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１．平成19年９月中間期の連結業績（平成19年４月１日～平成19年９月30日）　　　　　　　　　（百万円未満切捨て）

(1）連結経営成績 （％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 5,434 4.0 324 39.9 342 40.2 165 43.4

18年９月中間期 5,223 23.6 231 76.9 244 99.3 115 －

19年３月期 9,755 － 514 － 559 － 294 －

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 3,998 74 － －

18年９月中間期 5,577 54 － －

19年３月期 7,121 76 － －

（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）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

19年９月中間期 7,921 3,149 39.8 76,250 96

18年９月中間期 7,512 2,752 36.6 133,277 29

19年３月期 7,282 2,804 38.5 67,879 00

（参考）自己資本 19年９月中間期 3,149百万円 18年９月中間期 －百万円 19年３月期 2,804百万円

(3）連結キャッシュ・フローの状況

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

19年９月中間期 354 △166 12 1,730

18年９月中間期 238 △7 △232 1,631

19年３月期 413 △88 △470 1,494

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 － (注)  1,375 00 － 1,375 00 2,750 00

20年３月期 － 1,500 00 － －

20年３月期（予想） － － － 1,500 00 3,000 00

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

ため、分割後の１株当たり配当金を記載しております。

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

（％表示は対前期増減率）

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

(2）中間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（中間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、16ページ「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」の（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９月中間期 41,310株 18年９月中間期 20,655株 19年３月期 41,310株

②　期末自己株式数 19年９月中間期 －株 18年９月中間期 －株 19年３月期 －株

（注）１株当たり中間（当期）純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、29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９月中間期の個別業績（平成19年４月１日～平成19年９月30日）

(1）個別経営成績 （％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 5,360 6.0 283 55.4 298 52.4 135 26.1

18年９月中間期 5,058 21.0 182 79.3 195 105.9 107 －

19年３月期 9,545 － 451 － 488 － 263 －

１株当たり中間
（当期）純利益

円 銭

19年９月中間期 3,291 04

18年９月中間期 5,218 05

19年３月期 6,370 23

(2）個別財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

19年９月中間期 7,403 2,707 36.6 65,530 19

18年９月中間期 7,152 2,447 34.2 118,502 33

19年３月期 6,982 2,511 36.0 60,797 90

（参考）自己資本 19年９月中間期 2,707百万円 18年９月中間期 －百万円 19年３月期 2,511百万円

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

　業績予想につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な

要因に係る本資料発表時現在における仮定を前提としています。実際の業績は、今後、様々な要因によって大きく

異なる結果となる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項につ

きましては３ページ「１．経営成績（１）経営成績に関する分析」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

　①　当中間期の経営成績

　当中間連結会計期間におけるわが国経済は、景気は回復基調にはあるものの、原油価格に代表される原材料の高騰

や外国為替レートの円安の続伸等により、国内物価は上昇し、地価上昇、定率減税の縮小などにより、個人消費の減

少を招く要因が増加してきております。住宅市場においても、持家着工数は、本年２月より減少に転じ、６月に施行

された耐震偽装の再発防止のため建築確認手続を厳しくした改正建築基準法の影響がこれに拍車をかけ、持家着工数

では４－９月累計で前年同期比17.5％減(国土交通省調べ)となっております。

　このような状況の下、当社グループは経営理念、経営基本方針に則り、「こころを遊ばせる暮らし」を求める感性

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

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

い住マーケットの創造を推進しております。

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

ビッグフットがログハウスにおいては「ナンバー・ワン」（平成19年７月時点での過去12ヶ月の確認申請ベースでの

当社シェアは54％）、エポックス（ログハウス以外の当社商品シリーズの総称）においては「オンリー・ワン」ブラ

ンドとしてそれぞれ顧客の支持を得ることにより、ユーザーハピネスを実現することを目指しております。また、『中

期経営計画「ｒ≧１３０」（アール・イチ・サン・マル）』（注２）を達成するため、全社一丸となって着実な業績

向上に取組んでまいりました。 

（注１） 自然派個性住宅：　当社グループでは、取扱商品を「自然派個性住宅」と総称し、一般住宅（特に工場生産

されるプレハブ住宅）との対比を念頭に当社グループ商品の特徴を表現しております。「自然派」とは自然

材に対するこだわりを、「個性」とは一般住宅に比して工法、デザイン、テイスト（住宅の持つ雰囲気、風

情）が個性的であることを表しております。

（注２） 『中期経営計画「ｒ≧１３０」（アール・イチ・サン・マル）』：　計画の内容及び進捗状況は５ページの

「③　中期経営計画等の進捗状況」に記載しております。

 

（連結業績の概要）

　当中間連結会計期間における売上高は5,434百万円（前年同期比4.0%増）、売上棟数は516棟（前年同期比7.9%増）、

営業利益は324百万円（前年同期比39.9%増）、経常利益は342万円（前年同期比40.2%増）、中間純利益は165百万円

（前年同期比43.4%増）となりました。これは、商品力の強化とその付加価値を適正に反映させた価格政策、またそれ

に伴う増収効果、そして徹底したコスト及び販売管理費の削減等により、原材料価格の上昇や為替円安影響等のコス

トアップ要因を吸収したことから、営業利益等が大幅な増益となったものであります。

 

（種類別セグメントの業績概要）

イ．ビッグフット事業

　当社グループはログハウス業界のリーディングカンパニーとしての商品力を更に向上させるとともに、エポックス

の強化に注力して参りました。

　商品面に関しましては、本年７月に『西洋の日本化』をコンセプトとした、当社グループとして初の国産材を使用

した新シリーズ『ラウンドカットログハウス』を開発し、その皮切りとして2007年問題（注３）対応商品「２ｎdコ

テージ」（注４）の４番目のモデル「梟（アウル）」を発売いたしました。このシリーズは、最近の輸入材の高騰、

円安の進行等により、過去においてコスト高であった国産材の価格競争力が高まってきていること、加えてログハウ

ス「ナンバー・ワン」企業として、森林を保全できない危機的状況に直面している日本の林業から資材調達を行うこ

とで、その有効活用ができ、かつ森林保全、ひいてはCO2の削減等環境問題に貢献できることを踏まえ、開発したもの

であります。

（注３） 2007年問題：　団塊世代（昭和22～26年生まれ）が、2007年（平成19年）から順次退職を迎えています。約

３百万人といわれる人口が退職することで、日本の社会や市場を、これまでの「生産者優先」から「生活者

優先」へシフトさせる原動力になると考えられています。 

（注４） ２ｎdコテージ：　団塊世代をターゲットとした、子供の手も離れ、自由に暮らせる夫婦二人が積極的に創

り出す新しいライフスタイルに合った活用価値型の小型永住型別荘をコンセプトに開発したロフト付き平屋。
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　また、BESS街区構想（注５）のプロトタイプとして、神奈川県葉山町で11区画、千葉県佐倉市で８区画の引渡しが

完了し、現在、この２つのプロジェクトで培った経験、ノウハウをビジネスモデルまでに高め、それをもって全国展

開すべく、準備を進めているところであります。

　営業面に関しましては、営業人員の増強や営業拠点の拡充に努めてまいりました。営業人員については、地区販社

を含む期末専任営業人員数ベースで129人は、前期末比９名増となりましたが、地区販社数は19社、営業拠点数は29拠

点（直営１拠点含む。）となっており、前期末並みとなりました。

 

（注５） BESS街区構想：ビッグフットブランドの個性豊かな本物の木の家による街並みづくり構想。その事業形態は、

神奈川県葉山町では土地の当社グループ指定建築条件付販売(当社グループは建築請負業者)、千葉県佐倉市

では、当社グループが建物売主、不動産デベロッパーが土地売主、販売は不動産デベロッパーに委託する形

態。

　カナダ連結子会社であるBIG FOOT MANUFACTURING INC.（以下BFM社という。）におきましては、昨年度の拠点整理

統合により、効率的な生産・出荷体制が整備されたことを受け、当中間連結会計期間においては、積極的な施策へと

方針を転換し、工場の生産能力増強策として工作機械への投資を行うことを決定いたしました。また、今後も継続し

て固定費を含めたコスト削減を進めてまいります。

  以上の結果、当中間連結会計期間におけるビッグフット事業の売上高は5,383百万円（前年同期比4.6%増）となり、

748百万円（前年同期比32.3%増）の営業利益となりました。

　一方、受注・契約面におきましては、昨年度がキャンペーンの不発等により低調ではありましたが、当中間連結会

計期間において住宅業界全般の受注環境が冷え込んでいる中、受注高は4,126百万円（前年同期比29.0%増）を確保し、

当中間連結会計期間末における受注残高は4,217百万円（前年同期比13.9%増）となりました。

ロ．フェザント事業

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

回収の促進を目的としてフェザント事業に取り組んでまいりました。

　本年４月からビッグフット事業との相乗効果を図ることを目的に営業体制の見直しにも着手し、販売チャンネルの

拡大策も実施いたしました。また、当中間連結会計期間においては、前連結会計期間下期の「10年利用権方式メンバー

制度」及び「交換利用券制度」の導入効果により、徐々にではありますが販売促進効果が現れてきております。しか

しながら、施設運営の固定費等を吸収するには至らず、当中間連結会計期間における売上高は51百万円（前年同期比

33.0%減）、101百万円（前中間連結会計期間は72百万円）の営業損失計上となりました。

②　通期の見通し

　当社グループを取り巻く事業環境は、材料高、円安などの利益阻害要因に加え、低水準で推移している住宅市場動

向も考慮すれば、非常に厳しい状況にあると認識しております。また、団塊リタイアマーケットの動き出しが予想以

上にゆるやかであることなどにより、別荘戦略商品２ndコテージのポテンシャルなど充分に活かしきれていない面も

あります。

　このような中で当社グループは、中期経営計画の達成のため、その２年目に当たる当連結会計年度において、特に、

エポックス商品の伸長で顕在化してきた自宅一時取得層の建設用地不足の問題解消への対応と2007年問題の顕在化で

徐々に増加傾向にある別荘一時取得層への対応力の強化をそれぞれ重要課題と認識しております。

　その課題克服のための具体策として、ログハウス業界№１のブランド力と商品力を最大限活用し、継続して以下の

取り組みを行ってまいります。

　　　・営業の整備・強化（営業研修強化による質の向上と採用による員数増強）

　　　・販売エリア・ルート拡大（新販社・新拠点等の開拓）

　　　・土地対応力強化（不動産事業者との提携強化による土地又はその情報の顧客提供）

　　　・BESS街区ビジネスモデルを早期に定着させ安定的運用を開始

　また、今下期において事業開始から２年を経過するフェザント事業におきましては、営業実態の客観分析により、

フェザント山中湖をより魅力的なタイムシェア施設へと整備し、安定運営を可能とするために、法人需要の開拓など

新たな施策を実施していく予定であります。
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　以上の取り組みにより、連結業績につきましては、売上高10,600百万円（前期比8.7％増）、営業利益は550百万円

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

本年5月発表の通期見通しからの変更はありません。

③　中期経営計画等の進捗状況

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

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

経営戦略の基本としています。

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

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

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

　　　・ 経常利益　　　　　前期比３ヵ年平均『130％』以上を達成

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

　中期経営計画の２年目に当たる当中間連結会計期間の進捗状況は以下の通りであります。

　経費の生産性（売上総利益÷販管費）におきましては、126.1％、売上高におきましては18年３月期中間期比128.6％、

経常利益におきましては前年同期比140.2％となり、当中間連結会計期間においては、まずまずの達成度と捉えており

ます。

　しかし平成21年３月期の最終年度の達成を予測した場合、コスト及び経費の削減努力を上回る予想外の資材の高騰

と円安の影響により、経常利益の向上面において苦戦を強いられている状況であります。当期においては、これらの

課題を確実に解決することで、当該目標をキャッチアップする努力を積み重ねていく所存であります。

④　目標とする経営指標の達成状況

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

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

　当中間連結会計期間における受注棟数は393棟（前年同期比122.8％）、売上高は5,434百万円（前年同期比104.0％）、

売上高営業利益率は6.0％（前中間連結会計期間4.4％）、配当性向は37.5％となっており、ほぼ計画通りに進捗して

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

　当中間連結会計期間末の総資産は7,921百万円（前連結会計年度末比638百万円増加）、負債は4,771百万円（前連結

会計年度末比293百万円増加）、純資産は3,149百万円（前連結会計年度末比345百万円増加）となりました。

　総資産の主な増加要因は、現金及び預金の増加236百万円に加え、ＢＦＭ工場等設備投資や展示場のモデルハウス増

改築等による固定資産の増加125百万円、為替予約換算差額増加199百万円であります。

　負債の主な増加要因は、営業債務の増加140百万円、繰延ヘッジ損益に係る税金負債増加等による繰延税金負債の増

加57百万円、長期借入金の返済による減少131百万円及び短期借入金の借入200百万円であります。

　純資産においては、当期中間純利益の増加165百万円及び配当金の支払いによる減少56百万円に加え、当期外国為替

における円安の進行に伴い評価・換算差額等(繰延ヘッジ損益及び為替換算調整勘定)が237百万円増加しており、その

結果、自己資本比率は前連結会計年度末から1.3ポイント増の39.8％となりました。

②　キャッシュ・フローの状況　

　当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は1,730百万円となり、前連結会計年

度末1,494百万円から236百万円増加いたしました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りでありま

す。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当中間連結会計期間において営業活動の結果獲得した資金は、354百万円（前中間連結会計期間238百万円）となり

ました。

　これは主に、税金等調整前中間純利益317百万円（前中間連結会計期間205百万円）、仕入債務の増加132百万円（前

中間連結会計期間93百万円）、減価償却費58百万円（前中間連結会計期間61百万円）などの資金増加要因と、法人税

等の支払額133百万円（前中間連結会計期間156百万円）、売上債権の増加額28百万円（前中間連結会計期間は210百万

円の減少）などの資金減少要因によるものであります。
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（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果使用した資金は、166百万円（前中間連結会計期間7百万円）となりました。

　これは主に、有形固定資産の取得による支出129百万円（前中間連結会計期間24百万円）など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）

　財務活動により獲得した資金は、12百万円（前中間連結会計期間は232百万円の使用）となりました。

　これは、短期借入金の増加200百万円による資金増加要因と、長期借入金の返済131百万円（前中間連結会計期間180

百万円）、配当金の支払56百万円（前中間連結会計期間51百万円）の資金減少要因によるものであります。

 

　なお、直近事業年度における「キャッシュ・フロー関連指標の推移」は以下の通りであります。

平成18年３月期 平成19年３月期
平成20年
３月期

中間 期末 中間 期末 中間

自己資本比率（％） 33.2 33.2 36.6 38.5 39.8

時価ベースの自己資本比率（％） 119.8 85.8 43.4 49.8 37.8

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

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） ― 8.7 12.7 12.0 22.2

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い

※　いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

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

ます。有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象とし

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

(3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当

　当社は、配当を含めた株主への利益還元を重要な経営課題として認識しております。連結業績等を踏まえた配当を

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

強化のために必要な内部留保の確保にも配慮していく考えであります。

　上記の方針に基づき、当期の配当金につきましては、１株当たり中間配当金1,500円、期末配当金1,500円の年間配

当金3,000円を予定しております。

　内部留保資金の使途につきましては、今後の事業展開の備えと長期借入金の返済に充てていくこととしております。
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２．企業集団の状況
　最近の有価証券報告書（平成19年６月28日提出）における「事業系統図（事業の内容）」及び「関係会社の状況」

から重要な変更がないため開示を省略しております。

３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針、目標とする経営指標、中長期的な会社の経営戦略

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

省略しております。

 

当該中間決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。

 

（当社ホームページ）

　http://www.rccore.co.jp/

 

（ジャスダック証券取引所ホームページ（「ＪＤＳ」検索ページ））

　http://jds.jasdaq.co.jp/tekiji/

 

(2）会社の対処すべき課題

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

 

(3）その他、会社の経営上重要な事項

  該当事項はありません。
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４．中間連結財務諸表
(1) 中間連結貸借対照表

  
前中間連結会計期間末
(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末
(平成19年９月30日)

前連結会計年度
要約連結貸借対照表
(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
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(資産の部)           

Ⅰ　流動資産           

１　現金及び預金   1,631,154   1,730,773   1,494,484  

２　受取手形、売掛金
　　　及び完成工事未収
　　　入金

  297,794   431,907   406,060  

３　たな卸資産   1,203,467   1,085,138   1,063,871  

４　繰延税金資産   12,675   9,507   40,291  

５　その他   304,720   440,440   210,771  

      貸倒引当金   ―   △5,599   △4,533  

流動資産合計   3,449,812 45.9  3,692,169 46.6  3,210,946 44.1

Ⅱ　固定資産           

１　有形固定資産           

(1) 建物及び構築物 ※１ 878,788   898,622   838,315   

減価償却累計額  △218,352 660,435  △249,459 649,162  △223,649 614,666  

(2) 機械装置及び
　　　　運搬具

 492,879   509,231   448,738   

減価償却累計額  △314,649 178,229  △364,416 144,814  △306,784 141,954  

(3) 土地 ※１  2,901,302   3,023,749   2,967,171  

(4) 建設仮勘定   12,254   46,782   15,662  

(5) その他  85,333   96,375   90,071   

減価償却累計額  △62,396 22,937  △73,239 23,136  △66,962 23,109  

有形固定資産合計   3,775,159 50.2  3,887,644 49.1  3,762,564 51.7

２　無形固定資産   72,128 1.0  61,587 0.8  65,526 0.9

３　投資その他の資産           

(1) 投資有価証券 ※１  34,401   34,703   34,402  

(2) 繰延税金資産   66,379   83,055   79,175  

(3) その他   114,948   182,935   147,177  

　　貸倒引当金   ―   △20,945   △17,562  

投資その他の資産
　　　合計

  215,729 2.9  279,748 3.5  243,193 3.3

固定資産合計   4,063,017 54.1  4,228,980 53.4  4,071,285 55.9

資産合計   7,512,830 100.0  7,921,149 100.0  7,282,231 100.0
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前中間連結会計期間末
(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末
(平成19年９月30日)

前連結会計年度
要約連結貸借対照表
(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
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(負債の部)           

Ⅰ　流動負債           

１　買掛金及び
　　　工事未払金

  1,104,133   994,973   854,104  

２　短期借入金   ―   200,000   ―  

３　一年以内返済予定の
長期借入金

※１  312,010   260,600   262,000  

４　未払法人税等   80,743   155,309   139,215  

５　前受金及び
　　　未成工事受入金

  1,626,791   1,606,338   1,616,643  

６　アフターサービス
　　　引当金

  59,940   48,720   55,488  

  ７　役員賞与引当金   9,600   ―   12,000  

８　繰延税金負債   22,781   44,503   ―  

９　その他   272,138   356,109   341,262  

流動負債合計   3,488,138 46.5  3,666,554 46.3  3,280,713 45.1

Ⅱ　固定負債           

１　長期借入金 ※１  1,060,800   800,200   929,800  

２　繰延税金負債   20,889   31,596   18,191  

３　退職給付引当金   24,798   26,953   26,551  

４　役員退職慰労引当金   104,789   148,071   146,400  

５　その他   60,570   97,846   76,492  

固定負債合計   1,271,848 16.9  1,104,667 13.9  1,197,436 16.4

負債合計   4,759,987 63.4  4,771,222 60.2  4,478,149 61.5

           

(純資産の部)           

Ⅰ　株主資本           

　１　資本金   560,480 7.5  560,480 7.1  560,480 7.7

　２　資本剰余金   618,925 8.2  618,925 7.8  618,925 8.5

　３　利益剰余金   1,262,395 16.8  1,492,976 18.8  1,384,589 19.0

　　株主資本合計   2,441,800 32.5  2,672,381 33.7  2,563,994 35.2

Ⅱ　評価・換算差額等           

　１　繰延ヘッジ損益   117,434 1.5  199,094 2.5  82,755 1.1

　２　為替換算調整勘定   193,607 2.6  278,450 3.6  157,331 2.2

評価・換算差額等合計   311,041 4.1  477,545 6.1  240,086 3.3

　　純資産合計   2,752,842 36.6  3,149,927 39.8  2,804,081 38.5

　　負債純資産合計   7,512,830 100.0  7,921,149 100.0  7,282,231 100.0
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(2) 中間連結損益計算書

  
前中間連結会計期間

(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日)

前連結会計年度
要約連結損益計算書

(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
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

Ⅰ　売上高   5,223,704 100.0  5,434,558 100.0  9,755,765 100.0

Ⅱ　売上原価   3,750,549 71.8  3,867,628 71.2  6,822,505 69.9

売上総利益   1,473,155 28.2  1,566,930 28.8  2,933,260 30.1

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  1,241,420 23.8  1,242,619 22.8  2,418,631 24.8

営業利益   231,735 4.4  324,310 6.0  514,628 5.3

Ⅳ　営業外収益           

１　受取利息  2,338   8,291   5,995   

２　為替差益  6,605   ―   18,184   

３　販売協力金  14,687   26,239   32,983   

４　損害賠償金  4,537   ―   8,532   

５　その他  6,227 34,396 0.7 4,837 39,368 0.7 15,958 81,654 0.8

Ⅴ　営業外費用           

１　支払利息  18,742   15,307   34,390   

２　為替差損  ―   3,358   ―   

３　その他  2,853 21,595 0.4 2,266 20,932 0.4 2,626 37,017 0.4

経常利益   244,536 4.7  342,747 6.3  559,265 5.7

Ⅵ　特別利益           

１　固定資産売却益 ※２ 545 545 0.0 ― ― ― 6,589 6,589 0.1

Ⅶ　特別損失           

１　固定資産売却損 ※３ 1,718   89   3,918   

２　固定資産除却損 ※４ 220   25,065   21,089   

３　物流センター閉
　　鎖損失

※５ 37,242 39,182 0.8 ― 25,154 0.5 31,728 56,736 0.6

税金等調整前中間
(当期)純利益

  205,898 3.9  317,592 5.8  509,117 5.2

法人税、住民税
　　　及び事業税

 75,555   149,249   242,000   

法人税等調整額  15,138 90,694 1.7 3,155 152,404 2.8 △27,082 214,917 2.2

中間(当期)純利益   115,204 2.2  165,188 3.0  294,200 3.0
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(3) 中間連結株主資本等変動計算書

 前中間連結会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30日）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

平成18年３月31日　残高

（千円）
560,480 618,925 1,198,828 2,378,233

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当（注） ― ― △51,637 △51,637

中間純利益 ― ― 115,204 115,204

株主資本以外の項目の中間連結会計

期間中の変動額（純額）
― ― ― ―

中間連結会計期間中の変動額合計

（千円）
― ― 63,566 63,566

平成18年９月30日　残高

（千円）
560,480 618,925 1,262,395 2,441,800

 評価・換算差額等
純資産合計

繰延ヘッジ損益 為替換算調整勘定 評価・換算差額等合計

平成18年３月31日　残高

（千円）
― 151,169 151,169 2,529,403

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当（注） ― ― ― △51,637

中間純利益 ― ― ― 115,204

株主資本以外の項目の中間連結会計期

間中の変動額（純額）
117,434 42,438 159,872 159,872

中間連結会計期間中の変動額合計

（千円）
117,434 42,438 159,872 223,439

平成18年９月30日　残高

（千円）
117,434 193,607 311,041 2,752,842

　　(注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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 当中間連結会計期間（自平成19年４月１日　至平成19年９月30日）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

平成19年３月31日　残高

（千円）
560,480 618,925 1,384,589 2,563,994

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当 ― ― △56,801 △56,801

中間純利益 ― ― 165,188 165,188

株主資本以外の項目の中間連結会計

期間中の変動額（純額）
― ― ― ―

中間連結会計期間中の変動額合計

（千円）
― ― 108,386 108,386

平成19年９月30日　残高

（千円）
560,480 618,925 1,492,976 2,672,381

 評価・換算差額等
純資産合計

繰延ヘッジ損益 為替換算調整勘定 評価・換算差額等合計

平成19年３月31日　残高

（千円）
82,755 157,331 240,086 2,804,081

中間連結会計期間中の変動額

剰余金の配当 ― ― ― △56,801

中間純利益 ― ― ― 165,188

株主資本以外の項目の中間連結会計期

間中の変動額（純額）
116,338 121,119 237,458 237,458

中間連結会計期間中の変動額合計

（千円）
116,338 121,119 237,458 345,845

平成19年９月30日　残高

（千円）
199,094 278,450 477,545 3,149,927

㈱アールシーコア（7837）平成 20 年３月期中間決算短信

－ 12 －



 前連結会計年度の連結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

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

平成18年３月31日　残高

（千円）
560,480 618,925 1,198,828 2,378,233

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当（注） ― ― △51,637 △51,637

剰余金の配当 ― ― △56,801 △56,801

当期純利益 ― ― 294,200 294,200

株主資本以外の項目の連結会計年度中

の変動額（純額）
― ― ― ―

連結会計年度中の変動額合計

（千円）
― ― 185,761 185,761

平成19年３月31日　残高

（千円）
560,480 618,925 1,384,589 2,563,994

 評価・換算差額等
純資産合計

繰延ヘッジ損益 為替換算調整勘定 評価・換算差額等合計

平成18年３月31日　残高

（千円）
― 151,169 151,169 2,529,403

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当（注） ― ― ― △51,637

剰余金の配当 ― ― ― △56,801

当期純利益 ― ― ― 294,200

株主資本以外の項目の連結会計年度中

の変動額（純額）
82,755 6,161 88,917 88,917

連結会計年度中の変動額合計

（千円）
82,755 6,161 88,917 274,678

平成19年３月31日　残高

（千円）
82,755 157,331 240,086 2,804,081

　　(注）平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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(4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

 

前中間連結会計期間

(自　平成18年４月１日

至　平成18年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　平成19年４月１日

至　平成19年９月30日)

前連結会計年度の要約連結

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) 金額(千円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー     

　１ 税金等調整前中間(当期)純利益  205,898 317,592 509,117

　２ 減価償却費  61,237 58,690 129,200

　３ 貸倒引当金の増加額  ― 4,449 22,095

　４ 退職給付引当金の増減額(△は減少額)  △8,546 401 △6,793

　５ 役員退職慰労引当金の増加額  20,736 1,671 62,347

　６
アフターサービス引当金の増減額(△
は減少額)

 940 △6,768 △3,512

　７ 役員賞与引当金の増減額(△は減少額)  9,600 △12,000 12,000

　８ 受取利息及び配当金  △2,338 △8,291 △5,995

　９ 支払利息  18,742 15,307 34,390

　10 固定資産売却益  △545 ― △6,589

　11 固定資産売却損  1,718 89 3,918

　12 固定資産除却損  163 21,185 17,021

　13 物流センター閉鎖損失  18,007 ― 10,263

　14 売上債権の増減額(△は増加額)  210,514 △28,711 83,317

　15 たな卸資産の増減額(△は増加額)  △62,101 △3,659 50,044

　16 仕入債務の増減額(△は減少額)  93,949 132,251 △134,815

　17
前受金及び未成工事受入金の増減額
(△は減少額)

 △80,392 11,325 △73,692

　18 その他  △75,134 △8,075 5,051

小計  412,449 495,458 707,369

　19 利息及び配当金の受取額  2,337 8,290 5,993

　20 利息の支払額  △18,843 △15,975 △34,563

　21 法人税等の支払額  △156,966 △133,190 △265,746

営業活動によるキャッシュ・フロー  238,977 354,583 413,052

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー     

　１ 貸付による支出  ― △50,000 △1,000

　２ 貸付金の回収による収入  29,147 50,097 29,210

　３ 有形固定資産の取得による支出  △24,744 △129,119 △162,713

　４ 有形固定資産の売却による収入  1,158 200 76,989

　５ 無形固定資産の取得による支出  △13,070 △6,388 △16,252

　６ その他  △211 △30,876 △14,400

投資活動によるキャッシュ・フロー  △7,720 △166,088 △88,166

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー     

　１ 短期借入金の純増加額  ― 200,000 ―

　２ 長期借入金の返済による支出  △180,998 △131,000 △362,008

　３ 配当金の支払額  △51,629 △56,441 △108,051

 財務活動によるキャッシュ・フロー  △232,627 12,558 △470,059

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  1,968 35,234 9,103

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額(△は減少額)  598 236,288 △136,071

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  1,630,556 1,494,484 1,630,556

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高  1,631,154 1,730,773 1,494,484
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

前中間連結会計期間
(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

１　連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社の数

　全ての連結子会社１社を連結の

範囲に含めております。

１　連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社の数

同左

１　連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社の数

同左

連結子会社の名称

BIG FOOT MANUFACTURING

INC.

連結子会社の名称

同左

連結子会社の名称

同左

(2) 主要な非連結子会社の名称等

　　　非連結子会社はありません。

(2) 主要な非連結子会社の名称等

同左

(2) 主要な非連結子会社の名称等

同左

２　持分法の適用に関する事項

　　該当事項はありません。

２　持分法の適用に関する事項

同左

２　持分法の適用に関する事項

同左

３　連結子会社の中間決算日等に関す

る事項

　全ての連結子会社の中間決算日は、

中間連結決算日と一致しております。

３　連結子会社の中間決算日等に関す

る事項

同左

３　連結子会社の決算日等に関する事

項

　全ての連結子会社の事業年度の末

日は、連結決算日と一致しておりま

す。

４　会計処理基準に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価

方法

①　有価証券

ａ　満期保有目的の債券

　償却原価法(定額法)によっ

ております。

４　会計処理基準に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価

方法

①　有価証券

ａ　満期保有目的の債券

同左

４　会計処理基準に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価

方法

①　有価証券

ａ　満期保有目的の債券

同左

ｂ　その他有価証券

時価のないもの

　移動平均法による原価法に

よっております。

ｂ　その他有価証券

時価のないもの

同左

ｂ　その他有価証券

時価のないもの

同左

②　デリバティブ

　　　　時価法によっております。

②　デリバティブ

同左

②　デリバティブ

同左

③　たな卸資産

ａ　商品

　個別法による原価法によっ

ております。

③　たな卸資産

ａ　商品

同左

③　たな卸資産

ａ　商品

同左

ｂ　未成工事支出金

　個別法による原価法によっ

ております。

ｂ　未成工事支出金

同左

ｂ　未成工事支出金

同左

ｃ　販売用不動産

　個別法による原価法によっ

ております。

　なお、フェザント事業に関

する販売用不動産につきまし

ては、販売見込収益（最大３

年間の見込）に対する当中間

連結会計期間販売実績の割合

により原価配賦しております。

ｃ　販売用不動産

同左

ｃ　販売用不動産

　個別法による原価法によっ

ております。

　なお、フェザント事業に関

する販売用不動産につきまし

ては、販売見込収益（最大３

年間の見込）に対する当連結

会計年度販売実績の割合によ

り原価配賦しております。

ｄ　仕掛販売用不動産

　個別法による原価法によっ

ております。

ｄ　仕掛販売用不動産

同左

ｄ　仕掛販売用不動産

同左

ｅ　仕掛品、原材料

　先入先出法による原価法に

よっております。

ｅ　仕掛品、原材料

同左

ｅ　仕掛品、原材料

同左

ｆ　貯蔵品

　総平均法による原価法に

よっております。

ｆ　貯蔵品

同左

ｆ　貯蔵品

同左

㈱アールシーコア（7837）平成 20 年３月期中間決算短信

－ 15 －



前中間連結会計期間
(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３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

　当社及び在外連結子会社は、

定率法によっております。ただ

し、当社が、平成10年４月１日

以降に取得した建物(建物附属

設備は除く)及び青葉台展示場

の資産については、定額法に

よっております。

　なお、主な耐用年数は次の通

りであります。

建物及び構築物　　　７～34年

機械装置及び運搬具　４～５年

(2) 重要な減価償却資産の減価償却

の方法

①　有形固定資産

　当社及び在外連結子会社は、

定率法によっております。ただ

し、当社が、平成10年４月１日

以降に取得した建物(建物附属

設備は除く)及び青葉台展示場

の資産については、定額法に

よっております。

　なお、主な耐用年数は次の通

りであります。

建物及び構築物　　　７～34年

機械装置及び運搬具　４～５年

(2) 重要な減価償却資産の減価償却

の方法

①　有形固定資産

　当社及び在外連結子会社は、

定率法によっております。ただ

し、当社が、平成10年４月１日

以降に取得した建物(建物附属

設備は除く)及び青葉台展示場

の資産については、定額法に

よっております。

　なお、主な耐用年数は次の通

りであります。

建物及び構築物　　　７～34年

機械装置及び運搬具　４～５年

 
(会計方針の変更)

当社は、法人税法の改正に伴い、

当中間連結会計期間より、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。

　この変更による損益に与える影

響は、軽微であります。

(追加情報)

当社は、法人税法の改正に伴い、

平成19年３月31日以前に取得した

資産については、改正前の法人税

法に基づく減価償却の方法の適用

により取得価額の５％に到達した

連結会計年度の翌連結会計年度よ

り、取得価額の５％相当額と備忘

価格との差額を５年間にわたり均

等償却し、減価償却費に含めて計

上しております。

　これによる損益に与える影響は、

軽微であります。

 

②　無形固定資産

　当社は、定額法によっており

ます。なお、ソフトウェア(自

社利用分)については、社内に

おける利用可能期間(５年)に基

づく定額法によっております。

　在外連結子会社は、定率法に

よっております。

②　無形固定資産

同左

②　無形固定資産

同左

(3) 重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

　当社は、債権の貸倒れによる

損失に備えるため、一般債権に

ついては貸倒実績率に基づいて

計上し、貸倒懸念債権等特定の

債権については個別に回収可能

性を検討し回収不能見込額を計

上することとしております。

　なお、当中間連結会計期間に

おける計上はありません。

(3) 重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

　当社は、債権の貸倒れによる

損失に備えるため、一般債権に

ついては貸倒実績率に基づいて

計上し、貸倒懸念債権等特定の

債権については個別に回収可能

性を検討し回収不能見込額を計

上しております。

(3) 重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

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

当中間連結会計期間
(自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

②　アフターサービス引当金

　当社は、販売後の無償サービ

スに備えるため、当該サービス

期間に対応する見積もり費用を、

過去の実績値を勘案し計上して

おります。

②　アフターサービス引当金

同左

②　アフターサービス引当金

同左

③　役員賞与引当金

　当社は、役員賞与の支出に備

えて、当連結会計年度における

支給見込額の当中間連結会計期

間負担額を計上しておりま

す。

（会計方針の変更）

　当中間連結会計期間より、

「役員賞与に関する会計基準」

（企業会計基準第４号　平成17

年11月29日）を適用しておりま

す。

　これにより営業利益、経常利

益及び税金等調整前中間純利益

は、それぞれ9,600千円減少し

ております。

　なお、セグメント情報に与え

る影響は、当該箇所に記載して

おります。

③　―――――――― ③　役員賞与引当金

　当社は、役員賞与の支出に備

えるため、当連結会計年度末に

おける支給見込額を計上してお

ります。

（会計方針の変更）

　当連結会計年度より、「役員

賞与に関する会計基準」（企業

会計基準第４号　平成17年11月

29日）を適用しております。

　これにより営業利益、経常利

益及び税金等調整前当期純利益

は、それぞれ12,000千円減少し

ております。

　なお、セグメント情報に与え

る影響は、該当箇所に記載して

おります。

 

 

（追加情報）

　前連結会計年度に「役員賞与引

当金」及び「役員賞与引当金繰入

額」として計上していた役員賞与

支給見込額は、株主総会で決議さ

れた報酬限度額の範囲内で、事前

に定めた利益連動型の役員賞与決

定を行っていることから、当中間

連結会計期間は確定債務として流

動負債の「その他」及び販売費及

び一般管理費に含めて計上してお

ります。

 

 

④　退職給付引当金

　当社は、従業員の退職給付に

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、当中間

連結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。

④　退職給付引当金

　当社は、従業員の退職給付に

備えるため、当中間連結会計期

間末における功労加算金見込額

を計上しております。

④　退職給付引当金

　当社は、従業員の退職給付に

備えるため、当連結会計年度末

における功労加算金見込額を計

上しております。

 

（追加情報）

　当社は、平成18年10月１日に

従来の適格退職年金制度から確

定拠出年金制度へ移行しており

ます。

　この移行に伴う損益への影響

はありません。

⑤　役員退職慰労引当金

　当社は、役員の退職慰労金の

支払に備えるため、内規による

当中間連結会計期間末要支給額

を計上しております。

⑤　役員退職慰労引当金

同左

⑤　役員退職慰労引当金

　当社は、役員の退職慰労金の

支払に備えるため、内規による

当連結会計年度末要支給額を計

上しております。
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前中間連結会計期間
(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

(4) 重要な外貨建の資産又は負債の

本邦通貨への換算の基準

　　当社は、外貨建金銭債権債務

については、中間連結決算日の

直物為替相場により円貨に換算

し、換算差額は損益として処理

しております。なお、在外子会

社の資産、負債、収益及び費用

は、中間連結決算日の直物為替

相場により円貨に換算し、換算

差額は純資産の部における為替

換算調整勘定としております。

(4) 重要な外貨建の資産又は負債の

本邦通貨への換算の基準

同左

(4) 重要な外貨建の資産又は負債の

本邦通貨への換算の基準

　当社は、外貨建金銭債権債務

については、連結決算日の直物

為替相場により円貨に換算し、

換算差額は損益として処理して

おります。なお、在外子会社の

資産、負債、収益及び費用は、

連結決算日の直物為替相場によ

り円貨に換算し、換算差額は純

資産の部における為替換算調整

勘定としております。

(5) 重要なリース取引の処理方法

　当社は、リース物件の所有権が

借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引

については、通常の賃貸借取引に

係る方法に準じた会計処理によっ

ております。

　なお、在外連結子会社について

は、通常の売買取引に準じた会計

処理によっております。

(5) 重要なリース取引の処理方法

同左

(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

　繰延ヘッジ処理によっており

ます。ただし、金利スワップに

ついて特例処理の条件を充たし

ている場合には、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

(6) 重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

同左

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

ａ（ヘッジ手段)

為替予約

通貨スワップ

通貨オプション

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

（ヘッジ対象)

商品・原材料輸入の予定取

引

 

 

 

 

ｂ（ヘッジ手段)

金利スワップ

 

 

 

 

（ヘッジ対象)

借入金利息

 

 

 

 

③　ヘッジ方針

　当社の内規である「デリバ

ティブ取引管理要領」に基づき、

外貨建取引(商品・原材料の輸

出入取引)の為替レート変動に

よるリスクをヘッジするため、

為替予約、通貨スワップ及び通

貨オプション契約を締結してお

ります。また、借入金に係る金

利変動リスクをヘッジするため

金利スワップ契約を締結してお

ります。

③　ヘッジ方針

同左

③　ヘッジ方針

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

当中間連結会計期間
(自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

④　ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ対象のキャッシュ・フ

ロー変動又は相場変動の累計と、

ヘッジ手段のキャッシュ・フ

ロー変動又は相場変動の累計を

半期ごとに比較し、その変動額

の比率によって、ヘッジの有効

性を評価しております。

　ただし、特例処理によってい

る金利スワップについては、有

効性の評価を省略しております。

④　ヘッジ有効性評価の方法

同左

④　ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ対象のキャッシュ・フ

ロー変動又は相場変動の累計と、

ヘッジ手段のキャッシュ・フ

ロー変動又は相場変動の累計を

半期ごとに比較し、その変動額

の比率によって、ヘッジの有効

性を評価しております。

　なお、当連結会計年度におい

て一部のデリバティブ取引に

ヘッジの有効性を認識できない

取引が生じたため、当該デリバ

ティブ取引については、ヘッジ

会計を適用していないものがあ

ります。

　ただし、特例処理によってい

る金利スワップについては、有

効性の評価を省略しております。

(7) その他中間連結財務諸表作成の

ための重要な事項

消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

(7) その他中間連結財務諸表作成の

ための重要な事項

消費税等の会計処理

同左

(7) その他連結財務諸表作成のため

の重要な事項

消費税等の会計処理

同左

５　中間連結キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲

　手許現金、要求払い預金及び取得

日から３ヶ月以内に満期又は償還日

の到来する流動性の高い、容易に換

金可能であり、かつ、価値の変動に

ついては僅少なリスクしか負わない

短期的な投資であります。

５　中間連結キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲

同左

５　連結キャッシュ・フロー計算書に

おける資金の範囲

同左

中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間連結会計年度
(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日)

当中間連結会計年度
(自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日)

前連結会計年度
(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)

　当中間連結会計期間より、「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。

　従来の資本の部の合計に相当する

金額は、2,635,407千円でありま

す。

　なお、当中間連結会計期間におけ

る中間連結貸借対照表の純資産の部

については、中間連結財務諸表規則

の改正に伴い、改正後の中間連結財

務諸表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)

　当連結会計年度より、「貸借対照

表の純資産の部の表示に関する会計

基準」（企業会計基準第５号　平成

17年12月９日）及び「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計基準

等の適用指針」（企業会計基準適用

指針第８号　平成17年12月９日）を

適用しております。

　従来の資本の部の合計に相当する

金額は、2,721,326千円であります。

　

　なお、当連結会計年度における連

結貸借対照表の純資産の部について

は、連結財務諸表規則の改正に伴い、

改正後の連結財務諸表規則により作

成しております。
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（中間連結貸借対照表関係）

前中間連結会計期間末
(平成18年９月30日)

当中間連結会計期間末
(平成19年９月30日)

前連結会計年度末
(平成19年３月31日)

※１　担保に供している資産及びこれ

に対する債務は、次の通りであり

ます。

※１　担保に供している資産及びこれ

に対する債務は、次の通りであり

ます。

※１　担保に供している資産及びこれ

に対する債務は、次の通りであり

ます。

担保に供している資産

建物及び

構築物
6,189千円

土地 2,343,711千円

計 2,349,901千円

担保に供している資産

建物及び

構築物
4,437千円

土地 2,402,428千円

計 2,406,866千円

担保に供している資産

建物及び

構築物
4,634千円

土地 2,343,711千円

計 2,348,346千円

上記に対する債務

一年以内

返済予定の

長期借入金

228,520千円

長期借入金 846,200千円

計 1,074,720千円

上記に対する債務

一年以内

返済予定の

長期借入金

246,320千円

長期借入金 785,880千円

計 1,032,200千円

上記に対する債務

一年以内

返済予定の

長期借入金

   228,520千円

長期借入金  731,940千円

計 960,460千円

　なお、利付国債9,981千円(投資

有価証券)を宅地建物取引業法に

基づく営業保証金として、東京法

務局に供託しております。

　なお、利付国債9,983千円(投資

有価証券)を宅地建物取引業法に

基づく営業保証金として、東京法

務局に供託しております。

　なお、利付国債9,982千円(投資

有価証券)を宅地建物取引業法に

基づく営業保証金として、東京法

務局に供託しております。

２　偶発債務 ２　偶発債務 ２　偶発債務

　自社提携ローン申込者に対して、

当該土地・建物に対する抵当権設

定が完了するまでの間の住宅ロー

ンに対して保証を行っております。

債務保証(９件) 160,800千円

　自社提携ローン申込者に対して、

当該土地・建物に対する抵当権設

定が完了するまでの間の住宅ロー

ンに対して保証を行っております。

債務保証(６件) 111,100千円

　自社提携ローン申込者に対して、

当該土地・建物に対する抵当権設

定が完了するまでの間の住宅ロー

ンに対して保証を行っております。

債務保証(３件) 64,100千円
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（中間連結損益計算書関係）

前中間連結会計期間
(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

※１　販売費及び一般管理費の主なも

の

※１　販売費及び一般管理費の主なも

の

※１　販売費及び一般管理費の主なも

の

広告宣伝費

及び販売促進費
284,449千円

アフターサービ

ス引当金繰入額
29,708千円

給与手当及び

雑給
443,470千円

役員賞与引当金

繰入額
9,600千円

役員退職慰労

引当金繰入額
20,736千円

減価償却費 28,760千円

広告宣伝費

及び販売促進費
279,741千円

アフターサービ

ス引当金繰入額
16,573千円

給与手当及び

雑給
455,438千円

貸倒引当金

繰入額 
4,449千円

役員退職慰労

引当金繰入額
4,755千円

減価償却費 29,012千円

広告宣伝費

及び販売促進費
518,808千円

アフターサービ

ス引当金繰入額
46,594千円

給与手当及び

雑給
839,807千円

役員賞与引当金

繰入額
12,000千円

役員退職慰労

引当金繰入額
62,347千円

貸倒引当金

繰入額
22,095千円

減価償却費 59,128千円

※２　固定資産売却益の内訳 ※２　―――――――― ※２　固定資産売却益の内訳

土地 545千円

計 545千円

土地 545千円

建物及び構築物、

機械装置及び運

搬具、及び土地

(一括売却)

6,044千円

計 6,589千円

※３　固定資産売却損の内訳 ※３　固定資産売却損の内訳 ※３　固定資産売却損の内訳

建物及び構築物 1,718千円

計 1,718千円

その他 89千円

計 89千円

建物及び構築物 1,718千円

土地 2,199千円

計 3,918千円

※４　固定資産除却損の内訳 ※４　固定資産除却損の内訳 ※４　固定資産除却損の内訳

構築物 163千円

撤去工事費 57千円

計 220千円

建物及び構築物 20,848千円

その他 336千円

解体撤去費用 3,880千円

計 25,065千円

建物及び構築物 17,021千円

解体撤去費用 4,067千円

計 21,089千円

※５　物流センター閉鎖損失 ※５　――――――――　 ※５　物流センター閉鎖損失

　連結子会社であるBFM社に

おける、カナダ物流センター

の閉鎖に伴って発生した損失

であります。

 　連結子会社であるBFM社に

おける、カナダ物流センター

の閉鎖に伴って発生した損失

であります。
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（中間連結株主資本等変動計算書関係）

 

前中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

前連結会計年度末株
式数（株）

当中間連結会計期間
増加株式数（株）

当中間連結会計期間
減少株式数（株）

当中間連結会計期間
末株式数（株）

発行済株式

普通株式 20,655 ― ― 20,655

合計 20,655 ― ― 20,655

２．配当に関する事項

　(１)配当金支払額

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成18年６月29日

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

　(２)基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間連結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

平成18年11月14日

取締役会
普通株式 56,801 利益剰余金 2,750 平成18年９月30日 平成18年12月18日

当中間連結会計期間（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に関する事項

前連結会計年度末株
式数（株）

当中間連結会計期間
増加株式数（株）

当中間連結会計期間
減少株式数（株）

当中間連結会計期間
末株式数（株）

発行済株式

普通株式 41,310 ― ― 41,310

合計 41,310 ― ― 41,310

２．配当に関する事項

　(１)配当金支払額

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成19年６月28日

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

　(２)基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間連結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

平成19年11月13日

取締役会
普通株式 61,965 利益剰余金 1,500 平成19年９月30日 平成19年12月17日

㈱アールシーコア（7837）平成 20 年３月期中間決算短信

－ 22 －



前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

前連結会計年度末株
式数（株）

当連結会計年度増加
株式数（株）

当連結会計年度減少
株式数（株）

当連結会計年度末株
式数（株）

発行済株式

普通株式 20,655 20,655 ― 41,310

合計 20,655 20,655 ― 41,310

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

２．配当に関する事項

　(１)配当金支払額

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成18年６月29日

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

平成18年11月14日

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

　(２)基準日が当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６月28日

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

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間連結会計期間
(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日)

前連結会計年度
(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９月30日現在)

現金及び現金同等物の中間期末残高と

中間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９月30日現在)

現金及び現金同等物の期末残高と連結

貸借対照表に掲記されている科目の金

額との関係

(平成19年３月31日現在)

現金及び預金 1,631,154千円

現金及び現金同等物 1,631,154千円

現金及び預金 1,730,773千円

現金及び現金同等物 1,730,773千円

現金及び預金 1,494,484千円

現金及び現金同等物 1,494,484千円
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（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

前中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

 
ビッグフット　

事業
（千円）

フェザント　
事業

（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

 売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 5,146,845 76,859 5,223,704 － 5,223,704

(2）

 

セグメント間の内部売上

高又は振替高
－ － － － －

 計 5,146,845 76,859 5,223,704 － 5,223,704

 営業費用 4,580,833 149,010 4,729,844 262,124 4,991,969

 
営業利益又は

営業損失（△）
566,011 △72,151 493,859 (262,124) 231,735

　　　（注）１．事業区分の方法

　　事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。

　　２．各区分に属する主要な製品

 事業区分 主要製品

 ビッグフット事業 ログハウス等のキットの販売及び工事等

 フェザント事業 別荘タイムシェア分譲販売及び運営管理等

　　３．営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用

  
　当中間連結会計期間

（千円）
主な内容

 
消去又は全社の項目に
含めた配賦不能営業費
用の金額

 262,124
当社の総務・経理部門等の管理部門に係る費用で
あります。

　　（追加情報）

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

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

間連結会計期間より事業の種類別セグメント情報を記載しております。

　なお、上記の理由により、前中間連結会計期間との比較は記載しておりません。
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当中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

 
ビッグフット　

事業
（千円）

フェザント　
事業

（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

 売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 5,383,037 51,521 5,434,558 ― 5,434,558

(2）

 

セグメント間の内部売上

高又は振替高
― ― ― ― ―

 計 5,383,037 51,521 5,434,558 ― 5,434,558

 営業費用 4,634,049 152,600 4,786,649 323,598 5,110,248

 
営業利益又は

営業損失（△）
748,987 △101,078 647,909 (323,598) 324,310

　　　（注）１．事業区分の方法

　  事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。

　　２．各区分に属する主要な製品

 事業区分 主要製品

 ビッグフット事業 ログハウス等のキットの販売及び工事等

 フェザント事業 別荘タイムシェアの販売及びその運営管理等

　　３．営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用

  
　当中間連結会計期間

（千円）
主な内容

 
消去又は全社の項目に
含めた配賦不能営業費
用の金額

323,598
当社の総務・経理部門等の管理部門に係る費用で
あります。
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前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

 
ビッグフット　

事業
（千円）

フェザント　
事業

（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

 売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 9,636,785 118,979 9,755,765 ― 9,755,765

(2）

 

セグメント間の内部売上

高又は振替高
― ― ― ― ―

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

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

 
営業利益又は

営業損失（△）
1,234,558 △146,292 1,088,265 (573,637) 514,628

　　　（注）１．事業区分の方法

　　事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。

　　２．各区分に属する主要な製品

 事業区分 主要製品

 ビッグフット事業 ログハウス等のキットの販売及び工事等

 フェザント事業 別荘タイムシェアの販売及びその運営管理等

　　３．営業費用のうち消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用

  
　当連結会計年度

（千円）
主な内容

 
消去又は全社の項目に
含めた配賦不能営業費
用の金額

573,637
当社の総務・経理部門等の管理部門に係る費用で
あります。

　　（追加情報）

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

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

結会計年度より事業の種類別セグメント情報を記載しております。

　なお、上記の理由により、前連結会計年度との比較は記載しておりません。
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ｂ．所在地別セグメント情報

前中間連結会計期間(自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日)

 
日本
(千円)

北米
(千円)

計
(千円)

消去又は全社
(千円)

連結
(千円)

売上高      

(1) 外部顧客に対する

売上高
5,058,077 165,627 5,223,704 ― 5,223,704

(2) セグメント間の内部

売上高又は振替高
― 876,642 876,642 (876,642) ―

計 5,058,077 1,042,269 6,100,346 (876,642) 5,223,704

営業費用 4,777,075 983,134 5,760,210 (768,240) 4,991,969

営業利益 281,001 59,134 340,136 (108,401) 231,735

　（注）１　国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２　本邦以外の区分に属する主な国又は地域

北米……カナダ

３　営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用(98,379千円)の主なものは、当社本社の管

理部門に係る費用であります。

４　会計方針の変更

「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４(3)③に記載の通り、当中間連結会計期間より、

「役員賞与に関する会計基準」（企業会計基準第４号　平成17年11月29日）を適用しております。この変更

に伴い、従来の方法によった場合に比べて、「消去又は全社」の営業費用は9,600千円増加し、営業利益が同

額減少しております。

当中間連結会計期間(自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日)

 
日本
(千円)

北米
(千円)

計
(千円)

消去又は全社
(千円)

連結
(千円)

売上高      

(1) 外部顧客に対する

売上高
5,360,793 73,765 5,434,558 ― 5,434,558

(2) セグメント間の内部

売上高又は振替高
― 721,202 721,202 （721,202) ―

計 5,360,793 794,968 6,155,761 （721,202) 5,434,558

営業費用 4,974,823 762,760 5,737,584 (627,336) 5,110,248

営業利益 385,969 32,207 418,176 (93,866) 324,310

　（注）１　国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２　本邦以外の区分に属する主な国又は地域

北米……カナダ

３　営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用(102,225千円)の主なものは、当社本社の管

理部門に係る費用であります。
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前連結会計年度(自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日)

 
日本
(千円)

北米
(千円)

計
(千円)

消去又は全社
(千円)

連結
(千円)

売上高      

(1) 外部顧客に対する

売上高
9,545,363 210,402 9,755,765 ― 9,755,765

(2) セグメント間の内部

売上高又は振替高
― 1,255,648 1,255,648 (1,255,648) ―

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

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

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

　（注）１　国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。

２　本邦以外の区分に属する主な国又は地域

北米……カナダ

３　営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用(175,123千円)の主なものは、当社本社の管

理部門に係る費用であります。

４　会計方針の変更

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

賞与に関する会計基準」（企業会計基準第４号　平成17年11月29日）を適用しております。この変更に伴い、

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

しております。

ｃ．海外売上高

　前中間連結会計期間(自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日)、当中間連結会計期間(自　平成19年４

月１日　至　平成19年９月30日)及び前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）におい

て、海外売上高が連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。
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（１株当たり情報）

前中間連結会計期間
(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

１株当たり純資産額 133,277.28円

１株当たり中間純利益 5,577.54円

１株当たり純資産額 76,250.96円

１株当たり中間純利益 3,998.74円

１株当たり純資産額 67,879.00円

１株当たり当期純利益 7,121.76円

　なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益については、希薄化効果を有

している潜在株式が存在しないため記

載しておりません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益については、希薄化効果を有

している潜在株式が存在しないため記

載しておりません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり当

期純利益については、希薄化効果を有

している潜在株式が存在しないため記

載しておりません。

 ―――― 　当社は、平成19年１月１日付で株式

分割(１株につき２株の割合で分割)を

実施しております。

　なお、当該株式分割が前期首に行わ

れたと仮定した場合の前中間連結会計

期間における１株当たり情報について

は、以下の通りとなります。

１株当たり純資産額 66,638.64円

１株当たり中間純利益 2,788.77円

　なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益については、希薄化効果

を有している潜在株式が存在しない

ため記載しておりません。

　当社は、平成19年１月１日付で株式

分割(１株につき２株の割合で分割)を

実施しております。

　なお、当該株式分割が前期首に行わ

れたと仮定した場合の前連結会計年度

における１株当たり情報については、

以下の通りとなります。

１株当たり純資産額 61,229.79円

１株当たり当期純利益 2,004.35円

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益
1,953.04円

　（注）　１株当たり中間(当期)純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益の算定上の基礎は、以下の通

りであります。

 
前中間連結会計期間

(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

１株当たり中間(当期)純利益金額    

中間(当期)純利益(千円) 115,204 165,188 294,200

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)純利益

(千円)
115,204 165,188 294,200

普通株式の期中平均株式数(株) 20,655 41,310 41,310

    

潜在株式調整後１株当たり

中間(当期)純利益金額
   

中間(当期)純利益調整額(千円) ― ― ―

普通株式増加数(株) ― ― ―

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後１株当たり中間(当期)純利益の

算定に含めなかった潜在株式の概要

　平成16年10月21日開催

の臨時株主総会の決議に

基づく新株予約権１種類

（新株予約権の数2,100

個）。

同左 同左
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（重要な後発事象）

前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　平成19年４月１日

至　平成19年９月30日）

前連結会計年度

（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

　平成18年11月14日開催の取締役会に

おいて、次のように株式分割による新

株式を発行することを決議いたしまし

た。

１．平成19年１月１日付をもって普通

株式１株を２株に分割いたします。

 (１)分割により増加する株式数

　普通株式とし、平成18年12月31

日(ただし、当日及び前日は株主名

簿管理人の休業日につき、実質上

は、平成18年12月29日)最終の発行

済株式総数に１を乗じた株式数と

いたします。

 (２)分割方法

　平成18年12月31日(ただし、当日

及び前日は株主名簿管理人の休業

日につき、実質上は、平成18年12

月29日)最終の株主名簿及び実質株

主名簿に記載又は記録された株主

の所有株式数を、１株につき２株

の割合をもって分割いたします。

　　

２．日程

　(１)基準日　　　平成18年12月31日

　(２)効力発生日　平成19年１月１日

　(３)株券交付日　平成19年２月22日

３．１株当たり情報に及ぼす影響

　当該株式分割が前期首に行われたと

仮定した場合の前中間連結会計期間及

び前連結会計年度における１株当たり

情報並びに当期首に行われたと仮定し

た場合の当中間連結会計期間における

１株当たり情報は、それぞれ以下の通

りとなります。

―――――――― ――――――――

前中間連結

会計期間

当中間連結

会計期間

前連結会計

年度

１株当たり純

資産額

57,302円38銭 

１株当たり純

資産額

66,638円64銭 

１株当たり純

資産額

61,229円79銭 

１株当たり中

間純損失

2,194円91銭 

１株当たり中

間純利益

2,788円77銭 

１株当たり当

期純利益

2,004円35銭 

 なお、潜在株

式調整後１株

当たり中間純

利益について

は、１株当た

り中間純損失

のため記載し

ておりません。

　なお、潜在

株式調整後１

株当たり中間

純利益につい

ては、希薄化

効果を有して

いる潜在株式

が存在しない

ため記載して

おりません。

潜在株式調整

後１株当たり

当期純利益 

1,953円04銭 
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（開示の省略）

リース取引、有価証券、デリバティブ取引、ストック・オプション等、企業結合等に関する注記事項につきまし

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

　なお、当該注記事項につきましては、平成19年12月７日提出予定の半期報告書に記載しており、「証券取引法に

基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム」（ＥＤＩＮＥＴ）でご覧いただくことができます。
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５．中間個別財務諸表
(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)

前事業年度
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
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(資産の部)           

Ⅰ　流動資産           

１　現金及び預金   1,430,533   1,336,164   1,226,654  

２　受取手形   2,140   ―   100  

３　売掛金   289,521   427,197   396,123  

４　完成工事未収入金   ―   11,766   4,801  

５　たな卸資産   981,755   843,709   844,631  

６　繰延税金資産   ―   ―   29,451  

７　その他   296,431   431,643   207,504  

      貸倒引当金   ―   △5,599   △4,533  

流動資産合計   3,000,381 41.9  3,044,882 41.1  2,704,735 38.7

Ⅱ　固定資産           

１　有形固定資産           

(1) 建物及び構築物 ※１ 628,433   689,232   653,269   

減価償却累計額  △169,946 458,486  △207,440 481,791  △189,492 463,777  

(2) 土地 ※１  2,793,428   2,920,707   2,876,108  

(3) 建設仮勘定   12,254   ―   15,662  

(4) その他  61,241   68,329   66,036   

減価償却累計額  △43,518 17,723  △50,021 18,307  △47,182 18,854  

有形固定資産合計   3,281,892 45.9  3,420,806 46.2  3,374,402 48.3

２　無形固定資産   71,928 1.0  60,971 0.8  65,526 1.0

３　投資その他の資産           

(1) 投資有価証券 ※１  34,401   34,703   34,402  

(2) 関係会社株式   615,363   615,363   615,363  

(3) 繰延税金資産   55,219   83,055   79,175  

(4) その他   93,445   164,519   126,184  

　　　貸倒引当金   ―   △20,945   △17,562  

投資その他の資産
合計

  798,429 11.2  876,696 11.9  837,562 12.0

固定資産合計   4,152,250 58.1  4,358,474 58.9  4,277,492 61.3

資産合計   7,152,631 100.0  7,403,356 100.0  6,982,227 100.0
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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)

前事業年度
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
(％)

金額(千円)
構成比
(％)

(負債の部)           

Ⅰ　流動負債           

１　買掛金   863,586   728,480   699,445  

２　工事未払金   213,085   231,142   171,113  

３　短期借入金   ―   200,000   ―  

４　一年以内返済予定
の長期借入金

※１  312,010   260,600   262,000  

５　未払法人税等   80,743   153,059   139,215  

６　前受金   858,189   968,108   1,079,239  

７　未成工事受入金   768,601   638,230   537,403  

８　繰延税金負債   22,781   44,503   ―  

９　アフターサービス
引当金

  59,940   48,720   55,488  

10　役員賞与引当金   9,600   ―   12,000  

11　その他 ※３  270,732   354,449   339,854  

流動負債合計   3,459,270 48.4  3,627,295 49.0  3,295,760 47.2

Ⅱ　固定負債           

１　長期借入金 ※１  1,060,800   800,200   929,800  

２　退職給付引当金   24,798   26,953   26,551  

３　役員退職慰労引当
金

  104,789   148,071   146,400  

４　長期前受金   55,306   93,784   72,153  

固定負債合計   1,245,694 17.4  1,069,009 14.4  1,174,905 16.8

負債合計   4,704,965 65.8  4,696,304 63.4  4,470,666 64.0

(純資産の部)           

Ⅰ　株主資本           

　１　資本金   560,480 7.8  560,480 7.6  560,480 8.0

　２　資本剰余金           

　　(1) 資本準備金  618,925   618,925   618,925   

　　　資本剰余金合計   618,925 8.7  618,925 8.4  618,925 8.9

　３　利益剰余金           

　　(1) 利益準備金  23,280   23,280   23,280   

(2) その他利益剰余
金

          

　　繰越利益剰余金  1,127,545   1,305,272   1,226,120   

　利益剰余金合計   1,150,826 16.1  1,328,552 17.9  1,249,400 17.9

　　株主資本合計   2,330,231 32.6  2,507,957 33.9  2,428,805 34.8

Ⅱ　評価・換算差額等           

　１　繰延ヘッジ損益   117,434 1.6  199,094 2.7  82,755 1.2

評価・換算差額等合
計

  117,434 1.6  199,094 2.7  82,755 1.2

　　純資産合計   2,447,665 34.2  2,707,052 36.6  2,511,561 36.0

　　負債純資産合計   7,152,631 100.0  7,403,356 100.0  6,982,227 100.0
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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）

前事業年度
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
(％)

金額(千円)
百分比
(％)

Ⅰ　売上高   5,058,077 100.0  5,360,793 100.0  9,545,363 100.0

Ⅱ　売上原価   3,728,720 73.7  3,889,911 72.6  6,815,304 71.4

売上総利益   1,329,356 26.3  1,470,882 27.4  2,730,058 28.6

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※５  1,146,734 22.7  1,187,138 22.1  2,278,591 23.9

営業利益   182,622 3.6  283,743 5.3  451,466 4.7

Ⅳ　営業外収益 ※１  32,033 0.6  33,769 0.6  73,836 0.8

Ⅴ　営業外費用 ※２  18,861 0.4  19,146 0.3  37,017 0.4

経常利益   195,794 3.8  298,367 5.6  488,285 5.1

Ⅵ　特別利益 ※３  545 0.0  ― ―  545 0.0

Ⅶ　特別損失 ※４  1,939 0.0  25,154 0.5  25.008 0.3

税引前中間(当期)純
利益

  194,400 3.8  273,213 5.1  463,822 4.8

法人税、住民税
及び事業税

 75,555   147,000   242,000   

法人税等調整額  11,065 86,621 1.7 △9,739 137,260 2.6 △41,331 200,668 2.0

中間(当期)純利益   107,778 2.1  135,953 2.5  263,154 2.8

           

㈱アールシーコア（7837）平成 20 年３月期中間決算短信

－ 34 －



(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

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計
資本準備金

資本剰余金
合計

利益準備金

その他利益
剰余金

利益剰余
金合計

繰越利益
剰余金

平成18年３月31日　残高

（千円）
560,480 618,925 618,925 23,280 1,071,404 1,094,684 2,274,089

中間会計期間中の変動額

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

中間純利益 ― ― ― ― 107,778 107,778 107,778

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）
― ― ― ― ― ― ―

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
― ― ― ― 56,141 56,141 56,141

平成18年９月30日　残高

（千円）
560,480 618,925 618,925 23,280 1,127,545 1,150,826 2,330,231

評価・換算差額等
純資産合計

繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計

平成18年３月31日　残高

（千円）
― ― 2,274,089

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当（注） ― ― △51,637

中間純利益 ― ― 107,778

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）
117,434 117,434 117,434

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
117,434 117,434 173,575

平成18年９月30日　残高

（千円）
117,434 117,434 2,447,665

　　　（注）平成18年６月の定時総会における利益処分項目であります。
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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）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計
資本準備金

資本剰余金
合計

利益準備金

その他利益
剰余金

利益剰余
金合計

繰越利益
剰余金

平成19年３月31日　残高

（千円）
560,480 618,925 618,925 23,280 1,226,120 1,249,400 2,428,805

中間会計期間中の変動額

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

中間純利益 ― ― ― ― 135,953 135,953 135,953

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）
― ― ― ― ― ― ―

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
― ― ― ― 79,151 79,151 79,151

平成19年９月30日　残高

（千円）
560,480 618,925 618,925 23,280 1,305,272 1,328,552 2,507,957

評価・換算差額等
純資産合計

繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計

平成19年３月31日　残高

（千円）
82,755 82,755 2,511,561

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当 ― ― △56,801

中間純利益 ― ― 135,953

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）
116,338 116,338 116,338

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
116,338 116,338 195,490

平成19年９月30日　残高

（千円）
199,094 199,094 2,707,052
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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

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計
資本準備金

資本剰余金
合計

利益準備金

その他利益
剰余金

利益剰余
金合計

繰越利益
剰余金

平成18年３月31日　残高

（千円）
560,480 618,925 618,925 23,280 1,071,404 1,094,684 2,274,089

事業年度中の変動額

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

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

当期純利益 ― ― ― ― 263,154 263,154 263,154

株主資本以外の項目の事業年

度中の変動額（純額）
― ― ― ― ― ― ―

事業年度中の変動額合計

（千円）
― ― ― ― 154,715 154,715 154,715

平成19年３月31日　残高

（千円）
560,480 618,925 618,925 23,280 1,226,120 1,249,400 2,428,805

評価・換算差額等
純資産合計

繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計

平成18年３月31日　残高

（千円）
― ― 2,274,089

事業年度中の変動額

剰余金の配当（注） ― ― △51,637

剰余金の配当 ― ― △56,801

当期純利益 ― ― 263,154

株主資本以外の項目の事業年

度中の変動額（純額）
82,755 82,755 82,755

事業年度中の変動額合計

（千円）
82,755 82,755 237,471

平成19年３月31日　残高

（千円）
82,755 82,755 2,511,561

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

　①生産実績

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

　②受注実績

前中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

セグメント
区分

部門名称 品目名称
前期繰越
高
（千円）

当中間期
受注高
（千円）

計
（千円）

当中間期
売上高
（千円）

次期繰越高
当中間期
施工高
（千円）

手持高
（千円）

うち施工高

（千円） （％）

ビッグ

フット

事業

直販部門

ログハウス等

キット販売
311,733 △14,876 296,857 84,929 211,927 ― ― ―

ログハウス等

工事
2,137,801 1,041,007 3,178,809 1,442,212 1,736,596 457,590 26.3 1,548,507

（小計） 2,449,534 1,026,131 3,475,666 1,527,141 1,948,524 457,590 ― 1,548,507

販社（BES）

部門

ログハウス等

キット販売
2,627,289 2,127,780 4,755,070 3,015,391 1,739,678 ― ― ―

その他 ― ― ― 438,683 ― ― ― ―

（小計） 2,627,289 2,127,780 4,755,070 3,454,075 1,739,678 ― ― ―

 北米部門

ログハウス等

キット販売
16,397 43,855 60,252 44,620 15,632 ― ― ―

その他 ― ― ― 121,007 ― ― ― ―

（小計） 16,397 43,855 60,252 165,627 15,632    

小計  5,093,221 3,197,767 8,290,989 5,146,845 3,703,835 457,590 ― 1,548,507

フェザン

ト

事業

フェザント

プロジェク

ト

別荘タイムシェア

分譲販売
2,330 54,537 56,867 56,867 ― ― ― ―

その他 ― ― ― 19,992 ― ― ― ―

 小計  2,330 54,537 56,867 76,859 ― ― ― ―

　　　　　　　 　　合計　　　　　 5,095,551 3,252,305 8,347,856 5,223,704 3,703,835 457,590 ― 1,548,507

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

高に含めております。

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

なお、前期繰越高の換算差額については、当中間期受注高に含めております。

３　次期繰越高は未成工事支出金により手持工事の施工高を推定したものであります。

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

５　ログハウス等キット販売及び工事以外は、受注管理を行っておらず、その他売上高は受注額等の記載を省略

しております。
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当中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

セグメント
区分

部門名称 品目名称
前期繰越
高
（千円）

当中間期
受注又は
契約高
（千円）

計
（千円）

当中間期
売上高
（千円）

次期繰越高
当中間期
施工高
（千円）

契約残高
（千円）

うち施工高

（千円） （％）

ビッグ

フット

事業

直販部門

ログハウス等

キット販売
291,010 431,821 722,831 316,733 406,098 ― ― ―

ログハウス等

工事請負
1,929,711 1,079,226 3,008,938 1,314,146 1,694,792 399,118 23.5 1,407,858

その他 ― ― ― 1,380 ― ― ― ―

（小計） 2,220,721 1,511,048 3,731,770 1,632,259 2,100,890 399,118 ― 1,407,858

販社（BES）

部門

ログハウス等

キット販売
2,758,238 2,548,481 5,306,719 3,202,279 2,104,438 ― ― ―

その他 ― ― ― 474,732 ― ― ― ―

（小計） 2,758,238 2,548,481 5,306,719 3,677,012 2,104,439 ― ― ―

 北米部門

ログハウス等

キット販売
18,841 66,755 85,596 73,765 11,830 ― ― ―

その他 ― ― ― ― ― ― ― ―

（小計） 18,841 66,755 85,596 73,765 11,830 ― ― ―

小計  4,997,801 4,126,284 9,124,085 5,383,037 4,217,161 399,118 ― 1,407,858

フェザン

ト

事業

フェザント

プロジェク

ト

別荘タイムシェア

販売
― 30,131 30,131 28,405 1,726 ― ― ―

その他 ― ― ― 23,116 ― ― ― ―

 小計  ― 30,131 30,131 51,521 1,726 ― ― ―

　　　　　　　 　　合計　　　　　 4,997,801 4,156,416 9,154,217 5,434,558 4,218,887 399,118 ― 1,407,858

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

高に含めております。

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

なお、前期繰越高の換算差額については、当中間期受注高に含めております。

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

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

５　ログハウス等キット販売及び工事以外は、受注管理を行っておらず、その他売上高は受注額等の記載を省略

しております。

６　前連結会計年度より開始した建売分譲販売の受注実績情報につきましては、「ビッグフット事業－直販部門

－ログハウス等工事請負」区分に含めて表示しておりましたが、営業形態が商品販売である経済実態を勘案し

て、当中間連結会計期間より「同事業－同部門－ログハウス等キット販売」区分へ含めることといたしまし

た。

　この結果、当中間連結会計期間における「ビッグフット事業－直販部門－ログハウス等工事請負」区分の前

期繰越高は44,980千円、当中間期受注又は契約高は351,143千円、当中間期売上高は200,426千円、次期繰越高

は195,697千円、従来の方法に比べそれぞれ減少し、「同事業－同部門－ログハウス等キット販売」区分の各項

目が、それぞれ同額増加しております。

　また、上記の新しい区分方法による前連結会計年度の受注実績情報につきましては、「ビッグフット事業－

直販部門－ログハウス等工事」区分の当期受注又は契約高及び次期繰越高が、それぞれ44,980千円減少し、「同

事業－同部門－ログハウス等キット販売」区分の各項目が、それぞれ同額増加することとなります。

　なお、前中間連結会計期間の受注実績情報には影響はありません。
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前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

セグメント
区分

部門名称 品目名称
前期繰越
高
（千円）

当期受注
又は契約
高
（千円）

計
（千円）

当期売上
高
（千円）

次期繰越高
当期施工
高
（千円）

手持高
（千円）

うち施工高

（千円） （％）

ビッグ

フット

事業

直販部門

ログハウス等

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

ログハウス等

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

その他 ― ― ― 10,010 ― ― ― ―

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

販社(BES)　

部門

ログハウス等

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

その他 ― ― ― 1,029,102 ― ― ― ―

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

 北米部門

ログハウス等

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

その他 ― ― ― 143,562 ― ― ― ―

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

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

フェザン

ト

事業

フェザントプ

ロジェクト

別荘タイムシェ

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

その他 ― ― ― 43,915 ― ― ― ―

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

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

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

おります。

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

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

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

５　ログハウス等キット販売及び工事以外は、受注管理を行っておらず、その他売上高は受注額等の記載を省略し

ております。
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　③販売実績

　当中間連結会計期間における販売実績は次の通りであります。

セグメント
区分

部門名称 品目名称 販売高（千円） 前年同期比（％）

ビッグフット

事業

直販部門

ログハウス等キット販売 316,733 372.9

ログハウス等工事請負 1,314,146 91.1

その他 1,380 －

（小計） 1,632,259 106.9

販社（BES）

部門

ログハウス等キット販売 3,202,279 106.2

その他 474,732 108.2

（小計） 3,677,012 106.5

 北米部門
ログハウス等キット販売 73,765 165.3

（小計） 73,765 44.5

　小計  5,383,037 104.6

フェザント

事業

フェザント

プロジェクト

別荘タイムシェアの販売 28,405 49.9

その他 23,116 115.6

小計  51,521 67.0

　　　　　　　　　　　  合計 5,434,558 104.0
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(2）取締役の業務分担・役職委嘱の一部変更

　取締役の業務分担・役職委嘱について、平成19年11月15日をもって以下の通り一部変更することといたしました。

　変更の内容

　〈変更前〉

　　常務取締役　川又　義寛　経営企画部責任者兼購買・調達及びフェザント担当

　　　　取　締　役　笠井　輝久 経理部及び総務担当

　〈変更後〉

　　　　常務取締役　川又　義寛　経営企画部責任者兼経理部、購買・調達及びフェザント担当

　　　　取　締　役　笠井　輝久 事業管理室及び総務担当
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