子会社 

   ㈱松建商事、㈱テックハウジ

ングジャパン、 

   マクロホーム㈱、 

   HOME TECHNOLOGY  

   INTERNATIONAL,INC.、 

   ㈱グレン・ディンプレック 

   ス・ジャパン 

    持分法を適用していない非

連結子会社のうちマクロホー

ム㈱は、新規工務店開業にお

ける経営者（オーナー）を育

成しており、契約によって５

年間会社経営を実践し、独立

することとしております。な

お、契約期間満了時におい

て、事業にかかる累積損益を

精算のうえ資産、負債をオー

ナーが設立する会社に引き継

ぐこととしております。 

このことから、契約期間満

了時において、計上されてい

る資産、負債および損益につ

いてはマクロホーム㈱の財務

諸表から除かれることとなり

ます。したがって、連結財務

諸表において、マクロホーム

㈱を持分法の適用に含めるこ

とは妥当性を欠くこととな

り、利害関係人の判断を著し

く誤らせるおそれがあると認

識し、持分法の適用に含めて

おりません。 

    マクロホーム㈱以外の上記

非連結子会社の当期純損益及

び利益剰余金等はいずれも小

規模であり、全体として連結

財務諸表に重要な影響は及ぼ

しておりません。 

 



 
ファイル名:2007_05_30_2006(H18)0331_020.doc 更新日時:2007/05/29 17:31 印刷日時:07/05/30 11:21 

― 71 ― 

⑨平成18年３月期 決算短信（連結）、個別財務諸表の概要 

 

１．企業集団等の状況 

 

（修正前） 

当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、松本建工株式会社（当社）、子会社７社及びその他

の関係会社１社により構成されており、事業の内容は、建築請負事業、不動産販売事業、製品（ウレ

タン断熱パネル等製品）の製造販売事業、商品（建築資材）・輸入商品の販売事業、土地区画整理事

業の業務代行及びその他事業を行っております。 

 

 

当社、主要な子会社及びその他の関連会社の当該事業における位置づけは次のとおりであります。 

 

区分 事業の内容 会社名 関連事業及び会社名 

ＦＰ工法住宅等建築の請負 
ＦＰ工法建売住宅及び注文住宅 
他の建築、販売 

当社 
㈱テックハウジング 
ジャパン 

増改築補償工事の請負 松建ホームテック㈱ 住宅事業 

不動産の売買、仲介 松建不動産流通㈱ 

輸入材、資材の調達先 
 ㈱グロバリー 
HOME TECHNOLOGY 
INTERNATIONAL, INC. 

ＦＰ事業 

ウレタン断熱パネル等製品の販売 
建築資材の販売 
 
 
 

当社 
 
 
 
 

輸入材、資材の調達先 
 ㈱グロバリー 
HOME TECHNOLOGY 
INTERNATIONAL, INC. 

輸入販売 
事業 

建築資材及び住宅関連商品の輸入販売 ㈱グロバリー  

札幌市南あいの里土地区画整理組合が実
施する土地区画整理事業についての業務
代行者として、工事の施工、事業資金の
融資 

当社 
 
 
 

南あいの里 
事業 

札幌市南あいの里土地区画整理組合が実
施する土地区画整理事業についての業務
代行者として、保留予定地の買取 
 

㈲メトリックス 
 
 
 

 

住宅ローンの事務代行及び管理業務 ＭＫファイナンス㈱  

その他事業 

販売促進ツール等の販売 ㈱松建商事  
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以上の事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。 
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（修正後） 

当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、松本建工株式会社（当社）、子会社８社及びその他

の関係会社１社により構成されており、事業の内容は、建築請負事業、不動産販売事業、製品（ウレ

タン断熱パネル等製品）の製造販売事業、商品（建築資材）・輸入商品の販売事業、土地区画整理事

業の業務代行及びその他事業を行っております。 

 

 

当社、主要な子会社及びその他の関連会社の当該事業における位置づけは次のとおりであります。 

 

区分 事業の内容 会社名 関連事業及び会社名 

ＦＰ工法住宅等建築の請負 
ＦＰ工法建売住宅及び注文住宅 
他の建築、販売 

当社 
㈱テックハウジング 
ジャパン 
マクロホーム㈱(注) 
 

増改築補償工事の請負 松建ホームテック㈱ 

住宅事業 

不動産の売買、仲介 松建不動産流通㈱ 

輸入材、資材の調達先 
 ㈱グロバリー 
HOME TECHNOLOGY 
INTERNATIONAL, INC. 

ＦＰ事業 
ウレタン断熱パネル等製品の販売 
建築資材の販売 

当社 
 

輸入材、資材の調達先 
 ㈱グロバリー 
HOME TECHNOLOGY 
INTERNATIONAL, INC. 

輸入販売 
事業 

建築資材及び住宅関連商品の輸入販売 ㈱グロバリー  

札幌市南あいの里土地区画整理組合が実
施する土地区画整理事業についての業務
代行者として、工事の施工、事業資金の
融資 

当社 
 
 
 

南あいの里 
事業 

札幌市南あいの里土地区画整理組合が実
施する土地区画整理事業についての業務
代行者として、保留予定地の買取 

㈲メトリックス 
 
 
 

 

住宅ローンの事務代行及び管理業務 ＭＫファイナンス㈱  

その他事業 

販売促進ツール等の販売 ㈱松建商事  

(注)  子会社であるマクロホーム㈱について連結財務諸表の範囲に含めておりませんが、その理由は下記の通

りであります。 

 

   （マクロホーム㈱の事業目的） 

    マクロホーム㈱は、ＦＰ工法による住宅を一層普及させるべく、地域密着型の優良な工務店を育成する

ことで、顧客が安心して生活できる高性能住宅を継続的に提供することを目的としております。 

   （マクロホーム㈱の事業内容） 

   ① 工務店に対する経営コンサルティング 

   ② 新規工務店開業における経営者の育成 

 

    ①は、ＦＰ工法専門の工務店を育成し、健全経営をサポートするためのコンサルティングを目的として

おり、継続して顧客を募集しているところでありますが、現在までに実績はありません。 

    ②については、ＦＰ工法専門の工務店を新たに開業しようとする者（オーナー）に対して、マクロホー

ム㈱の管理、指導のもとで実際に経営を経験しながら、必要な知識を習得するとともに、建設業法に定め

る経営業務の管理責任者を育成することを目的としております。 
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    オーナーとの契約により、当初５年間はマクロホーム㈱の取締役として支店を開設、そこで支店経営を

実践し、契約期間満了時に支店を閉鎖すると同時にオーナーが設立する会社において新たに営業を開始す

ることとしております。 

    併せて、契約期間満了時における支店の資産、負債および累積損益はオーナーに帰属するとされており、

支店閉鎖にあたり累積損益を精算のうえ資産、負債をオーナーが設立する会社に引き継ぐこととなります。 

 

    マクロホーム㈱の財務諸表は、①の実績がなく、②における複数の支店の業績によって作成されており

ます。各支店のオーナーとの契約によって、それぞれの契約期間満了時において、計上されている資産、

負債および累積損益はマクロホーム㈱の財務諸表から除かれることとなります。 

    したがって、当社の連結財務諸表において、マクロホーム㈱を含めて作成することは妥当性を欠くこと

となり、利害関係人の判断を著しく誤らせるおそれがあると認識し、当該会社を連結の範囲に含めており

ません。 
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以上の事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。 
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４．連結財務諸表等 

 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 

(修正前) 

 
当連結会計年度 

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

１ 連結の範囲に関する事項 

 (1) 連結子会社４社 

㈱グロバリー、松建ホームテック㈱、松建不動産

流通㈱、㈱テックハウジングジャパン 

１ 連結の範囲に関する事項 

 (1) 連結子会社４社 

㈱グロバリー、松建ホームテック㈱、松建ウッド

テック㈱、松建不動産流通㈱ 

 (2) 非連結子会社 

㈱松建商事、 

ＭＫファイナンス㈱（旧松建ウッドテック㈱）、

HOME TECHNOLOGY INTERNATIONAL,INC.、 

 ㈱テックハウジングジャパンについては、重要性

が増加したため当連結会計年度から連結の範囲に含

めることといたしました。 

 また、連結子会社でありました松建ウッドテック

㈱（平成18年３月１日付で、会社名をＭＫファイナ

ンス㈱に変更）は休眠会社となり重要性がなくなっ

たため当連結会計年度から連結の範囲より除外いた

しました。 

 なお、従来、非連結子会社でありました㈱グレ

ン・ディンプレックス・ジャパンは、当連結会計年

度において解散しております。 

 上記非連結子会社の総資産、売上高、当期純損益

及び利益剰余金等（持分に見合う額）はいずれも小

規模であり、全体として連結財務諸表に重要な影響

は及ぼしておりません。 

 (2) 非連結子会社 

㈱松建商事、㈱テックハウジングジャパン、 

HOME TECHNOLOGY INTERNATIONAL,INC.、 

㈱グレン・ディンプレックス・ジャパン 

 松建不動産流通㈱については、重要性が増加した

ため当連結会計年度から連結の範囲に含めることと

いたしました。 

 上記非連結子会社の総資産、売上高、当期純損益

及び利益剰余金等はいずれも小規模であり、全体と

して連結財務諸表に重要な影響は及ぼしておりませ

ん。 

(3) 議決権の過半数を所有しているが子会社としない

会社 

同左 

(3) 議決権の過半数を所有しているが子会社としない

会社 

 提出会社が議決権の過半数を所有するマクロホー

ム㈱については、有効な支配従属関係が存在しない

と認められることにより、子会社には該当しており

ません。 
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当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

２ 持分法の適用に関する事項 

(1) 持分法を適用した関連会社 

 従来、持分法適用会社でありました三井物産ハウ

ステック㈱は、平成18年３月31日に所有株式全株を

譲渡しましたので持分法適用会社から除外しまし

た。 

２ 持分法の適用に関する事項 

(1) 持分法を適用した関連会社 １社 

三井物産ハウステック㈱ 

(2) 持分法を適用していない非連結子会社 

  ・非連結子会社 

㈱松建商事、 

ＭＫファイナンス㈱（旧松建ウッドテック㈱）、

HOME TECHNOLOGY INTERNATIONAL,INC.、 

 従来、非連結子会社でありました㈱グレン・ディ

ンプレックス・ジャパンは、当連結会計年度におい

て解散しております。 

 上記非連結子会社の当期純損益及び利益剰余金等

（持分に見合う額）はいずれも小規模であり、全体

として連結財務諸表に重要な影響は及ぼしておりま

せん。 

(2) 持分法を適用していない非連結子会社及び関連会

社 

  ・非連結子会社 

㈱松建商事、㈱テックハウジングジャパン、 

HOME TECHNOLOGY INTERNATIONAL,INC. 

㈱グレン・ディンプレックス・ジャパン 

 上記非連結子会社の当期純損益及び利益剰余金等

はいずれも小規模であり、全体として連結財務諸表

に重要な影響は及ぼしておりません。 
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(修正後) 

 
当連結会計年度 

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

１ 連結の範囲に関する事項 

 (1) 連結子会社４社 

㈱グロバリー、松建ホームテック㈱、松建不動産

流通㈱、㈱テックハウジングジャパン 

１ 連結の範囲に関する事項 

 (1) 連結子会社４社 

㈱グロバリー、松建ホームテック㈱、松建ウッド

テック㈱、松建不動産流通㈱ 

 (2) 非連結子会社 

㈱松建商事、 

ＭＫファイナンス㈱（旧松建ウッドテック㈱）、

マクロホーム㈱、 

HOME TECHNOLOGY INTERNATIONAL,INC. 

 ㈱テックハウジングジャパンについては、重要性

が増加したため当連結会計年度から連結の範囲に含

めることといたしました。 

 連結子会社でありました松建ウッドテック㈱（平

成18年３月１日付で、会社名をＭＫファイナンス㈱

に変更）は休眠会社となり重要性がなくなったため

当連結会計年度から連結の範囲より除外いたしまし

た。 

 従来、非連結子会社でありました㈱グレン・ディ

ンプレックス・ジャパンは、当連結会計年度におい

て解散しております。 

 非連結子会社のうちマクロホーム㈱は、新規工務

店開業における経営者（オーナー）を育成してお

り、契約によって５年間会社経営を実践し、独立す

ることとしております。なお、契約期間満了時にお

いて、事業にかかる累積損益を精算のうえ資産、負

債をオーナーが設立する会社に引き継ぐこととして

おります。 

 このことから、契約期間満了時において、計上さ

れている資産、負債および損益についてはマクロホ

ーム㈱の財務諸表から除かれることとなります。し

たがって、連結財務諸表において、マクロホーム㈱

を連結の範囲に含めることは妥当性を欠くこととな

り、利害関係人の判断を著しく誤らせるおそれがあ

ると認識し、連結の範囲に含めておりません。 

 マクロホーム㈱以外の上記非連結子会社の総資

産、売上高、当期純損益及び利益剰余金等（持分に

見合う額）はいずれも小規模であり、全体として連

結財務諸表に重要な影響は及ぼしておりません。 

 (2) 非連結子会社 

㈱松建商事、㈱テックハウジングジャパン、 

マクロホーム㈱、 

HOME TECHNOLOGY INTERNATIONAL,INC.、 

㈱グレン・ディンプレックス・ジャパン 

 松建不動産流通㈱については、重要性が増加した

ため当連結会計年度から連結の範囲に含めることと

いたしました。 

 非連結子会社のうちマクロホーム㈱は、新規工務

店開業における経営者（オーナー）を育成してお

り、契約によって５年間会社経営を実践し、独立す

ることとしております。なお、契約期間満了時にお

いて、事業にかかる累積損益を精算のうえ資産、負

債をオーナーが設立する会社に引き継ぐこととして

おります。 

 このことから、契約期間満了時において、計上さ

れている資産、負債および損益についてはマクロホ

ーム㈱の財務諸表から除かれることとなります。し

たがって、連結財務諸表において、マクロホーム㈱

を連結の範囲に含めることは妥当性を欠くこととな

り、利害関係人の判断を著しく誤らせるおそれがあ

ると認識し、連結の範囲に含めておりません。 

 マクロホーム㈱以外の上記非連結子会社の総資

産、売上高、当期純損益及び利益剰余金等はいずれ

も小規模であり、全体として連結財務諸表に重要な

影響は及ぼしておりません。 
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当連結会計年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年４月１日 
至 平成17年３月31日) 

２ 持分法の適用に関する事項 

(1) 持分法を適用した関連会社 

 従来、持分法適用会社でありました三井物産ハウ

ステック㈱は、平成18年３月31日に所有株式全株を

譲渡しましたので持分法適用会社から除外しまし

た。 

２ 持分法の適用に関する事項 

(1) 持分法を適用した関連会社 １社 

三井物産ハウステック㈱ 

(2) 持分法を適用していない非連結子会社 

  ・非連結子会社 

㈱松建商事、 

ＭＫファイナンス㈱（旧松建ウッドテック㈱）、

マクロホーム㈱、 

HOME TECHNOLOGY INTERNATIONAL,INC. 

 従来、非連結子会社でありました㈱グレン・ディ

ンプレックス・ジャパンは、当連結会計年度におい

て解散しております。 

 持分法を適用していない非連結子会社のうちマク

ロホーム㈱は、新規工務店開業における経営者（オ

ーナー）を育成しており、契約によって５年間会社

経営を実践し、独立することとしております。な

お、契約期間満了時において、事業にかかる累積損

益を精算のうえ資産、負債をオーナーが設立する会

社に引き継ぐこととしております。 

 このことから、契約期間満了時において、計上さ

れている資産、負債および損益についてはマクロホ

ーム㈱の財務諸表から除かれることとなります。し

たがって、連結財務諸表において、マクロホーム㈱

を持分法の適用に含めることは妥当性を欠くことと

なり、利害関係人の判断を著しく誤らせるおそれが

あると認識し、持分法の適用に含めておりません。

 マクロホーム㈱以外の上記非連結子会社の当期純

損益及び利益剰余金等（持分に見合う額）はいずれ

も小規模であり、全体として連結財務諸表に重要な

影響は及ぼしておりません。 

(2) 持分法を適用していない非連結子会社及び関連会

社 

  ・非連結子会社 

㈱松建商事、㈱テックハウジングジャパン、 

マクロホーム㈱、 

HOME TECHNOLOGY INTERNATIONAL,INC. 

㈱グレン・ディンプレックス・ジャパン 

 持分法を適用していない非連結子会社のうちマク

ロホーム㈱は、新規工務店開業における経営者（オ

ーナー）を育成しており、契約によって５年間会社

経営を実践し、独立することとしております。な

お、契約期間満了時において、事業にかかる累積損

益を精算のうえ資産、負債をオーナーが設立する会

社に引き継ぐこととしております。 

 このことから、契約期間満了時において、計上さ

れている資産、負債および損益についてはマクロホ

ーム㈱の財務諸表から除かれることとなります。し

たがって、連結財務諸表において、マクロホーム㈱

を持分法の適用に含めることは妥当性を欠くことと

なり、利害関係人の判断を著しく誤らせるおそれが

あると認識し、持分法の適用に含めておりません。

 マクロホーム㈱以外の上記非連結子会社の当期純

損益及び利益剰余金等はいずれも小規模であり、全

体として連結財務諸表に重要な影響は及ぼしており

ません。 
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 注記事項 

(連結貸借対照表関係) 

 

(修正前) 

 
当連結会計年度 
(平成18年３月31日) 

前連結会計年度 
(平成17年３月31日) 

※１ 非連結子会社に対するものは次のとおりでありま

す。 

投資有価証券(株式) 138,946千円
 

※１ 非連結子会社及び関連会社に対するものは次のと

おりであります。 

投資有価証券(株式) 297,025千円
 

 

 

(修正後) 

 
当連結会計年度 
(平成18年３月31日) 

前連結会計年度 
(平成17年３月31日) 

※１ 非連結子会社に対するものは次のとおりでありま

す。 

投資有価証券(株式) 218,946千円
 

※１ 非連結子会社及び関連会社に対するものは次のと

おりであります。 

投資有価証券(株式) 297,025千円
 

 

 



 
ファイル名:2007_05_30_2006(H18)0331_050.doc 更新日時:2007/05/29 15:28 印刷日時:07/05/30 11:21 

― 81 ― 

（関連当事者との取引） 

 

（修正前） 

当連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

(2) 子会社等 

 

関係内容 
属性 

会社等 
の名称 

住所 
資本金又 
は出資金 
(千円) 

事業の内容
又は職業 

議決権等 
の所有 

(被所有)割合 役員の
兼任等

事業上
の関係

取引の内容
取引金額 
(千円) 

科目 
期末残高
(千円)

関連 
会社 

三井物産 
ハウス 
テック㈱ 

東京都 
品川区 

300,000 
住宅、建築
資材の販売

(所有) 
直接49％ 

兼任 
４名 

製品等の
販売代理
店 

ウレタン断
熱パネル等
製品の販売

1,381,920 売掛金 426,027

 

 

（修正後） 

当連結会計年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

(2) 子会社等 

 

関係内容 
属性 

会社等 
の名称 

住所 
資本金又 
は出資金 
(千円) 

事業の内容
又は職業 

議決権等 
の所有 

(被所有)割合 役員の
兼任等

事業上
の関係

取引の内容
取引金額 
(千円) 

科目 
期末残高
(千円)

資金の貸付 205,000 
短期貸付
金 

201,000
子会社 

マクロ 
ホーム㈱ 

札幌市 
東区 

80,000 
ＦＰ工法住
宅等の建築
の請負 

(所有) 
直接100％ 

兼任 
２名 

ウレタン
断熱パネ
ル等製品
の販売 

保証債務 37,800 ─ ─

関連 
会社 

三井物産 
ハウス 
テック㈱ 

東京都 
品川区 

300,000 
住宅、建築
資材の販売

(所有) 
直接49％ 

兼任 
４名 

製品等の
販売代理
店 

ウレタン断
熱パネル等
製品の販売

1,381,920 売掛金 426,027
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 注記事項 

(貸借対照表関係) 

 

(修正前) 

 
第31期 

(平成17年３月31日) 
第32期 

(平成18年３月31日) 

※１ 関係会社に対するものが次のとおり含まれており

ます。 

受取手形及び売掛金 471,521千円
 

※１ 関係会社に対するものが次のとおり含まれており

ます。 

短期貸付金 306,734千円
 

 

 

(修正後) 

 
第31期 

(平成17年３月31日) 
第32期 

(平成18年３月31日) 

※１ 関係会社に対するものが次のとおり含まれており

ます。 

受取手形及び売掛金 471,521千円
 

※１ 関係会社に対するものが次のとおり含まれており

ます。 

短期貸付金 507,734千円
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⑩平成19年３月期 中間決算短信（連結） 

 

１．企業集団等の状況 

 

（修正前） 

当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、松本建工株式会社（当社）、子会社６社、関連会社

１社及びその他の関係会社１社により構成されており、事業の内容は、建築請負事業、不動産販売事

業、製品（ウレタン断熱パネル等製品）の製造販売事業、商品（建築資材）の販売事業、土地区画整

理事業の業務代行及びその他事業を行っております。 

 

当社、主要な子会社及び関連会社の当該事業における位置づけは次のとおりであります。 

 

区分 事業の内容 会社名 関連事業及び会社名 

ＦＰ工法住宅等建築の請負 
ＦＰ工法建売住宅及び注文住宅 
他の建築、販売 

当社 
㈱テックハウジング 
ジャパン 

増改築補償工事の請負 松建ホームテック㈱ 住宅事業 

不動産の売買、仲介 松建不動産流通㈱ 

輸入材、資材の調達先 
HOME TECHNOLOGY 
INTERNATIONAL, INC. 

ＦＰ事業 
ウレタン断熱パネル等製品の販売 
建築資材の販売 

当社 

輸入材、資材の調達先 
HOME TECHNOLOGY 
INTERNATIONAL, INC. 

札幌市南あいの里土地区画整理組合が実
施する土地区画整理事業についての業務
代行者として、工事の施工、事業資金の
融資 

当社  

南あいの里 
事業 

札幌市南あいの里土地区画整理組合が実
施する土地区画整理事業についての業務
代行者として、保留予定地の買取 

㈲メトリックス  

住宅ローンの事務代行及び管理業務 ＭＫファイナンス㈱  

その他事業 

販売促進ツール等の販売 ㈱松建商事  
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以上の事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。 

 

 

一
般
顧
客

住
宅
事
業 

当
社
（
松
本
建
工
㈱
）

Ｈ
Ｏ
Ｍ
Ｅ

Ｔ
Ｅ
Ｃ
Ｈ
Ｎ
Ｏ
Ｌ
Ｏ
Ｇ
Ｙ

Ｉ
Ｎ
Ｔ
Ｅ
Ｒ
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｉ
Ｏ
Ｎ
Ａ
Ｌ 

 

Ｉ
Ｎ
Ｃ
． 

○松建ホームテック㈱
・増改築・補償工事 ・補償工事の委託

Ｆ
Ｐ
事
業

そ
の
他
事
業 

・ＦＰ工法建売住宅及び注文住宅他の販売 

Ｆ
Ｐ
グ
ル
ー
プ
会
員

・ＦＰ工法 
住宅建築
の請負 

・ウレタン断熱パネル等製品の販売

㈱松建商事 

・販売促進 
ツール等の販売 

・遮断ルーフ等製品の販売 

 子会社 
 
○印は連結
子会社 

○松建不動産流通㈱
・不動産の売買、仲介 

・ＦＰ工法住宅等 
 建築の請負 

南
あ
い
の
里
事
業

・札幌市南あいの里土地区画整理組合が実施す
る土地区画整理事業についての業務代行者とし
て、工事の施工、事業資金の融資、保留予定地
の買取 

札
幌
市
南
あ
い
の
里 

土
地
区
画
整
理
組
合 

当
社
・
㈲
メ
ト
リ
ッ
ク
ス

・ＦＰ工法住宅等建築の請負 

○㈱テックハウジングジャパン

・ＦＰ工法住宅 
 建築の請負 ・ウレタン断熱

 パネル等製品
 の販売 

・建築資材・商品
の輸出販売 

○ＭＫファイナンス㈱

・住宅ローンの事務 
 代行及び管理業務 

・建築資材の販売 
・製品、商品の運送取扱 
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（修正後） 

当社グループ（提出会社及び提出会社の関係会社）は、松本建工株式会社（提出会社）、子会社８

社及びその他の関係会社１社により構成されており、事業の内容は、建築請負事業、不動産販売事業、

製品（ウレタン断熱パネル等製品）の製造販売事業、商品（建築資材）の販売事業、土地区画整理事

業の業務代行及びその他事業を行っております。 

 

 

当社、主要な子会社及びその他の関係会社の当該事業における位置づけは次のとおりであります。 

 

区分 事業の内容 会社名 関連事業及び会社名 

ＦＰ工法住宅等建築の請負 
ＦＰ工法建売住宅及び注文住宅 
他の建築、販売 

当社 
㈱テックハウジング 
ジャパン 
マクロホーム㈱(注) 
 

増改築補償工事の請負 松建ホームテック㈱ 

住宅事業 

不動産の売買、仲介 松建不動産流通㈱ 

輸入材、資材の調達先 
HOME TECHNOLOGY 
INTERNATIONAL, INC. 

ＦＰ事業 
ウレタン断熱パネル等製品の販売 
建築資材の販売 

当社 

輸入材、資材の調達先 
HOME TECHNOLOGY 
INTERNATIONAL, INC. 

札幌市南あいの里土地区画整理組合が実
施する土地区画整理事業についての業務
代行者として、工事の施工、事業資金の
融資 

当社  

南あいの里 
事業 

札幌市南あいの里土地区画整理組合が実
施する土地区画整理事業についての業務
代行者として、保留予定地の買取 

㈲メトリックス  

住宅ローンの事務代行及び管理業務 ＭＫファイナンス㈱  

その他事業 

販売促進ツール等の販売 ㈱松建商事  

(注)  子会社であるマクロホーム㈱について連結財務諸表の範囲に含めておりませんが、その理由は下記の通

りであります。 

 

   （マクロホーム㈱の事業目的） 

    マクロホーム㈱は、ＦＰ工法による住宅を一層普及させるべく、地域密着型の優良な工務店を育成する

ことで、顧客が安心して生活できる高性能住宅を継続的に提供することを目的としております。 

   （マクロホーム㈱の事業内容） 

   ① 工務店に対する経営コンサルティング 

   ② 新規工務店開業における経営者の育成 

 

    ①は、ＦＰ工法専門の工務店を育成し、健全経営をサポートするためのコンサルティングを目的として

おり、継続して顧客を募集しているところでありますが、現在までに実績はありません。 

    ②については、ＦＰ工法専門の工務店を新たに開業しようとする者（オーナー）に対して、マクロホー

ム㈱の管理、指導のもとで実際に経営を経験しながら、必要な知識を習得するとともに、建設業法に定め

る経営業務の管理責任者を育成することを目的としております。 

    オーナーとの契約により、当初５年間はマクロホーム㈱の取締役として支店を開設、そこで支店経営を
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実践し、契約期間満了時に支店を閉鎖すると同時にオーナーが設立する会社において新たに営業を開始す

ることとしております。 

    併せて、契約期間満了時における支店の資産、負債および累積損益はオーナーに帰属するとされており、

支店閉鎖にあたり累積損益を精算のうえ資産、負債をオーナーが設立する会社に引き継ぐこととなります。 

 

    マクロホーム㈱の財務諸表は、①の実績がなく、②における複数の支店の業績によって作成されており

ます。各支店のオーナーとの契約によって、それぞれの契約期間満了時において、計上されている資産、

負債および累積損益はマクロホーム㈱の財務諸表から除かれることとなります。 

    したがって、当社の連結財務諸表において、マクロホーム㈱を含めて作成することは妥当性を欠くこと

となり、利害関係人の判断を著しく誤らせるおそれがあると認識し、当該会社を連結の範囲に含めており

ません。 
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以上の事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。 

 

 

一
般
顧
客

住
宅
事
業
提
出
会
社
（
松
本
建
工
㈱
）

Ｈ
Ｏ
Ｍ
Ｅ

Ｔ
Ｅ
Ｃ
Ｈ
Ｎ
Ｏ
Ｌ
Ｏ
Ｇ
Ｙ

Ｉ
Ｎ
Ｔ
Ｅ
Ｒ
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｉ
Ｏ
Ｎ
Ａ
Ｌ 

 

Ｉ
Ｎ
Ｃ
． 

○松建ホームテック㈱
・増改築・補償工事 ・補償工事の委託

Ｆ
Ｐ
事
業

そ
の
他
事
業 

・ＦＰ工法建売住宅及び注文住宅他の販売 

Ｆ
Ｐ
グ
ル
ー
プ
会
員

・ＦＰ工法 
住宅建築
の請負 

・ウレタン断熱パネル等製品の販売

㈱松建商事 

・販売促進 
ツール等の販売 

・遮断ルーフ等製品の販売 

 子会社 
 
○印は連結
子会社 

○松建不動産流通㈱
・不動産の売買、仲介 

・ＦＰ工法住宅等 
 建築の請負 

南
あ
い
の
里
事
業

・札幌市南あいの里土地区画整理組合が実施す
る土地区画整理事業についての業務代行者とし
て、工事の施工、事業資金の融資、保留予定地
の買取 

札
幌
市
南
あ
い
の
里 

土
地
区
画
整
理
組
合 

当
社
・
㈲
メ
ト
リ
ッ
ク
ス

・ＦＰ工法住宅等建築の請負 

○㈱テックハウジングジャパン

・ＦＰ工法住宅 
 建築の請負 

・ウレタン断熱
 パネル等製品
 の販売 

・建築資材・商品
の輸出販売 

○ＭＫファイナンス㈱

・住宅ローンの事務 
 代行及び管理業務 

・建築資材の販売 
・製品、商品の運送取扱 

マクロホーム㈱ 

・ＦＰ工法住宅 
 建築の請負 
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４．中間連結財務諸表等 

 中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 

(修正前) 

 
前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

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) 

１ 連結の範囲に関する事項 

 (1) 連結子会社 ４社 

   ㈱グロバリー、松建ホームテ

ック㈱、松建不動産流通㈱、

㈱テックハウジングジャパン 

１ 連結の範囲に関する事項 

 (1) 連結子会社 ４社 

   松建ホームテック㈱、松建不

動産流通㈱、㈱テックハウジ

ングジャパン、ＭＫファイナ

ンス㈱ 

１ 連結の範囲に関する事項 

 (1) 連結子会社 ４社 

   ㈱グロバリー、松建ホームテ

ック㈱、松建不動産流通㈱、

㈱テックハウジングジャパン

 (2) 非連結子会社 

   ㈱松建商事、 

   松建ウッドテック㈱、 

   HOME TECHNOLOGY  

   INTERNATIONAL,INC.、 

   ㈱グレン・ディンプレック 

   ス・ジャパン 

㈱テックハウジングジャパ

ンについては、重要性が増加

したため当中間連結会計期間

から連結の範囲に含めること

といたしました。 

また、連結子会社でありま

した松建ウッドテック㈱は、

休眠会社となり重要性がなく

なったため当中間連結会計期

間から連結の範囲より除外い

たしました。 

上記非連結子会社の総資

産、売上高、中間純損益及び

利益剰余金等（持分に見合う

額）はいずれも小規模であ

り、全体として中間連結財務

諸表に重要な影響は及ぼして

おりません。 

 (2) 非連結子会社 

   ㈱松建商事、 

   HOME TECHNOLOGY  

   INTERNATIONAL,INC. 

ＭＫファイナンス㈱につい

ては、重要性が増加したため

当中間連結会計期間から連結

の範囲に含めることといたし

ました。 

また、連結子会社でありま

した㈱グロバリー（平成18年

４月１日付で、㈱グレン・デ

ィンプレックス・ジャパンに

名称変更）は、平成18年６月

１日付で第三者割当増資を実

施し、提出会社の持分比率が

100％から35％に低下したた

め、子会社に該当しないこと

となりました。この結果、同

社は連結の範囲から除外さ

れ、持分法適用関連会社とな

りました。 

上記非連結子会社の総資

産、売上高、中間純損益及び

利益剰余金等（持分に見合う

額）はいずれも小規模であ

り、全体として中間連結財務

諸表に重要な影響は及ぼして

おりません。 

 (2) 非連結子会社 

   ㈱松建商事、 

   ＭＫファイナンス㈱（旧松建

ウッドテック㈱）、 

   HOME TECHNOLOGY  

   INTERNATIONAL,INC. 

㈱テックハウジングジャパ

ンについては、重要性が増加

したため当連結会計年度から

連結の範囲に含めることとい

たしました。 

また、連結子会社でありま

した松建ウッドテック㈱（平

成18年３月１日付で、会社名

をＭＫファイナンス㈱に変

更）は休眠会社となり重要性

がなくなったため当連結会計

年度から連結の範囲より除外

いたしました。 

なお、従来、非連結子会社

でありました㈱グレン・ディ

ンプレックス・ジャパンは、

当連結会計年度において解散

しております。 

上記非連結子会社の総資

産、売上高、当期純損益及び

利益剰余金等（持分に見合う

額）はいずれも小規模であ

り、全体として連結財務諸表

に重要な影響は及ぼしており

ません。 
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前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

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) 

 (3) 議決権の過半数を所有してい

るが子会社としない会社 

    提出会社が議決権の過半数

を所有するマクロホーム㈱に

ついては、有効な支配従属関

係が存在しないと認められる

ことにより、子会社には該当

しておりません。 

 (3) 議決権の過半数を所有してい

るが子会社としない会社 

同左 

 (3) 議決権の過半数を所有してい

るが子会社としない会社 

同左 

２ 持分法の適用に関する事項 

 (1) 持分法を適用した関連会社 

   １社 

   三井物産ハウステック㈱ 

２ 持分法の適用に関する事項 

 (1) 持分法を適用した関連会社 

   １社 

   ㈱グレン・ディンプレック 

   ス・ジャパン 

２ 持分法の適用に関する事項 

 (1) 持分法を適用した関連会社 

    従来、持分法適用会社であ

りました三井物産ハウステッ

ク㈱は、平成18年３月31日に

所有株式全株を譲渡しました

ので持分法適用会社から除外

しました。 

 (2) 持分法を適用していない非連

結子会社 

   ㈱松建商事、 

   松建ウッドテック㈱、 

   HOME TECHNOLOGY  

   INTERNATIONAL,INC.、 

   ㈱グレン・ディンプレック 

   ス・ジャパン 

    上記非連結子会社の中間純

損益及び利益剰余金等（持分

に見合う額）はいずれも小規

模であり、全体として中間連

結財務諸表に重要な影響は及

ぼしておりません。 

 (2) 持分法を適用していない非連

結子会社 

   ㈱松建商事、 

   HOME TECHNOLOGY  

   INTERNATIONAL,INC. 

    上記非連結子会社の中間純

損益及び利益剰余金等（持分

に見合う額）はいずれも小規

模であり、全体として中間連

結財務諸表に重要な影響は及

ぼしておりません。 

 (2) 持分法を適用していない非連

結子会社 

   ㈱松建商事、ＭＫファイナン

ス㈱（旧松建ウッドテック

㈱）、 

   HOME TECHNOLOGY  

   INTERNATIONAL,INC. 

    従来、非連結子会社であり

ました㈱グレン・ディンプレ

ックス・ジャパンは、当連結

会計年度において解散してお

ります。 

    上記非連結子会社の当期純

損益及び利益剰余金等（持分

に見合う額）はいずれも小規

模であり、全体として連結財

務諸表に重要な影響は及ぼし

ておりません。 
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(修正後) 

 
前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

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) 

１ 連結の範囲に関する事項 

 (1) 連結子会社 ４社 

   ㈱グロバリー、松建ホームテ

ック㈱、松建不動産流通㈱、

㈱テックハウジングジャパン 

１ 連結の範囲に関する事項 

 (1) 連結子会社 ４社 

   松建ホームテック㈱、松建不

動産流通㈱、㈱テックハウジ

ングジャパン、ＭＫファイナ

ンス㈱ 

１ 連結の範囲に関する事項 

 (1) 連結子会社 ４社 

   ㈱グロバリー、松建ホームテ

ック㈱、松建不動産流通㈱、

㈱テックハウジングジャパン

 (2) 非連結子会社 

   ㈱松建商事、 

   松建ウッドテック㈱、 

   マクロホーム㈱、 

   HOME TECHNOLOGY  

   INTERNATIONAL,INC.、 

   ㈱グレン・ディンプレック 

   ス・ジャパン 

 (2) 非連結子会社 

   ㈱松建商事、 

   マクロホーム㈱、 

   HOME TECHNOLOGY  

   INTERNATIONAL,INC. 

 

 (2) 非連結子会社 

   ㈱松建商事、 

   ＭＫファイナンス㈱（旧松建

ウッドテック㈱）、 

   マクロホーム㈱、 

   HOME TECHNOLOGY  

   INTERNATIONAL,INC. 
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前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

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) 

㈱テックハウジングジャパ

ンについては、重要性が増加

したため当中間連結会計期間

から連結の範囲に含めること

といたしました。 

また、連結子会社でありま

した松建ウッドテック㈱は、

休眠会社となり重要性がなく

なったため当中間連結会計期

間から連結の範囲より除外い

たしました。 

非連結子会社のうちマクロ

ホーム㈱は、新規工務店開業

における経営者（オーナー）

を育成しており、契約によっ

て５年間会社経営を実践し、

独立することとしておりま

す。なお、契約期間満了時に

おいて、事業にかかる累積損

益を精算のうえ資産、負債を

オーナーが設立する会社に引

き継ぐこととしております。 

このことから、契約期間満

了時において、計上されてい

る資産、負債および損益につ

いてはマクロホーム㈱の財務

諸表から除かれることとなり

ます。したがって、連結財務

諸表において、マクロホーム

㈱を連結の範囲に含めること

は妥当性を欠くこととなり、

利害関係人の判断を著しく誤

らせるおそれがあると認識

し、連結の範囲に含めており

ません。 

マクロホーム㈱以外の上記

非連結子会社の総資産、売上

高、中間純損益及び利益剰余

金等（持分に見合う額）はい

ずれも小規模であり、全体と

して中間連結財務諸表に重要

な影響は及ぼしておりませ

ん。 

ＭＫファイナンス㈱につい

ては、重要性が増加したため

当中間連結会計期間から連結

の範囲に含めることといたし

ました。 

また、連結子会社でありま

した㈱グロバリー（平成18年

４月１日付で、㈱グレン・デ

ィンプレックス・ジャパンに

名称変更）は、平成18年６月

１日付で第三者割当増資を実

施し、提出会社の持分比率が

100％から35％に低下したた

め、子会社に該当しないこと

となりました。この結果、同

社は連結の範囲から除外さ

れ、持分法適用関連会社とな

りました。 

非連結子会社のうちマクロ

ホーム㈱は、新規工務店開業

における経営者（オーナー）

を育成しており、契約によっ

て５年間会社経営を実践し、

独立することとしておりま

す。なお、契約期間満了時に

おいて、事業にかかる累積損

益を精算のうえ資産、負債を

オーナーが設立する会社に引

き継ぐこととしております。

このことから、契約期間満

了時において、計上されてい

る資産、負債および損益につ

いてはマクロホーム㈱の財務

諸表から除かれることとなり

ます。したがって、連結財務

諸表において、マクロホーム

㈱を連結の範囲に含めること

は妥当性を欠くこととなり、

利害関係人の判断を著しく誤

らせるおそれがあると認識

し、連結の範囲に含めており

ません。 

マクロホーム㈱以外の上記

非連結子会社の総資産、売上

高、中間純損益及び利益剰余

金等（持分に見合う額）はい

ずれも小規模であり、全体と

して中間連結財務諸表に重要

な影響は及ぼしておりませ

ん。 

㈱テックハウジングジャパ

ンについては、重要性が増加

したため当連結会計年度から

連結の範囲に含めることとい

たしました。 

連結子会社でありました松

建ウッドテック㈱（平成18年

３月１日付で、会社名をＭＫ

ファイナンス㈱に変更）は休

眠会社となり重要性がなくな

ったため当連結会計年度から

連結の範囲より除外いたしま

した。 

従来、非連結子会社であり

ました㈱グレン・ディンプレ

ックス・ジャパンは、当連結

会計年度において解散してお

ります。 

非連結子会社のうちマクロ

ホーム㈱は、新規工務店開業

における経営者（オーナー）

を育成しており、契約によっ

て５年間会社経営を実践し、

独立することとしておりま

す。なお、契約期間満了時に

おいて、事業にかかる累積損

益を精算のうえ資産、負債を

オーナーが設立する会社に引

き継ぐこととしております。

このことから、契約期間満

了時において、計上されてい

る資産、負債および損益につ

いてはマクロホーム㈱の財務

諸表から除かれることとなり

ます。したがって、連結財務

諸表において、マクロホーム

㈱を連結の範囲に含めること

は妥当性を欠くこととなり、

利害関係人の判断を著しく誤

らせるおそれがあると認識

し、連結の範囲に含めており

ません。 

マクロホーム㈱以外の上記

非連結子会社の総資産、売上

高、当期純損益及び利益剰余

金等（持分に見合う額）はい

ずれも小規模であり、全体と

して連結財務諸表に重要な影

響は及ぼしておりません。 
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前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

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) 

２ 持分法の適用に関する事項 

 (1) 持分法を適用した関連会社 

   １社 

   三井物産ハウステック㈱ 

２ 持分法の適用に関する事項 

 (1) 持分法を適用した関連会社 

   １社 

   ㈱グレン・ディンプレック 

   ス・ジャパン 

２ 持分法の適用に関する事項 

 (1) 持分法を適用した関連会社 

    従来、持分法適用会社であ

りました三井物産ハウステッ

ク㈱は、平成18年３月31日に

所有株式全株を譲渡しました

ので持分法適用会社から除外

しました。 

 (2) 持分法を適用していない非連

結子会社 

   ㈱松建商事、 

   松建ウッドテック㈱、 

   マクロホーム㈱、 

   HOME TECHNOLOGY  

   INTERNATIONAL,INC.、 

   ㈱グレン・ディンプレック 

   ス・ジャパン 

 (2) 持分法を適用していない非連

結子会社 

   ㈱松建商事、 

   マクロホーム㈱、 

   HOME TECHNOLOGY  

   INTERNATIONAL,INC. 

 (2) 持分法を適用していない非連

結子会社 

   ㈱松建商事、ＭＫファイナン

ス㈱（旧松建ウッドテック

㈱）、 

   マクロホーム㈱、 

   HOME TECHNOLOGY  

   INTERNATIONAL,INC. 
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前中間連結会計期間 
(自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

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) 

    持分法を適用していない非

連結子会社のうちマクロホー

ム㈱は、新規工務店開業にお

ける経営者（オーナー）を育

成しており、契約によって５

年間会社経営を実践し、独立

することとしております。な

お、契約期間満了時におい

て、事業にかかる累積損益を

精算のうえ資産、負債をオー

ナーが設立する会社に引き継

ぐこととしております。 

このことから、契約期間満

了時において、計上されてい

る資産、負債および損益につ

いてはマクロホーム㈱の財務

諸表から除かれることとなり

ます。したがって、連結財務

諸表において、マクロホーム

㈱を持分法の適用に含めるこ

とは妥当性を欠くこととな

り、利害関係人の判断を著し

く誤らせるおそれがあると認

識し、持分法の適用に含めて

おりません。 

    マクロホーム㈱以外の上記

非連結子会社の中間純損益及

び利益剰余金等（持分に見合

う額）はいずれも小規模であ

り、全体として中間連結財務

諸表に重要な影響は及ぼして

おりません。 

    持分法を適用していない非

連結子会社のうちマクロホー

ム㈱は、新規工務店開業にお

ける経営者（オーナー）を育

成しており、契約によって５

年間会社経営を実践し、独立

することとしております。な

お、契約期間満了時におい

て、事業にかかる累積損益を

精算のうえ資産、負債をオー

ナーが設立する会社に引き継

ぐこととしております。 

このことから、契約期間満

了時において、計上されてい

る資産、負債および損益につ

いてはマクロホーム㈱の財務

諸表から除かれることとなり

ます。したがって、連結財務

諸表において、マクロホーム

㈱を持分法の適用に含めるこ

とは妥当性を欠くこととな

り、利害関係人の判断を著し

く誤らせるおそれがあると認

識し、持分法の適用に含めて

おりません。 

    マクロホーム㈱以外の上記

非連結子会社の中間純損益及

び利益剰余金等（持分に見合

う額）はいずれも小規模であ

り、全体として中間連結財務

諸表に重要な影響は及ぼして

おりません。 

    従来、非連結子会社であり

ました㈱グレン・ディンプレ

ックス・ジャパンは、当連結

会計年度において解散してお

ります。 

    持分法を適用していない非

連結子会社のうちマクロホー

ム㈱は、新規工務店開業にお

ける経営者（オーナー）を育

成しており、契約によって５

年間会社経営を実践し、独立

することとしております。な

お、契約期間満了時におい

て、事業にかかる累積損益を

精算のうえ資産、負債をオー

ナーが設立する会社に引き継

ぐこととしております。 

このことから、契約期間満

了時において、計上されてい

る資産、負債および損益につ

いてはマクロホーム㈱の財務

諸表から除かれることとなり

ます。したがって、連結財務

諸表において、マクロホーム

㈱を持分法の適用に含めるこ

とは妥当性を欠くこととな

り、利害関係人の判断を著し

く誤らせるおそれがあると認

識し、持分法の適用に含めて

おりません。 

    マクロホーム㈱以外の上記

非連結子会社の当期純損益及

び利益剰余金等（持分に見合

う額）はいずれも小規模であ

り、全体として連結財務諸表

に重要な影響は及ぼしており

ません。 
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