
平成20年３月期　中間決算短信（非連結）  
平成19年11月8日

上場会社名 旭ホームズ株式会社 上場取引所 ＪＱ

コード番号 1913 ＵＲＬ　http://www.asahi-homes.com

代表者　　　　　（役職名）代表取締役社長 （氏名）坂谷　賢一

問合せ先責任者　（役職名）管理部長 （氏名）竹内　和浩 ＴＥＬ　(042)310－0618

半期報告書提出予定日 平成19年12月20日 配当支払開始予定日 平成－年－月－日

（百万円未満切捨て）

１．平成19年９月中間期の業績（平成19年４月１日～平成19年９月30日）

(1）経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年９月中間期 983 (△16.7) 14 (－) △1 (－) △19 (－)

18年９月中間期 1,179 (△23.0) △110 (－) △110 (－) △263 (－)

19年３月期 2,832 (△7.5) △101 (－) △110 (－) △305 (－)

１株当たり中間
（当期）純利益

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益

円　銭 円　銭

19年９月中間期 △0.65 －

18年９月中間期 △9.05 －

19年３月期 △10.39 －

（参考）持分法投資損益 19年９月中間期 －百万円 18年９月中間期 －百万円 19年３月期 －百万円

(2）財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円　銭

19年９月中間期 1,634 15 0.9 0.51

18年９月中間期 856 △122 △14.3 △4.19

19年３月期 1,304 35 2.7 1.17

（参考）自己資本 19年９月中間期 15百万円 18年９月中間期 △122百万円 19年３月期 35百万円

(3）キャッシュ・フローの状況

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

19年９月中間期 △686 23 501 392

18年９月中間期 △98 △3 66 7

19年３月期 △175 △6 693 554

２．配当の状況

１株当たり配当金

（基準日） 第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

19年３月期 － － － － 0 00

20年３月期 0 00 0 00 － －

20年３月期（予想） － － 0 00 0 00 0 00

３．平成20年３月期の業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

（％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
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 4,000 (41.2) 150 (－) 120 (－) 100 (－) 3 34
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４．その他

(1）中間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（中間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　無

②　①以外の変更　　　　　　　　有

 (注)　詳細は19ページ(中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項)「６.中間キャッシュ・フロー計算書に

おける資金の範囲」をご覧ください。

(2）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９月中間期 30,148,000株 18年９月中間期 29,348,000株 19年３月期 30,148,000株

②　期末自己株式数 19年９月中間期 180,490株 18年９月中間期 174,290株 19年３月期 178,570株

（注）１株当たり中間（当期）純利益の算定の基礎となる株式数については、27ページ「１株当たり情報」をご覧

ください。

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

　上記業績予想は、平成19年10月19日付で情報開示しております「平成20年3月期中間業績予想との差異及び通

期業績予想の修正についてのお知らせ」に記載した業績予想と同一の内容であり、変更はありません。　

　なお、上記業績予想は現時点で入手可能な情報に基づいて作成しておりますが、実際の業績は、様々な要因に

より予想数値と異なる可能性があります。前提条件その他の関連する事項については、添付資料の4ページを参

照してください。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

　当中間会計期間のわが国経済は、好調な企業収益に支えられ設備投資の増加、雇用環境の改善と景気は回復基調に

あるものの消費者の景気高揚感は薄く、原油価格高騰等の不安定要素もあり、先行きには不透明感が残っておりま

す。

　住宅市場は、平成18年の新設住宅着工戸数は4年連続の増加となる等、景気、雇用の安定化に伴い、地価の下げ止ま

り感、金利の先高感等とあいまって、マンション等の一次取得者を中心に引き続き緩やかな上昇基調にありましたが、

当年６月の建築基準法改正を機に減少に転じております。

　また不動産市況は、三大都市圏、特に都心部を中心に全国平均では住宅地、商業地とも上昇局面に転じる等好調を

維持しております。

　当社はこのような市場環境のもとで、従来の住宅展示場を基盤とした地域密着型の営業スタイルを改め、当社の持

つ技術力を生かし、一次取得者層にも積極的に拡販すべく、当事業年度より建売住宅の販売にも注力し、社内外の体

制整備、組織改編等を推進してまいりました。

　建築事業は既契約案件の完成は順調に進み、3億63百万円とほぼ計画通りの完成工事高を計上することができました。

しかしながら構造計算の偽装による社会問題を受けて建築基準法が改正され、建物審査が厳格化すると伴に審査期間

が大幅に長期化したこと等により建築確認申請業務が遅れ、当初計画しておりました建売住宅販売は、計画4億16百万

円に対し売上実績を残すことは出来ませんでした。

　不動産事業は、首都圏は引き続き地価の上昇基調にあるものの、割安感のある優良住宅用地の減少に伴って業者間

競争も激化しており、土地仕入は5億81百万円にとどまり、計画通りの進捗となりませんでした。このため不動産販売

は大きく落ち込み、計画5億25百万円に対し、マイナス4億4百万円(77.1%減)の1億2百万円となりました。

　こうした売上高の減少を補うべく、不動産商品在庫の早期販売等も画策致しましたが、販売成約には至りませんで

した。また利益面については、注文建築の原価低減や販売費・管理費の抑制に努めましたが、売上利益の減少を補う

には至らず、このため当中間会計期間においては、総売上高は9億83百万円、営業利益14百万円、経常損失1百万円、

当期純損失19百万円の計上となりました。

(2）財政状態に関する分析

 ①資産、負債、純資産に関する分析

　流動資産は、建売住宅用地等の購入により「販売用土地建物」が4億92百万円と大幅に増加したため前期末比3億58

百万円増加の15億46百万円となりました。有形固定資産は拠点統合に伴い劣化した器具備品を廃棄したため、減価償

却費による減少と合わせ前期末比3百万円減少し10百万円となりました。また投資その他の資産は貸付金の回収により

16百万円減少、拠点統合に伴う保証金の返還8百万円等の減少によって前期末比23百万円減少し70百万円となりました。

この結果、総資産は前期末比3億29百万円増加して、16億34百万円となりました。

　流動負債は、販売用土地建物の購入資金手当てのため、銀行借入を再開しており短期借入金が5億2百万円増加とな

り、一方仕掛工事の減少に伴い仕入債務「工事未払金」が2億9百万円減少したため、前期末比3億49百万円増加し、14

億15百万円となりました。

　固定負債はほぼ変動なく、負債合計は前期末比3億49百万円増加して16億18百万円となりました。

　純資産は、中間純損失19百万円の計上により、15百万円となりました。 

 ②当中間会計期間のキャッシュ・フローの状況

　当中間会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、販売用土地建物の購入支出4億92百万円等

によるたな卸資産の増加と請負工事の減少に伴う仕入債務支払2億9百万円による資金支出が大きく、販売用土地建物

購入資金手当てのための短期借入によって一部相殺されたものの、税引前中間純損失19百万円となったこともあり、

前期末比1億62百万円減少し、3億92百万円となりました。前年中間期は営業損失1億10百万円の計上により35百万円の

資金支出となっており、前年同期比較でも1億26百万円の支出増加となりました。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

　営業活動の結果使用した資金は6億86百万円となりました。売上債権の回収57百万円、未成工事受入金の増加額70百

万円等の資金流入はありましたが、販売用土地建物購入等のたな卸資産の増加に伴う支出5億81百万円と工事未払金等

の仕入債務支払支出2億9百万円により、大幅な資金支出となりました。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

　投資活動の結果得られた資金は23百万円となりました。これは主に貸付金の回収14百万円、拠点統合に伴う差入保

証金の償還8百万円によるものです。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

　財務活動の結果得られた資金は5億1百万円となりました。これは主に販売用土地建物購入資金手当てのため銀行か
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ら短期借入を行ったことによるものです。

 

　資金調達に関しては親会社・セボン株式会社と10億円のコミットメントライン契約を締結しており、当面の資金計

画に支障はありません。なお、同契約に基づく親会社からの借入残高は当中間会計期間末日現在5億円であります。

(参考)財政状態に関する指標の推移 

 平成16年3月期 平成17年3月期 平成18年3月期 平成19年3月期
平成20年3月

中間期

自己資本比率（％） 22.0 27.4 13.3 2.7 0.9

時価ベースの自己資本比率

（％）
160.4 202.7 412.8 700.6 287.9

 (注)自己資本比率:自己資本／総資産

     時価ベースの自己資本比率:株式時価総額／総資産

(3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当

　当社は安定した配当を維持することを経営の最重要課題の一つと認識しておりますが、多年に渡り無配の状況が続

いております。長期的な経営の観点から内部留保の充実による財務強化に注力しつつ、経営環境、業績の動向によっ

ては即時に剰余金の配分を行えるよう、当社は「会社法第459条第1項の規定に基づき、取締役会の決議をもって剰余

金の配当等を行うことができる。」旨定款に定めております。

　当中間会計期間においては、中間純損失の計上となっており配当はございません。早期に累積損失を一掃し、株主

の皆様に適正な利益還元を実現すべく、全社を挙げて一層の努力をしてまいる所存であります。

(4) 通期の見通し

　 (1)「経営成績に関する分析」にも記載の通り、当中間会計期間においては建売住宅販売の停滞、不動産事業の不

振により、当初の計画を大幅に下回っております。建築基準法の改正による確認申請業務の長期化は建設業界のみな

らず、工期遅延を嫌気する不動産業界にも影響し、首都圏の地価は乱高下しながら徐々に下降局面を迎えると考えて

おります。

　このような状況を踏まえ、当社は当事業年度下期においても土地仕入の難航と建築確認申請業務の長期化を懸念し、

建売住宅の販売計画を売上高について10億円、売上利益を1億35百万円縮小することとし、この旨当年10月19日付で

「平成20年3月期中間業績予想との差異及び通期業績予想の修正についてのお知らせ」として業績予想修正を行ってお

ります。

　なお、不動産事業については現在の不動産商品在庫を勘案して早期販売に努めるとともに、媒介契約獲得を前提と

した営業に注力することとし、計画の変更はありません。

　以上により、通期の見通しについては売上高40億円(前事業年度は28億32百万円)、営業利益1億50百万円(同1億1百

万円の営業損失)、経常利益1億20百万円(同1億10百万円の経常損失)、当期純利益1億円(同3億5百万円の当期純損失)

を想定しております。　

(5）事業等のリスク

 当社の経営成績、財政状態及び株価等に影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。

なお、文中における将来に関する事項については、中間決算短信提出日(平成19年11月8日)現在において当社が判断し

たものであります。

 

①取引の継続性と個人消費者動向について

　当社の主要事業である建築事業は、不特定個人を対象としており、住宅という商品の特性から取引に継続性があり

ません。また個人消費者は特に景気動向、金利動向、住宅税制等の影響を受けやすいため、景気見通しや雇用情勢の

悪化、大幅な金利上昇等によって個人消費が冷え込み、需要が減退する可能性があり、その場合には当社の業績及び

キャッシュ・フロー(以下「業績等」という。)は影響を受ける可能性があります。

 

②天候等による業績変動について

　当社の主要事業である建築事業は、完成引渡しによる売上計上基準に拠っておりますが、お客様の完成希望時期が

事業年度末に集中する傾向にあります。従って天災、長期の気候不順等不測の事態により引渡時期が事業年度末を超

えて遅延した場合には、当社の業績等に影響を及ぼす可能性があります。
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③法的規制の影響について

　当社の主要事業である建築事業、賃貸事業、不動産事業は建設業法、建築基準法、住宅品質確保促進法、宅地建物

取引業法、製造物責任法、借地借家法等その他多数の様々な法的規制を受けております。今後、これらの規制の改廃

や新たな法的規制の設定、基準の変更等によっては、当社の業績等に影響を及ぼす可能性があります。

 

④不動産市況及び金利動向等について

　当社は当事業年度より従来の住宅展示場を基盤とした地域密着営業型の営業スタイルを転換し、建築技術力を生か

すとともに、建売住宅を軸として不動産事業を強化する方向で事業展開を行っております。このため建売用地の取得

に注力するとともに、その購入資金について金融機関からの借入を再開しております。従って不動産市場における需

給状況及び大幅な価格変動等の市況動向、また金利の急激な上昇等が生じた場合には、当社の業績等に影響を及ぼす

可能性があります。

 

⑤保有不動産について

　当社は当事業年度よりの不動産事業強化を前提として前中間会計期間末において、従来より所有していた固定資産

のうち、投資用不動産について減損損失計上後の帳簿価額を商品不動産に振替計上しております。これらの一部は収

益物件であるため、地価及び賃料相場の大幅な下落等により評価損が生じた場合、または長期に渡って販売が停滞し

た場合には、当社の業績等に影響を及ぼす可能性があります。

 

⑥保証債務について

　当社は、過去のお客様の建築請負代金、不動産売買資金のための借入金の一部について、金融機関に対し、保証債

務を負っております。保証債務履行の可能性は僅少であると判断しておりますが、将来、保証債務の履行請求がなさ

れた場合、状況によっては当社の業績等に影響を及ぼす可能性があります。

  

⑦資金調達について

　当社は、親会社であるセボン株式会社より10億円のコミットメントライン契約に基づき、当中間会計期間末日現在

5億円の資金借入を行っております。一方で不動産購入資金は原則金融機関から調達することとしております。建売用

地他の不動産購入に伴う金融機関からの調達が難航した場合、不動産事業の停滞によって当社の業績等に影響を及ぼ

す可能性があります。
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２．企業集団の状況
　当社企業集団は、当社及び親会社並びに子会社１社により構成されております。

　当社の親会社であるセボン株式会社は当社株式の有効議決権個数の８７．３％を保有しております。

　親会社及び親会社の企業グループは、不動産を主体とした様々な事業を展開しており、このうち当社は建築事業及び

賃貸事業、不動産事業を主たる業務としております。親会社の企業グループにあって当社は、自社による建築施工体制

を整えており、エンドユーザーからの建築請負及び一括借上システムによる賃貸事業という独自の事業領域を持ってお

ります。当社は親会社との間で、親会社の販売する建物の一部についての工事請負、建売用地等の不動産取得、仲介及

び賃貸物件の管理を受託しております。

　子会社である株式会社エーアンドケーは、当社の施工物件を主として損害保険代理業務並びに生命保険の募集業務、

賃貸物件仲介業務を行っております。

　

　以上の事項を事業系統図によって示すと、次のとおりです。

 

 ユ ー ザ ー 

※２ 株式会社エーアンドケー 

※１ セ ボ ン 株 式 会 社 

（注） ※１：親会社 

※２：子会社 
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旭 ホ ー ム ズ 株 式 会 社 
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

　当社は、すべてのお客様に「集い憩える住空間・住環境」を提供することを目指し、時代のニーズを先取りした高

い技術と発想力により、「健康・快適・安心」な住まいづくり、街づくりを推進していくことを経営の基本方針とし

ております。

(2）目標とする経営指標

　経営基本方針に基づき、幅広い顧客ニーズに応える事業展開を図り、経営基盤の強化、安定化を目指し、着実な事

業拡大と効率的な事業運営による収益性の向上を目指しております。長期の具体的な目標としては、利益重視を第一

に考え、「売上高経常利益率」の目標値を10%に設定しております。 

 

(当社の目標である「売上高経常利益率」の推移) 

 平成16年3月 平成17年3月 平成18年3月 平成19年3月 平成19年9月

売上高経常利益率 3.1% 3.2% 0.0% △3.9% △0.1%

 (注） 売上高経常利益率：経常利益／総売上高

(3）中長期的な会社の経営戦略

平成19年度から平成21年度までの年度別対応方針として下記を想定しております。

○ 平成19年度

・ 繰越損失など「負の遺産」の解消に着手

・ 増資等による財務体質の強化

・ 事業分野拡大に伴う「体制整備」に注力する

・ 商品カテゴリーの拡大・再整備による成果を発揮する

・ 既存事業を強化し、ビジネスチャンスの拡大を図る

○ 平成20年度

・ 事業分野を確立し、経営の安定を図る

○ 平成21年度

・ 事業分野を強固にし、利益の拡大を図る

　上記文中の将来に関する事項は、前事業年度末現在において当社が判断したものであります。　

(4）会社の対処すべき課題

 3ページ「１.経営成績」及び15ページ「継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況」にも記載のとおり、

当社は現在、企業継続性の疑義解消を最優先課題と考え、そのための事業再編・再生期にあると認識しております。

　当初計画とおり、当年７月、本社移転を含め事業拠点５拠点を統合し旧西東京支店を本社として１拠点体制とし、

経営の集約化を図りました。当中間会計期間では営業利益計上となり、通期においても３期ぶりの営業黒字化の見込

みではありますが、当中間会計期間末での建築受注残高は4億68百万円となり、前年同期比でマイナス4億12百万円と

落ち込んでおり、これを補うべく住宅展示場に替わる集客手段として不動産仲介業者による建築顧客紹介スキームを

推進しております。このスキームによる業績寄与は来事業年度のものとして具体的な数値化はしておりませんが、当

事業年度末での受注残高の積み増しは勿論、今後の有力な建築受注手段と考えております。

　また、一次取得者層への拡販のための建売住宅の販売は、土地仕入の難航と建築基準法改正による工期の長期化の

ため当中間会計期間における売上計上が叶わなかったことを考慮し、通期ベースで売上高10億円の計画下方修正を行っ

たところでありますが、下期の建築予定物件については既に建築確認許可済みであり、また今後の安定的な優良建売

用地仕入と情報の迅速な取得のため、不動産部を増員・育成し、都下を中心とした不動産業者とも連絡を密にする体

制を取り、下期は土地仕入も含め、計画の実現を図っております。

　一方、不動産仕入資金手当てのため、銀行を中心に幅広い金融機関との融資交渉も始めております。

　賃貸事業においては、不採算・低採算物件の管理契約を見直しており、これに伴う売上高の減少を見込んでおりま

すが、保証料率引き下げ等の原価低減によって当初計画の利益確保が可能と判断しております。

　この他、あらゆる部門の生産性の向上、合理化を推進し、一層の冗費節約に努め、収益体質を確立し財務内容を改
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善することで、企業継続性の疑義を解消出来るものと考えております。

(5）内部管理体制の整備・運用状況

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

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

前中間会計期間末
(平成18年９月30日)

当中間会計期間末
(平成19年９月30日)

対前中間
期比

前事業年度の要約貸借対照表
(平成19年３月31日)

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

現金及び預金 7,125 392,661 554,941

完成工事未収
入金

99,943 26,862 88,644

売掛金 17,783 19,377 18,711

販売用土地建
物

※2,5 485,193 978,075 485,193

未成工事支出
金

50,437 108,941 19,144

材料及び貯蔵
品

－ 2,903 1,389

その他 ※3 26,298 20,881 23,200

貸倒引当金 △2,286 △3,171 △3,147

流動資産合計 684,496 80.0 1,546,532 94.6 862,036 1,188,078 91.1

Ⅱ　固定資産

有形固定資産 ※1

建物 ※5 49,425 2,566 2,860

土地 ※5 － － －

その他 12,606 7,449 10,662

有形固定資産
合計

62,032 7.2 10,015 0.6 △52,016 13,523 1.0

無形固定資産 7,593 0.9 4,901 0.3 △2,691 6,154 0.5

投資その他の
資産

長期貸付金 245,807 38,295 54,339

長期営業債
権

※6 58,713 10,464 7,402

その他 48,385 37,824 46,537

貸倒引当金 △250,971 △16,573 △14,711

投資その他の
資産合計

101,934 11.9 70,011 4.3 △31,923 93,567 7.2

固定資産合計 171,559 20.0 84,928 5.2 △86,630 113,245 8.7

Ⅲ　繰延資産 － － 2,726 0.2 2,726 3,356 0.2

資産合計 856,055 100.0 1,634,188 100.0 778,132 1,304,680 100.0
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前中間会計期間末
(平成18年９月30日)

当中間会計期間末
(平成19年９月30日)

対前中間
期比

前事業年度の要約貸借対照表
(平成19年３月31日)

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

工事未払金 354,094 204,075 413,376

短期借入金 ※2 67,157 502,000 －

関係会社短期
借入金 

※7 － 500,000 500,000

未払金 25,998 23,399 28,841

未払費用 7,946 7,065 7,114

未払法人税等 1,389 1,067 1,610

未成工事受入
金

151,356 127,755 57,543

預り金 5,586 5,380 8,002

賞与引当金 13,602 10,715 9,684

完成工事補償
引当金

5,000 2,900 2,900

その他 ※3 26,960 31,561 37,847

流動負債合計 659,093 77.0 1,415,921 86.7 756,827 1,066,920 81.8

Ⅱ　固定負債

長期未払金 ※2 112,578 － －

預り敷金 153,851 139,879 147,343

退職給付引当
金

41,697 51,718 43,728

役員退職慰労
引当金

6,375 7,000 7,000

その他 4,624 4,404 4,526

固定負債合計 319,127 37.3 203,002 12.4 △116,125 202,598 15.5

負債合計 978,221 114.3 1,618,923 99.1 640,702 1,269,519 97.3

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本 

　１ 資本金 767,340 89.6 867,340 53.1 100,000 867,340 66.5

  ２ 資本剰余金        

   (1)資本準備金 －   100,000    100,000   

     資本剰余金合計 － － 100,000 6.1 100,000 100,000 7.7

  ３ 利益剰余金        

   (1)その他利益剰
余金

         

  　　繰越利益剰余
金

△873,101   △933,868    △914,469   

     利益剰余金合計 △873,101 △102.0 △933,868 △57.2 △60,767 △914,469 △70.1

　４ 自己株式 △16,404 △1.9 △18,207 △1.1 △1,802 △17,709 △1.4

株主資本合計 △122,165 △14.3 15,264 0.9 137,430 35,160 2.7

純資産合計 △122,165 △14.3 15,264 0.9 137,430 35,160 2.7

負債純資産合計 856,055 100.0 1,634,188 100.0 778,132 1,304,680 100.0
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(2）中間損益計算書

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

対前中間
期比

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　完成工事高  645,568  100.0 363,836  100.0 △281,731 1,742,017  100.0

Ⅱ　完成工事原価 529,877  82.1 304,815  83.8 △225,061 1,441,391  82.7

完成工事総利
益

115,691 17.9 59,021 16.2 △56,669 300,625 17.3

Ⅲ　賃貸部門売上高 532,140  100.0 499,023  100.0 △33,117 1,058,920  100.0

Ⅳ　賃貸部門売上原
価

468,396  88.0 437,603  87.7 △30,793 924,905  87.3

賃貸部門売上
総利益

63,743 12.0 61,419 12.3 △2,324 134,014 12.7

Ⅴ　仲介部門収入  ※1 2,000  100.0 120,390  100.0 118,390 31,651  100.0

Ⅵ　仲介部門原価  ※1 －  － －  － － －  －

仲介部門総利
益

 ※1 2,000 100.0 120,390 100.0 118,390 31,651 100.0

売上高合計 1,179,708  100.0 983,250  100.0 △196,458 2,832,588  100.0

売上原価合計 998,273  84.6 742,419  75.5 △255,854 2,366,297  83.5

売上総利益合
計

181,434 15.4 240,830 24.5 59,396 466,290 16.5

Ⅶ　販売費及び一般
管理費

291,701 24.7 226,272 23.0 △65,428 567,379 20.1

営業利益(△は
営業損失)

△110,266 △9.3 14,558 1.5 124,824 △101,088 △3.6

Ⅷ　営業外収益

受取利息 266 717 652

その他 1,521 1,299 2,360

営業外収益合
計

1,788 0.2 2,017 0.2 228 3,012 0.1

Ⅸ　営業外費用

支払利息 1,797 16,974 10,778

その他 － 629 1,719

営業外費用合
計

1,797 0.2 17,603 1.8 15,806 12,497 0.4

経常損失 110,275 △9.3 1,028 △0.1 109,246 110,574 △3.9

Ⅹ　特別利益 ※2 533 0.0 1,176 0.1 643 43,377 1.5

XI  特別損失
 
※3,5

153,873 13.0 19,329 2.0 △134,544 237,417 8.4

税引前中間
（当期）純損
失

263,615 △22.3 19,180 △2.0 244,434 304,614 △10.8

法人税、住民
税及び事業税

 370 0.0  217 0.0 △152  740 0.0

中間（当期）
純損失

263,985 △22.3 19,398 △2.0 244,587 305,354 △10.8
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(3）中間株主資本等変動計算書

前中間会計期間（自　平成18年4月1日　至　平成18年9月30日）

株主資本  

資本金

利益剰余金

  自己株式  株主資本合計

純資産合計
その他利益剰余金 

利益剰余金
合計 

 

繰越利益剰余金

平成18年3月31日　残高 (千円) 767,340 △609,115 △609,115 △15,255 142,968 142,968

中間会計期間中の変動額

中間純利益  △263,985 △263,985  △263,985 △263,985

自己株式の取得    △1,148 △1,148 △1,148

中間会計期間中の変動額合計 (千円) － △263,985 △263,985 △1,148 △265,134 △265,134

平成18年9月30日　残高 (千円) 767,340 △873,101 △873,101 △16,404 △122,165 △122,165

当中間会計期間（自　平成19年4月1日　至　平成19年9月30日）

株主資本

純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本合
計

資本準備金
資本剰余金
合計

その他利益剰
余金

利益剰余金
合計

繰越利益剰
余金

平成19年３月31日　残高
（千円）

867,340 100,000 100,000 △914,469 △914,469 △17,709 35,160 35,160

中間会計期間中の変動額

中間純利益    △19,398 △19,398  △19,398 △19,398

自己株式の取得      △497 △497 △497

中間会計期間中の変動額合計
（千円）

－ － － △19,398 △19,398 △497 △19,896 △19,896

平成19年9月30日　残高
（千円）

867,340 100,000 100,000 △933,868 △933,868 △18,207 15,264 15,264

前事業年度の株主資本等変動計算書（自　平成18年4月1日　至　平成19年3月31日）

株主資本

純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本合
計

資本準備金
資本剰余金
合計

その他利益剰
余金

利益剰余金
合計

繰越利益剰
余金

平成18年３月31日　残高
（千円）

767,340 － － △609,115 △609,115 △15,255 142,968 142,968

事業年度中の変動額

新株の発行 100,000 100,000 100,000    200,000 200,000

当期純利益    △305,354 △305,354  △305,354 △305,354

自己株式の取得      △2,453 △2,453 △2,453

事業年度中の変動額合計
（千円）

100,000 100,000 100,000 △305,354 △305,354 △2,453 △107,807 △107,807

平成19年３月31日　残高
（千円）

867,340 100,000 100,000 △914,469 △914,469 △17,709 35,160 35,160
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(4）中間キャッシュ・フロー計算書

前中間会計期間
（自 平成18年４月１日

　  至 平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自 平成19年４月１日

　  至 平成19年９月30日）
対前中間期比

前事業年度の要約
キャッシュ・フロー計算書
（自 平成18年４月１日

　  至 平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）
金額（千円）

Ⅰ営業活動によるキャッ
シュ・フロー

税引前中間(当期)純損失 △263,615 △19,180  △304,614

減価償却費 10,730 3,246  20,940

減損損失 97,568 －  138,812

固定資産除去損 2,221 1,513  2,401

貸倒引当金の増加額(減少
額) 47,335 1,885  △36,548

賞与引当金の増加額(減少
額) △3,772 1,031  △7,690

完成工事補償引当金の減少
額 － －  △2,100

退職給付引当金の増加額(減
少額） △1,140 7,989  891

受取利息 △266 △717  △652

支払利息 1,797 16,974  10,778

売上債権の減少額 36,055 57,760  44,667

たな卸資産の増加額(減少
額） △29,827 △581,238  1,202

長期営業債権の減少額 11,208 292  11,523

仕入債務の減少額 △81,714 △209,300  △22,433

未成工事受入金の増加額(減
少額) 83,892 70,212  △9,920

未払金の増加額(減少額) 5,079 △5,442  7,922

預り敷金の減少額 △8,124 △7,585  △14,731

その他 △3,027 △4,874  △3,817

小計 △95,601 △667,434 △571,832 △163,366

利息及び配当金の受取額 1 479  160

利息の支払額 △1,084 △18,373  △9,920

法人税等の支払額 △1,566 △1,610  △2,576

営業活動によるキャッシュ・
フロー △98,251 △686,938 △588,686 △175,702
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前中間会計期間
（自 平成18年４月１日

　  至 平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自 平成19年４月１日

　  至 平成19年９月30日）
対前中間期比

前事業年度の要約
キャッシュ・フロー計算書
（自 平成18年４月１日

　  至 平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）
金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

有形固定資産の取得による
支出 △4,412 －  △6,099

貸付金回収による収入 910 14,443  1,420

その他 △29 8,713  △1,347

投資活動によるキャッシュ・
フロー △3,531 23,157 26,688 △6,026

Ⅲ 財務活動によるキャッ
シュ・フロー

新株発行による収入 － －  196,224

短期借入による収入 67,157 602,000  567,157

短期借入金の返済による支
出 － △100,000  △67,157

自己株式取得による支出 △1,148 △497  △2,453

財務活動によるキャッシュ・
フロー 66,009 501,502 435,492 693,770

Ⅳ　現金及び現金同等物の
減少額(増加額) △35,773 △162,279 △126,505 512,041

Ⅴ　現金及び現金同等物期
首残高

42,899 554,941 512,041 42,899

Ⅵ　現金及び現金同等物中
間期末(期末)残高

※ 7,125 392,661 385,536 554,941
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継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

前中間会計期間
（自　平成18年4月１日
至　平成18年9月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年4月１日
至　平成19年9月30日）

前事業年度
（自　平成18年4月１日
至　平成19年3月31日）

　当社は、当中間会計期間において、263,985

千円の中間純損失を計上した結果、122,165千

円の債務超過となり、継続企業の前提に関する

重要な疑義が生じております。

　当社は、当該状況を解消すべく当年12月8日

開催の取締役会において12月25日を払込期日と

する200,000千円の第三者割当増資の実行を決

議致しました。

　中間財務諸表は継続企業を前提として作成さ

れており、上記のような重要な疑義の影響を中

間財務諸表には反映しておりません。

　当社は、当中間会計期間において、営業利益

14,558千円(前中間会計期間は110,266千円の営

業損失)を計上し、前事業年度までの2期連続の

営業損失から営業利益計上へと転じたものの、

販売用不動産の仕入を目的とした借入金の利息

の増加により、経常損失1,028千円(前中間会計

期間は110,275千円の経常損失)となり、また拠

点統合に伴う固定資産廃棄損等の計上により、

中間純損失は19,398千円(前中間会計期間は

263,985千円の中間純損失)となりました。これ

により、当中間会計期間末における繰越利益剰

余金はマイナス933,868千円となっておりま

す。

　また営業キャッシュ・フローは前事業年度に

おいて2期連続のマイナスとなっており、当中

間会計期間においても販売用不動産購入に伴う

たな卸資産の大幅増加によってマイナス

686,938千円(前中間会計期間ではマイナス

98,251千円)となっております。

　これらにより、当社には引続き継続企業の前

提に関する重要な疑義が存在しております。

　当社は、当該状況を解消するため、事業の再

構築を図るべく、平成19年4月12日開催の取締

役会において、下記事項を骨子とした平成19年

度事業計画を決議しております。

①地域密着型の注文建築事業に特化した事業形

態を改め、建売分譲を主とした不動産事業を強

化する。

②経営の合理化を図るため、新宿本社を含む事

業拠点５拠点を統合し、1拠点体制とする。

③商品、営業スタイルの変更に加え、経営の集

約化を図るべく組織を改編する。

　当中間会計期間では、事業拠点の統合、組織

改編を実行し、経営の合理化、集約化を図り一

般管理費の抑制を進めております。また建売用

地取得の難航、建築基準法の改正に伴う工期の

長期化を考慮して当初計画を一部変更致してお

りますが、当事業年度における売上高及び利益

については下記のとおり、３期ぶりの黒字化を

見込んでおります。

〔上記の各施策による平成19年度の事業計画概要〕

(単位:百万円)

決算期
平成19年度

上期実績

平成19年度

下期見込

平成19年度

通期

 売上高 983 3,016 4,000

 営業利益 14 135 150

 経常利益 △1 121 120

 当期純利益 △19 119 100

　当社は、前事業年度の営業損失6,017千円の

計上に続き、当事業年度において101,088千円

の営業損失を計上し、2期連続の営業損失計上

となりました。また、営業キャッシュ・フロー

においても前事業年度のマイナス136,309千円、

当事業年度マイナス175,702千円の資金流失と

なり、継続企業の前提に関する重要な疑義が生

じております。

　当社は、当該状況を鑑みて事業の再構築を図

るべく、平成19年4月12日開催の取締役会にお

いて、下記事項を骨子とした平成19年度事業計

画を決議しております。

①地域密着型の注文建築事業に特化した事業形

態を改め、建売分譲を主とした不動産事業を強

化する。

②経営の合理化を図るため、新宿本社を含む事

業拠点５拠点を統合し、1拠点体制とする。

③商品、営業スタイルの変更に加え、経営の集

約化を図るべく組織を改編する。

〔上記の各施策による平成19年度の事業計画概要〕

(単位:百万円)

決算期
平成19年度

上期

平成19年度

下期

平成19年度

通期

 売上高 1,860 3,140 5,000

 営業利益 30 255 285

 経常利益 15 235 250

 当期純利益 0 235 235

　資金面については、運転資金確保のため平成

19年3月31日付で親会社・セボン株式会社と10

億円のコミットメントライン契約を締結してお

ります。

　また資金保全を図るため、事業性資金につい

ては別途手当てすることとし、平成19年4月10

日付で横浜銀行より2億円の借入を行い、銀行

融資取引を再開しております。

　なお、財務諸表は継続企業を前提として作成

されており、このような重要な疑義の影響を財

務諸表には反映しておりません。
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前中間会計期間
（自　平成18年4月１日
至　平成18年9月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年4月１日
至　平成19年9月30日）

前事業年度
（自　平成18年4月１日
至　平成19年3月31日）

　資金面については、運転資金確保のため平成

19年3月31日付で親会社・セボン株式会社と10

億円のコミットメントライン契約を締結してお

ります。

　また資金保全を図るため、事業性資金につい

ては別途手当てすることとし、銀行融資取引を

再開しております。

　なお、中間財務諸表は継続企業を前提として

作成されており、上記のような重要な疑義の影

響を中間財務諸表には反映しておりません。
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１．資産の評価基準及び評価

方法

(1）有価証券

子会社株式

移動平均法による原価法

(1）有価証券

子会社株式

同左

(1）有価証券

子会社株式

同左

その他有価証券 その他有価証券 その他有価証券

（時価のないもの）

移動平均法による原価法

（時価のないもの）

同左

（時価のないもの）

同左

(2）たな卸資産

未成工事支出金、販売用土地建

物

個別法による原価法 

    材料及び貯蔵品 

 総平均法による原価法 

(2）たな卸資産

未成工事支出金、販売用土地建

物

同左

    材料及び貯蔵品 

同左

(2）たな卸資産

未成工事支出金、販売用土地建

物

同左

    材料及び貯蔵品 

同左

２．固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

有形固定資産は建物（建物附属

設備を除く）は定額法、建物以

外については定率法によってお

ります。

(1）有形固定資産

同左

(1）有形固定資産

同左

(2）無形固定資産

自社利用のソフトウェアについ

ては、社内における見込利用可

能期間（３年乃至５年）に基づ

く定額法によっております。

(2）無形固定資産

          同左

(2）無形固定資産

同左

(3）長期前払費用

均等償却しております。

────── (3）長期前払費用

均等償却しております。

３．繰延資産の処理方法 ────── (1）株式交付費

株式交付費は３年にわたり定額

法により償却しております。

(1）株式交付費

同左
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項目
前中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

４．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。

(1）貸倒引当金

同左

(1）貸倒引当金

同左

(2）賞与引当金

従業員賞与の支給に充てるため、

賞与支給見込額の当中間会計期

間負担額を計上しております。

(2）賞与引当金

同左

(2）賞与引当金

従業員賞与の支給に充てるため、

支給見込額を計上しております。

(3）完成工事補償引当金

当中間会計期間の完成工事にか

かる瑕疵担保の費用の見積額を

計上しております。

(3）完成工事補償引当金

同左

(3）完成工事補償引当金

完成工事にかかる瑕疵担保の費

用の見積額を計上しております。

(4）退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、

当事業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、当中間会計期間末におい

て発生していると認められる額

を計上しております。

なお、会計基準変更時差異

（50,661千円）については、15

年による按分額を費用処理して

おります。

また、複数事業主制度による日

本住宅建設産業厚生年金基金に

ついては、当社の拠出に対応す

る年金資産の額を合理的に計算

できないため、要拠出額を退職

給付費用として処理しておりま

す。

(4）退職給付引当金

同左

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4）退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、

当事業年度末における退職給付

債務及び年金資産の額に基づき、

当事業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、会計基準変更時差異

（50,661千円）については、15

年による按分額を費用処理して

おります。

また、複数事業主制度による日

本住宅建設産業厚生年金基金に

ついては、当社の拠出に対応す

る年金資産の額を合理的に計算

できないため、要拠出額を退職

給付費用として処理しておりま

す。
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項目
前中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

 (5) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備え

るため、内規に基づく当中間会

計期間末の要支給額を計上して

おります。

(5) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備え

るため、内規に基づく当中間会

計期間末の要支給額を計上して

おります。

(5) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備え

るため、内規に基づく期末要支

給額を計上しております。

５．リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引については、通常

の賃貸借取引に係る方法に準じた会

計処理によっております。

同左 同左

６．中間キャッシュ・フロー

計算書（キャッシュ・フロー

計算書）における資金の範

囲

中間キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金(現金及び現金同等物)は、

手許現金、随時引出し可能な預金及

びキャッシュ・マネジメントシステ

ムによる預入金(関係会社短期貸付

金)からなっております。

 

中間キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金(現金及び現金同等物)は、

手許現金、随時引出し可能な預金)

からなっております。

(資金の範囲の変更)

当中間会計期間より、中間キャッ

シュ・フロー計算書における資金の

範囲を変更し、資金の範囲から

キャッシュ・マネジメントシステム

による預入金(関係会社短期貸付

金)を除いております。

これは、前事業年度の期中において、

当社の親会社が㈱カネカからセボン

㈱に交代したことにより、キャッ

シュ・マネジメントシステムが廃止

となったことによるものでありま

す。

当該変更が中間キャッシュ・フロー

計算書に与える影響はありません。

キャッシュ・フロー計算書における

資金(現金及び現金同等物)は、手許

現金、随時引出し可能な預金及び

キャッシュ・マネジメントシステム

による預入金(関係会社短期貸付

金)からなっております。

７．その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基本

となる重要な事項

消費税等の会計処理の方法

消費税等の会計処理の方法は、税

抜方式によっております。

ただし、資産に係わる控除対象外

消費税等は、発生事業年度の期間

費用としております。

消費税等の会計処理の方法

同左

消費税等の会計処理の方法

 同左

旭ホームズ㈱ (1913) 平成 20 年 3 月期中間決算短信(非連結)

－ 19 －



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間会計期間
（自  平成18年 4月 1日
至  平成18年 9月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年 4月 1日
至　平成19年 9月30日）

前事業年度
（自　平成18年 4月 1日
至　平成19年 3月31日）

 (貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準)

当中間会計期間より、「貸借対照表の純資産

の部の表示に関する会計基準」(企業会計基

準第5号　平成17年12月9日)及び「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計基準等の

適用指針」(企業会計基準適用指針第8号　平

成17年12月9日)を適用しております。

これまでの資本の部の合計に相当する金額は

△122,165千円であります。

なお、当中間会計期間における中間貸借対照

表の純資産の部については、中間財務諸表等

規則の改正に伴い、改正後の中間財務諸表等

規則により作成しております。

──────  (貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準)

当事業年度より、「貸借対照表の純資産の部

の表示に関する会計基準」(企業会計基準第

5号　平成17年12月9日)及び「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基準等の適用

指針」(企業会計基準適用指針第8号　平成17

年12月9日)を適用しております。

従来の資本の部の合計に相当する金額は

35,160千円であります。

なお、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、財務諸表等規則の改正に

伴い、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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注記事項

（中間貸借対照表関係）

項目
前中間会計期間末

（平成18年９月30日）
当中間会計期間末

（平成19年９月30日）
前事業年度末

（平成19年３月31日）

※１　有形固定資産減価償却

累計額

（千円）

78,130

（千円）

41,730

（千円）

85,671

※２　担保資産及び担保付債

務

（千円） （千円） （千円）

担保に供している資産

販売用土地建物

計

349,987

349,987

551,443

551,443

89,742

89,742

上記担保資産に対応す

る債務の額

短期借入金

長期未払金

リース債務

計

67,157

109,380

－

176,538

502,000

－

1,184

503,184

なお、リース債務は貸借

対照表には計上されてお

りません。

－

－

1,721

1,721

同左

※３　消費税等の取り扱い 仮払消費税等及び仮受消費税等は相

殺のうえ、流動負債のその他に含め

て表示しております。

仮払消費税等及び仮受消費税等は相

殺のうえ、流動資産のその他に含め

て表示しております。

─────

　４　偶発債務 （債務保証） （債務保証） （債務保証）

被保証者 保証金額 内容

(千円)

当社物件購

入者
223,217

住宅ローン

保証

当社社員 559
銀行借入保

証

計 223,777

被保証者 保証金額 内容

(千円)

当社物件購

入者
209,206

住宅ローン

保証

計 209,206

被保証者 保証金額 内容

(千円)

当社物件購

入者
217,587

住宅ローン

保証

当社社員 132
銀行借入保

証

計 217,720

※５　販売用土地建物 当中間会計期間において、固定資産

の一部について保有目的の変更に伴

い、減損損失計上後の金額を流動資

産の「販売用土地建物」に振替えて

おります。

　　　　　　　　　　 (単位:千円) 

種類
固定資産計

上額

減損損失

(特別損失)

販売用土地

建物振替額

 土地 544,084 96,909 447,174

 建物 38,678 658 38,019

 　計 582,762 97,568 485,193

 ─────

 

 

 

 

 

 当事業年度において、固定資産の

「土地」及び「建物」について保有

目的の変更に伴い、減損損失計上後

の金額を流動資産の「販売用土地建

物」に振替えております。

　　　　　　　　　　 (単位:千円) 

種類
固定資産

計上額

減損損失

(特別損失)

販売用土地

建物振替額

 土地 544,084 96,909 447,174

 建物 38,678 658 38,019

 　計 582,762 97,568 485,193

※６　長期営業債権 財務諸表等規則第32条第1項第10号

にいう「破産債権、再生債権、更生

債権その他これらに準ずる債権」で、

通常の債権回収期間内に回収されな

いこととなった債権であります。

同左 同左
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項目
前中間会計期間末

（平成18年９月30日）
当中間会計期間末

（平成19年９月30日）
前事業年度末

（平成19年３月31日）

※７　貸出コミットメント等 ───── 　当社は、運転資金確保のため、親

会社・セボン株式会社と貸出コミッ

トメント契約を締結しております。

　当事業年度末における貸出コミッ

トメントに係る借入未実行残高は次

のとおりであります。

貸出コミット

メントの総額

1,000,000千円

借入実行残高 500,000千円

差引額 500,000千円

   

　当社は、運転資金確保のため、親

会社・セボン株式会社と貸出コミッ

トメント契約を締結しております。

　当事業年度末における貸出コミッ

トメントに係る借入未実行残高は次

のとおりであります。

貸出コミット

メントの総額

1,000,000千円

借入実行残高 500,000千円

差引額 500,000千円

   

（中間損益計算書関係）

項目
前中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※１　 ────── 当中間会計期間より、その内容を明

瞭にするため、「その他売上高」よ

り「仲介部門収入」へ、「その他売

上原価」より「仲介部門収入原価」

へ、「その他売上総利益」より「仲

介部門総利益」へと科目名を変更し

ております。

──────

※２　特別利益の主なもの

は次のとおりであり

ます。

（千円） （千円） （千円）

貸倒引当金戻入益 － 1,176 43,377

※３　特別損失の主なもの

は次のとおりであり

ます。

   

減損損失 97,568 － 138,812

貸倒損失 － － 76,661

貸倒引当金繰入額 54,083 3,062 －

債権売却損 － － 19,541

固定資産除去損 2,221 10,093 2,401

賃借資産解約損 － 6,173 －

　４　減価償却実施額

有形固定資産 9,292 1,993 18,064

無形固定資産 1,438 1,253 2,876
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項目
前中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※５　減損損失 　当中間会計期間において、以下の

資産グループについて減損損失を計

上しております。　　　　　　　　

　　

　　　　　　　　(単位:千円) 

場所 用途 種類
減損損
失

神奈川
県横浜
市

事業用
倉庫

土地 43,750

山形県
新庄市
 

遊休土
地建物

土地及
び建物

53,818

計   97,568

当社は管理会計上の区分により資産

をグルーピングしております。建築

事業部門にグルーピングした神奈川

県横浜市の土地については保有目的

を変更し、販売用不動産に供するこ

とに伴い、また山形県新庄市の土地

建物については地価の下落により、

いずれも帳簿価額を回収可能価額ま

で減額し、当該減少額を減損損失と

して特別損失に計上しております。

その内訳は土地96,909千円、建物658

千円であります。回収可能価額は、

正味売却価額により測定しており、

不動産鑑定評価額により評価してお

ります。

────── 　当事業年度において、以下の資産

グループについて減損損失を計上し

ております。

　　　　　　　　(単位:千円) 

場所 用途 種類
減損損
失

神奈川
県横浜
市

事業用
倉庫

土地 43,750

山形県
新庄市

遊休地
土地及
び建物
他

54,313

東京都
世田谷
区他2件

展示用
モデル
ハウス
他

建物 40,747

計   138,812

当社は管理会計上の区分により資産

をグルーピングしております。建築

事業部門にグルーピングした神奈川

県横浜市の土地については保有目的

を変更し、販売用不動産に供するこ

とに伴い、また山形県新庄市の土地

建物等については地価の下落により、

いずれも帳簿価額を回収可能額まで

減額し当該減少額を減損損失として

特別損失に計上しております。また

建築事業部門にグルーピングした東

京都世田谷区と千葉県松戸市の住宅

展示場内モデルハウス及び新宿本社

についても、事業再構築を前提とし

た拠点統合のため平成19年7月を目

途として廃棄する旨の取締役会決議

に基づき、当事業年度末における帳

簿価額の全額を回収可能額まで減額

し、当該減少額を減損損失として特

別損失に計上しております。その内

訳は土地96,909千円、建物他41,902

千円であります。

なお、回収可能価額は、正味売却価

額により測定しております。正味売

却価額は土地については鑑定評価額

によっており、建物他については売

却が困難であることから0円として

おります。
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（中間株主資本等変動計算書関係）

　前中間会計期間(自　平成18年4月1日　至　平成18年9月30日) 

　１.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末株式数
（株）

当中間会計期間増加
株式数（株）

当中間会計期間減少
株式数（株）

当中間会計期間末株
式数（株）

発行済株式

普通株式 29,348,000 － － 29,348,000

合計 29,348,000 － － 29,348,000

自己株式

普通株式 169,430 4,860 － 174,290

合計 169,430 4,860 － 174,290

 (注)　自己株式の株式数の増加4,860株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

  ２.新株予約権に関する事項

     該当事項はありません。

  ３.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

配当決議なし      － 　 －   － － －

 　 (2)基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間会計期間末後となるもの

（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

配当決議なし     －    －     －      － － －
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　当中間会計期間(自　平成19年4月1日　至　平成19年9月30日) 

　１.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末株式数
（株）

当中間会計期間増加
株式数（株）

当中間会計期間減少
株式数（株）

当中間会計期間末株
式数（株）

発行済株式

普通株式 30,148,000 － － 30,148,000

合計 30,148,000 － － 30,148,000

自己株式

普通株式 178,570 1,920 － 180,490

合計 178,570 1,920 － 180,490

 (注)　自己株式の株式数の増加1,920株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

  ２.新株予約権に関する事項

     該当事項はありません。

  ３.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

配当決議なし      －  －  － － －

 　 (2)基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間会計期間末後となるもの

（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

配当決議なし     －  －     －  － － －
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　前事業年度(自　平成18年4月1日　至　平成19年3月31日) 

　１.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末株式数
（株）

当事業年度増加株式
数（株）

当事業年度減少株式
数（株）

当事業年度末株式数
（株）

発行済株式

普通株式 29,348,000 800,000 － 30,148,000

合計 29,348,000 800,000 － 30,148,000

自己株式

普通株式 169,430 9,140 － 178,570

合計 169,430 9,140 － 178,570

 (注)１.発行済株式の増加は、第三者割当増資により、800,000株の新株発行(払込期日:平成18年12月25日)を実施したこ

とによる増加分であります。

 　　２.自己株式の株式数の増加4,860株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

  ２.新株予約権に関する事項

     該当事項はありません。

  ３.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

配当決議なし      －  －  － － －

 　 (2)基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間会計期間末後となるもの

（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

配当決議なし     －  －     －     － － －
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（中間キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※現金及び現金同等物の中間期末残高

と中間貸借対照表に掲記されている科

目の金額との関係は以下のとおりであ

ります。

※現金及び現金同等物の中間期末残高

と中間貸借対照表に掲記されている科

目の金額との関係は以下のとおりであ

ります。

※現金及び現金同等物の期末残高と貸

借対照表に掲記されている科目の金額

との関係は以下のとおりであります。

（平成18年９月30日現在） （平成19年９月30日現在） （平成19年３月31日現在）

現金及び預金勘定 7,125千円

関係会社短期貸付金勘

定
－千円

現金及び現金同等物中

間期末残高
7,125千円

現金及び預金勘定 392,661千円

現金及び現金同等物中

間期末残高
392,661千円

現金及び預金勘定 554,941千円

現金及び現金同等物期

末残高
554,941千円

（１株当たり情報）

項目
前中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１株当たり純資産額(円) △4.19 0.51 1.17

１株当たり中間(当期)純

損失金額（円）
9.05 △0.65 △10.39

潜在株式調整後１株当た

り中間（当期）純利益金

額

　潜在株式調整後１株当た

り中間純利益金額について

は、1株当たり中間純損失で

あり、また、潜在株式が存

在しないため記載しており

ません。

同左  潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額については、

1株当たり当期純損失であり、

また、潜在株式が存在しな

いため記載しておりません。

　（注）　１株当たり中間（当期）純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前中間会計期間
(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日)

前事業年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

中間（当期）純損失（千円） 263,985 △19,398 △305,354

普通株主に帰属しない金額（千円） － － －

普通株式に係る中間（当期）純損失

(千円)
263,985 △19,398 △305,354

期中平均株式数（千株） 29,175 29,967 29,385

旭ホームズ㈱ (1913) 平成 20 年 3 月期中間決算短信(非連結)

－ 27 －



（重要な後発事象）

（前中間会計期間）（自平成18年４月１日　至平成18年９月30日）

　当社は平成18年12月8日開催の取締役会において、債務超過を解消し財務体質を強化するため、第三者割当増資

の実行を決議致しました。

 

第三者割当増資について

①募集の方法

　下記6名を引受人とする第三者割当増資

　・山﨑喜久男

　・山﨑隆寿

　・川上俊親

　・松岡清司

　・正司泰一郎

　・広瀬佳子

②発行する株式の種類及び数

　(発行新株数)　　　　普通株式　800,000株

  (発行価額)　　　　　一株につき　金250円

　(発行価額の総額)　　200,000,000円

　(資本組入額)　　　　一株につき　金125円

　(資本組入額の総額)　100,000,000円

③発行の日程

　(申込期間)　　　　　平成18年12月18日～平成18年12月25日

　(払込期日)　　　　　平成18年12月25日

④新株の配当起算日　　平成18年4月1日

⑤資金の使途　　　　　全額運転資金に充当

（当中間会計期間）（自平成19年４月１日　至平成19年９月30日）

　該当事項はありません。
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（前事業年度）（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

・ 資金の調達に関する事象

当社は、今後の事業展開を踏まえ、建売住宅用土地仕入れのため、下記の借入を行っております。

(1)平成19年4月10日借入実行

a.借入先の名称　横浜銀行

b.借入金額　　　2億円

c.借入利率　　　3.5% 　

d.返済条件等　　元金均等10回払い

e.借入日　　　　平成19年4月10日

f.返済期日　　　平成20年2月28日

g.担保提供資産　横浜市緑区の土地建物

(2)平成19年5月31日借入実行

a.借入先の名称　横浜銀行

b.借入金額　　　3億42百万円

c.借入利率　　　3.5% 　

d.返済条件等　　物件売却時一括返済

e.借入日　　　　平成19年5月31日

f.返済期日　　　平成20年4月30日

g.担保提供資産　東京都世田谷区の土地(新規購入物件)

(開示の省略)

・リース取引、有価証券に関する注記については、中間決算短信における開示の重要性が大きくないと考えられ

るため開示を省略します。

・デリバティブ取引、持分法投資損益等、ストックオプション等、企業結合等に関する事項に関する注記は、該

当事項がありませんので、記載しておりません。
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５．部門別売上高及び受注の状況
①事業部門別売上高明細表 

（単位:千円）

 

前中間会計期間

自平成18年4月 1日 

至平成18年9月30日 

当中間会計期間 

自平成19年4月 1日 

至平成19年9月30日 

対前年中間期

増　減 

前事業年度 

自平成18年4月 1日  

至平成19年3月31日  

 金額 構成比(%)  金額 構成比(%)  金額 金額  構成比(%)

 建築部門 552,478  294,242  △258,236 1,520,383  

 リフォーム部門 93,089  69,594  △23,494 221,633  

 建築事業部門　計 645,568 54.7 363,836 37.0 △281,731 1,742,017 61.5

 賃貸事業部門 532,140 45.1 499,023 50.8 △33,117 1,058,920 37.4

 不動産事業部門 2,000 0.2 120,390 12.2 118,390 31,651 1.1

 合計 1,179,708 100.0 983,250 100.0 △196,458 2,832,588 100.0

 

②建築事業部門の期中受注高 

（単位:千円）

 

前中間会計期間

自平成18年4月 1日 

至平成18年9月30日 

当中間会計期間 

自平成19年4月 1日 

至平成19年9月30日 

対前年中間期増減 

前事業年度 

 自平成18年4月 1日  

 至平成19年3月31日  

 建築部門 939,675 139,313 △800,362 1,671,470

 リフォーム部門 102,146 65,519 △36,627 212,910

 合計 1,041,821 204,832 △836,989 1,884,381

 

③建築事業部門の期末受注残高 

　　（単位:千円）

 

前中間会計期間

自平成18年4月 1日 

至平成18年9月30日 

当中間会計期間 

自平成19年4月 1日 

至平成19年9月30日 

対前年中間期増減 

前事業年度 

 自平成18年4月 1日  

 至平成19年3月31日  

 建築部門 851,065 460,027 △391,038 614,956

 リフォーム部門 30,803 8,947 △21,856 13,023

 合計 881,868 468,974 △412,894 627,979
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