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１．平成20年３月期の業績（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

(1）経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年３月期 3,736 △6.4 △319 － △256 － △423 －

19年３月期 3,993 12.9 △45 － 49 △71.3 8 △89.4

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

20年３月期 △22,275 15 － － △13.4 △6.3 △8.5

19年３月期 428 75 － － 0.2 1.1 △1.1

（参考）持分法投資損益 20年３月期 －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

20年３月期 3,861 2,910 75.4 153,245 87

19年３月期 4,326 3,381 78.2 178,021 02

（参考）自己資本 20年３月期 2,910百万円 19年３月期 3,381百万円

(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

20年３月期 △239 △174 △50 524

19年３月期 139 △598 △47 989

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
純資産
配当率（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 百万円 ％ ％

19年３月期 －  －  －  2,500 00 2,500 00 47 583.1 1.4

20年３月期 －  －  －  0 00 0 00 － － －

21年３月期（予想） －  －  －  500 00 500 00 － 36.5 －

３．平成21年３月期の業績予想（平成20年４月１日～平成21年３月31日）

（％表示は、通期は対前期、第２四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

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

第２四半期
累計期間

1,882 17.2 △112 － △91 － △96 － △5,053 96

通期 4,539 21.5 53 － 78 － 26 － 1,368 78

－ 1 －



４．その他

(1）重要な会計方針の変更

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「会計処理方法の変更」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） 20年３月期 19,488株 19年３月期 19,488株

②　期末自己株式数 20年３月期 493株 19年３月期 493株

（注）１株当たり当期純利益の算定の基礎となる株式数については、30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

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

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

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

成績の分析」をご覧下さい。

　なお、通期の業績予想には、リース取引に関する会計基準（企業会計基準第13号）適用に係る影響は反映されて

おりません。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

　当事業年度におけるわが国経済は、好調な輸出や企業収益の改善を背景とした設備投資の増加等に支えられ、前半

こそ穏やかな回復基調を維持しておりましたが、継続的な原油・原材料価格の高騰による影響や米国のサブプライム

ローン問題に端を発した金融市場の混乱、更には円高基調の為替動向及び株安等の要因も重なり、次第に先行き不透

明感を強めながら推移してまいりました。

　住宅業界におきましては、全国的に地価の下落率が縮小し都市圏においては上昇に転じたこと等から、マンション

をはじめとする分譲住宅の価格に上昇傾向が見られ、また、第二次ベビーブーマーの需要一巡や、景気の先行き不安

等により住宅購入の先送りや様子見が増えた結果、市場に陰りが生じました。更に改正建築基準法の施行による建築

確認申請手続きの混乱・停滞により、７月以降の新築住宅着工戸数が大幅に減少し、その影響は景気全体に及ぶに至

りました。当社が取組んでおります戸建注文住宅（持家）についても、販売単価の上昇や供給過多等により、一次取

得者及び建て替え・住み替え等の二次取得者においても住宅投資意欲がなかなか盛り上がらず、業界全体としては低

調に推移いたしました。

　このような状況のなか、当社では「万有の英知を集結し人と地球にやさしい家づくりを目指す」を経営理念として

創業以来、常にお客様に満足いただける上質な住まいを提供すべく“いつも心に刻んでおくべき７つのキーワード＝

Seven Conscious（安全・快適・コスト・環境・資源・未来・人）”を掲げ、高品質・省コストの住宅販売をフラン

チャイズチェーン方式で展開しております。「顧客ニーズに対応した商品企画力」及び「フランチャイズシステムの

メリット」を強みとして、主にファミリー層の一次取得者を対象に販売を行っております。

　フランチャイズ事業におきましては、フランチャイズ加盟店の営業支援に主眼を置いた組織再編を実施し、支援チー

ムの増員による加盟店個別指導の強化と加盟店向け教育制度の充実を図り、営業力の強化に努めました。また“進快

適生活スタンダード”という家づくりのコンセプトのもと、主力商品である『クラス・ワン』の仕様拡充を行い、追

加商品シリーズとして『クラス・ワン ファミーユ』、『クラス・ワン スマートライフ』及び『クラス・ワン ワンス

トーリー』を市場に投入いたしました。

　４月にリリースいたしました『クラス・ワン ファミーユ』は、自然と家族が集まり会話が生まれる「ＤＫリビン

グ」という新しい発想を取り入れ、幸せづくりがいっぱいの家として商品開発しました。団塊ジュニア世代への訴求

力を高めるため、家族のコミュニケーションを重視したプラン提案と、外観バリエーションを豊富に取り揃えた住宅

となっております。６月にリリースいたしました『クラス・ワン スマートライフ』は、住まう人のスタイルに合わせ

た多彩なプランを持つこだわりを叶える住宅として販売を開始しました。住まいにおける基本性能に加え、空間を有

効活用することでスマートな暮らしを実現するゆとりと機能美という特徴が好評を得ております。更に、11月にリリー

スいたしました『クラス・ワン ワンストーリー』は、確かな基本性能と優れた快適性、そして夫婦や小家族の生活に

ちょうどよい広さという“暮らしやすさを追求した家”をコンセプトとした平屋住宅で、団塊世代だけでなく、団塊

ジュニア世代のディンクス・小家族もターゲット層としております。これら主力商品『クラス・ワン』のラインアッ

プを拡充することで、販売力強化に努めました。また、その他新商品につきましては、戸建住宅のノウハウを活かし、

個性化・多様化している賃貸住宅のニーズに応えるべく、戸建感覚満載の小家族向けニューデザイン賃貸住宅等の新

商品の開発の取組みを行いました。

　知名度及びブランドイメージの向上に関しましては、新イメージキャラクターに団塊ジュニア世代の女性を中心に

幅広い人気のある俳優の谷原章介氏を採用して積極的にプロモーション活動を実施しました。また、当社設立以来の

建築物件が40,000棟に達したことを記念する「おかげさまで40,000棟サンキュフェア」及びお客様の認知度向上を目

指した「幸せづくり見学会」、さいたまスーパーアリーナにおいて大規模販促イベント「進快適家づくりフェア」を

実施する等、販売強化に積極的に取組み、受注促進を図りました。

　直営事業におきましては、直営部門における店舗管理並びに営業・工務の業務プロセスの整備を重要課題として取

組みました。業務フローの見直しにより、顧客サービス及び提案力の強化、品質の向上、納期の徹底に向けて業務の

効率化を推進しました。当社の主力事業であるフランチャイズ事業とともに、直営事業を安定した収益基盤として強

化してまいります。また、直営店舗よりお客様のニーズを直接的に汲み上げることで商品開発、広告宣伝、販売促進

企画等を加盟店指導の戦略立案に取り込み、フランチャイズ事業と併せ二本柱体制の確立に向けて社内体制の整備を

推進しております。新規出店については、エリアを厳選して取組んでおりますが、当事業年度におきましては、11月

にフランチャイズ加盟店を引き継ぐ形で「袋井店」（静岡県）を直営店９店舗目として出店しております。

　また、モスバーガーを展開する株式会社モスフードサービスと業種を超えたコラボレーションを行いました。戸建

住宅で培った建築ノウハウを活かして、同社が進めている郊外型の自立型店舗における標準化・低コスト化を目指し

たユニットタイプの店舗設計開発に協力し、実験１号店として「モスバーガー八王子楢原店」の建築を請け負いまし

た。フランチャイズならではの資材一括購入や住宅用既成建材の活用による資材コストの削減、店舗の目的に応じた

細かい間取りづくりが可能な日本古来からの建築工法である木造軸組工法のメリットを十分に活かし、同社における

従来の店舗建築より約20％コスト削減した高品質・低コストの店舗建築を実現しました。今後は、今回の建築・設計

をシステム化し、標準化・低コスト化したモスバーガーの店舗建築を全国展開していく予定でおります。
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　経営成績につきましては、フランチャイズ事業における資材・販促品等の商品販売、及びロイヤリティ等の役務収

益が販売棟数の落ち込みやフランチャイズ加盟店の退会により減少したことに加え、直営事業における完成工事高も

計画通り進展せず、売上高は3,736百万円（前年同期比△6.4％）となりました。損益面では、先行投資的な広告宣伝

費123百万円及び加盟店への債権に対する貸倒引当金繰入額120百万円の計上、並びに関係会社整理損94百万円、投資

有価証券評価損39百万円等の合計133百万円の特別損失計上等により、営業損失319百万円（前年同期は営業損失45百

万円）、経常損失256百万円（前年同期は経常利益49百万円）、当期純損失423百万円（前年同期は当期純利益８百万

円）と減収減益となりました。また、加盟店数126店（前年同期比△７店、△5.3％）、オープン店数116店（同△３店、

△2.5％）、契約棟数2,158棟（同△163棟、△7.0％）、上棟棟数1,641棟（同△282棟、△14.7％）となりました。

 

　次期の見通しにつきましては、原油・原材料価格の高騰と円高基調の為替動向に加え米国経済減速の影響等、不透

明要因は多く、今後のわが国経済は、下振れリスクを伴いながら当面予断を許さない状況で推移していくものと思わ

れます。 

　住宅業界においては、改正建築基準法の施行に伴う混乱は徐々に落ち着きつつあるものの、販売市況の悪化、同業

他社との競争の激化、建築コストの上昇等を背景に、今後一段と厳しさを増すことが予想されます。このような経済

環境の下、当社は高品質・省コストに特化した営業戦略を採り、価格競争に巻き込まれないようなコストパフォーマ

ンスの高い商品を提供してまいります。更に、プロモーション活動により知名度及びブランド力を高め、加盟店数及

び上棟棟数の増加により、収益の拡大を図ってまいります。

　次期の業績につきましては、売上高4,539百万円（当期比＋21.5％）、営業利益53百万円（同 - ％）、経常利益78

百万円（同 - ％）、当期純利益26百万円（同 - ％）を見込んでおります。また、加盟店数120店（同△６店、△4.8％）、

オープン店数108店（同△８店、△6.9％）、契約棟数2,043棟（同△115棟、△5.3％）、上棟数1,625棟（同△16棟、

△1.0％）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

　当事業年度末の資産合計は3,861百万円となり、前事業年度と比較して465百万円の減少となりました。これは主

に短期貸付金が157百万円及び棚卸資産等が51百万円増加したものの、現金が464百万円及び長期貸付金が47百万円

減少したこと等、貸倒引当金が121百万円増加したこと等によるものであります。

　負債合計は950百万円となり、前事業年度末比較して５百万円の増加となりました。これは主に工事未払金が68百

万円及び長期未払金が32百万円減少したものの、買掛金が82百万円及び未成工事受入金が44百万円増加したこと等

によるものであります。

 　純資産合計は2,910百万円となり、前事業年度と比較して470百万円の減少となりました。これは主に当期純損失

423百万円によるものであります。

 

 ②　キャッシュ・フローの状況

　当事業年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べ464百万円減少（前年

同期比△47.0％）し、当事業年度末には524百万円となりました。

　当事業年度における各キャッシュ・フローの状況と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）

　営業活動の結果使用した資金は239百万円（前年同期は139百万円の取得）となりました。これは主に貸倒引当金

の増加額121百万円、関係会社整理損94百万円及び減価償却費62百万円の計上があったものの、税引前当期純損失

389百万円の計上、破産更生債権等の増加額120百万円及びたな卸資産の増加額51百万円があったこと等によるもの

であります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果使用した資金は174百万円（前年同期比△70.8％）となりました。これは主に長期貸付金の回収に

よる収入72百万円があったものの、短期貸付金の増加額157百万円及び長期貸付けによる支出30百万円があったこと

等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）

　財務活動の結果使用した資金は50百万円（同＋6.4％）となりました。これは前事業年度に係る配当金の支払額

47百万円があったこと等によるものであります。　
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（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移

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月期

自己資本比率（％） 82.8 80.9 78.2 75.4

時価ベースの自己資本比率（％） 87.2 100.2 62.3 44.7

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年） － － － －

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） － － － －

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

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・ガバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い

（注１）株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。

（注２）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。

 （注３）有利子負債は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。

 

(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、株主の皆様に対する利益還元を経営の最重要課題の一つと位置付けたうえで、業績の状況、内部留保の充

実並びに配当性向等を総合的に勘案し、安定した配当政策を実施することを基本方針としています。今後も中長期的

な視点にたって、成長が見込まれる事業分野に経営資源を投入することにより、持続的な成長と企業価値の向上並び

に株主価値の増大に努めてまいります。　

　当事業年度の期末配当金につきましては、前記のとおり当期純損失を計上する厳しい状況にあることから、株主の

皆様には誠に申し訳ありませんが、無配を予定しております。次期につきましては、業績動向や内部留保等を勘案し

つつ復配に努めてまいりたいと考えております。

 

(4）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がある事項には、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は、決算短信発表日（平成20年５月７日）現在において当社が判断したものでありま

す。

①　市場動向について

　住宅市場においては、個人消費動向、金利動向、地価動向、住宅関連政策ないし税制の動向等の影響を受けやす

いため、景気の見通しや所得・雇用情勢の悪化、大幅な金利上昇、住宅税制の変更等があった場合には、購入者の

購買意欲の減退に伴う需要の減少や販売価格の低迷並びに販売期間の長期化、売上原価率の上昇による利益の圧迫

等により、当社の業績に影響が出る可能性があります。

 

②　競合について

　新設住宅着工戸数の減少と少子高齢化の進展等により、住宅業界においても競合会社との価格競争が厳しくなっ

ております。このような中で当社は、他社と差別化された商品性能を持つコストパフォーマンスの高い商品の開発

に努め、競争力を維持してまいりました。今後も商品開発に力を入れていく方針でありますが、魅力的な商品を適

時に提供できない場合、業績に影響が出る可能性があります。

 

③　フランチャイズチェーンの加盟法人について

　当社はフランチャイズチェーン方式での事業展開を主流としているため、収益の大部分をフランチャイジーであ

ります加盟法人に依存しております。さらに、加盟法人にも利益成長の機会を得ていただくために同一加盟法人の

複数出店による業容拡大を推奨しております。このため特定の加盟法人に対する依存度が高く、その加盟法人が退

会した場合や業績不振に陥った場合、売上減少や債権の回収不能等により業績に影響が出る可能性があります。

　このリスクヘッジのために直営店の出店と新規加盟法人の募集を引き続き積極的に行い、１加盟法人当たりの収

益依存度を減少させる方針であります。
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④　品質管理等について

　当社は施工管理を充実させ、品質管理に万全を期するともに、引渡し後のクレームに関しても適切に対応してお

ります。しかしながら、想定範囲を超える瑕疵担保責任等が発生した場合には、多額の費用発生や当社フランチャ

イズチェーンの評価を大きく毀損することとなり、当社の業績に影響を与える可能性があります。

 

⑤　法的規制等について

　当社の事業は、建設業法、建築士法等に基づく許認可を受け展開し、また建築、土地に関する法令をはじめとし

て労働、環境、フランチャイズ関連、その他事業の遂行に関連する各種の法令に則り事業活動を行っております。

今後これらの法令の改廃や新たに法的規制が設けられた場合、もしくは法令違反が生じた場合には、当社の業績に

影響を与える可能性があります。

 

⑥　個人情報の保護について

　当社が商品としている「住宅」は顧客毎にニーズが異なり、顧客のニーズに合わせて単品受注生産をするという

性質から、当社は直営店及び加盟店の顧客の個人情報を保有しております。個人情報については、社内管理体制を

整備し、情報管理への意識を高めるとともにアクセス権を制限する等、取り扱いには留意しております。

　しかしながら、外部からのハッキング等、不測の事態により個人情報が外部に漏洩するような事態となった場合

には、信用失墜による売上の減少、または損害賠償による費用の発生等が起こることも考えられ、当社の業績に影

響が出る可能性があります。
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２．企業集団の状況
　当社は、住宅フランチャイズチェーン本部の運営及び直営店による住宅販売・施工を主たる業務としております。住

宅フランチャイズチェーン本部は、加盟店に対して高品質・省コスト住宅の企画及び設計、営業・施工等に関するノウ

ハウの提供並びに住宅設備・資材及びチラシ・パンフレット等の販売促進ツールの販売を行っております。

　当社の親会社は住友不動産株式会社であり、当社の事務所の賃貸借に関する取引があるほか、取締役会長として１名

を受け入れております。また、当社はグループホーム介護福祉事業を行う株式会社リーラの家に対して出資しており、

出資比率は31.6％となっております。

 

 　[事業系統図]

　　以上述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。

 

 

住宅販売・施工 

エンドユーザー 

ユニバーサルホーム加盟店 

(株)ユニバーサルホーム 
（当社） 

住友不動産（株） 

 （親会社） 

出資 

事務所賃貸 

役員の派遣 

住宅施工等に関する 

ノウハウ提供 

住宅設備・資材及び 

販促品の販売 

住宅販売・施工 

ユニバーサルホーム 

   直営店 
（株）リーラの家 

出資 

グループホーム 

建築委託 
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

　当社は、「万有の英知を集結し人と地球にやさしい家づくりを目指す」を経営理念としております。この理念の実

現のために、地域に密着した優良工務店を当社のフランチャイズチェーンの加盟店とし、加盟店が顧客に対して直接

に販売・施工・アフターメンテナンスを行っております。加盟店が販売からアフターメンテナンスまでを一貫して行

うことにより中間マージンを排除し、日本の住宅のコストパフォーマンスを欧米並みに引上げるという「住宅革命」

を推進することを当社の使命と考えております。この経営の基本方針のもと、日頃の地道な業務の積み重ねによる確

固たる信頼を構築し、企業価値の最大化に努めてまいります。

 

(2）目標とする経営指標

　当社は、成熟した市場の中で事業活動を行うに当たり、経営の効率性を重視してバランスシートの健全化を図り、

資産効率の向上に努めております。また、株主利益を重視する観点から株主資本利益率（ＲＯＥ）を重要な経営指標

と位置付け、欧米の優良企業と比較しても遜色ない水準を中長期課題としております。当社が有する「人・モノ・カ

ネ・情報」を戦略分野に積極投入することで収益極大化を目指し、株主資本利益率向上を図っております。

(3）中長期的な会社の経営戦略

　当社の設立からの経営戦略は、新設住宅建築の約４分の３を占める地場工務店を対象にフランチャイズシステムを

構築し、コストパフォーマンスの高い良質な住宅を多くの顧客に提供し続けることにより、業容拡大を目指すことで

あります。そのために加盟店数の増加、加盟店の生産性向上が当企業グループの成長の大きな要因となります。

　加盟店数については、全国を350エリアに区切り、優良工務店の新規加盟及び既存加盟法人の複数エリア加盟を併せ

て積極的かつ計画的に展開いたします。加盟店の生産性については、フランチャイズ本部の役割として他社差別化さ

れた新商品開発、効果的な販売促進活動の企画及び加盟店への営業・技術指導を通じて、１加盟店当たりの上棟棟数

を引上げてまいります。また、フランチャイズ事業とのシナジー効果を図るために直営店の出店を加速させ、直営事

業で培うビジネスモデル店ノウハウ並びに成功諸事例を当社フランチャイズチェーン全体に横展開していくことを目

指します。

(4）会社の対処すべき課題

　住宅フランチャイズチェーン本部としての中期的な経営戦略達成のためには、お客様にとって魅力ある住宅を提供

するためのフランチャイズパッケージ構築は日常的優先課題であります。直営店展開を加速することによりシナジー

効果を生み出しながら、住宅フランチャイズチェーン本部としての使命を果たすべく、以下の施策に取り組んでおり

ます。

　①差別化された商品力を持ち、コストパフォーマンスの高い住宅商品の開発

　②集客効果の高い販売促進ノウハウの開発及びブランドイメージの確立

　③加盟店における営業力・店舗経営力の強化に向けた教育指導システムの構築

　④住宅品質を保持し、施工技術の平準化を図る品質管理システムの構築

　⑤住宅に関する保証、保険、金融サービス等ソフト面でのサポートの充実

　⑥コンサルティング能力、商品開発力等の高い専門能力を有した人的資源の充実

 

(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。

 

(6）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．財務諸表
(1）貸借対照表

前事業年度
（平成19年３月31日）

当事業年度
（平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１　現金及び預金 989,474 524,806  

２　売掛金 461,361 448,615  

３　商品 46,802 65,855  

４　未成工事支出金 78,012 110,292  

５　貯蔵品 4,402 4,153  

６　前払費用 16,371 16,225  

７　未収入金 19,398 22,239  

８　繰延税金資産 45,559 26,766  

９　短期貸付金 58,000 215,000  

10　一年以内回収予定
長期貸付金

※１ 108,081 54,493  

11　その他の流動資産 34,375 16,808  

12　貸倒引当金 △59,000 △61,679  

流動資産合計 1,802,840 41.7 1,443,576 37.4 △359,263

Ⅱ　固定資産

１　有形固定資産

(1）建物 246,780 266,269

減価償却累計額 75,429 171,350 93,362 172,907  

(2）構築物 56,768 61,110

減価償却累計額 23,115 33,652 27,820 33,290  

(3）車両運搬具 14,282 4,300

減価償却累計額 8,165 6,116 1,763 2,536  

(4）工具器具備品 86,200 86,823

減価償却累計額 72,790 13,409 75,818 11,004  

(5）土地 202,644 202,644  

有形固定資産合計 427,174 9.8 422,382 11.0 △4,791

２　無形固定資産

(1）ソフトウェア 12,008 16,669  

(2）電話加入権 2,243 2,243  

(3）その他の無形固定資
産

6,032 8,603  

無形固定資産合計 20,284 0.5 27,515 0.7 7,231
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前事業年度
（平成19年３月31日）

当事業年度
（平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

３　投資その他の資産

(1）投資有価証券 147,212 120,862  

(2）関係会社株式 47,801 33,000  

(3）出資金 500,000 500,000  

(4）長期貸付金 94,189 46,696  

(5) 関係会社長期貸付金 39,840 1,156  

(6）破産更生債権等 179,619 300,761  

(7）差入保証金 ※１ 106,086 113,487  

(8）長期性預金  800,000 800,000  

(9）保険積立金 166,459 169,824  

(10）繰延税金資産 141,580 135,994  

(11）その他の投資等 55,473 67,039  

(12）貸倒引当金 △202,000 △320,862  

投資その他の資産合計 2,076,264 48.0 1,967,960 50.9 △108,303

固定資産合計 2,523,723 58.3 2,417,859 62.6 △105,863

資産合計 4,326,563 100.0 3,861,436 100.0 △465,127
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前事業年度
（平成19年３月31日）

当事業年度
（平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１　買掛金 151,734 234,562  

２　工事未払金 346,551 277,870  

３　未払金 22,231 19,995  

４　未払費用 46,807 45,465  

５　未払法人税等 2,652 5,231  

６　前受金 558 139  

７　未成工事受入金 200,827 245,625  

８　地盤補償引当金 7,708 7,708  

９　工事補償引当金 ― 2,000  

10　その他の流動負債 31,396 13,064  

流動負債合計 810,467 18.7 851,663 22.1 41,196

Ⅱ　固定負債

１　長期未払金 118,770 86,000  

２　退職給付引当金 ― 103  

３　その他の固定負債 15,816 12,763  

固定負債合計 134,586 3.1 98,867 2.5 △35,719

負債合計 945,054 21.8 950,530 24.6 5,476

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１　資本金   725,300 16.8  725,300 18.8 ―

２　資本剰余金         

(1）資本準備金  605,935   605,935    

(2）その他資本剰余金  835   835    

資本剰余金合計   606,770 14.0  606,770 15.7 ―

３　利益剰余金         

(1）利益準備金  22,963   22,963    

(2）その他利益剰余金         

繰越利益剰余金  2,091,459   1,620,855    

利益剰余金合計   2,114,423 48.9  1,643,819 42.6 △470,604

４　自己株式   △64,984 △1.5  △64,984 △1.7 ―

株主資本合計   3,381,509 78.2  2,910,905 75.4 △470,604

純資産合計   3,381,509 78.2  2,910,905 75.4 △470,604

負債純資産合計   4,326,563 100.0  3,861,436 100.0 △465,127
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(2）損益計算書

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　売上高

１　商品売上高 775,928 660,178

２　役務収益 1,151,807 1,071,606

３　完成工事高 2,065,763 3,993,499 100.0 2,004,646 3,736,431 100.0 △257,067

Ⅱ　売上原価

１　商品売上原価

(1）期首商品棚卸高 45,075 46,802

(2）当期商品仕入高 653,368 613,914

合計 698,444 660,717

(3）他勘定振替高 ※１ 7,326 23,761

(4）期末商品棚卸高 46,802 65,855

当期商品売上原価 644,315 571,100

２　役務原価 206,598 202,535

３　完成工事原価 1,550,276 1,492,689

売上原価合計 2,401,189 60.1 2,266,324 60.7 △134,865

売上総利益 1,592,309 39.9 1,470,106 39.3 △122,202

Ⅲ　販売費及び一般管理費

１　広告宣伝費 228,900 315,445

２　役員報酬 115,633 101,762

３　給与・賞与 532,803 529,197

４　退職給付費用 13,276 17,313

５　法定福利費 92,975 92,195

６　福利厚生費 51,182 47,812

７　旅費交通費 71,892 83,664

８　消耗品費 22,132 16,985

９　賃借料 159,930 190,119

10　減価償却費 45,279 62,014

11　貸倒引当金繰入 54,900 120,041

12　貸倒損失 55,296 ―

13　支払手数料 64,481 75,428

14　商品開発費 ※２ 35,121 34,343

15　その他 93,928 1,637,735 41.0 103,139 1,789,463 47.8 151,728

営業損失 45,426 △1.1 319,357 △8.5 △273,930
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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）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅳ　営業外収益

１　受取利息 21,686 30,355

２　受取配当金 12,480 12,639

３　受取手数料 2,525 3,249

４　受取地代家賃 13,460 12,007

５　保険解約返戻金 38,253 ―

６　その他 13,388 101,794 2.5 10,723 68,975 1.8 △32,818

Ⅴ　営業外費用

１　補修工事負担金 6,356 1,380

２　その他 946 7,302 0.2 4,501 5,881 0.2 △1,421

経常利益又は
経常損失(△）

49,066 1.2 △256,262 △6.9 △305,328

Ⅵ　特別利益

１　固定資産売却益 ※３ ― ― ― 178 178 0.0 178

Ⅶ　特別損失

１　固定資産除却損 ※４ 16,122 11

２　固定資産売却損 ※５ ― 61

３　関係会社整理損  ― 94,532

４　投資有価証券評価損  ― 16,122 0.4 39,151 133,756 3.5 117,633

税引前当期純利益
又は税引前当期純
損失(△）

32,943 0.8 △389,839 △10.4 △422,783

法人税、住民税及び
事業税

41,115 8,897

法人税等調整額 △16,317 24,798 0.6 24,379 33,276 0.9 8,477

当期純利益又は
当期純損失(△）

8,144 0.2 △423,116 △11.3 △431,260
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役務原価明細書

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

電波広告原価 118,475 57.3 126,585 62.5 8,110

ＯＡ賃貸原価 66,844 32.4 59,314 29.3 △7,529

その他 21,278 10.3 16,634 8.2 △4,643

合計 206,598 100.0 202,535 100.0 △4,063

　（注）　役務原価は、加盟店への役務提供のために直接要した費用であります。

　完成工事原価明細書

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

材料費 506,614 32.7 637,161 42.7 130,546

労務費 58,760 3.8 57,120 3.8 △1,639

外注費 903,854 58.3 783,469 52.5 △120,384

経費 81,046 5.2 14,937 1.0 △66,109

合計 1,550,276 100.0 1,492,689 100.0 △57,586

　（注）　原価計算は、実際個別原価計算によっております。
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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

自己株式
株主資本合
計

資本準備金
その他資本
剰余金

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）

725,300 605,935 835 606,770 22,963 2,130,804 2,153,767 △64,897 3,420,941

事業年度中の変動額

剰余金の配当（注）      △47,488 △47,488  △47,488

当期純利益      8,144 8,144  8,144

自己株式の取得        △87 △87

事業年度中の変動額合計
（千円）

― ― ― ― ― △39,344 △39,344 △87 △39,432

平成19年３月31日　残高
（千円）

725,300 605,935 835 606,770 22,963 2,091,459 2,114,423 △64,984 3,381,509

純資産合計

平成18年３月31日　残高
（千円）

3,420,941

事業年度中の変動額

剰余金の配当（注） △47,488

当期純利益 8,144

自己株式の取得 △87

事業年度中の変動額合計
（千円）

△39,432

平成19年３月31日　残高
（千円）

3,381,509

 （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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当事業年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

株主資本

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
その他資本
剰余金

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）

725,300 605,935 835 606,770 22,963 2,091,459 2,114,423 △64,984 3,381,509

事業年度中の変動額

剰余金の配当　      △47,487 △47,487  △47,487

当期純損失      △423,116 △423,116  △423,116

事業年度中の変動額合計
（千円）

― ― ― ― ― △470,604 △470,604 ― △470,604

平成20年３月31日　残高
（千円）

725,300 605,935 835 606,770 22,963 1,620,855 1,643,819 △64,984 2,910,905

純資産合計

平成19年３月31日　残高
（千円）

3,381,509

事業年度中の変動額

剰余金の配当 △47,487

当期純損失 △423,116

事業年度中の変動額合計
（千円）

△470,604

平成20年３月31日　残高
（千円）

2,910,905
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(4）キャッシュ・フロー計算書

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

１　税引前当期純利益又は税引前当期純
損失（△）

32,943 △389,839  

２　減価償却費 45,279 62,014  

３　受取利息及び受取配当金 △34,166 △42,994  

４　貸倒引当金の増加 54,900 121,541  

５　退職給付引当金の増加額 ― 103  

６　貸倒損失 55,296 ―  

７　固定資産売却益 ― △178  

８　固定資産売却損 ― 61  

９　固定資産除却損 16,122 11  

10　投資有価証券評価損 ― 39,151  

11　関係会社整理損 ― 94,532  

12　売上債権の増減額（増加：△） △101,861 △247  

13　たな卸資産の増減額（増加：△） △31,824 △51,082  

14　仕入債務の増減額（減少：△） 100,751 14,147  

15　未払消費税等の増減額（減少：△） △3,958 △11,633  

16　前受金の増減額（減少：△） 87,593 44,379  

17　長期未払金の増減額（減少：△） △8,890 △32,770  

18　破産更生債権等の増減額（増加：△） 12,157 △120,028  

19　その他 △46,756 14,305  

小計 177,587 △258,528 △436,115

20　利息及び配当金の受取額 33,235 42,743  

21　法人税等の還付額 ― 4,661  

22　法人税等の支払額 △71,253 △28,431  

営業活動によるキャッシュ・フロー 139,569 △239,555 △379,124

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

１　短期貸付金の増減額（増加：△） △34,000 △157,000  

２　有形固定資産の取得による支出 △6,784 △1,179  

３　有形固定資産の売却による収入 ― 2,521  

４　無形固定資産の取得による支出 △6,831 △13,101  

５　投資有価証券の取得による支出 △118,526 ―  

６　投資有価証券の売却による収入 12,900 1,000  

７　長期貸付けによる支出 △52,500 △30,500  

８　長期貸付金の回収による収入 90,138 72,923  

９　保証金の差入による支出 △3,762 △7,212  

10　保証金の返還による収入 583 1,811  

11　保険積立金の拠出による支出 △23,540 △3,364  

12　保険積立金の返戻による収入 67,472 ―  

13　長期性預金の預入による支出 △500,000 ―  

14　その他 △23,767 △40,589  

投資活動によるキャッシュ・フロー △598,618 △174,690 423,928
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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）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

１　自己株式の取得による支出 △87 ―  

２　配当金の支払額 △47,279 △47,368  

３　その他  ― △3,052  

財務活動によるキャッシュ・フロー △47,366 △50,421 △3,055

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減額
　（減少：△）

△506,415 △464,668 41,747

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高 1,495,890 989,474 △506,416

Ⅵ　現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 989,474 524,806 △464,668
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重要な会計方針

項目
前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１　有価証券の評価基準及び

評価方法

 (1) 満期保有目的の債券

 　  償却原価法(定額法)

(2）子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

 (1) 満期保有目的の債券

同左

(2）子会社株式及び関連会社株式

同左

(3）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

　なお、投資事業有限責任組合およびそ

れに類する組合への出資（証券取引法第

２条第２項により有価証券とみなされる

もの）については、組合契約に規定され

る決算報告日に応じて入手可能な最近の

決算書を基礎とし、持分相当額を純額で

取り込む方法によっております。

(3）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

　なお、投資事業有限責任組合およびそ

れに類する組合への出資（金融商品取引

法第２条第１項及び第２項（第１号及び

第２号を除く。）により有価証券とみな

されるもの）については、組合契約に規

定される決算報告日に応じて入手可能な

最近の決算書を基礎とし、持分相当額を

純額で取り込む方法によっております。

２　たな卸資産の評価基準及

び評価方法

(1）商品

移動平均法による原価法

(1）商品

同左

(2）未成工事支出金

個別法による原価法

(2）未成工事支出金

同左

(3）貯蔵品

最終仕入原価法

(3）貯蔵品

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。ただし、平

成10年４月１日以降取得した建物（建物

附属設備は除く）については定額法に

よっております。

　なお、耐用年数及び残存価額について

は、法人税法の規定と同一の方法に基づ

いております。

(1）有形固定資産

同左

(2）無形固定資産

　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。

(2）無形固定資産

同左

(3）長期前払費用（投資その他の資産「そ

の他の投資等」に含む）

　定額法によっております。

(3）長期前払費用（投資その他の資産「そ

の他の投資等」に含む）

同左

４　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。

(1）貸倒引当金

同左
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項目
前事業年度

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

(2）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、適格

退職年金制度を採用しており、年金財政

計算上の責任準備金から年金資産残高を

控除した額を退職給付引当金に計上して

おります。

　なお、当事業年度においては年金資産

が退職給付債務を上回っているため前払

年金費用として流動資産の「その他」に

計上しております。

(2）退職給付引当金

  従業員の退職給付に備えるため、適格

退職年金制度を採用しており、年金財政

計算上の責任準備金から年金資産残高を

控除した額を退職給付引当金に計上して

おります。

(3）地盤補償引当金

　地盤補償事故発生時の損失に備えるた

め、過去の実績値を基に算出した必要額

を計上しております。

(3）地盤補償引当金

同左

(4)          ──────

 

(4）工事補償引当金

　フランチャイズ加盟店における完成工

事に係わる責任補償費用の支出に備える

ため、所要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

６　キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲

  手許現金、要求払預金及び取得日から

３ヶ月以内に満期日の到来する流動性の高

い、容易に換金可能であり、かつ、価値の

変動について僅少なリスクしか負わない短

期的な投資であります。

同左

７　その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項

消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

同左
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会計処理方法の変更

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20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等）

　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。

　なお、従来の「資本の部」の合計に相当する金額は

3,381,509千円であります。

　財務諸表等規則の改正により、当事業年度における財

務諸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。

 

──────

 

──────

 

（有形固定資産の減価償却の方法）

　法人税法の改正（（所得税法等の一部を改正する法律

　平成19年３月30日　法律第６号）及び（法人税法施行

令の一部を改正する政令　平成19年３月30日　政令第83

号））に伴い、当事業年度から、平成19年４月１日以降

に取得したものについては、改正後の法人税法に基づく

方法に変更しております。

　これによる損益に与える影響は、軽微であります。

　なお、当中間会計期間においては新規に固定資産を取

得しておらず、会計処理方法の変更を行っておりません。

 

  追加情報

前事業年度
（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

──────

 

（有形固定資産の減価償却の方法）

　当事業年度より、法人税法改正に伴い、平成19年３月

31日以前に取得した資産については、償却可能限度額ま

で償却が終了した翌年から５年間で均等償却する方法に

よっております。

　これによる損益に与える影響は、軽微であります。
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財務諸表に関する注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成19年３月31日）

当事業年度
（平成20年３月31日）

※１　関係会社に対する資産及び負債で区分掲記したもの

以外の内訳は次のとおりであります。

※１　関係会社に対する資産及び負債で区分掲記したもの

以外の内訳は次のとおりであります。

（１）一年以内回収予定

　　  長期貸付金
22,404千円

（２）差入保証金 67,560千円

（１）一年以内回収予定

　　  長期貸付金
6,833千円

（２）差入保証金 70,938千円

　２　偶発債務   

（１）加盟店顧客の住宅ローン

　　　つなぎ融資に対する保証

　　　債務

28,700千円

（２）加盟法人のモデルハウス

　　　建替費用借り入れ・割賦

　　　債務に対する保証債務

35,051千円

　２　偶発債務   

（１）加盟店顧客の住宅ローン

　　　つなぎ融資に対する保証

　　　債務

208,100千円

（２）加盟法人のモデルハウス

　　　建替費用借り入れ・割賦

　　　債務に対する保証債務

21,845千円

（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

※１　他勘定振替高は商品を広告宣伝費、福利厚生費及び

消耗品費他に振替えた額であります。

※１　　　　　　　　　 同左

※２　一般管理費に含まれている研究開発費は35,121千円

であります。

※２　一般管理費に含まれている研究開発費は34,343千円

であります。

※３　     　　　────── ※３　固定資産売却益は、車両運搬具178千円であります。

※４　固定資産除却損の内訳は下記のとおりでありま

す。 

※４　固定資産除却損は、工具器具備品11千円でありま

す。 

　　  建物 15,762千円

　　　工具器具備品 360千円

　　　合計 16,122千円

 

※５　     　　　────── ※５　固定資産売却損は、車両運搬具61千円であります。
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（株主資本等変動計算書関係）

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 19,488 ― ― 19,488

合計 19,488 ― ― 19,488

自己株式

普通株式　　　(注) 492 1 ― 493

合計 492 1 ― 493

(注)　　普通株式の自己株式の株式数の増加１株は、端株の買取り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27日

定時株主総会
普通株式 47,488 2,500 平成18年３月31日 平成18年６月27日

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成19年５月22日

取締役会
普通株式 47,487 利益剰余金 2,500 平成19年３月31日 平成19年６月27日
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当事業年度（自　平成19年４月１日　至　平成20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 19,488 ― ― 19,488

合計 19,488 ― ― 19,488

自己株式

普通株式　　　 493 ― ― 493

合計 493 ― ― 493

 　　　 

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５月22日

取締役会
普通株式 47,487 2,500 平成19年３月31日 平成19年６月27日

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

　　該当事項はありません。

（キャッシュ・フロー計算書関係）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

※１　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

現金及び預金勘定 989,474千円

現金及び現金同等物 989,474千円

※１　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

現金及び預金勘定 524,806千円

現金及び現金同等物 524,806千円

 　２　重要な非資金取引の内容

　平成19年11月７日付けにて、当社のフランチャイズ

加盟法人である株式会社カーサ（持分法非適用関連会

社）からの事業譲受けに伴い、以下の資産・負債が増

加しております。

流動資産 3,762千円

固定資産 23,564千円

投資その他の資産 2,000千円

　　　　計 29,327千円

流動負債 63,080千円

　　　　計 63,080千円
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  （リース注記関係）

　　　　　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。 

（有価証券関係）

前事業年度（平成19年３月31日）

１．時価評価されていない有価証券

区分 貸借対照表計上額（千円）

子会社及び関連会社

　子会社株式及び関連会社株式 47,801

小計 47,801

満期保有目的の債券

　　非上場外国債券 100,000

小計 100,000

その他有価証券

　非上場株式 43,210

　投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資 4,002

小計 47,212

合計 195,013

 

２．満期保有目的の債券の今後の償還予定額

１年以内
（千円）

１年超５年以内
（千円）

５年超10年以内
（千円）

10年超
（千円）

債券     

社債 ― ― ― 100,000

合計 ― ― ― 100,000
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当事業年度（平成20年３月31日）

１．時価評価されていない有価証券

区分 貸借対照表計上額（千円）

子会社及び関連会社

　子会社株式及び関連会社株式 33,000

小計 33,000

満期保有目的の債券

　　非上場外国債券 100,000

小計 100,000

その他有価証券

　非上場株式 16,860

　投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資 4,002

小計 20,862

合計 153,862

（注）　表中の「貸借対照表計上額」は減損処理後の帳簿価格であります。なお、当会計期間において減損処理

      を行い、投資有価証券評価損39,151千円及び関係会社整理損1,000千円を計上しております。

 

２．満期保有目的の債券の今後の償還予定額

１年以内
（千円）

１年超５年以内
（千円）

５年超10年以内
（千円）

10年超
（千円）

債券     

社債 ― ― ― 100,000

合計 ― ― ― 100,000
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（デリバティブ取引関係）

前事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）及び当事業年度（自　平成19年４月１日　至　

平成20年３月31日）

当社は、デリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。

（退職給付関係）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１　採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として、適格退職年金制度

を設けております。

１　採用している退職給付制度の概要

同左

２　退職給付債務に関する事項 ２　退職給付債務に関する事項

①退職給付債務 △91,361千円

②年金資産 96,121千円

③未積立退職給付債務（①＋②） 4,759千円

④貸借対照表計上額純額 4,759千円

⑤前払年金費用 4,759千円

①退職給付債務 △83,917千円

②年金資産 83,814千円

③未積立退職給付債務（①＋②） △103千円

④貸借対照表計上額純額 △103千円

⑤退職給付引当金 △103千円

３　退職給付費用に関する事項 ３　退職給付費用に関する事項

勤務費用 13,276千円

退職給付費用 13,276千円

勤務費用 17,313千円

退職給付費用 17,313千円

（注）当期発生額については全額勤務費用に計上してお

ります。

（注）当期発生額については全額勤務費用に計上してお

ります。

４　退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

当社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用

しております。

４　退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

同左

　（ストック・オプション等関係）

　　　　　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。 

  （税効果会計関係）

　　　　　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。

　（企業結合等）

該当事項はありません。

（持分法損益等）

 　　　 前事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

　　　　関連会社の損益等からみて重要性が乏しいため、持分法損益等の注記を省略しております。

 　　　 当事業年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

　　　　関連会社の損益等からみて重要性が乏しいため、持分法損益等の注記を省略しております。
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（関連当事者との取引）

前事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

（１）親会社及び法人主要株主等

属性 会社名 住所
資本金
（千円）

事業の
内容

議決権等
の被所有
割合

関係内容

取引内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）

役員の兼
任等

事業上の
関係

親会社

住友不動

産株式会

社

東京都

新宿区
122,805,350

総合不

動産業

直接

55.3％

間接　

　―

出向１名

当社の事

務所の賃

貸借に関

する取引

及び役員

の受入

本社事務所等

賃貸借
85,685

前払費用 7,673

差入

保証金
67,560

　（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

２．取引条件及び取引条件の決定方針等

　本社事務所の賃貸借等の取引条件については、近隣相場及び市場価格等を参考にして、交渉の上決定してお

ります。

（２）子会社等

属性 会社名 住所

資本金
又は
出資金
（千円）

事業の
内容

議決権等
の所有割
合

関係内容

取引内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）

役員の兼
任等

事業上の
関係

関連会社
株式会社

カーサ

静岡県

袋井市
4,000

住宅販

売施工

直接

25.0％

間接

　―

 ―

フラン

チャイズ

チェーン

加盟法人

商品の販売 17,431 売掛金 9,161

 資金の貸付け 32,000 貸付金 47,597

　（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

２．取引条件及び取引条件の決定方針等

　商品販売等の取引条件については、他取引先と同様の条件にて、また、資金の貸付けに関しましては期間・

市中金利を勘案して決定しております。
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当事業年度（自　平成19年４月１日　至　平成20年３月31日）

（１）親会社及び法人主要株主等

属性 会社名 住所
資本金
（千円）

事業の
内容

議決権等
の被所有
割合

関係内容

取引内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の兼

任等
事業上の
関係

親会社

住友不動

産株式会

社

東京都

新宿区
122,805,350

総合不

動産業

（所有）

直接

55.3％

間接

　―

出向１名

当社の事

務所の賃

貸借に関

する取引

及び役員

の受入

本社事務所等

賃貸借
92,545

前払費用 8,265

差入

保証金
70,938

　（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

２．取引条件及び取引条件の決定方針等

　本社事務所の賃貸借等の取引条件については、近隣相場及び市場価格等を参考にして、交渉の上決定してお

ります。

（２）役員及び個人主要株主等

属性 氏名 住所

資本金
又は
出資金
（千円）

事業の
内容又
は職業

議決権等
の被所有
割合

関係内容

取引内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の兼

任等
事業上の
関係

役員 丹羽　守 ― ―
当社

取締役

（被所有）

直接

 0.3％

間接

　―

― ― 住宅新築工事 24,444 ― ―

　（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

２．取引条件及び取引条件の決定方針等

　住宅新築工事の取引条件については、一般顧客と同様の条件にて、請負金額を決定しております。

（３）子会社等

属性 会社名 住所

資本金
又は
出資金
（千円）

事業の
内容

議決権等
の所有割
合

関係内容

取引内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の兼

任等
事業上の
関係

子会社
有限会社

アメニ

三重県

伊勢市
3,000

住宅販

売施工

（所有）

直接

100.0％

間接

　―

 ―

フラン

チャイズ

チェーン

加盟法人

商品の販売

貸金の貸付け 

13,069

5,000

売掛金

貸付金 

2,546

23,000

関連会社
株式会社

カーサ

静岡県

袋井市
4,000

住宅販

売施工

（所有）

直接

25.0％

間接

　―

 ―

フラン

チャイズ

チェーン

加盟法人

商品の販売

債権放棄

事業譲受け

10,620

36,836

63,080

―

―

―

―

　（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

２．取引条件及び取引条件の決定方針等

　商品販売等の取引条件については、他取引先と同様の条件にて、また、資金の貸付けに関しましては期間・

市中金利を勘案して決定しております。

３．平成19年11月７日付けにて、当社のフランチャイズ加盟法人である株式会社カーサ（持分法非適用関連会

　　社）からの事業譲受けを行っております。なお、譲受け資産より譲受け負債が上回るため、事業譲受け金

　　額として譲受け負債金額を記載しております。

　　株式会社カーサは平成20年２月６日付で清算結了しております。
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（１株当たり情報）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１株当たり純資産額 178,021円02銭

１株当たり当期純利益 428円75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。

１株当たり純資産額 153,245円87銭

１株当たり当期純損失 22,275円15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

　　存在しないため記載しておりません。

　 （注）　１株当たり当期純利益又は当期純損失（△）の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

１株当たり当期純利益又は当期純損失（△）   

　当期純利益又は当期純損失（△）（千円） 8,144 △423,116

　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）
8,144 △423,116

　期中平均株式数（株） 18,995 18,995

　（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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５．その他
(1）役員の異動

①　代表取締役の異動

該当事項はありません。

 

②　その他の役員の異動

該当事項はありません。

（2）受注及び販売の状況

受注状況

区分

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

増減

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

完成工事高
受注高 3,093,272 2,748,574 △344,698

受注残高 1,358,346 1,943,808 585,462

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

 

販売実績

　　　　　区分

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

当事業年度
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

増減

金額（千円）
構成比

   （％）
金額（千円）

構成比

   （％）
金額（千円）

資材 503,532 453,071

販促品等 272,395 207,107

商品計 775,928 19.4 660,178 17.7 △115,749

加盟金 4,000 4,500

ロイヤリティ 704,182 625,558

その他 443,625 441,547

役務計 1,151,807 28.9 1,071,606 28.7 △80,201

完成工事高 2,065,763 51.7 2,004,646 53.6 △61,116

　　　　　合計 3,993,499 100.0 3,736,431 100.0 △257,067

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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