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1.  平成21年3月期第2四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年9月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第2四半期 1,680 ― △156 ― △120 ― △130 ―
20年3月期第2四半期 1,606 3.3 △192 ― △152 ― △323 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益
円 銭 円 銭

21年3月期第2四半期 △6,887.86 ―
20年3月期第2四半期 △17,034.06 ―

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

21年3月期第2四半期 3,961 2,780 70.2 146,357.99
20年3月期 3,861 2,910 75.4 153,245.87

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  2,780百万円 20年3月期  2,910百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  

ＵＨホールディングス株式会社による公開買付けを実施（10月７日から11月19日まで）しており、本公開買付けが成立した場合、配当予想が変更となる場合があります。  

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― ― ― 0.00 0.00
21年3月期 ― ― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 500.00 500.00

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） 
（％表示は対前期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  無   

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 4,544 21.6 3 ― 46 ― 10 ― 526.45

4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

（注）詳細は、２ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。  

(2) 四半期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（四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、２ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。  

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第2四半期  19,488株 20年3月期  19,488株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  493株 20年3月期  493株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年3月期第2四半期  18,995株 20年3月期第2四半期  18,995株

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．平成20年５月７日に公表いたしました業績予想のうち、通期について本資料において修正しております。 
２．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当たっての注意事項等について、及び上記１に係る業績予
想の具体的修正内容は、２ページ「定性的情報・財務諸表等 ３．業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
３．当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14
号）を適用しております。また、「四半期財務諸表規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。  



定性的情報・財務諸表等 

１．経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期（６ヶ月）の国内経済は、米国経済の減速や、原油・原材料価格高騰の影響に伴う企業収益の減少

を受け、雇用環境は悪化し、企業の設備投資も弱含みとなりました。また、サブプライムローンに端を発した世界

的な金融市場の混乱は、景気に対する後退懸念を継続させる等、先行きの不透明感に広がりを見せました。 

 住宅市場におきましては、個人所得に改善が見られないことや株式投信等の金融資産の目減り、景気の減速感が

強まってきたこと等により、住宅投資意欲を低下させる要因となりました。また、改正建築基準法の施行による影

響は収束に向かっているものの、新設住宅着工戸数は、引き続き前年同期を下回る水準で推移し、依然として厳し

い環境が続きました。 

 このような状況のなか、当社は“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新商品『ＳＯＬ

Ａ・ＩＲＯ（ソラ・イロ）』及び『ココフィール』の市場投入や、建築家小林正美氏（明治大学理工学部教授／株

式会社アルキメディア設計研究所代表取締役）の協力を得て、これからの「街づくり」（分譲）の展開等も視野に

入れた建築家と創る家『ＣＯ ＬＡＢＯ（コ・ラボ）』の企画提案の実施、並びにオリジナルブランド家具の卸・小

売販売を展開する株式会社ボーコンセプト・ジャパンと協力し、インテリアを通じてライフスタイルを楽しむよう

な新しい空間提案を行なう等、多様化するニーズに応えるべく販売力強化に努めました。 

 また、お客様のご来場が150万人を突破したことを記念した「しあわせづくり応援フェア」等のキャンペーンを開

催する等、積極的にプロモーション活動を実施しました。なお、北海道・東北地区強化の一環として10店舗目の直

営店「札幌東店」を４月に出店し、着実に直営事業の強化を図っております。  

 以上の結果、当第２四半期（６ヶ月）の業績については、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は概ね計画通り進展しましたが、直営事業における完成工事高は前年同期比で大

幅に増加したものの、契約済み顧客との商談長期化等による引渡計画のずれ込みにより当初計画を下回り、売上高

1,680百万円（前年同期比＋4.6％）となりました。損益面では、当初の見込みに対してコスト抑制が図れたもの

の、売上高未達による影響を補えず、また、フランチャイズ加盟店の債権に対する貸倒引当金繰入額67百万円の計

上、並びに投資有価証券評価損及び固定資産除却損の特別損失４百万円の計上等により、営業損失156百万円（前年

同期は営業損失192百万円）、経常損失120百万円（前年同期は経常損失152百万円）、四半期純損失130百万円（前

年同期は中間純損失323百万円）となりました。 また、加盟店数118店（前年同期比△９店、△7.1％）、オープン

店数103店（同△15店、△12.7％）、契約棟数1,027棟（△24棟、△2.3％）、上棟棟844棟（＋20棟、＋2.4％）とな

りました。 

 なお、当社直営事業の特性として季節的な変動要因があり、お客様への住宅の完成引渡しは、第３四半期及び第

４四半期に偏ることから、第１四半期及び第２四半期の完成工事高は、通期の完成工事高と比較して低くなる傾向

があります。また、第３四半期に１店舗の新規出店を予定しており、その業績は次期事業年度より寄与する予定で

あります。  

  

２．財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期末の総資産は、資金回収の強化による現金及び預金の増加、設備投資によるリース資産の増加等に

より前期末比99百万円増の3,961百万円となりました。有利子負債はありません。なお、純資産は2,780百万円とな

り、自己資本比率は70.2％となりました。  

  

３．業績予想に関する定性的情報 

 当第２四半期の売上高は当初計画を下回る結果となり、下期につきましても、サブプライムローン問題に端を発

した世界的な金融市場の混乱や、原油・原材料価格高騰による物価上昇への懸念等から個人消費は伸び悩み、新設

住宅着工戸数も前年同期を下回る水準で推移する等、引き続き、当社を取り巻く環境は厳しさを増すことが予想さ

れます。第２四半期累計期間の業績動向も踏まえ、売上高はほぼ当初予想を据え置くものの、営業利益、経常利

益、当期純利益は当初予想を下回るものと見込んでおります。  

 なお、平成20年５月７日の決算発表及び平成20年８月１日の第１四半期決算発表時に公表しました通期の業績予

想との差異は以下の通りです。 



（通期） 

  

４．その他 

（１）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

① 簡便な会計処理 

  ・棚卸資産の評価方法 

 四半期会計期間末における棚卸高の算出に関して、実地棚卸を省略し前事業年度に係る実地棚卸高を基礎

として、合理的な方法により算定し計上しております。 

 また、棚卸資産の簿価切り下げに関して、収益性が低下していることが明らかな棚卸資産についてのみ簿

価の切り下げを行っております。 

  ・経過勘定項目の算定方法 

 四半期会計期間末における経過勘定項目の算定方法に関して、前事業年度に係る残高を基礎として、合理

的な算定方法による概算額で計上をしております。 

 ・一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 当第２四半期会計期間末の貸倒実績率が第１四半期会計期間末に算定したものと著しい変化がないと認め

られるため、第１四半期会計期間末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

② 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理 

 該当事項はありません。  

  

（２）四半期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 

① 当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関す

る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規

則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 

② たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更 

 通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、次の方法によっておりました。 

 ・商品 

  移動平均法による原価法 

 ・未成工事支出金 

  個別法による原価法  

 ・貯蔵品 

  最終仕入原価法 

 第１四半期会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日）

が適用されたことに伴い、次の方法によっております。 

 ・商品 

  移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法） 

 ・未成工事支出金 

  個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法） 

 ・貯蔵品 

  最終仕入原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法） 

 なお、これによる当第２四半期累計期間における影響はありません。 

③ リース取引に関する会計基準の適用 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理によっ

ておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議

会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適

   売上高 営業利益  経常利益  当期純利益 

  

 前回発表予想（Ａ） 

百万円 

4,539 

 百万円 

53 

 百万円  

 78 

百万円 

 26 

 今回修正予想（Ｂ） 4,544 3 46 10 

 増減額（Ｂ－Ａ） 5 △50 △32  △16 

 増減率（％） 0.1 △94.3 △41.0 △61.5 

 前期実績 3,736 △319 △256  △423 



用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））が平

成20年４月１日以後開始する事業年度に係る四半期財務諸表から適用することができることになったことに伴

い、第１四半期会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっておりま

す。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース期

間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

 これによる当第２四半期累計期間における影響は軽微であります。 

 なお、リース取引開始日がリース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引につ

いては、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しております。 



５.四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成20年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 663,975 524,806

受取手形及び売掛金 494,965 448,615

商品 62,654 65,855

未成工事支出金 140,394 110,292

貯蔵品 3,997 4,153

繰延税金資産 45,580 26,766

その他 397,362 324,767

貸倒引当金 △101,377 △61,679

流動資産合計 1,707,552 1,443,576

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 163,843 172,907

土地 202,644 202,644

その他（純額） 77,847 46,830

有形固定資産合計 444,334 422,382

無形固定資産 24,572 27,515

投資その他の資産   

関係会社株式 33,000 33,000

出資金 230,000 500,000

長期貸付金 182,541 47,852

破産更生債権等 312,146 300,761

長期性預金 800,000 800,000

繰延税金資産 117,180 135,994

その他 458,218 471,213

貸倒引当金 △348,216 △320,862

投資その他の資産合計 1,784,871 1,967,960

固定資産合計 2,253,778 2,417,859

資産合計 3,961,330 3,861,436



（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成20年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 135,902 234,562

工事未払金 181,026 277,870

未払費用 40,423 45,465

未払法人税等 9,425 5,231

未成工事受入金 610,932 245,625

地盤補償引当金 7,708 7,708

工事補償引当金 － 2,000

その他 70,505 33,199

流動負債合計 1,055,924 851,663

固定負債   

長期未払金 86,000 86,000

退職給付引当金 － 103

その他 39,335 12,763

固定負債合計 125,335 98,867

負債合計 1,181,260 950,530

純資産の部   

株主資本   

資本金 725,300 725,300

資本剰余金 606,770 606,770

利益剰余金 1,512,984 1,643,819

自己株式 △64,984 △64,984

株主資本合計 2,780,070 2,910,905

純資産合計 2,780,070 2,910,905

負債純資産合計 3,961,330 3,861,436



（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 1,680,766

売上原価 990,058

売上総利益 690,707

販売費及び一般管理費  

従業員給料及び賞与 249,391

貸倒引当金繰入額 67,051

その他 530,272

販売費及び一般管理費合計 846,716

営業損失（△） △156,008

営業外収益  

受取利息 11,299

受取配当金 12,684

その他 12,407

営業外収益合計 36,391

営業外費用  

支払利息 212

その他 1,053

営業外費用合計 1,266

経常損失（△） △120,882

特別損失  

固定資産除却損 1,591

投資有価証券評価損 3,299

特別損失合計 4,891

税引前四半期純損失（△） △125,774

法人税、住民税及び事業税 5,060

法人税等調整額 －

法人税等合計 5,060

四半期純損失（△） △130,835



 当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計

基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四

半期財務諸表を作成しております。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記 

 該当事項はありません。 

  

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 該当事項はありません。 

  

「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表 

中間損益計算書 

  

  
前中間会計期間 

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

区分 金額（千円） 
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高    1,606,718  100.0

Ⅱ 売上原価    932,462  58.0

売上総利益    674,256  42.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費    866,689  53.9

営業損失（△）    △192,433  △11.9

Ⅳ 営業外収益    42,695  2.6

Ⅴ 営業外費用    2,939  0.2

経常損失（△）    △152,676  △9.5

Ⅵ 特別利益    170  0.0

Ⅶ 特別損失    143,799  8.9

税引前中間純損失（△）    △296,306  △18.4

法人税、住民税及び事業税  4,380     

法人税等調整額  22,875  27,255  1.7

中間純損失（△）    △323,561  △20.1

        



６．その他の情報 

 当社株式に対する公開買付けに関する賛同意見表明 

 平成20年10月６日開催の取締役会において、ＵＨホールディングス株式会社（以下「公開買付者」といいま

す。）による当社株式の公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）について賛同の意を表明することを決

議しております。 

 なお、本公開買付けは、買付け等を行う株券数に上限を設定していないため、本公開買付けの結果、株式会社ジ

ャスダック証券取引所の株券上場廃止基準に該当した場合、当社の株券は所定の手続を経て上場廃止となる可能性

があります。また、公開買付者は、当社の創業者でありかつ代表取締役社長である加藤充及び加藤の親族が100％の

株式を保有する有限会社Ｋ.Ａ.Ｍ.（以下「加藤ら」といいます。）の所有分と合わせ当社株式の全てを取得できな

かった場合にも、本公開買付け成立後に、当社株式を保有する株主に対し、当社株式に代えて金銭を交付する手法

により、公開買付者及び加藤らの所有に係る当社株式数の合計が、当社の発行済株式（自己株式を除きます。）の

総数となることを予定しており、その後当社株式は上場廃止となる予定です。  
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