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上 場 会 社 名 株式会社ウエストホールディングス   上場取引所 ＪＡＳＤＡＱ 

コ ー ド 番 号 1407                ＵＲＬ http://www.west-gr.co.jp/ 

代  表  者（役職名）代 表 取 締 役 社 長（氏名）吉川 隆 

問合せ先責任者（役職名）執行役員財務経理部長（氏名）椎葉 栄次 ＴＥＬ （082）503－3900  

定時株主総会開催予定日   平成19年11月29日       配当支払開始予定日  平成19年11月30日 

有価証券報告書提出予定日  平成19年11月29日 
 

（百万円未満切捨て） 

１．平成19年８月期の連結業績（平成18年９月１日～平成19年８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 

 
19年８月期 
18年８月期 

百万円   ％
  25,656  225.8

7,873   ―

百万円   ％
951   ―

△1,126   ―

百万円   ％ 
       815   ― 
 △1,146   ― 

百万円   ％
 613   ―

△1,610   ―
    
 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 

 
19年８月期 
18年８月期 

円 銭 
84  50 

△225 05 

円 銭
― ―
― ―

％
19.6

△45.2

％ 
5.3 

△13.5 

％
3.7

△14.3

(参考)  持分法投資損益     19年８月期        △６百万円   18年８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 

 
19年８月期 
18年８月期 

百万円
      20,600

  10,435

百万円
    4,287
 2,770

％ 
17.4 
25.8 

円 銭
455  22
376 21

 (参考)  自己資本        19年８月期       3,576百万円  18年８月期    2,692百万円 

 
(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

 
19年８月期 
18年８月期 

百万円
△348

△1,743

百万円
67

△661

百万円 
△382 
5,692 

百万円
4,461
5,125

 
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    

 
18年８月期 
19年８月期 

円 銭 
― ― 
― ― 

円 銭
15 00
20 00

円 銭
15 00
20 00

百万円
107
157

％ 
― 

23.7 

％
3.9
4.3

20年８月期（予想） ― ― 20 00 20 00 ― 20.2 ― 
 
３．平成20年８月期の連結業績予想（平成19年９月１日～平成20年８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 

 
中 間 期 
通  期 

百万円    ％  
16,028   17.1 
32,375   26.2 

百万円    ％
649  400.1

1,558   63.8

百万円    ％
 414  142.3
1,075   31.8

百万円    ％ 
 339  205.2 
775   26.3 

円 銭
43  16
98  65
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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）   有 

新規  ４社（社名 松本建設株式会社、株式会社桜井エンジニアリング、 
株式会社ディベックス、株式会社サンテック） 

除外  ０社（社名       ） 

（注）詳細は、７ページ「企業集団の状況」をご覧ください。 

 

（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、21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（会計方針の変更）」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８月期 7,856,000株   18年８月期 7,156,000株 
② 期末自己株式数           19年８月期   ―   株   18年８月期   ―   株 
（注）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、44 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８月期の個別業績（平成18年９月１日～平成19年８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 

 
19年８月期 
18年８月期 

百万円   ％
1,125  92.3
585   ―

百万円   ％
309  130.2
134   ―

百万円   ％ 
301  128.2 
132   ― 

百万円   ％
252  130.1
109   ―

 
 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 

 
19年８月期 
18年８月期 

円  銭
34    72
15  31

円  銭
―  ―
―  ―

 
（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 

 
19年８月期 
18年８月期 

百万円
 5,004
4,338

百万円
3,759
3,202

％ 
75.1 
73.8 

円 銭
478  60
447 48

 (参考)  自己資本     19年８月期  3,759百万円   18年８月期  3,202百万円 

 
 
２．平成20年８月期の個別業績予想（平成19年９月１日～平成20年８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 

 
中 間 期 
通  期 

百万円     ％ 
479  △11.9 

 1,090   △3.2 

百万円     ％
3  △98.0

 217  △29.6

百万円     ％
16  △89.5

 188  △37.4

百万円     ％ 
6  △95.3 

 158  △37.0 

円 銭
0  78
20  19

 
 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素 

を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値を異なる場合があります。 
なお、上記予想に関する事項は添付資料３ページを参照して下さい。 
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１．経営成績 
(1) 経営成績に関する分析 

 （当期の経営成績） 

当連結会計年度における我が国経済は、不安材料を抱えながらも堅調な推移を示しております。企業部門は

全規模全産業での設備投資計画が５年連続の増加が見込まれる等好調な半面、米国経済の減速懸念など不透明

さも生じてきております。 

住宅・建設業界におきましては、改正建築基準法施行に伴う審査遅れなどが響いて、新設住宅着工戸数は７

月に前年同月比約 23％減、８月には約 43％減と急減しており、この傾向が長引けば、当業界は一段の業況悪化

が予想されます。 

このような環境下、当社グループは従来からの住宅新築事業と住宅リフォーム事業に加えて、ビル・マンシ

ョン等の土地・建物開発事業を本格化いたしました。 

以上の結果、当連結会計年度における売上高 256 億 56 百万円、営業利益９億 51 百万円、経常利益８億 15 百

万円となり、当期純利益は６億 13 百万円となりました。 

なお事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

① 住宅リフォーム事業 

住宅リフォーム事業においては、 大手の家電量販店内でのリフォームコーナーの活用及びＦＣ店・代理店

展開による事業拡大・新規提携先の開拓に努めてまいりました。 

以上の結果、売上高は 69 億４百万円となり、営業利益は９億 17 百万円となりました。 

② 戸建住宅事業 

戸建住宅事業においては、都内デベロッパー・住宅メーカーとの連携を強化し、特に関東地区を中心とした

事業展開を行ってまいりました。 

以上の結果、売上高は 22 億８百万円となり営業損失は 88 百万円となりました。 

③ 土地・建物開発事業 

土地・建物開発事業においては、ビル・マンション建築等の松本建設株式会社及び非木造建物の管理・メンテ

ナンスを主事業とする株式会社桜井エンジニアリングを、さらに収益不動産の企画（物件の発掘、建築プランの

策定）と開発を中心とする株式会社ディベックスを子会社化するとともに、開発委託型の大口不動産取引が結実

したことにより、大幅な売上高・利益の拡大につながりました。 

以上の結果、売上高は 141 億 56 百万円となり、営業利益は８億 90 百万円となりました。 

④ 土木事業 

土木事業においては、松本建設株式会社が広島県内の公共工事受注を安定的に受注いたしました。 

以上の結果、売上高は 22 億 86 百万円となり、営業利益は１億 43 百万円となりました。 

⑤ その他事業 

その他事業の売上高は、１億円となり、営業損失は 54 百万円となりました。 

（次期の見通し） 

次期の見通しといたしましては、景気は底堅く拡大するものと思われますが、一方では原油価格の高騰や金

利の上昇など予断を許さない状況が続くものと思われます。 

このような環境の中で、当社グループにあっては、太陽光発電を中心としたエコ事業の推進及び耐震補強商品

の事業化、土地・建物開発事業の展開、関西市場の戸建住宅事業の参入等事業拡大に努めてまいります。 

以上により、当社グループの次期の見通しといたしましては、売上高 323 億 75 百万円、経常利益 10 億 75 百

万円、当期純利益７億 75 百万円を見込んでおります。 

 

(2) 財政状態に関する分析 

  ① 資産、負債及び純資産の状況 

当連結会計年度末における総資産は、前年同期比 101 億 65 百万円増加し、206 億円となりました。また、負

債につきましては、前年同期比 86 億 48 百万円増加し 163 億 13 百万円、純資産につきましては、前年同期比 15

億 17 百万円増加し 42 億 87 百万円となりました。主な内容は以下のとおりであります。 

（資産） 

資産の増加の主な要因は、連結子会社の増加や大口開発案件等の増加に伴いたな卸資産が 86 億 55 百万円増加

したこと、また、連結子会社の増加に伴いのれんが 10 億 58 百万円増加したことによるものであります。 

 （負債） 

負債の増加の主な要因は、連結子会社の増加に伴い未成工事受入金や前受金が 17億 72百万円増加したこと、

短期借入金及び長期借入金がそれぞれ 38 億 51 百万円、11 億円増加したことによるものであります。 
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 （純資産） 

純資産につきましては、当期純利益６億 13 百万円および増資４億 13 百万円により、42 億 87 百万円となりま

した。 

 

② キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ６億 63 百万円減少し、44 億 61 百

万円となりました。 

当連結会計年度における各キャッシュ･フローの状況並びに、それらの要因は次のとおりであります。 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

営業活動によるキャッシュ・フローは、３億 48 百万円の支出となりました。 

これは主に、税金等調整前当期純利益７億 51 百万円を計上したものの、連結子会社の増加を含めた土地･建物

開発事業の拡大に伴い、たな卸資産が 19 億 85 百万円、前受金が８億 65 百万円増加したことによるものであり

ます。 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

投資活動によるキャッシュ・フローは、67 百万円の支出となりました。 

これは主に、東京地区の営業拠点集約により敷金保証金や固定資産の取得が３億 95 百万円支出したことや、投

資有価証券の取得により５億 31 百万円の支出が生じた一方、投資有価証券の売却による収入７億 58 百万円や子

会社取得に伴う事業譲受けによる収入２億 66 百万円があったことによるものであります。 

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

財務活動によるキャッシュ・フローは、３億 82 百万円の支出となりました。 

これは主に、増資による収入４億９百万円、借入金の返済６億 94 百万円や配当金の支払１億７百万円が生じた

ことによるものであります。 

 

当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは、下記のとおりであります。 

  平成 18 年８月期 平成 19 年８月期 

株主資本比率(％） 25.8 17.4 

時価ベースの株主資本比率(％) 36.1 22.8 

債務償還年数(年) － － 

インタレスト・カバレッジ・レシオ(倍) － － 

株主資本比率：株主資本÷総資産 

時価ベースの株主資本比率：株式時価総額÷総資産 

債務償還年数：有利子負債÷営業活動によるキャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業活動によるキャッシュ・フロー÷利払い 

 

※各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 

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

ります。 

※営業活動によるキャッシュ・フロー及び利払いは、連結キャッシュ・フロー計算書に計上されている｢営業活

動によるキャッシュ・フロー｣及び｢利息の支払額｣を用いております。 

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

イナスのため、記載しておりません。 

 

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

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

 以上の方針と政策に基づき、当期の利益配当金は１株当たり20円（中間０円、期末20円）の普通配当を実施さ

せていただく予定であります。 

 内部留保金につきましては、予想される経営環境の変化に対応するため、今後の事業展開や経営基盤の強化と

拡充に役立ててまいります。 

 なお、次期の配当につきましては、１株当たり20円（中間０円、期末20円）を予定しております。 
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(4) 事業等のリスク 

 当社グループの事業展開上のリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を記載しております。また、

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

いては、投資者に対する情報開示の観点から積極的に開示しております。 

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

る方針であります。 

  

① 事業の特徴について 

(ｲ) 住宅リフォーム事業 

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

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

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

(ﾛ) 戸建住宅事業 

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

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

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

左右されやすく、景気の悪化、雇用不安、金利の上昇、地価の上昇等により顧客の住宅取得意欲が減退した場合、

当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 

(ﾊ) 土地・建物開発事業 

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

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

の要因により、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 

(ﾆ) 土木事業 

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

す。 

(ﾎ）その他事業 

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

を行っております。 

 

② 法的規制について 

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

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

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

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

する努力を行っております。 

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

事業はその制約を受けることとなり、業績に影響を与える可能性があります。 

 

③ 消費者とのトラブルの多い業界に属していることについて 

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

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

業績に影響を及ぼす可能性があります。 

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

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

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

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

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

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

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

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

り、業績に影響を与える可能性があります。 

 

④ 個人情報等の漏洩リスクについて 

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

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

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

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

 

⑤ 販売用不動産について 

 株式会社骨太住宅及び株式会社ディベックスの販売用不動産のうち戸建住宅事業に係るものは、平成19年８月

末４億25百万円であり、土地・建物開発事業に係るものは、平成19年８月末34億４百万円となっております。両

社の販売用不動産に関しては、立地条件や価格等を総合的に勘案して仕入を行っておりますが、地価の急激な下

落等により評価損が生じた場合、または長期にわたって販売が停滞した場合には、当社グループの業績に影響を

与える可能性があります。 

 

⑥ 特定の取引先への依存度について 

 当連結会計年度（自平成18年９月１日至平成19年８月31日）における当社グループの売上高に占める業務提携

先である株式会社ヤマダハウジングの売上高は13.4％となっており、特定の取引先への依存度が高いと言えます。

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

経営施策や取引方針の変更により将来的に当社との関係を解除した場合には、当社グループの業績に影響を与え

る可能性があります。 

 

⑦ 役員退職慰労金の無支給について 

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

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

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

慰労金に対応する引当金を計上しておりません。 

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

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

業績に影響を与える可能性があります。 

 

⑧ 官公庁工事の減少について 

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

 

⑨ 取引先の信用リスクについて 

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

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

影響を与える可能性があります。 

 

⑩ 資材価格の変動リスクについて 

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

る可能性があります。 
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２．企業集団の状況 
 当社グループは、当社及び連結子会社９社で構成されており、住宅全般の総合リフォームの施工販売、収益不動

産の企画・開発・販売、土地付き戸建住宅の直営販売及び土木・建築施工を主な事業として取り組んでおります。 

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

 

会社名 事業内容 
事業種類別 

セグメント 

親
会
社 

株式会社 

ウエストホールディングス 

 

・持株会社 

・グループ全体の経営管理 

・ウエストプラザの運営 

その他事業 

株式会社骨太住宅 

 

・住宅全般の総合リフォームの施工販売 

（ 大手家電量販店店舗内での直営事業） 

 住まいのトータルアドバイザーとして、屋根・外壁・

水回り（バス・キッチン・トイレ等）等、住宅設備

全般のリフォーム工事の施工・販売 

・土地付き戸建住宅の直営販売 

 自社ブランド「骨太住宅」（新築戸建住宅）を主とし

て、売り建て方式により施工・販売 

・住宅メーカー・デベロッパーからの受注施工 

・ビル・マンション等の非木造建物の新築、リニュー

アル、施工及び不動産の販売 

・施工については、いずれも施工業者への外注による 

住宅リフォーム事業

戸建住宅事業 

土地・建物開発事業

松本建設株式会社 

※平成18年９月１日子会社化 

・ビル・マンション等の設計及び施工 

・土木建築工事の請負 
土地・建物開発事業

土木事業 

株式会社 

桜井エンジニアリング 

※平成19年３月６日子会社化 

・ビル・マンション等の調査・診断、長期維持修繕計

画の提案、空調・給排水・電気設備等の設備設計及

び施工後の建物管理、メンテナンス 

株式会社ディベックス 

※平成19年７月26日子会社化 

・収益不動産の企画（収益物件の発掘、建築プランの

設計等）及び開発 

・収益不動産の発掘・紹介、保有不動産の資産運用等

のコンサルティングと提案 

・リノベーション（物件のハード面〈内外装・設備〉

の改修、仕様の変更）やコンバージョン（物件の用

途変更）等の収益不動産の再生・流通事業 

土地・建物開発事業

株式会社ハウスドクター 

 

・タウンページ広告やインターネット広告を活用し、

コールセンターに寄せられる「住宅緊急トラブルサ

ービス」や「ハウスケアサービス」へのニーズに対

応するとともに、住宅屋根の補修や葺き替えのリフ

ォーム工事の施工・販売 

株式会社ハウスケア 

 

・住宅リフォーム全般の施工販売を行うフランチャイ

ズ加盟店の募集業務、並びに運営に関するコンサル

タント業務と販売ルートの開発業務 

安芸マイホームサービス 

株式会社 

・住宅全般の総合リフォームの施工販売 

（広島市佐伯区美鈴が丘団地内での直営事業） 

株式会社サンテック 

※平成19年７月３日子会社化 

・太陽光発電システムを中心とする住宅リフォーム工

事の施工・販売 

住宅リフォーム事業

連
結
子
会
社 

株式会社 

イノベーションアライアンス 

・地元金融機関等からの不動産情報の収集と活用 
その他事業 



㈱ウエストホールディングス(1407)  平成 19 年８月期決算短信 

―   ― 

 

8

事業の系統図は、次のとおりであります。 

施工

施
工
業
者

外注

施工

不動産

顧
客
（
官
公
庁
・
民
間
企
業
）

不動産売却／売買仲介

株式会社桜井エンジニアリング
（平成19年３月６日から連結子会社）

土地・建物開発事業

外注 保守管理

外注

株式会社ディベックス
（平成19年６月27日から連結子会社）

不動産購入

外注 施工

株式会社サンテック
（平成19年７月３日から連結子会社）

外注

住宅リフォーム事業戸建住宅事業

土地・建物開発事業 土木事業

外注

株式会社骨太住宅

不動産購入

不動産売却

土地・建物開発事業

受注

外注

施工

施工

建材業者への材料販売

（重要な業務提携先）

受注

施工

施工外注

金融機関等

施工外注

＜グループの経営管理＞

株式会社ハウスケア フランチャイジー
フランチャイズ

契約

施工

株式会社ヤマダハウジング
受注

ウエストグループへの受注

受注

住
宅
リ
フ
ォ
ー
ム
事
業
・
戸
建
住
宅
事
業

情報活用

株式会社骨太住宅

株式会社ハウスドクター

株式会社イノベーションアライアンス

安芸マイホームサービス株式会社

外注

住宅リフォーム事業 戸建住宅事業

管理業者

受託（メンテナンス）

土地・建物開発事業

施工業者
外注

松本建設株式会社
（平成18年９月１日から連結子会社）

施工 施工業者

外注

顧
客
（
個
人
ユ
ー
ザ
ー
お
よ
び
建
材
業
者
）

株式会社明野工務店
（平成19年９月26日から連結子会社）

販売株式会社明野住宅
（平成19年９月26日から連結子会社）

情報

戸建住宅事業

株式会社ウエストホールディングス

 

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

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

(1) 会社の経営の基本方針 

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

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

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

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

会社の発展を企図するものであります。 
 

(2) 目標とする経営指標 

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

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

企業価値を高めてまいります。 
 

(3) 中長期的な経営戦略 

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

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

フォーム及びメンテナンスを推進する方向にあります。 

 このような状況と創業以来の考え方に立脚して、前期より、戸建住宅からマンション・ビルまであらゆる建物

のメンテナンス・リフォーム及び不動産の再生（リノベーションやコンバージョン）需要にも対応できるよう事

業領域を拡大してまいりました。 

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

事業」を、もう一つのコア事業として確立してまいります。 

 また一方で、コアである住宅・リフォーム事業につきましては、環境問題における家庭のＣＯ２削減や地震対

策の耐震補強等社会的課題にも取り組んでまいります。 
 

(4) 会社の対処すべき課題 

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

グループの総合的な収益力を高めるのが、第一義的な課題であります。 
 

① 土地・建物の開発事業の確立 

『土地・建物開発事業』においては、グループのシナジー効果の 大化を目指します。特に収益不動産の新

規開発と再生事業に力点をおき、これに付随するビル・マンションの新築及びリノベーション（物件のハード

面＜内外装・設備＞の改修、仕様の変更）、コンバージョン（物件の用途変更）等の工事施工から建物の長期修

繕計画の提案、メンテナンスに至るまで、可能な限りグループ内で対応できるよう体制を強化いたします。 

この結果として、リフォーム事業と共に当グループの主柱事業として確固たる収益基盤を構築いたします。 

 

② 戸建リフォーム事業の強化 

当社グループのコアである戸建リフォーム事業の一層の強化を図ります。具体的には、太陽エネルギーなど

の再生可能エネルギーによる太陽光発電の普及拡大、及び、窓などの開口部や外壁等の断熱性向上などの省エ

ネ改修の促進、災害対策における老朽化した住宅の耐震補強など安心で快適な住まい造りの提案を推進してま

いります。 

 

③ グループ組織の活性化 

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

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

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

す。 
 

④ 「内部統制」の整備 

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

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

クションプランとして、当期は各事業会社における管理体制や手続規定などの内部統制を経理・財務面から見
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直し、グループとして共通する一定のルールに基づき、明示化・文書化として整備してまいります。 
 
 

 (5) 内部管理体制の整備・運用状況 

有価証券上場規程第８条の３及び適時開示規則第10条第３項に規定するコーポレート・ガバナンスに関する報

告書の「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」において記載しております。 
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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８月31日) 

当連結会計年度 

(平成19年８月31日) 

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 

構成比

(％) 
金額(千円) 

構成比

(％) 

(資産の部)   

Ⅰ 流動資産   

１ 現金及び預金  5,175,536  4,461,963

２ 受取手形及び売掛金  4,782  426,195

３ 完成工事未収入金  678,770  1,101,729

４ たな卸資産 ※１ 1,198,170  9,853,227

５ その他流動資産  768,304  937,316

 貸倒引当金  △20,786  △19,462

流動資産合計  7,804,778 74.8  16,760,970 81.4

Ⅱ 固定資産   

１ 有形固定資産   

(1) 建物及び構築物  1,036,196 1,053,848 

    減価償却累計額  △420,470 615,726  △460,461 593,387  

(2) 土地  516,026   516,026  

(3) その他有形固定資産  455,429 498,341 

  減価償却累計額  △324,556 130,872 △375,273 123,068

 有形固定資産合計  1,262,624 12.1  1,232,482 6.0

２ 無形固定資産   

 (1) のれん  146,367  1,204,446

 (2) その他無形固定資産   14,052   28,002

    無形固定資産合計  160,420      1.5  1,232,449 6.0

３ 投資その他の資産   

(1) 投資有価証券 ※４ 761,860  536,919

(2) 長期貸付金  167,283  231,188

(3) その他投資その他の資産  386,046  689,712

貸倒引当金  △107,615  △83,103

投資その他の資産合計  1,207,574 11.6  1,374,716 6.6

固定資産合計  2,630,619 25.2  3,839,647 18.6

資産合計  10,435,397 100.0  20,600,617 100.0
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前連結会計年度 

(平成18年８月31日) 

当連結会計年度 

(平成19年８月31日) 

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 

構成比

(％)
金額(千円) 

構成比

(％) 

(負債の部)   

Ⅰ 流動負債   

１ 支払手形  ―  319,591

２ 工事未払金  797,028  1,458,402

３ 買掛金  3,439  3,281

４ 短期借入金 ※1,3 4,886,216  8,737,258

５ 未払法人税等  20,824  61,224

６ 賞与引当金  21,918  35,830

７ その他流動負債  436,971  2,708,793

流動負債合計  6,166,397 59.1  13,324,381 64.7

Ⅱ 固定負債   

１  社債  ―  200,000

２  長期借入金 ※１ 1,477,454  2,577,945

３  退職給付引当金  ―  93,126

４  その他固定負債  21,526  118,137

固定負債合計  1,498,980 14.4  2,989,208 14.5

      負債合計  7,665,377 73.5  16,313,590 79.2

   

（純資産の部）   

Ⅰ 株主資本   

１ 資本金  1,005,120 9.6  1,211,620 5.9

２ 資本剰余金  712,348 6.8  918,848 4.5

３ 利益剰余金  975,104 9.4  1,481,217 7.1

      株主資本合計  2,692,572 25.8  3,611,685 17.5

Ⅱ 評価・換算差額等   

   その他有価証券評価差額金  △391  △35,490

   評価・換算差額等合計  △391 △0.0  △35,490 △0.2

Ⅲ  少数株主持分  77,839 0.7  710,832 3.5

   純資産合計  2,770,020 26.5  4,287,027 20.8

   負債純資産合計  10,435,397 100.0  20,600,617 100.0
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(2) 連結損益計算書 

  

前連結会計年度 

(自 平成17年９月１日 

 至 平成18年８月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成18年９月１日 

 至 平成19年８月31日) 

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 

百分比

(％) 
金額(千円) 

百分比

(％)

Ⅰ 売上高  7,873,644 100.0  25,656,062 100.0

Ⅱ 売上原価  5,203,154 66.1  20,409,128 79.5

  売上総利益  2,670,489 33.9  5,246,933 20.5

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1,2 3,797,279 48.2  4,295,336 16.8

 営業利益又は営業損失（△）  △1,126,789 △14.3  951,597 3.7

Ⅳ 営業外収益   

 １ 受取利息  2,731 4,939 

 ２ 受取配当金  69,612 45,603 

 ３ 受取販売手数料  17,375 126 

 ４ その他  16,818 106,538 1.3 37,274 87,943 0.3

Ⅴ 営業外費用   

 １ 支払利息  61,172 145,878 

 ２ 貸倒引当金繰入額  64,317 24,631 

 ３ 支払手数料  ― 29,472 

 ４ 株式交付費  ― 3,171 

 ５ その他  633 126,123 1.6 20,566 223,719 0.8

経常利益又は経常損失（△）  △1,146,374 △14.6  815,821 3.2
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前連結会計年度 

(自 平成17年９月１日 

 至 平成18年８月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成18年９月１日 

 至 平成19年８月31日) 

 区分 
注記 

番号 
金額(千円) 

百分比

(％) 
金額(千円) 

百分比

(％) 

Ⅵ 特別利益   

 １ 固定資産売却益 ※３ 17,342 2,358 

  ２ 投資有価証券売却益  47,433 44,205 

  ３ 保険解約益  ― 64,775 0.8 2,818 49,381 0.1

Ⅶ 特別損失   

 １ 固定資産除却損 ※４ 4,430 20,165 

 ２ 固定資産売却損 ※５ 77,745 ― 

 ３ たな卸資産廃棄損  14,728 4,464 

 ４ 投資有価証券売却損  4,282 6,076 

  ５ 投資有価証券評価損  ― 2,179 

 ６ 和解金 ※６ 14,750 ― 

  ７ 支店閉鎖損失 ※７ 202,213 ― 

８ 子会社本社移転費用 ※８ ― 80,651 

 ９ たな卸資産評価損  36,918 ― 

10  減損損失 ※９ 78,551 433,620 5.4 ― 113,538 0.4

税金等調整前当期純利益又は 

当期純損失（△） 
 △1,515,219 △19.2  751,664 2.9

   法人税、住民税及び事業税  23,245 101,178 

   法人税等調整額  95,840 119,086 1.6 33,782 134,961 0.5

      少数株主利益又は 

少数株主損失（△） 
 △23,827 0.3  3,249 △0.0

当期純利益及び当期純損失

（△） 
 △1,610,478 △20.5  613,453 2.4
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(3) 連結株主資本等変動計算書 

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

株主資本  

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

平成 17 年８月 31 日残高 1,005,120 712,348 2,713,214 4,430,682

連結会計年度中の変動額  

 剰余金の配当（注） - - △107,340 △107,340

 当期純損失 - - △1,610,478 △1,610,478

 子会社の新規連結に伴う減少高 - - △20,291 △20,291

株主資本以外の項目の連結会計年

度中の変動額 (純額) 
- - - -

連結会計年度中の変動額合計 - - △1,738,109 △1,738,109

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

 

評価・換算差額等  

その他有価証

券評価差額金

(千円) 

評価・換算 

差額等合計 

(千円) 

少数株主持分 

(千円) 

純資産合計 

(千円) 

平成 17 年８月 31 日残高 883 883 - 4,431,565

連結会計年度中の変動額  

 剰余金の配当（注） - - - △107,340

 当期純損失 - - - △1,610,478

 子会社の新規連結に伴う減少高 - - - △20,291

株主資本以外の項目の連結会計年

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

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

平成 18 年８月 31 日残高 △391 △391 77,839 2,770,020

（注）連結子会社 株式会社骨太住宅の平成 17 年 11 月開催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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当連結会計年度(自 平成 18 年９月１日 至 平成 19 年８月 31 日) 

株主資本  

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

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

連結会計年度中の変動額  

新株の発行 206,500 206,500  413,000

 剰余金の配当（注） - - △107,340 △107,340

 当期純利益 - - 613,453 613,453

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 206,500 206,500 506,113 919,113

平成 19 年８月 31 日残高 1,211,620 918,848 1,481,217 3,611,685

 

評価・換算差額等  

その他有価証

券評価差額金

(千円) 

評価・換算 

差額等合計 

(千円) 

少数株主持分 

(千円) 

純資産合計 

(千円) 

平成 18 年８月 31 日残高 △391 △391 77,839 2,770,020

連結会計年度中の変動額  

新株の発行 - - - 413,000

 剰余金の配当（注） - - - △107,340

 当期純利益 - - - 613,453

株主資本以外の項目の連結会計年

度中の変動額(純額) 
△35,098 △35,098 632,992 597,893

連結会計年度中の変動額合計 △35,098 △35,098 632,992 1,517,006

平成 19 年８月 31 日残高 △35,490 △35,490 710,832 4,287,027

（注）平成 18 年 11 月開催の定時株主総会における剰余金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９月１日 

至 平成18年８月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成18年９月１日 

至 平成19年８月31日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー  

 税金等調整前当期純利益又は 
 税金等調整前当期純損失（△） 

 △1,515,219 751,664

 減価償却費  167,423 160,651

  のれん償却  2,541 64,337

 賞与引当金の増減額  △9,902 13,912

貸倒引当金の増減額  75,737 △27,235

 受取利息及び受取配当金  △72,344 △50,543

 支払利息  61,172 145,878

 たな卸資産廃棄損  14,728 4,464

 たな卸資産評価損  36,918 ―

 固定資産売却益  △17,342 △2,358

 固定資産売却損  77,745 ―

 固定資産除却損  109,121 49,260

 減損損失  78,551 ―

 投資有価証券売却益  △47,433 △44,205

  投資有価証券売却損  4,282 6,076

 売上債権の増減額  81,213 △336,356

 たな卸資産の増減額  △552,590 △1,985,074

 前渡金の増減  ― △201,831

 仕入債務の増減額  △159,183 △233,718

  未成工事受入金の増減  ― 307,540

  未払金の増減  ― 253,892

  前受金の増減  ― 865,972

 和解金  14,750 ―

 その他  21,647 86,330

小計  △1,628,180 △171,343

 利息及び配当金の受取額  71,684 49,471

 利息の支払額  △75,861 △150,696

 和解金の支払額  △14,750 ―

 法人税等の支払額  △95,929 △75,986

営業活動によるキャッシュ・フロー  △1,743,037 △348,555
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前連結会計年度 

(自 平成17年９月１日 

至 平成18年８月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成18年９月１日 

至 平成19年８月31日) 

区分 
注記
番号

金額(千円) 金額(千円) 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー  

投資有価証券の売却による収入  391,481 758,534

 投資有価証券の取得による支出  △736,434 △531,670

 有形固定資産の売却による収入  202,783 15,882

 有形固定資産の取得による支出  △149,313 △78,767

 無形固定資産の取得による支出  △1,105 △24,570

  定期預金の解約による収入  ― 50,000

 差入敷金・保証金の返還による収入  208,631 44,592

 差入敷金・保証金の取得による支出  △88,514 △206,491

 短期貸付金の回収による収入  ― 98,200

 短期貸付金の貸付による支出  △465,000 △105,000

 長期貸付金の回収による収入  141,768 30,316

 長期貸付金の貸付による支出  △174,450 △141,295

 新規連結子会社の取得による支出 ※２ △2,022 △65,194

 事業譲受けによる収入 ※３ ― 266,541

 その他  10,450 △43,932

投資活動によるキャッシュ・フロー  △661,726 67,143

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー  

 短期借入金の増減額  4,100,000 936,281

 社債の償還による支出  △500,000 ―

 長期借入金の借入による収入  2,300,000 1,585,000

 長期借入金の返済による支出  △200,330 △3,215,732

  株式の発行による収入  ― 409,829

 少数株主からの払込による収入  100,000 9,800

 配当金の支払額  △107,340 △107,340

財務活動によるキャッシュ・フロー  5,692,330 △382,161

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額  3,287,566 △663,573

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  1,809,424 5,125,536

Ⅵ 子会社の新規連結に伴う現金及び現金同
等物の増加額 

 28,545 ―

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 5,125,536 4,461,963
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(５)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９月１日 

至 平成18年８月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成18年９月１日 

至 平成19年８月31日) 

１．連結の範囲に 

  関する事項 

 

 

(1) 連結子会社の数 … ５社  

連結子会社の名称 … 株式会社骨太住宅 

  株式会社ハウスドク
ター 

  株式会社ハウスケア 

  株式会社イノベーシ

ョンアライアンス 

  安芸マイホームサー

ビス株式会社 

株式会社骨太住宅（平成18年3月1日に株式会

社ウエストから社名変更、以下同様）は平成18

年３月１日に株式移転により、完全親会社であ

る株式会社ウエストホールディングス（当社）

を設立したため、同社及びその連結子会社であ

る株式会社ハウスドクター（平成17年10月25日

設立）は当連結会計年度より連結の範囲に含ま

れることになりました。また、従来株式会社骨

太住宅の非連結子会社であった株式会社イノベ

ーションアライアンスは、重要性が高まったた

め、当連結会計年度の下期から連結の範囲に含

まれることになりました。 

株式会社ハウスケアは平成18年３月６日に当

社の連結子会社として設立されたため、当連結

会計年度から連結の範囲に含まれることになり

ました。 

安芸マイホームサービス株式会社は平成18年

６月19日に当社が同社の発行済株式の95％を取

得したため、当連結会計年度から連結の範囲に

含まれることになりました。 

(2) 非連結子会社の名称  

  非連結子会社はありません。 

 

(1) 連結子会社の数 … ９社 

連結子会社の名称 … 株式会社骨太住宅 

   株式会社ハウスド
クター 

   株式会社ハウスケ
ア 

   株式会社イノベー

ションアライアン

ス 

   安芸マイホームサ

ービス株式会社 

   松本建設株式会社 

   株式会社桜井エン

ジニアリング 

   株式会社ディベッ

クス 

   株式会社サンテッ

ク 

松本建設株式会社は平成18年９月１日に当

社が同社の発行済株式の100％を取得したた

め、当連結会計年度から連結の範囲に含まれる

ことになりました。 

株式会社桜井エンジニアリングは平成19年

３月６日に当社の連結子会社として設立され

たため、当連結会計年度から連結の範囲に含ま

れることになりました。 

株式会社ディベックスは平成19年６月27日

に当社が同社の発行済株式の51％を取得した

ため、当連結会計年度から連結の範囲に含まれ

ることになりました。 

株式会社サンテックは平成19年７月３日に

当社の連結子会社として設立されたため、当連

結会計年度から連結の範囲に含まれることに

なりました。 

(2) 非連結子会社の名称 

同左 
 

２．持分法の適用 

  に関する事項 

(1) 持分法を適用した非連結子会社の数 

  持分法を適用した非連結子会社はありませ

ん。 

 

(1) 持分法を適用した非連結子会社の数 

同左 

 

 

 
(2) 持分法を適用した関連会社の数 

   持分法を適用した関連会社はありません。

(2) 持分法を適用した関連会社の数 

CONEX ASIA NETWORK株式会社 

なお、CONEX ASIA NETWORK株式会社につ

いては、重要性が増したため、当連結会計

年度の下期より、持分法の適用範囲に含め

ております。 
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項目 

前連結会計年度 

(自 平成17年９月１日 

至 平成18年８月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成18年９月１日 

至 平成19年８月31日) 

 (3) 持分法を適用しない非連結子会社及び関連

会社の名称 

   CONEX ASIA NETWORK株式会社 

 （持分法を適用しない理由） 

   CONEX ASIA NETWORK株式会社は、当期純

損益（持分に見合う額）及び利益剰余金(持

分に見合う額)等からみて持分法の対象か

ら除いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽

微であり、かつ、全体としても重要性がな

いため持分法の適用範囲から除外しており

ます。 
 

(3) 持分法を適用しない非連結子会社及び関連

会社の名称 

持分法を適用しない非連結子会社及び関連

会社はありません。 

 

３． 連結子会社の 

決算日に関

する事項 

  すべての連結子会社の事業年度の末日と連

結決算日は一致しております。 

 

  連結子会社のうち、株式会社ディベックスの

決算日は３月31日であります。 

  連結財務諸表の作成に当たって、当該会社に

ついては、連結決算日現在で実施した仮決算に

基づく財務諸表を利用しております。 
 

４． 株式移転に

伴う資本連

結に関する

事項 

  株式会社骨太住宅(平成18年３月１日に株式

会社ウエストから社名変更以下同様)は平成18

年３月１日に株式移転により完全親会社であ

る株式会社ウエストホールディングス(当社)

を設立しました。株式移転に伴う資本連結手続

は、持分プーリング法に準じた方法により処理

し、連結財務諸表を作成しております。 

  ただし、株式会社骨太住宅の前事業年度の利

益剰余金期末残高を引き継いでおります。 
 

－－－－－ 

５．会計処理基準

に関する事

項 

 

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 

① 有価証券 

  その他有価証券 

     時価のあるもの 

    連結決算日の市場価格等に基づく時価法

(評価差額は全部純資産直入法により処

理し、売却原価は移動平均法により算定)

によっております。 
 

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 

① 有価証券 

  その他有価証券 

     時価のあるもの 

同左 

 

      時価のないもの 

    移動平均法による原価法によっておりま

す。 

② デリバティブ取引 

時価法によっております。 
 

時価のないもの 

同左 

 

② デリバティブ取引 

時価法によっております。 
 

 ③ たな卸資産 

未成工事支出金、原材料、貯蔵品、商品、

販売用不動産、仕掛不動産 

個別法による原価法によっております。 

③ たな卸資産 

同左 
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項目 

前連結会計年度 

(自 平成17年９月１日 

至 平成18年８月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成18年９月１日 

至 平成19年８月31日) 

  (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 

① 有形固定資産 

  定率法によっております。 

   ただし、平成10年４月１日以降に取得した建

物(建物附属設備を除く)は定額法によって

おります。 

  なお、主な耐用年数は以下のとおりでありま

す。 

建物 ７年～37年

機械装置 ９年～15年

工具器具・備品 ２年～10年

 また、取得価額が10万円以上20万円未満

の減価償却資産については、３年間で均等

償却をしております。 

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 

① 有形固定資産 

同左 

 

 

 

 

 

（会計方針の変更） 

   法人税法の改正に伴い、当連結会計年度よ

り、平成19年４月１日以降に取得した有形固定

資産について、改正後の法人税法に基づく減価

償却の方法に変更しております。 

   これによる損益への影響は軽微であります。

 

 
② 無形固定資産 

  定額法によっております。 

 ただし、自社利用のソフトウェアについ

ては、社内における利用可能期間(５年)に

もとづく定額法によっております。 

② 無形固定資産 

同左 

 ③ 長期前払費用 

均等償却によっております。 

 

③ 長期前払費用 

同左 

 

 (3)重要な繰延資産の処理方法 

 

－－－－－ 

 

(3)重要な繰延資産の処理方法 

株式交付費 

支出時に全額費用として処理しております。

 

 

(4) 重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一

般債権については貸倒実績率により、貸倒懸

念債権等特定の債権については個別に回収

可能性を勘案し、回収不能見込額を計上して

おります。 

(4) 重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

同左 

 

② 賞与引当金 

   従業員に対する賞与の支給に備えるため、

賞与支給見込額のうち当連結会計年度の負

担額を計上しております。 

② 賞与引当金 

同左 

 

 ③ 完成工事補償引当金 

   完成工事に係る瑕疵担保の補修費用に備

えるため、過年度の実績補修費用のうち当

社グループの負担となった金額を基礎に補

修見込相当額を見積り計上することとして

おります。 

 なお、当連結会計年度の残高はありませ

ん。 

③ 完成工事補償引当金 

同左 

 

 ④ 退職給付引当金 

 

－－－－－ 

④ 退職給付引当金 

一部の連結子会社において、従業員の退職

給付に備えるため、当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、当連結会計年度末において発生している

と認められる額を計上しております。 

なお、退職給付引当金の設定は簡便法によ

っております。 
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項目 

前連結会計年度 

(自 平成17年９月１日 

至 平成18年８月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成18年９月１日 

至 平成19年８月31日) 

 (5) 重要なリース取引の処理方法 

    リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引については、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理によっておりま

す。 

 

(5) 重要なリース取引の処理方法 

 

同左 

 

 (6) 重要なヘッジ会計の方法 

①  ヘッジ会計の方法 

   特例処理の要件を満たす金利スワップにつ

いて、特例処理を採用しております。 

(6) 重要なヘッジ会計の方法 

①  ヘッジ会計の方法 

同左 

 

②  ヘッジ方針 

   金利スワップ取引の目的と範囲を限定し、

投機目的やトレーディング目的のために、

これを利用しない方針であります。 

②  ヘッジ方針 

同左 

 (7) その他連結財務諸表作成のための基本とな

る重要な事項 

① 収益及び費用の計上基準 

 

－－－－－ 

 

 

 

 

 

 

② 消費税及び地方消費税の会計処理 

税抜方式によっております。 

③  連結納税制度の適用 

当連結会計年度から連結納税制度を適用し

ております。 

 

(7) その他連結財務諸表作成のための基本とな

る重要な事項 

① 収益及び費用の計上基準 

  完成工事高の計上は、原則として工事完成

基準によっております。ただし、一部の連結

子会社において、請負金額１億円以上かつ工

期１年以上の工事については工事進行基準を

採用しております。 

  工事進行基準によった完成工事高は次の通

りです。 

完成工事高 1,556,028千円 

② 消費税及び地方消費税の会計処理 

同左 

③  連結納税制度の適用 

連結納税制度を適用しております。 

 

６． 連結子会社の
資産及び負債
の評価に関す
る事項 

  連結子会社の資産及び負債の評価について

は全面時価評価法を採用しております。 

 

 

同左 

 

７．のれんの償却

に関する事項 

  のれんの償却については、５年間の均等償

却を行っております。 

  のれんの償却については、５～15年間の均

等償却を行っております。 

 

８．連結キャッシ

ュ・フロー計

算書における

資金の範囲 

現金及び現金同等物は、手許現金、随時引

き出し可能な預金及び容易に換金可能であ

り、かつ、価値の変動について僅少なリスク

しか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期

限の到来する短期投資からなっております。

 

 

同左 
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 表示方法の変更 

前連結会計年度 

(自 平成17年９月１日 

至 平成18年８月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成18年９月１日 

至 平成19年８月31日) 

 

 

 

－－－－－ 

 

 

 

 

 

 

－－－－－ 

 

 

 

 

 

 

 

－－－－－ 

 

 

 

 

 

 

 

－－－－－ 

 

 

 
 

(連結キャッシュ・フロー計算書) 

 

前連結会計年度まで営業活動によるキャッシュ・フローの

「その他」に含めて表示しておりました「前渡金の増減額」

は、当連結会計年度において、金額の重要性が増したため、

区分記載することに変更いたしました。なお、前連結会計

年度の営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に

含まれる「前渡金の増減額」は、25,700千円であります。

 

前連結会計年度まで営業活動によるキャッシュ･フローの

「その他」に含めて表示しておりました「未払金の増減額」

は、当連結会計年度において、金額の重要性が増したため、

区分記載することに変更いたしました。なお、前連結会計

年度の営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に

含まれる「未払金の増減額」は、68,927千円であります。

 

前連結会計年度まで営業活動によるキャッシュ･フローの

「その他」に含めて表示しておりました「未成工事受入金

の増減額」は、当連結会計年度において、金額の重要性が

増したため、区分記載することに変更いたしました。なお、

前連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローの「そ

の他」に含まれる「未成工事受入金の増減額」は、△88,812

千円であります。 

 

前連結会計年度まで営業活動によるキャッシュ･フローの

「その他」に含めて表示しておりました「前受金の増減額」

は、当連結会計年度において、金額の重要性が増したため、

区分記載することに変更いたしました。なお、前連結会計

年度の営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に

含まれる「前受金の増減額」は、△549千円であります。 
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追加情報 

前連結会計年度 

(自 平成17年９月１日 
至 平成18年８月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成18年９月１日 
至 平成19年８月31日) 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

  当連結会計年度より「固定資産の減損に係る会計基準」

（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見

書」（企業会計審議会 平成14年８月９日））及び「固定

資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準

適用指針第６号 平成15年10月31日）を適用しておりま

す。これにより税金等調整前当期純損失は78,551千円増

加しております。 

  なお、減損損失累計額については、改正後の連結財務

諸表規則に基づき各資産の金額から直接控除しており

ます。 

 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等） 

  当連結会計年度より「貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成17年12

月９日 企業会計基準第５号）及び「貸借対照表の純資

産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会

計基準委員会 平成17年12月９日 企業会計基準適用

指針第８号）を適用しております。 

  これによる損益に与える影響はありません。 

従来の「資本の部」の合計に相当する金額は2,692,180

千円であります。 

  なお、連結財務諸表規則の改正により、当連結会計年

度における連結貸借対照表の純資産の部については、改

正後の連結財務諸表規則により作成しております。 

 

（保有目的の変更） 

当連結会計年度において、当社の一部の固定資産(土

地)の保有目的を変更し、たな卸資産（販売用不動産）

に90,424千円振替えております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－－－－－ 
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(6) 連結財務諸表に関する注記事項 

(連結貸借対照表関係) 

 

前連結会計年度 
(平成18年８月31日) 

当連結会計年度 
(平成19年８月31日) 

※１． 

 

 

－－－－－ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※１．担保に供している資産並びに担保付債務は次のとお

りであります。 

（担保資産） 
 
 

たな卸資産 6,474,334千円

（担保付債務） 

短期借入金 3,476,889千円

長期借入金 1,773,944千円

合計 5,250,833千円
 

２．偶発債務    

   債務保証 

連結子会社株式会社骨太住宅は、次の会社について

下記内容の債務保証を行っております。 

保証先 金額(千円) 内容 

松本建設

株式会社 
16,275 

公共工事履行ボンド

／入札履行保証保険 

(極度限度額４億円) 
 

２．偶発債務    

   債務保証 

連結子会社株式会社ディベックスは、次の会社につ

いて下記内容の債務保証を行っております。 

保証先 金額(千円) 内容 

株式会社
ディベッ
クス・パ
ートナー
ズ 

73,800 
金融機関からの借入

金に対する債務保証 

 

※３．当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うた

め取引銀行６行と当座貸越契約を締結しております。

これら契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行

残高は次のとおりであります。 

当座貸越極度額 4,700,000千円

借入実行残高 4,100,000千円

差引額 600,000千円
 

※３．当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うた

め取引銀行４行と当座貸越契約を締結しております。

これら契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行

残高は次のとおりであります。 

当座貸越極度額 2,700,000千円

借入実行残高 2,500,000千円

差引額 200,000千円
 

※４．関連会社に対するものは以下のとおりであります。 

投資有価証券 30,600千円

 

※４．関連会社に対するものは以下のとおりであります。 

投資有価証券 23,934千円
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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９月１日 
至 平成18年８月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成18年９月１日 
至 平成19年８月31日) 

※１．販売費及び一般管理費の主な内容 

従業員給与 1,213,265千円

賞与引当金繰入額 17,420千円

貸倒引当金繰入額 13,629千円

支払手数料 412,808千円
 

※１．販売費及び一般管理費の主な内容 

従業員給与 1,517,364千円

賞与引当金繰入額 21,867千円

支払手数料 559,060千円

 
 

※２．研究開発費の総額 

一般管理費に含まれる研究開発費 25,165千円

 

※２．研究開発費の総額 

一般管理費に含まれる研究開発費 385千円

 

※３．固定資産売却益の内訳 

工具器具･備品 17,342千円
 

※３．固定資産売却益の内訳 

工具器具･備品 2,358千円
 

※４．固定資産除却損の内訳 

工具器具･備品 4,430千円
 

※４．固定資産除却損の内訳 

建物 13,992千円

工具器具･備品 6,173千円

計 20,165千円
 

※５．固定資産売却損の内訳 

建物 21,194千円

土地 56,535千円

工具器具･備品 15千円

計 77,745千円
 

※５．  

 

－－－－－ 

 

※６．和解金は、顧客との係争の和解に伴う和解金の支払

いであります。 

 

※６． 

－－－－－ 

※７．支店閉鎖損失の内訳 

固定資産除却損（建物） 92,691千円

固定資産除却損（工具器具・備品） 11,999千円

現状回復費他 97,522千円

計 202,213千円
 

※７． 

 

 －－－－－ 

 

※８．子会社本社移転費用 

－－－－－ 

 

※８．子会社本社移転費用 

固定資産除却損（建物） 26,047千円

固定資産除却損（工具器具・備品） 3,046千円

現状回復費他 51,557千円

計 80,651千円
 

※９．減損損失 

     当社は当連結会計期間において以下の資産グルー

プについて減損損失を計上しました。 

※９． 

   

 (1) 減損損失を認識した資産グループの概要 

用途 種類 場所 

遊休資産 土地 
広島県 

廿日市市他 

 

 

 

 

－－－－－ 

 

 (2) 減損損失の認識に至った経緯 

     一部の遊休資産について、市場価格が下落したた

め、帳簿価額を回収可能価額まで減額しております。

 

 



㈱ウエストホールディングス(1407)  平成 19 年８月期決算短信 

―   ― 

 

27

前連結会計年度 

(自 平成17年９月１日 
至 平成18年８月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成18年９月１日 
至 平成19年８月31日) 

 (3) 減損損失の金額 

   減損処理額78,551千円は減損損失として特別損失

に計上しております。 

 

－－－－－ 

 

 (4) 資産のグルーピングの方法 

    資産グループは原則として事業の種類別セグメン

ト単位とし、遊休資産については個々の物件単位で

資産グループとして取り扱っております。 

 

 

 

(5) 回収可能価額の算定方法 

    遊休資産の回収可能価額は正味売却価額により測

定しており、土地については、固定資産税評価額等を

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

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

１． 発行済株式の種類及び総数に関する事項 

 前事業年度末 

株式数(株) 

当連結会計年度 

増加株式数(株) 

当連結会計年度 

減少株式数(株) 

当連結会計年度末 

株式数(株) 

発行済株式  

普通株式 7,156,000 - - 7,156,000

合 計 7,156,000 - - 7,156,000

 

２． 自己株式に関する事項 

該当事項はありません。 

 

３． 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

該当事項はありません。 

 

４．配当に関する事項 

(１)配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額 

（千円） 

１株当たり 

配当額（円）
基準日 効力発生日 

平成17年11月25日 

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

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

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

決議 
株式の 

種 類

配当金の総額

（千円） 
配当の原資

１株当たり

配当額（円）
基準日 効力発生日 

平成18年11月28日 

定時株主総会 

普通

株式
107,340 利益剰余金 15.00 平成18年８月31日 平成18年11月29日 
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当連結会計年度（自 平成 18 年９月１日 至 平成 19 年８月 31 日） 

１． 発行済株式の種類及び総数に関する事項 

 前事業年度末 

株式数(株) 

当連結会計年度 

増加株式数(株) 

当連結会計年度 

減少株式数(株) 

当連結会計年度末 

株式数(株) 

発行済株式  

普通株式 7,156,000 700,000 - 7,856,000

合 計 7,156,000 700,000 - 7,856,000

(注)普通株式の発行済株式の増加は、第三者割当増資による新株発行による増加 700,000 株であります。 
 

２． 自己株式に関する事項 

該当事項はありません。 

 

３． 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

該当事項はありません。 

 

４．配当に関する事項 

(１)配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額 

（千円） 

１株当たり 

配当額（円）
基準日 効力発生日 

平成18年11月28日 

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

 

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

決議 
株式の 

種 類

配当金の総額

（千円） 
配当の原資

１株当たり

配当額（円）
基準日 効力発生日 

平成19年11月29日 

定時株主総会 

普通

株式
157,120 利益剰余金 20.00 平成19年８月31日 平成19年11月30日 
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(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９月１日 
至 平成18年８月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成18年９月１日 
至 平成19年８月31日) 

※１．現金及び現金同等物の決算期末残高と連結貸借対照

表に掲記されている科目の金額との関係 

(平成18年８月31日)

現金預金勘定 5,175,536千円

預入期間が３ヶ月を 
超える定期預金等 

△50,000千円

現金及び現金同等物 5,125,536千円

 

※１．現金及び現金同等物の決算期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係 

(平成19年８月31日)

現金預金勘定 4,461,963千円

預入期間が３ヶ月を 
超える定期預金等 

－

現金及び現金同等物 4,461,963千円

 

※２．株式の取得により新たに連結子会社となった会社の

資産及び負債の内容 

   株式の取得により新たに安芸マイホームサービス株

式会社を連結したことに伴う連結開始時の資産及び負

債の内訳並びに安芸マイホームサービス株式会社の取

得価額と安芸マイホームサービス株式会社取得のため

の支出（純額）との関係は次の通りであります。 

 

連結開始時の資産及び負債の内訳 

流動資産 44,784千円

固定資産 4,605千円

のれん 12,709千円

流動負債 △25,864千円

少数株主持分 △235千円

安芸マイホームサービス株式会社

株式の取得価額 
36,000千円

安芸マイホームサービス株式会社

の現金及び現金同等物 
△33,977千円

差引：安芸マイホームサービス株

式会社取得のための支出 
2,022千円

 

※２．株式の取得により新たに連結子会社となった会社の資

産及び負債の内容 

株式の取得により新たに松本建設株式会社及び株式会

社会ディベックスを連結したことに伴う連結開始時の資

産及び負債の内訳並びに株式の取得価額と取得のための

支出（純額）との関係は次の通りであります。 

 

（松本建設株式会社） 

流動資産 34,058千円

のれん 6,693千円

流動負債 △751千円

松本建設株式会社株式の取得価額 40,000千円

松本建設株式会社の現金及び現金

同等物 
△33,881千円

差引：松本建設株式会社取得のため

の支出 
6,118千円

 

 

（株式会社ディベックス） 

流動資産 7,640,711千円

固定資産 213,141千円

のれん 366,607千円

流動負債 △3,062,960千円

固定負債 △3,520,910千円

少数株主持分 △619,942千円

株式の取得価額 1,016,648千円

現金及び現金同等物 △957,572千円

差引：取得のための支出 59,075千円
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前連結会計年度 

(自 平成17年９月１日 
至 平成18年８月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成18年９月１日 
至 平成19年８月31日) 

※３． 

 

 

－－－－－ 

 

※３．事業譲受けにより増加した資産及び負債の内容 

   連結子会社である松本建設株式会社が株式会社ＭＫ

コーポレーションからの事業譲受けにより取得した資

産及び負債の主な内訳及び事業譲受による収入は以下

の通りであります。 

 

流動資産 1,372,536千円

固定資産 24,572千円

のれん 647,230千円

流動負債 △1,765,884千円

固定負債 △101,454千円

事業譲受け価額 177,000千円

現金及び現金同等物 △430,606千円

差引：事業譲受けによる収入 253,606千円

 

 

連結子会社である株式会社桜井エンジニアリングが

ＳＥコーポレーション株式会社からの事業譲受けによ

り取得した資産及び負債の主な内訳及び事業譲受によ

る収入は以下の通りであります。 

 

流動資産 98,951千円

固定資産 20,267千円

のれん 135,889千円

流動負債 △121,108千円

固定負債 △119,000千円

事業譲受け価額 15,000千円

現金及び現金同等物 △27,934千円

差引：事業譲受けによる収入 12,934千円
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（セグメント情報） 

【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９月１日 至 平成 18 年８月 31 日）                （単位：千円） 

 
リニューアル 

事 業 

ユニオン 

事 業 

その他 

事 業 
計 

消去又 

は全社 
連結 

Ⅰ 売上高     

(1)外部顧客に対する

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

(2)セグメント間の内部

売上高又は振替高 
－ － － － － －

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

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

営業利益又は 

営業損失（△） 
208,262 △113,290 △250,907 △155,935 △970,853 △1,126,789

Ⅱ 資産、減価償却費・ 

減損損失及び資本的 

支出 

  

資産 5,203,118 2,248,156 1,057,891 8,329,166 2,106,231 10,435,397

減価償却費 110,571 6,171 14,429 131,171 36,252 167,423

減損損失 － － － － 78,551 78,551

資本的支出 140,561 3,643 5,551 149,756 8,986 158,743

(注) １．事業区分及び各区分の主な内容 

  事業区分は事業の内容を勘案して、次のとおり区分しております。 

 リニューアル事業・・・住宅全般の総合リフォームの施工販売 

 ユニオン事業・・・・・土地付き戸建住宅の直営販売 

 その他事業・・・・・・建材業者への材料販売 

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

の管理部門に係る費用であります。 

３．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、2,106,231 千円であり、その主なものは、

当社グループの管理部門に係る資産及び余資運用資金であります。 

４．減価償却費及び資本的支出には、長期前払費用と同費用に係る償却費が含まれております。 
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当連結会計年度（自 平成 18 年９月１日 至 平成 19 年８月 31 日）                （単位：千円） 

 
住宅ﾘﾌｫｰﾑ

事 業 

戸建住宅 

事 業 

土地･建物

開発事業
土木事業

その他 

事 業 
計 

消去又 

は全社 
連結 

Ⅰ 売上高         

(1)外部顧客に

対する売上

高 

6,904,992 2,208,144 14,156,336 2,286,384 100,204 25,656,062 － 25,656,062

(2)セグメント

間の内部売

上高又は振

替高 

－ － － － － － － －

計 6,904,992 2,208,144 14,156,336 2,286,384 100,204 25,656,062 － 25,656,062

営業費用 5,987,517 2,296,215 13,265,752 2,142,752 154,369 23,846,607 857,858 24,704,465

営業利益又は 

営業損失（△） 
917,475 △88,070 890,584 143,632 △54,165 1,809,455 △857,858 951,597

Ⅱ 資産、減価償 

却費及び資本 

的支出 
   

資産 3,258,809 1,234,823 13,065,064 1,194,771 482,382 19,235,852 1,364,765 20,600,617

減価償却費 131,633 6,866 4,528 1,525 8,648 153,202 7,448 160,651

資本的支出 87,745 203 8,177 691 5,301 102,119 10,365 112,485

 (注)１．事業区分及び各区分の主な内容 

  事業区分は事業の内容を勘案して、次のとおり区分しております。 

   

 

 

 

 

 

 

 
 

２．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用（857,858 千円）の主なものは、当社グ

ループの管理部門に係る費用であります。 

３．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は、1,364,765 千円であり、その主なものは、

当社グループの管理部門に係る資産及び余資運用資金であります。 

４．減価償却費及び資本的支出には、長期前払費用と同費用に係る償却費が含まれております。 

５．事業区分の名称変更及び追加 

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

したが、当連結会計年度から「リニューアル事業」並びに「ユニオン事業」の名称を「住宅リフォーム事

業」並びに「戸建住宅事業」に改めました。また、当連結会計年度から新たに開始した公共土木及び民間

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

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

した。この結果、「その他事業」の売上高は 14,156,336 千円減少し、営業利益は 890,584 千円減少してお

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

て当連結会計年度の事業区分によった場合の事業の種類別セグメントは次のとおりです。 

 

 

住宅リフォーム事業 

（旧 リニューアル事業） 

住宅全般の総合リフォームの施工販売（直営及びフランチャイズ展開）事

業 

戸建住宅事業 

（旧 ユニオン事業） 

土地付戸建住宅施工販売及び他の戸建住宅事業者からの施工請負事業 

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

土木事業 公共土木及び民間宅地造成事業 

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

 
住宅ﾘﾌｫｰﾑ 

事 業 

戸建住宅 

事 業 

土地･建物

開発事業
土木事業

その他 

事 業 
計 

消去又 

は全社 
連結 

Ⅰ 売上高         

(1)外部顧客に対

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

(2)セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

－ － － － － － － －

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

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

営業利益又は 

営業損失（△） 
208,262 △113,290 △143,902 － △107,005 △155,935 △970,853 △1,126,789

Ⅱ 資産、減価償却 

費及び資本的 

支出 
    

資産 5,023,118 2,248,156 402,929 － 654,962 8,329,166 2,106,231 10,435,397

減価償却費 110,571 6,171 6,201 － 8,227 131,171 36,252 167,423

減損損失 － － － － － － 78,551 78,551

資本的支出 140,561 3,643 － － 5,551 149,756 8,986 158,743

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

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

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

区分を 近の受注動向に即して見直したものであります。 
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【所在地別セグメント情報】 

前連結会計年度（自平成 17 年９月１日 至平成 18 年８月 31 日）及び当連結会計年度（自平成 18 年９月１日 至

平成 19 年８月 31 日）において、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該

当事項はありません。 

 

【海外売上高】 

前連結会計年度（自平成 17 年９月１日 至平成 18 年８月 31 日）及び当連結会計年度（自平成 18 年９月１日 至

平成 19 年８月 31 日）において、海外売上高がないため、該当事項はありません。 
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（リース取引関係） 

前連結会計年度 

(自 平成17年９月１日 
至 平成18年８月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成18年９月１日 
至 平成19年８月31日) 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引 

①  リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額 

１． リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引 

①  リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額 

 

取得価額 

相当額 

(千円) 

減価償却累

計額相当額

(千円) 

期末残高

相当額 

(千円) 

その他有形固定資産 

（工具器具・備品） 
69,608 33,486 36,122

その他有形固定資産 

(機械装置・運搬具)
1,666 105 1,561

その他無形固定資産 

(ソフトウェア) 
16,090 4,022 12,067

合  計 87,365 37,614 49,751

 

 

取得価額 

相当額 

(千円) 

減価償却累 

計額相当額 

(千円) 

期末残高

相当額 

(千円) 

その他有形固定資産

（工具器具・備品）
81,245 39,846 41,398

その他有形固定資産

(機械装置・運搬具)
1,666 444 1,222

その他無形固定資産

(ソフトウェア) 
23,996 10,930 13,066

合  計 106,908 51,220 55,687

 

②  未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 15,432千円

１年超 35,094千円

 合計 50,527千円
 

②  未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 23,670千円

１年超 33,675千円

 合計 57,345千円
 

③ 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額 

支払リース料 31,308千円

減価償却費相当額 30,446千円

支払利息相当額 2,067千円

 

③ 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当

額 

支払リース料 21,554千円

減価償却費相当額 20,024千円

支払利息相当額 1,443千円

 
④ 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法 

・減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法によっております。 

・利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の取得価額相当額の

差額を利息相当額とし、各期への配分方法について

は、利息法によっております。 

 

④ 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法 

・減価償却費相当額の算定方法 

同左 

 

・利息相当額の算定方法 

同左 

 

２．オペレーティング・リース取引 

(借主側) 
未経過リース料 

１年以内 5,148千円

１年超 4,711千円

 合計 9,859千円

 

 (減損損失) 

リース資産に配分された減損損失はありませんの

で、項目等の記載は省略しております。 

２． オペレーティング・リース取引 

(借主側) 
未経過リース料 

１年以内 8,975千円

１年超 6,650千円

 合計 15,626千円

 

 (減損損失) 

同左 
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（関連当事者との取引） 

前連結会計年度（自平成 17 年９月１日 至平成 18 年８月 31 日）及び当連結会計年度（自平成 18 年９月１日 至

平成 19 年８月 31 日）において、関連当事者との取引がないため、該当事項はありません。 
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（税効果会計関係） 

(ｲ)繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳                    

  前連結会計年度 

(平成18年８月31日) 

当連結会計年度 

(平成19年８月31日) 

繰延税金資産 

  賞与引当金限度超過額 8,957千円 14,643千円

  貸倒引当金限度超過額 82,357千円 67,157千円

  未払事業税否認 3,374千円 8,735千円

  未払事業所税否認 613千円 1,497千円

  棚卸資産評価損 26,719千円 1,855千円

  前受金 ― 64,824千円

  未払不動産取得税否認 ― 9,293千円

  減価償却費限度超過額 ― 3,944千円

  減損損失 30,830千円 30,830千円

 その他有価証券評価差額金 270千円 14,504千円

  退職給付引当金 ― 2,129千円

 繰越欠損金 620,670千円 293,860千円

 その他 1,202千円 26,946千円

 繰延税金資産小計  774,997千円 540,225千円

 評価性引当額 △774,997千円 △442,154千円

繰延税金資産合計 ― 98,070千円

繰延税金負債 

 のれん償却費 ― △38,271千円

繰延税金負債合計 ― △38,271千円

繰延税金資産または負債の純額 ― 59,799千円

 

(ﾛ)法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳 

 前連結会計年度 

(平成18年８月31日) 

当連結会計年度 

(平成19年８月31日) 

法定実効税率 

(調整) 
― 40.9％

交際費等永久に損金に算入されない項目 ― 2.4％

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 ― △0.1％

留保金課税額 ― 5.9％

住民税均等割 ― 2.5％

評価性引当額の減少 ― △32.9％

連結のれん償却額 ― 0.8％

その他 ― △1.5％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 ― 18.0％

※前連結会計年度は、税金等調整前当期純損失を計上しておりますので、記載を省略しております。
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（退職給付関係） 

前連結会計年度 

(自 平成17年９月１日 
至 平成18年８月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成18年９月１日 
至 平成19年８月31日) 

  

 

－－－－－ 

 

１．採用している退職給付制度の概要 

  一部の連結子会社において、確定給付型の制度として、

適格年金制度及び退職一時金制度を設けております。 

 

２．退職給付債務に関する事項 

(1)退職給付債務 △167,691千円

(2)年金資産 74,565千円

(3)退職給付引当金 △93,126千円

 

３．退職給付費用に関する事項 

(1)勤務費用 3,017千円

(2)退職給付費用 3,017千円

 

４．退職給付債務等に計算の基礎に関する事項 

一部の連結子会社においては、簡便法を採用しており

ますので、基礎率等について記載しておりません。 
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（有価証券関係） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

前連結会計年度 
(平成18年８月31日) 

当連結会計年度 
(平成19年８月31日) 

 種類 
取得原価 
(千円) 

連結貸借対照
表計上額 
(千円) 

差額(千円)
取得原価
(千円) 

連結貸借対照
表計上額 
(千円) 

差額(千円)

 (1) 株式 4,285 8,760 4,474 7,400 9,000 1,600

(2) 債券 － － － － － －

(3) その他 259,678 263,835 4,156 － － －

連結貸借対照表
計上額が取得原
価を超えるもの 

小計 263,963 272,595 8,631 7,400 9,000 1,600

 (1) 株式 － － － － － －

(2) 債券 － － － － － －

(3) その他 153,043 143,750 △9,293 226,679 189,588 △37,090

連結貸借対照表
計上額が取得原
価を超えないも
の 

小計 153,043 143,750 △9,293 226,679 189,588 △37,090

合計 417,007 416,345 △662 234,079 198,588 △35,490

 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

前連結会計年度(平成18年８月31日) 当連結会計年度(平成19年８月31日)
区 分 

連結貸借対照表計上額(千円) 連結貸借対照表計上額(千円) 

その他有価証券 

 非上場株式 314,915 314,396

子会社株式及び関連会社株式 

 関連会社株式 30,600 23,934

 

３．当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

前連結会計年度 
(自 平成17年９月１日 至 平成18年８月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年９月１日 至 平成19年８月31日)

売却額(千円) 
売却益の合計額

(千円) 
売却損の合計額

(千円) 
売却額(千円) 

売却益の合
計額(千円) 

売却損の合計
額(千円) 

391,481 47,433 4,282 758,534 44,205 6,076
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（デリバティブ取引関係） 

１． 取引の状況に関する事項 

前連結会計年度 

(自 平成17年９月１日 

   至 平成18年８月31日） 

当連結会計年度 

(自 平成18年９月１日 

   至 平成19年８月31日） 

(1) 取引の内容 

   金利キャップ取引及び金利スワップ取引を利用

しております。 

(1) 取引の内容 

同左 

(2) 取引に対する取組方針 

   デリバティブ取引については、将来の金利変動リ

スクを回避する目的で行っており、投機的な取引

は行わない方針であります。 

(2) 取引に対する取組方針 

同左 

(3) 取引の利用目的 

   銀行借入金に係る金利相場の変動リスクを回避

する目的で、金利キャップ取引及び金利スワップ

取引を行っております。 

(3) 取引の利用目的 

同左 

(4) 取引に係るリスクの内容 

   利用している金利キャップ取引及び金利スワッ

プ取引については、金利相場の変動に係るリスク

を有しております。なお、契約の相手方は国内の

信用度の高い取引銀行に限定して、市場リスク及

び信用リスクを 小限にとどめるようにしてお

ります。 

(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 

   金利関連のデリバティブ取引の契約に際しては、

担当役員並びに代表取締役の決裁を受け、承認さ

れた取引内容及び限度額等に基づき、財務にて実

行及びリスクの一元管理を行っております。 

(5) 取引に係るリスク管理体制 

同左 

(6) その他 

   「取引の時価等に関する事項」における契約額は、

この金額自体がデリバティブ取引に係る市場リ

スク量を示すものではありません。 

(6) その他 

同左 

 

２．取引の時価等に関する事項 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 

 金利関連 

前連結会計年度 
(平成18年８月31日) 

当連結会計年度 
(平成19年８月31日) 

区分 種類 
契約額等 
(千円) 

契約額等の
うち１年超
(千円) 

時価 
(千円) 

評価損益
(千円) 

契約額等
(千円) 

契約額等の
うち１年超 
(千円) 

時価 
(千円) 

評価損益
(千円) 

市 場 取
引 以 外
の取引 

金利ス
ワップ
取引 

100,000 － △531 △531 200,000 200,000 3,230 80

合計  100,000 － △531 △531 200,000 200,000 3,230 80

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

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

 

（ストック・オプション等関係） 

前連結会計年度（自平成 17 年９月１日 至平成 18 年８月 31 日）及び当連結会計年度（自平成 18 年９月１日 至

平成 19 年８月 31 日）において、ストック・オプション等がないため、該当事項はありません。 
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（企業結合等関係） 

前連結会計年度 

(自 平成17年９月１日 
至 平成18年８月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成18年９月１日 
至 平成19年８月31日) 

 （パーチェス法の適用） 

１．松本建設株式会社関係 

 

 

－－－－－ 

 

当社が平成 18 年９月１日付で全株式を取得いたしました

連結子会社松本建設株式会社が平成 18 年９月１日をもっ

て、株式会社ＭＫコーポレーションの建設業に関する事業

を譲受けました。 

 ①相手企業の名称及び取得した事業の内容、企業結合を行っ

た主な理由、企業結合日、企業結合の法的形式 

 ⅰ相手企業の名称 

  株式会社ＭＫコーポレーション 

 ⅱ取得した事業の内容 

 建設業に関する事業 

 ⅲ企業結合を行った主な理由 

 受注の確定している工事案件について当社主導で採算

性の向上を図るとともに、建築物再生事業においてあら

ゆる構築物の建築基準・建設条件に対応できる同社の施

工管理技術を活用するため。 

 ⅳ企業結合日 

 平成 18 年９月１日 

 ⅴ企業結合の法的形式 

 株式会社ＭＫコーポレーションを譲渡会社、松本建設株

式会社を譲受会社とする事業譲受け 

 ②連結財務諸表に含まれている取得した事業の業績の期間 

 自 平成 18 年９月１日 

至 平成 19 年８月 31 日 

 ③取得した事業の取得原価及びその内訳 

 取得原価             177 百万円 

現金で支出しております。 

 ④発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

 ⅰ.のれんの金額 

 647 百万円 

 ⅱ.発生原因 

 企業結合時の時価純資産より取得原価が上回ったため、

その差額をのれんとして認識しております。 

 ⅲ.償却方法及び償却期間 

 15 年間で均等償却しております。 

 ⑤企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並

びにその主な内訳 

 
 

流動資産 1,372 百万円

固定資産 24 百万円

のれん 647 百万円

流動負債 1,765 百万円

固定負債 101 百万円
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前連結会計年度 

(自 平成17年９月１日 
至 平成18年８月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成18年９月１日 
至 平成19年８月31日) 

 ２．株式会社桜井エンジニアリング関係 

 

 

－－－－－ 

 

当社が平成 19 年３月６日付で設立いたしました連結子会

社株式会社桜井エンジニアリングが平成19年３月15日を

もって、ＳＥコーポレーション株式会社の非木造建物の調

査診断、非木造建物の空調・給排水・電器施設等の設備設

計、施工後建物管理・メンテナンスに関する事業を譲受け

ました。 

 ①相手企業の名称及び取得した事業の内容、企業結合を行っ

た主な理由、企業結合日、企業結合の法的形式 

 ⅰ相手企業の名称 

  ＳＥコーポレーション株式会社 

 ⅱ取得した事業の内容 

 非木造建物の調査診断、非木造建物の空調・給排水・電

器施設等の設備設計、施工後建物の管理・メンテナンス

に関する事業 

 ⅲ企業結合を行った主な理由 

 不動産の入手とその立地に 適なビル・マンション・ア

パート等の新築、リニューアル及びコンバージョン等の

土地・建物の開発事業において、同社の建物診断調査力、

建物設備の設計技術、施工後建物の管理・メンテナンス

機能をグループ内に取り込むことにより、より多角的な

ビジネスを展開するため。 

 ⅳ企業結合日 

 平成 19 年３月 15 日 

 ⅴ企業結合の法的形式 

 ＳＥコーポレーション株式会社を譲渡会社、株式会社桜

井エンジニアリングを譲受会社とする事業譲受け 

 ②連結財務諸表に含まれている取得した事業の業績の期間 

 自 平成 19 年３月 15 日 

至 平成 19 年８月 31 日 

 ③取得した事業の取得原価及びその内訳 

 取得原価              15 百万円 

現金で支出しております。 

 ④発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

 ⅰ.のれんの金額 

 135 百万円 

 ⅱ.発生原因 

 企業結合時の時価純資産より取得原価が上回ったため、

その差額をのれんとして認識しております。 

 ⅲ.償却方法及び償却期間 

 10 年間で均等償却しております。 

 ⑤企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並

びにその主な内訳 

 
 

流動資産 98 百万円

固定資産 20 百万円

のれん 135 百万円

流動負債 121 百万円

固定負債 119 百万円
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 (１株当たり情報) 

(注)算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下の通りであります。 

 

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

項目 
前連結会計年度 

(自 平成17年９月１日 
至 平成18年８月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年９月１日 
至 平成19年８月31日) 

 当期純利益又は当期純損失(△)(千円) △1,610,478 613,453

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 
又は当期純損失(△)(千円) 

△1,610,478 613,453

普通株式の期中平均株式数(株) 7,156,000 7,259,562

前連結会計年度 
(自 平成17年９月１日 
至 平成18年８月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年９月１日 
至 平成19年８月31日) 

１株当たり純資産額 376円21銭
 

１株当たり純資産額 455円22銭
 

１株当たり当期純損失 225円05銭
 

１株当たり当期純利益 84円50銭
 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が

ないため記載しておりません。 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式がないため記載しておりません。 

項目 
前連結会計年度 

(自 平成17年９月１日 
至 平成18年８月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年９月１日 
至 平成19年８月31日) 

 連結貸借対照表の純資産の部の合計額
(千円) 

2,770,020 4,287,027

普通株式に係る純資産額(千円) 2,692,180 3,576,195

連結貸借対照表の純資産の部の合計額

と１株当たり純資産額の算定に用いら

れた普通株式に係る純資産額との差額

の主な内容(千円) 

少数株主持分 

77,839 710,832

普通株式の発行済株式数(株) 7,156,000 7,856,000

１株当たり純資産の算定に用いられた

普通株式の数(株) 
7,156,000 7,856,000
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(重要な後発事象) 

前連結会計年度 
(自 平成17年９月１日 
至 平成18年８月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成18年９月１日 
至 平成19年８月31日) 

 

当社は、平成 18 年７月 28 日開催の取締役会において

松本建設株式会社の建設業に関する事業譲渡契約締結を

決議し、平成 18 年９月１日付けで事業譲受会社の全株式

を 40,000 千円取得し、子会社化致しました。 

 

１． 目 的 

 受注の確定している工事案件について当社主導で採算

性の向上を図るとともに、建築物再生事業においてあらゆ

る構築物の建築基準・建設条件に対応できる同社の施工管

理技術を活用するため。 

 

２． 異動する子会社の概要 

①商  号        松本建設株式会社 

（旧社名株式会社松和コーポレーショ

ン） 

②所在地       広島県広島市中区舟入幸町 3番 1号 

③設立年月日   平成 18 年５月 24 日 

④主な事業内容 土木建築工事請負に関する業務 

⑤決算期       ８月 31 日 

⑥従業員数     90 名（平成 18 年９月１日現在） 

⑦資本金の額   20,000 千円 

⑧異動前の株主 株式会社ＭＫコーポレーション 

（旧社名松本建設株式会社） 

 

 

 

当社は、平成 19 年９月 26 日開催の取締役会において、

株式会社明野住宅の全株式の取得を決議したことにより

子会社化致しました。また、株式会社明野住宅の株式取得

により、同社の 100％子会社である株式会社明野工務店も

当社の連結対象となりました。 

 

１．目 的 

1971 年の創業以来北摂地域において、累計で 3,000 棟も

の高品質な戸建住宅を提供し続けてきた実績を有してお

り、当社グループの京阪地区における戸建住宅事業の施工

体制の強化及び住宅リフォーム事業基盤の拡充となるた

め。 

 

２．異動する子会社（株式会社明野住宅）及びその100％

出資会社（株式会社明野工務店）の概要 

 

(1)子会社（株式会社明野住宅）の概要  

①商  号        株式会社明野住宅 

②所在地       大阪府高槻市城北町１丁目５番 15 号

③設立年月日   昭和 48 年６月 15 日 

④主な事業内容 宅地造成分譲販売 

⑤決算期       ５月 31 日 

⑥従業員数     30 名（平成 19 年５月 31 日現在） 

⑥資本金の額   6,000 万円 

⑦業 績       平成 19 年５月期 

売上高     3,930 百万円 

経常利益     161 百万円 

当期純利益    70 百万円 

 

(2)株式会社明野住宅の100％出資会社（株式会社明野工

務店）の概要  

①商  号        株式会社明野工務店 

②所在地       大阪府高槻市成合中の町 18番３号 

③設立年月日   昭和 59 年 12 月 14 日 

④主な事業内容 土木建築工事の設計・施工 

⑤決算期       ７月 31 日 

⑥従業員数     15 名（平成 19 年５月 31 日現在） 

⑥資本金の額   2,500 万円 

⑦業 績       平成 18 年７月期 

売上高     2,285 百万円 

経常利益      11 百万円 

当期純利益     3 百万円 
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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８月31日) 

当事業年度 

(平成19年８月31日) 

区分 
注記

番号
金額(千円) 

構成比

(％) 
金額(千円) 

構成比

(％) 

(資産の部) 
 

 

Ⅰ 流動資産 
 

 

１ 現金及び預金 
 

228,094  47,577

２ 商品 
 

10,370  8,649

３ 前払費用 
 

16,653  32,863

４ 短期貸付金 
 

465,000  ―

５ 未収入金 
 

143,247  150,100

６ その他流動資産 
 

1,772  15,283

流動資産合計 
 

865,138 19.9  254,474 5.1

Ⅱ 固定資産 
 

 

１ 有形固定資産 
 

 

(1) 建物 
 

4,765 14,665 

  減価償却累計額 
 

△235 4,530 △1,115 13,549

(2) 工具器具備品 
 

1,860 12,499 

  減価償却累計額 
 

△135 1,724 △1,004 11,495

有形固定資産合計 
 

6,255 0.2  25,044 0.5

２ 無形固定資産   

 (1) その他無形固定資産  ―  939

無形固定資産合計 
 

― ―  939 0.0

３  投資その他の資産 
 

 

(1) 関係会社株式 
 

3,397,427  4,477,686

(2) 投資有価証券 
 

―  5,000

(3) 長期貸付金 
 

39,400  ―

(4) 差入敷金保証金 
 

―  199,948

(5) その他投資その他の資産 
 

29,800  41,622

投資その他の資産合計 
 

3,466,627 79.9  4,724,257 94.4

固定資産合計 
 

3,472,883 80.1  4,750,241 94.9

資産合計 
 

4,338,021 100.0  5,004,716 100.0
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前事業年度 

(平成18年８月31日) 

当事業年度 

(平成19年８月31日) 

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 

構成比

(％) 
金額(千円) 

構成比

(％) 

(負債の部) 
 

 

Ⅰ 流動負債 
 

 

１ 買掛金 
 

3,439  3,281

２ 短期借入金 
 

950,000   1,100,000  

３ 未払金 
 

129,799   93,733  

４ 未払費用 
 

7,433   6,797  

５ 未払法人税等 
 

10,157  10,816

６ 未払消費税等 
 

14,450  5,253

７ 預り金 
 

11,682  15,113

８ 賞与引当金 
 

8,000  8,410

９ その他流動負債 
 

891  1,454

流動負債合計 
 

1,135,854 26.2  1,244,861 24.9

負債合計 
 

1,135,854 26.2  1,244,861 24.9

 
 

 

（純資産の部） 
 

 

Ⅰ 株主資本 
 

 

１ 資本金 
 

1,005,120 23.2  1,211,620 24.2

２ 資本剰余金 
 

 

(1) 資本準備金 
 

2,087,507  1,994,007

(2) その他資本剰余金 
 

―  300,000

資本剰余金合計 
 

2,087,507 48.1  2,294,007 45.8

３ 利益剰余金 
 

 

(1) その他利益剰余金 
 

 

  繰越利益剰余金 
 

109,539  254,227

利益剰余金合計 
 

109,539 2.5  254,227 5.1

株主資本合計 
 

3,202,167 73.8  3,759,854 75.1

   純資産合計 
 

3,202,167 73.8  3,759,854 75.1

   負債純資産合計 
 

4,338,021 100.0  5,004,716 100.0
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(2) 損益計算書 

 

 前事業年度 

(自 平成18年３月１日 

 至 平成18年８月31日) 

当事業年度 

(自 平成18年８月１日 

 至 平成19年８月31日) 

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 

百分比

(％)
金額(千円) 

百分比

(％) 

Ⅰ 売上高   

１ 受取配当金収入  107,340 214,680 

２ 業務受託収入  457,665 868,883 

３ その他売上高  20,514 585,520 100.0 42,179 1,125,743 100.0

Ⅱ 売上原価   

１ 期首商品たな卸高  ― 10,370 

２ 当期商品仕入高  22,360 19,146 

３ 期末商品たな卸高  10,370 11,990 2.0 8,649 20,867 1.9

売上総利益  573,530 98.0  1,104,875 98.1

Ⅲ 販売費及び一般管理費  439,231 75.1  795,760 70.6

営業利益  134,299 22.9  309,115 27.5

Ⅳ 営業外収益   

 １ 受取利息  687 1,392 

  ２  その他  100 788 0.2 5,128 6,521 0.6

Ⅴ 営業外費用     

  １ 支払利息  2,987 11,028 

 ２ 株式交付費  ― 2,987 0.5 3,171 14,199 1.3

経常利益  132,099 22.6  301,437 26.8

税引前当期純利益  132,099 22.6  301,437 26.8

法人税、住民税及び事業税  22,559 3.9  49,409 4.4

当期純利益  109,539 18.7  252,027 22.4
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(3) 株主資本等変動計算書 

前事業年度（自 平成 18 年３月１日 至 平成 18 年８月 31 日） 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金
 

資本金 

（千円） 資本準備金 

（千円） 繰越利益剰余金 

（千円） 

株主資本合計 

（千円） 

純資産合計

（千円） 

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

事業年度中の変動額   

当期純利益 - - 109,539 109,539 109,539

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

平成 18 年８月 31 日残高 1,005,120 2,087,507 109,539 3,202,167 3,202,167

 

当事業年度（自 平成 18 年９月１日 至 平成 19 年８月 31 日） 

株主資本 

資本剰余金 
利益 

剰余金 

その他利益

剰余金 

 
資本金 

（千円） 
資本 

準備金 

（千円）

その他 

資本 

剰余金 

（千円）

資本 

剰余金 

合計 

繰越利益 

剰余金 

（千円） 

株主資本

合計 

（千円） 

純資産 

合計 

（千円） 

平成 18 年８月 31 日残高 1,005,120 2,087,507 - 2,087,507 109,539 3,202,167 3,202,167

事業年度中の変動額   

資本準備金の減少 - △300,000 300,000 - - - -

新株の発行 206,500 206,500 - 206,500 - 413,000 413,000

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

当期純利益 - - - - 252,027 252,027 252,027

事業年度中の変動額合計 206,500 △93,500 300,000 206,500 144,687 557,687 557,687

平成 19 年８月 31 日残高 1,211,620 1,994,007 300,000 2,294,007 254,227 3,759,854 3,759,854



㈱ウエストホールディングス(1407)  平成 19 年８月期決算短信 

―   ― 

 

50

(4) 重要な会計方針 

 
前事業年度 

(自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日) 

当事業年度 
(自 平成18年９月１日 
至 平成19年８月31日) 

１．有価証券の評価基準及び評価

方法 

 

(1) 有価証券 

  子会社株式及び関連会社株式 

   移動平均法による原価法によ

っております。 
 

(1) 有価証券 

同左 

 

２．たな卸資産の評価基準及び評

価方法 

 

(1) 商品 

個別法による原価法によってお

ります。 
 

(1) 商品 

同左 

 

 

３．固定資産の減価償却の方法 

 

(1) 有形固定資産 

定率法によっております。 

  なお、主な耐用年数は以下のとお

りであります。 

建物 15年

工具器具･備品 10年

 

(1) 有形固定資産 

定率法によっております。 

  なお、主な耐用年数は以下のとお

りであります。 

建物 15年

工具器具･備品 ３年～10年

（会計方針の変更） 

  法人税法の改正に伴い、当事業年度

より、平成19年４月１日以降に取得

した有形固定資産について、改正後

の法人税法に基づく減価償却の方法

に変更しております。 

これによる損益への影響は軽微であ

ります。 
 

４．繰延資産の処理方法 

 

 

－－－－－ 
 

(1) 株式交付費 

 支出時に全額費用として処理し

ております。 

５．引当金の計上基準 

 

(1) 貸倒引当金 

 債権の貸倒による損失に備える

ため、一般債権については貸倒実績

率により、貸倒懸念債権等特定の債

権については個別に債権の回収可

能性を勘案し、回収不能見込額を計

上しております。 

なお、当事業年度末における残高

はありません。 

(1) 貸倒引当金 

同左 

 

 (2) 賞与引当金 

  従業員に対する賞与の支給に備

えるため、賞与支給見込額のうち当

期負担額を計上しております。 
 

(2) 賞与引当金 

同左 

 

６．リース取引の処理方法 

 

  リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法に

準じた会計処理によっております。
 

 

同左 

 

７．その他財務諸表作成のための

基本となる重要な事項 

(1) 消費税及び地方消費税等の会計処

理 

税抜方式によっております。 

(1) 消費税及び地方消費税等の会計処

理 

同左 

 (2) 連結納税制度の適用 

当事業年度から連結納税制度を

適用しております。 
 

(2) 連結納税制度の適用 

連結納税制度を適用しておりま

す。 
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追加情報 

前事業年度 

(自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日) 

当事業年度 

(自 平成18年９月１日 
至 平成19年８月31日) 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

  当事業年度より「固定資産の減損に係る会計基準」

（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意

見書」（企業会計審議会 平成14年８月９日））及び「固

定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計

基準適用指針第６号 平成15年10月31日）を適用して

おります。これによる損益に与える影響はありません。

 

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準） 

  当事業年度から「貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成17年12

月９日 企業会計基準第５号）及び「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企

業会計基準委員会 平成17年12月９日 企業会計基準

適用指針第８号）を適用しております。 

 これによる損益に与える影響はありません。 

従来の「資本の部」の合計に相当する金額は3,202,167

千円であります。 

なお、財務諸表等規則の改正により、当事業年度に

おける貸借対照表の純資産の部については、改正後の

財務諸表等規則により作成しております。 

 

 

 

－－－－－ 

 

 

 

 

 

 

 

－－－－－ 
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(5) 注記事項 

（貸借対照表関係) 

前事業年度 
(平成18年８月31日) 

当事業年度 
(平成19年８月31日) 

※１．関係会社項目 

関係会社に対する資産及び負債には区分掲記され

たもののほか次のものがあります。 

流動資産 

未収入金 117,775千円

流動負債 

短期借入金 950,000千円

未払金 82,836千円
 

※１．関係会社項目 

  関係会社に対する資産及び負債には区分掲記され

たもののほか次のものがあります。 

流動資産 

 未収入金 9,867千円

流動負債 

短期借入金 500,000千円

 未払金 45,594千円
 

 

２． 

－－－－－ 

 

 

２．偶発債務 

   債務保証 

当社は、次の会社について下記内容の債務保証を

行っております。 

保証先 金額 内容 

松本建設

株式会社 
200,235千円 

公共工事履行ボンド

／入札履行保証保険 

(極度限度額４億円) 
 

 

（損益計算書関係) 

前事業年度 

(自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日) 

当事業年度 

(自 平成18年９月１日 
至 平成19年８月31日) 

※１．関係会社との取引に係るものが次の通りであり含

まれております。 

受取配当収入 107,340千円

業務受託収入 457,665千円

支払利息 2,987千円

 

※２．販売費に属する費用のおおよその割合は４％、一

般管理費に属する費用のおおよその割合は96％であ

ります。 

  主要な費目及び金額は次の通りであります。 

役員報酬 109,631千円

従業員給与 78,777千円

賞与引当金繰入額 8,000 千円

減価償却費 370 千円

法定福利費 25,073 千円

地代家賃 23,121 千円

支払手数料 42,239 千円

 

※３．研究開発費の総額 

    一般管理費に含まれる 

研究開発費 1,500千円
 

※１．関係会社との取引に係るものが次の通りであり含

まれております。 

受取配当収入 214,680千円

業務受託収入 868,883千円

支払利息 11,028千円

 

※２．販売費に属する費用のおおよその割合は１％、一

般管理費に属する費用のおおよその割合は99％であ

ります。 

  主要な費目及び金額は次の通りであります。 

役員報酬 219,398千円

従業員給与 160,822千円

賞与引当金繰入額 8,410 千円

減価償却費 1,782 千円

法定福利費 33,129 千円

地代家賃 63,864 千円

支払手数料 110,154 千円

 

※３．研究開発費の総額 

    一般管理費に含まれる 

研究開発費 385千円
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（リース取引関係） 

前事業年度 
(自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日) 

当事業年度 
(自 平成18年９月１日 
至 平成19年８月31日) 

オペレーティング・リース取引 

（借主側） 
未経過リース料 

１年以内 1,152千円

１年超 2,208千円

 合計 3,360千円

 

 （減損損失） 

  リース資産に配分された減損損失はありません

ので、項目等の記載は省略しております。 

オペレーティング・リース取引 

（借主側） 
未経過リース料 

１年以内 1,152千円

１年超 1,056千円

 合計 2,208千円

 

 （減損損失） 

  リース資産に配分された減損損失はありませんの

で、項目等の記載は省略しております。 

 

（有価証券関係） 

前事業年度末（平成18年８月31日） 

 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものは、ありません。 

 

当事業年度末（平成19年８月31日） 

 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものは、ありません。 
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（税効果会計） 

①繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

 前事業年度 

(平成18年８月31日) 

当事業年度 

(平成19年８月31日) 

繰延税金資産 

 賞与引当金限度超過額 3,269 千円 3,437 千円

 未払事業税否認   2,191 千円   2,101 千円

 未払事業所税 360 千円 489 千円

 その他 359 千円 380 千円

 繰延税金資産小計  6,181 千円 6,408 千円

 評価性引当額 △6,181 千円 △6,408 千円

繰延税金資産合計 ― ―

繰延税金負債 

繰延税金負債合計 ― ―

繰延税金資産または負債の純額 ― ―

 

②法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳 

 

 前事業年度 

(平成18年８月31日) 

当事業年度 

(平成19年８月31日) 

法定実効税率 

(調整) 
40.9％ 40.9％

交際費等永久に損金に算入されない項目 3.5％ 3.1％

受取配当金等永久に益金に算入されない項目 △33.2％ △29.1％

住民税均等割 1.5％ 1.4％

評価性引当額の増加 4.7％ 0.1％

その他 △0.3％ 0.0％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 17.1％ 16.4％
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（１株当たり情報） 

前事業年度 
(自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日) 

当事業年度 
(自 平成18年９月１日 
至 平成19年８月31日) 

１株当たり純資産額 447円48銭
 

１株当たり純資産額 478円60銭
 

１株当たり当期純利益 15円31銭
 

１株当たり当期純利益 34円72銭
 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

(注)算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下の通りであります。 

 

 

２ １株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下の通りであります。 

 

 

 

項目 
前事業年度 

(自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日) 

当事業年度 
(自 平成18年９月１日 
至 平成19年８月31日) 

貸借対照表の純資産の部の合計額 
(千円) 

3,202,167 3,759,854

普通株式に係る純資産額(千円) 3,202,167 3,759,854

普通株式の発行済株式数(株) 7,156,000 7,856,000

１株当たり純資産の算定に用いられた 
普通株式の数(株) 

7,156,000 7,856,000

項目 
前事業年度 

(自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日) 

当事業年度 
(自 平成18年９月１日 
至 平成19年８月31日) 

 当期純利益（千円） 109,539 252,027

 普通株式に帰属しない金額（千円） ― ― 

 普通株式に係る当期純利益（千円） 109,539 252,027

 期中平均発行株式数（株） 7,156,000 7,259,562
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(重要な後発事象) 

 

前事業年度 
(自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日) 

当事業年度 
(自 平成18年９月１日 
至 平成19年８月31日) 

 

当社は、平成 18 年７月 28 日開催の取締役会において

松本建設株式会社の建設業に関する事業譲渡契約締結を

決議し、平成 18年９月１日付けで事業譲受会社の全株式

40,000 千円を取得し、子会社化致しました。 

 

１．目 的 

  受注の確定している工事案件について当社主導で採算

性の向上を図るとともに、建築物再生事業においてあら

ゆる構築物の建築基準・建設条件に対応できる同社の施

工管理技術を活用するため。 

 

２．異動する子会社の概要 

①商  号       松本建設株式会社 

（旧社名株式会社松和コーポレーショ

ン） 

②所在地       広島県広島市中区舟入幸町３番１号 

③設立年月日   平成 18 年５月 24 日 

④主な事業内容 土木建築工事請負に関する業務 

⑤決算期       ８月 31 日 

⑥従業員数     90 名（平成 18 年９月１日現在） 

⑦資本金の額   20,000 千円 

⑧異動前の株主 株式会社ＭＫコーポレーション 

（旧社名松本建設株式会社） 

 

 

当社は、平成 19 年９月 26 日開催の取締役会において、 

株式会社明野住宅の全株式の取得を決議したことにより子

会社化致しました。また、株式会社明野住宅の株式取得に

より、同社の 100％子会社である株式会社明野工務店も当社

の連結対象となりました。 

 

１．目 的 

1971 年の創業以来北摂地域において、累計で 3,000 棟も

の高品質な戸建住宅を提供し続けてきた実績を有してお

り、当社グループの京阪地区における戸建住宅事業の施工

体制の強化及び住宅リフォーム事業基盤の拡充となるた

め。 

 

２．異動する子会社（株式会社明野住宅）及びその100％出

資会社（株式会社明野工務店）の概要 

 

(1)子会社（株式会社明野住宅）の概要  

①商  号        株式会社明野住宅 

②所在地       大阪府高槻市城北町１丁目５番 15 号 

③設立年月日   昭和 48 年６月 15 日 

④主な事業内容 宅地造成分譲販売 

⑤決算期       ５月 31 日 

⑥従業員数     30 名（平成 19 年５月 31 日現在） 

⑥資本金の額   6,000 万円 

⑦業 績       平成 19 年５月期 

売上高     3,930 百万円 

経常利益     161 百万円 

当期純利益    70 百万円 

 

(2)株式会社明野住宅の100％出資会社（株式会社明野工務

店）の概要  

①商  号        株式会社明野工務店 

②所在地       大阪府高槻市成合中の町 18番３号 

③設立年月日   昭和 59 年 12 月 14 日 

④主な事業内容 土木建築工事の設計・施工 

⑤決算期       ７月 31 日 

⑥従業員数     15 名（平成 19 年５月 31 日現在） 

⑥資本金の額   2,500 万円 

⑦業 績       平成 18 年７月期 

売上高     2,285 百万円 

経常利益      11 百万円 

当期純利益     3 百万円 
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６．その他 

 (1) 役員の異動 

   該当事項はございません。 

 

 (2) その他 

   該当事項はございません。 


