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1.  21年3月期の連結業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

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

21年3月期 7,930 △22.5 5 △99.0 34 △94.3 △162 ―

20年3月期 10,229 4.9 600 16.7 599 7.1 292 △0.6

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 ％ ％ ％

21年3月期 △3,945.31 ― △6.3 0.5 0.1
20年3月期 7,075.76 ― 10.3 8.3 5.9

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  ―百万円 20年3月期  ―百万円

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 7,179 2,325 32.4 56,290.03
20年3月期 7,225 2,864 39.6 69,341.69

（参考） 自己資本   21年3月期  2,325百万円 20年3月期  2,864百万円

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

21年3月期 △818 △147 988 1,139
20年3月期 338 △299 △180 1,341

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（基準日） 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 百万円 ％ ％

20年3月期 ― 1,500.00 ― 1,500.00 3,000.00 123 42.4 4.4
21年3月期 ― 1,550.00 ― 850.00 2,400.00 99 △60.8 3.8

22年3月期 
（予想）

― 500.00 ― 1,100.00 1,600.00 30.0

3.  22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結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 
連結累計期間

4,040 △1.1 30 △52.1 20 △82.2 △25 ― △605.18

通期 9,340 17.8 470 ― 470 ― 220 ― 5,325.58



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) 連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

（注）詳細は、23ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、36ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期 41,310株 20年3月期 41,310株

② 期末自己株式数 21年3月期  ―株 20年3月期  ―株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年3月期の個別業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

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

21年3月期 7,883 △22.3 53 △90.2 77 △85.5 △110 ―

20年3月期 10,149 6.3 543 20.3 532 9.0 251 △4.6

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
円 銭 円 銭

21年3月期 △2,685.88 ―

20年3月期 6,078.02 ―

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 6,945 2,251 32.4 54,512.03
20年3月期 6,846 2,566 37.5 62,138.05

（参考） 自己資本 21年3月期  2,251百万円 20年3月期  2,566百万円

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

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については、
３ページ「１．経営成績（1）経営成績に関する分析」をご覧ください。 



(1）経営成績に関する分析 

① 当期の経営成績 

 当連結会計年度におけるわが国経済は、米国発の世界的金融危機による信用収縮や景気の下振れ懸念により、かつ

てないほどの落ち込みをみせ、特に平成20年９月の米国金融機関の破綻以降、世界経済の同時減速が顕著となり、急

激な円高、企業業績の悪化、大幅な雇用調整を招くなど深刻な景気後退局面を迎えました。住宅業界におきまして

も、個人消費の冷え込みが強まるなかで、不動産市況の悪化や購入資金調達難などから住宅着工数の低迷は長期化

し、大変厳しい状況が続いております。 

 このような状況の下、当社グループにおきましては、新ブランド名称「ＢＥＳＳ（ベス）」(注1)を掲げ、タイム

シェア事業も包含した「暮らしブランド」としての展開を推進するとともに、前期後半から続く住宅事業新規契約高

の落ち込みを早期に回復させるべく、全社一丸となって、懸命の経営努力を積み重ねてまいりました。 

  

（連結業績の概要） 

 当連結会計年度における売上高は7,930百万円（前期比22.5％減）、売上棟数は665棟（前期比28.3％減）、営業利

益は5百万円（前期比99.0%減）、経常利益は34百万円（前期比94.3％減）、当期純損失として162百万円（前期は292

百万円の当期純利益）を計上いたしました。 

 売上高は、前連結会計年度下期から続いていた新規契約の低迷の影響や「ＢＥＳＳ街区」(注2)の販売に遅れが生

じたことなどから、大幅な減収となりました。これに対し、人件費を中心に固定費の圧縮に努めましたが、経常利益

も大幅な減益となり、急激な円高によるデリバティブ評価損168百万円の計上が加わり、 終的には当期純損失を計

上するのやむなきに至りました。 

（種類別セグメントの業績概要） 

 当社グループは、平成20年４月から、「自然派個性住宅」(注3)のオリジナルブランド「ビッグフット」を「ＢＥ

ＳＳ」に改め、フェザント事業も包含した「暮らしブランド」として展開を広げたほか、「ＢＥＳＳ革命」をスロー

ガンとして抜本的な改革活動を推進しております。これを機に、これまでの「ビッグフット事業」を「ＢＥＳＳ・住

宅事業」へ、「フェザント事業」を「ＢＥＳＳ・タイムシェア事業」へと名称を改めております。 

イ．ＢＥＳＳ・住宅事業 

 商品面におきましては、平成17年５月に発売以来、来場客の人気№１のシリーズである「程々の家」を平成20年11

月にリニューアルし、「造りすぎず、飾りすぎず」のコンセプトは継承しながら、意匠を深化させ、さらに味わい深

いモデルを開発するとともに、モデルプランの選択幅を拡充しました。ログハウスにつきましては、平成20年10月か

ら平成21年２月末までの期間限定で、「薪ストーブのある暮らし」をテーマに、カントリーカットログハウスとラウ

ンドカットログハウスの特別モデルを開発・販売いたしました。 

 営業拠点におきましては、平成21年３月31日現在で地区販社数は20社、営業拠点数は30拠点（直営及び子会社各１

拠点含む。）に留まりましたが、地区販社に準じる「ＢＥＳＳ特約店制度」(注4)を新たに追加し、鹿児島と和歌山

に２拠点が加わることとなりました。 

 「ＢＥＳＳ街区」事業におきましては、個人消費マインドの落ち込みや不動産市況の急激な悪化などにより苦戦を

強いられましたが、自然派個性住宅「ＢＥＳＳ」のブランドを前面に掲げ、既存の手持ち販売用不動産(たな卸資産)

の販売（資金回収）に注力した結果、前期末残高に当期中増加高を加えた総額852百万円の販売用不動産のうち

30.9％を販売（売上高378百万円）し、「ＢＥＳＳ街区」にかかる販売用不動産期末残高は590百万円となりました。

 新しい連結子会社である株式会社ＢＥＳＳパートナーズ（平成20年９月16日設立、以下ＢＰ社という。）につきま

しては、平成21年１月１日付会社分割により当社が地区販社から引き継いだ札幌地区の住宅事業を行っており、現

在、事業基盤の整備を重点的に推進しております。 

 カナダ連結子会社であるBIG FOOT MANUFACTURING INC.（以下ＢＦＭ社という。）につきましては、物流拠点の整

理・製造拠点への統合を中心とする組織再編が一巡したことから、ログハウス部材の製造工程に新たに加工機械を投

入し本稼動させることで生産能力の増強と生産効率の向上を図り、来る北米向け販売事業の本格化に備えることがで

きました。 

  

 以上の結果、当連結会計年度におけるＢＥＳＳ・住宅事業の売上高は7,816百万円（前期比22.9％減）となり、682

百万円（前期比53.2％減）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、前連結会計年度下期から続いていた新規契約の低迷の影響で期中における新

規契約（受注）高は、6,856百万円と前期比86.2％にとどまりました。しかし、生命線である展示場来場客の確保に

向け、景気後退に連動して削減の対象となっていた広宣販促活動への投資を地区販社において活性化させる施策によ

り、期末時点では回復の兆しがみられるようになり、期末契約(受注)残高においては、3,637百万円となり、前期比

95.4％まで回復してきております。 

１．経営成績



  

ロ．ＢＥＳＳ・タイムシェア事業 

 日本国内における別荘タイムシェア市場の創造（普及）を目指し、また既存施設の流動化による投資回収の促進を

目的として別荘タイムシェア事業に取り組んでまいりました。 

 営業面では、前連結会計年度より、ＢＥＳＳ事業としての相乗効果を狙い、タイムシェア販売をＢＥＳＳ住宅部門

（展示場）でも展開する等の改善策を実施しております。当連結会計期間においては、フェザント・タイムシェアを

より良く理解していただくための活動として、まずは当社の住宅部門のストック顧客に対し、タイムシェアの活用方

法等を記載した「ウエルカムニュース」(注5)の配信を行い、また薪ストーブの楽しさをアピールした期間限定のキ

ャンペーン等を実施いたしました。 

 以上の結果、当連結会計年度におけるＢＥＳＳ・タイムシェア事業の売上高は118百万円と前期比26.1％の増加と

なり、一定の成果をあげることができました。営業利益面におきましても、既定の原価処理方針に基づきたな卸資産

取得原価の早期償却を実施しておりますが、当連結会計年度の営業損失は159百万円となり、前期比69百万円の収益

改善となりました。 

 なお、当期においても固定資産の減損の兆候を認識したため減損テストを実施しましたが、20年の長期的な観点で

の回収見込みについては投資額を上回ることが確認できましたので、ＢＥＳＳ・タイムシェア事業関連の固定資産の

減損処理は不要であると判断しております。 

 また、ＢＥＳＳ・タイムシェア事業は４年目を迎え、早期償却してきたたな卸資産取得原価（税務上加算）に対す

る繰延税金資産について、タイムシェア販売に関する実績データが蓄積され、かつその実績が安定してきたことによ

り、一定の回収が確実に見込めるとの判断により、当期より繰延税金資産の評価性引当金を一部解除しておりま

す。  

(注)１『ＢＥＳＳ（ベス）』 

ＢＥＳＳとは、「Big foot Embodiment & Spread System」の略称です。これまで20年以上培ってきた「ビ

ッグフットのＤＮＡ」(Big foot)を、具現化し(Embodiment)、広める(Spread)仕組み(System)の意を表しま

す。 

２『ＢＥＳＳ街区』 

  ＢＥＳＳブランドの建物による街づくり構想 

３『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。 

４『ＢＥＳＳ特約店制度』 

ＢＥＳＳマーケット拡大策の一つ。従来の地区販社制度における販社加盟条件は、常設の単独展示場にモデ

ルハウス３棟以上の開設かつ専任営業３名以上が必須でしたが、当該制度により、常設または仮設の単独展

示場にモデルハウス１棟以上かつ専任営業１名以上を配置する条件を満たすことにより、ＢＥＳＳ特約店と

してＢＥＳＳ全商品の取扱い及びＢＥＳＳブランドを用いた宣伝活動も可能といたしました。 

５『ウエルカムニュース』 

  平成20年８月創刊のＢＥＳＳ登録者を対象としたＢＥＳＳ固有の価値観を伝達するためコミュニケーション

紙。同紙の表面は、ＢＥＳＳブランドの 新情報や商品の裏話等、裏面は、各展示場が個別に編集したイベ

ント情報等その地域の登録者へ向けたコンテンツで構成しております。 

  
   
② 次期の見通し 

 厳しい経済環境は次期も続くと予想されますが、ＢＥＳＳグループにおきましては、昨年後半以降の積極的な広宣

販促活動により、これまで低迷していた展示来場者数も回復基調にあり、加えて政府より景気対策として打ち出され

た住宅減税の効果も期待でき、次期の新規契約数は増加を見込んでおります。 

 具体的には、地区販社の拡充につきましては、販社より加盟ハードルの低い「特約店制度」の創設により、全国で

未だ展示場のない地域を埋めることで潜在需要の掘り起こしを狙います。また、引き続き「ＢＥＳＳ街区」の全国展

開により、展示場来場客の約60％を占める土地未入手客(土地と建物を合わせての対応が必要)への営業対応を支援し

ていきます。 

 別荘市場の開拓につきましては、景気低迷による先行きへの不安感から、これまで多くの潜在客が購入を先送りし

てきましたが、団塊世代の退職ラッシュに伴う別荘需要の増加は依然として期待でき、今後も対応主力商品である

「２ndコテージ」(注6)と後述の「別荘タイムシェア」事業の相乗効果を高めることで別荘市場の開拓を進めてまい

ります。 

  



 また、ＢＥＳＳ流スローライフのシンボル的存在である薪ストーブについて、長年の課題であった設置に対する法

規制が緩和されたことにより、薪ストーブ関連工事及び本体契約の増加にも少なからず寄与すると予想しておりま

す。 

 ＢＥＳＳ・タイムシェア事業におきましては、従来通り独自に宣伝活動を行う他、前述の別荘需要開拓の観点から

ＢＥＳＳ展示場来場客における別荘需要対応の商品アイテムとしても位置づけることで販売対象客を拡大し販売強化

に結びつけてまいります。 

  

 カナダ連結子会社であるＢＦＭ社につきましては、昨年投入した 新加工機械の稼動を安定させ、生産効率の向上

に努めるとともに、アメリカへの販売チャンネルの拡大を進めて行く計画です。  

 

 以上の取り組みにより、連結業績につきましては下表の数値を見込んでおります。期首契約（受注）残高が3,637

百万円（前期比95.4%）であることから、前半期（第2四半期累計期間）まではほぼ前年並みの水準を想定しておりま

すが、その期間の売上計上の大半が第2四半期（7－9月期）に偏っているため、第1四半期（4－6月期）は営業赤字を

見込んでおります。ただし通期におきましては、先述の新規契約数の増加が年度後半期（第3、第4四半期）の業績に

寄与すると予想しております。 

  

     22年３月期の連結業績予想（平成21年４月１日～平成22年３月31日）  

  

(注)６『２ndコテージ』 

主に団塊の世代向けに、マルチハビテーション（複数の生活拠点を持ち、平日は都会で仕事をし、週末はの

んびりと田舎で過ごすライフスタイル）を意識して販売している小型のロフト付き平屋タイプのモデル。 

  

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、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      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）   

  

 当連結会計年度は、中期３ヵ年の 終年度にあたり、その結果を以下の通りご報告いたします。 

 上記の各目標に対する実績は、「売上高目標」については88％、「経常利益目標」についての３ヵ年平均は74％、

「経費の生産性目標」に対しての３ヵ年平均115％と、いずれの指標におきましてもそれぞれの目標130％に対し大幅

な未達成となりました。 

 その要因は、当社事業を取り巻く外的環境においては、前連結会計年度までの改正建築基準法施行に伴う住宅着工

の大幅減少等に加え、当連結会計年度に至っては、特に米国金融機関の破綻以降、個人消費の冷え込みにより不動産

市況が急激に悪化し、住宅購入資金調達難などから住宅着工数が低迷したことが上げられます。また、当社グループ

内部要因といたしましては、販社において景気減退に呼応して広宣販促活動への資金投下が鈍り、生命線である展示

場来場客数が減少し、それにより新規契約が低迷したこと、また当社においても「ＢＥＳＳ街区」の販売に遅れが生

じたことなどから、当連結会計年度において大幅な減収減益となり、結果として、昨年までの計画進捗の遅れを取り

戻すことはできませんでした。 

 次期につきましては、係る反省を踏まえたうえで、ここ数年来の事業停滞を取り戻すべく努力を続けるとともに、

更なる成長基盤を整えるべく邁進する考えであります。 

  

  売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

  

第１四半期 

連結累計期間 

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

1,510  △2.3  △170  －  △175  －  △125  － 

第２四半期 

連結累計期間 
4,040  △1.1  30  △52.1  20  △82.2  △25  － 

通期 9,340  17.8  470  －  470  －  220  － 



④ 目標とする経営指標の達成状況 

 当社グループでは、成長性、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。 

 当連結会計年度における受注・契約棟数632棟（前期比20.3％減）、売上高7,930百万円（前期比22.5％減）、売上

高営業利益率0.1％（前連結会計年度5.9％）、ＲＯＥ△6.3％（前連結会計年度10.3％）、配当性向△60.8％（前連

結会計年度42.4％）となっております。 

(2）財政状態に関する分析 

① 資産、負債及び純資産の状況 

 当連結会計年度末の総資産は7,179百万円（前連結会計年度末比45百万円減少）、負債は4,854百万円（前連結会計

年度末比493百万円増加）、純資産は2,325百万円（前連結会計年度末比539百万円減少）となりました。 

 総資産につきましては、現金及び預金の減少202百万円、販売用不動産の増加140百万円、並びに新規連結子会社で

あるＢＰ社資産の増加281百万円、及び為替影響によるＢＦＭ社の資産円価額の減少203百万円等の要因により全体で

は横ばいとなりました。 

 負債の主な増加要因は、短期借入金が1,100百万円増加した一方、買掛金及び工事未払金の減少199百万円、前受金

及び未成工事受入金の減少309百万円、及び未払法人税等の減少173百万円となったことによります。 

 純資産の主な減少要因は、当期純損失の計上△162百万円及び配当金の支払いによる減少125百万円、前連結会計年

度末と比較した円高の進行に伴う評価・換算差額等(繰延ヘッジ損益及び為替換算調整勘定)の減少250百万円であり

ます。 

 その結果、自己資本比率は前連結会計年度末から7.2ポイント減の32.4％となりました。 

  

② キャッシュ・フローの状況 

 当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は1,139百万円となり、前連結会計年度末

1,341百万円に対し202百万円の減少となりました。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） 

 当連結会計年度において営業活動に使用した資金は、818百万円（前連結会計年度338百万円の獲得）となりまし

た。 

 これは主に、減価償却費174百万円（前連結会計年度113百万円）、たな卸資産の減少12百万円（前連結会計年度36

百万円の増加）などの資金増加要因を、税金等調整前当期純損失141百万円（前連結会計年度566百万円の利益）、売

上債権の増加25百万円（前連結会計年度42百万円の減少）、仕入債務の減少235百万円（前連結会計年度25百万円の

増加）、前受金及び未成工事受入金の減少481百万円（前連結会計年度207百万円の減少）、法人税等の支払額218百

万円（前連結会計年度248百万円）などの資金減少要因が上回ったことによるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は、147百万円（前連結会計年度299百万円）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74百万円（前連結会計年度247百万円）、事業譲受による支出12百万

円、無形固定資産の取得による支出８百万円（前連結会計年度７百万円）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） 

 財務活動による資金の増加は、988百万円（前連結会計年度180百万円の減少）となりました。 

 これは、短期借入金の純増額1,100百万円（前連結会計年度200百万円）、長期借入れによる収入300百万円の資金

増加要因が、長期借入金の返済285百万円（前連結会計年度262百万円）と配当金の支払125百万円（前連結会計年度

118百万円）などの資金減少要因を上回ったこと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。 

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。 

  
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 

平成21年 

３月期 

自己資本比率（％）  33.9  33.2  38.5  39.6  32.4

時価ベースの自己資本比率（％）  123.9  85.8  49.8  37.7  11.5

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（倍）  1.8  3.9  2.9  3.3  －

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍）  19.8  8.7  12.0  10.8  －



  

(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、配当を含めた利益還元につきまして、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、株主の皆様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。 

 第24期の配当につきましては、上記方針に基づき、１株につき年間2,400円の配当（うち中間配当1,550円）を実施

することを、第24回定時株主総会に付議する予定であります。 

 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。 

 なお、第24期の中間配当についての取締役会決議は、平成20年11月12日に行っております。 

 また、第25期の配当につきましては、１株につき年間1,600円の配当（うち中間配当500円）を見込んでおります。

  

(4）事業等のリスク 

 以下において、当社及び当社グループの事業の状況並びに経理の状況等に関する事項のうち、リスク要因となる可

能性があると考えられる主な事項及びその他投資者の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる事項を記載しておりま

す。当社グループは、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の対応に努める方

針であります。なお、以下の事項のうち将来に関する事項は、本決算短信発表日現在において当社グループが判断し

たものであり、不確実性を内在しているため、実際の結果と異なる可能性があります。 

 

① 経済環境、金利動向等 

 当社グループの主たる顧客は一般個人であることから、雇用情勢、地価の推移、金利の動向及び住宅税制の変更等

の影響を受けやすい傾向があります。開業当初、当社の商品は経済的に比較的余裕のある層を対象とした別荘が主で

あり、このような影響を受けにくい面がありましたが、近年、自宅用途の比率が高まっているため、諸情勢が悪化し

た場合には、当社グループの業績及び財政状態に影響を与える可能性があります。 

  

② 為替変動 

 当社グループは、主としてカナダ、フィンランドから主要な住宅部材を輸入しているため、為替変動による影響を

受けております。当社として為替予約等のリスクヘッジ策を講じておりますものの、その動向は不透明であり、予想

を上回る為替変動が生じた場合には、当社グループの業績及び財政状態に影響を与える可能性があります。 

 

③ 原材料市況等の変動 

 当社グループの主要な原材料である木材は天然資源であり、市場価格の変動が当社グループの仕入価格に波及する

点は避けがたい状況にあります。また、当社が負担する輸入コストについては、原油価格の高騰やコンテナ需給の逼

迫等によって上昇することがあります。これらの原材料市況等に予想を上回る変動が生じた場合には、当社グループ

の業績及び財政状態に影響を与える可能性があります。 

④ ＢＥＳＳ・住宅事業への依存 

 当社グループは、ブランド名称「ＢＥＳＳ」を使用し、ログハウスに代表される自然材（無垢材）を多用した住宅

の販売及び施工事業（ＢＥＳＳ事業）を展開しております。現在、当社グループにおいては、ＢＥＳＳ事業に経営資

源のほとんどを投入しており、ＢＥＳＳ事業に依存しております。ＢＥＳＳ事業は、「こころを遊ばせる暮らしを求

めるユーザー」に対して、その道具としてふさわしい「自然派個性住宅」を商品として提供するビジネスであり、当

社グループといたしましては、その事業コンセプトは流行に左右されない普遍性があると考えており、今後も主力事

業として販売等の拡大を図っていく方針であります。しかしながら、一般住宅との競合や市場環境の急激な変化等、

不測の事態が生じ、販売拡大に支障を来たした場合、当社グループの業績及び財政状態に影響を与える可能性があり

ます。 

 

⑤ 地区販社への依存 

 当社グループの国内販売体制は、ログハウス等のキット販売及びログハウス等の工事請負を顧客に対して直接行う

直販部門と、ログハウス等のキット販売及び販促物の販売等を地区販社に対して行う販社部門から構成されており、

販社部門はフランチャイズ契約に基づき、全国24道県に20社29拠点の地区販社を展開しております。当社グループの

売上高に占める販社部門の割合は66.5％（平成21年３月期）に達しており、今後も全国に地区販社の営業拠点を増や

す計画であります。地区販社に対しては、マーケティング活動に主眼を置いた顧客創造のためのフランチャイズシス

テムを導入し、営業戦略に基づくきめ細かな指導育成を行っております。しかしながら、地域経済の動向や地区販社

の業績悪化等により主要な地区販社が経営不振に陥った場合、又は複数の有力な地区販社が同時期に離脱した場合に

は、当社グループの業績及び財政状態に影響を与える可能性があります。 

  



⑥ カナダ子会社への生産体制の依存 

 当社は、カナダの連結子会社であるＢＦＭ社において生産された住宅部材を一括して輸入し、国内において販売等

を行っております。当社単体のＢＥＳＳ事業の仕入高に占めるＢＦＭ社の割合は平成21年３月期において16.3％であ

ります。ＢＦＭ社に対しては、これまで生産設備の増強や人的支援を行い、安定生産と品質確保に努めております

が、不測の事態が生じて商品供給に支障を来たした場合には、当社グループの業績及び財政状態に影響を与える可能

性があります。 

 

⑦ 法的規制等 

 当社グループは住宅事業を営んでおり、日本国内において建築基準法、住宅品質確保促進法その他多数の法令によ

り、規制を受けています。今後、これらの規制の改廃や新たな法的規制が設けられる場合には、当社グループの業績

及び財政状態に影響を与える可能性があります。 

 イ．建築基準法 

 当社グループの商品には、外壁に天然木を使用しているために、各地域の防火規制により建設可能地域が限定され

ているものがあります。これまでの技術開発により、ハンドヒューンログハウスを除く他の６シリーズについては、

既に準防火地域での建設が可能になっておりますが、今後の規制の動向によって影響を受ける可能性があります。 

 ロ．住宅品質確保促進法 

 住宅品質確保促進法により、住宅の構造耐力上主要な部分等の瑕疵に対する補修等が10年間義務付けられています

が、当社は独自の「ＢＥＳＳ安心総合保証制度」を設け、外部の住宅保証会社が顧客に対し、10年ごとに定期点検及

び必要な修補、保証更新の手続きを行うことで、 大30年間（平成20年４月以降契約物件については 大50年間）の

瑕疵保証を供与しています。そのため、同業他社に比してその度合いは相当に低減されるものの、当社グループの引

渡件数の増加に伴ってクレーム件数や保証工事が増加した場合、業績及び財政状態に影響を与える可能性がありま

す。また、顧客に引渡した商品に重大な瑕疵があるとされた場合には、それが当社グループの責によるか否かを問わ

ず、また実際の瑕疵の有無によらず、当社グループの評判が低下し、業績及び財政状態に影響を与える可能性があり

ます。 

 ハ．営業登録等 

 当社グループは、住宅事業を営むに際し、建築士法に基づく１級建築士事務所登録（有効期間：平成17年８月17日

から平成22年８月16日まで）、建設業法に基づく特定建設業許可（有効期間：平成18年９月５日から平成23年９月４

日まで）及び宅地建物取引業法に基づく宅地建物取引業免許（有効期間：平成19年２月23日から平成24年２月22日ま

で）を取得し、各法令の規定に基づいて業務を遂行しており、それぞれの登録等において届出が必要な資格を有する

者は当社内に複数在籍しております。当社グループでは、これらの登録等の諸条件や各法令の遵守に努めており、現

状においては、これらの登録等が取消しとなる事由は認識しておりません。しかしながら、万一法令違反等によって

登録等が取消された場合、当社グループの業績及び財政状態に影響を与える可能性があります。 

⑧ ブランドイメージの低下 

 当社グループの重要な販売網である地区販社は、当社と共通の「ＢＥＳＳ」ブランドを使用しております。従っ

て、個々の地区販社において不祥事や経営破綻が発生した場合、単に当該販社に対する売上低下等の影響を受けるだ

けではなく、当社グループのブランドイメージの低下を招くことが考えられるため、業績及び財政状態に影響を与え

る可能性があります。 

  

⑨ 工事の外注管理 

 当社グループは、ログハウス等の工事を請負っておりますが、その施工を外注先に委託しております。外注管理に

ついては、外注先との定例会議や各施工現場の一般公開等を通じて徹底を図っておりますが、外注先の不手際等によ

り重大なクレーム等が発生した場合には、当社グループの評判が低下し、業績及び財政状態に影響を与える可能性が

あります。 

 

⑩ 個人情報の管理 

 当社グループ及び地区販社では、展示場の来場客等についての個人情報をアンケート形式で収集し、管理しており

ます。当該個人情報の管理には、十分な注意を払い適切な対策を講じるとともに、今後、情報管理のセキュリティ機

能強化等により一層の管理強化を図る方針ですが、これらの情報が何らかの事由により外部に漏洩した場合、当社グ

ループの信用が低下し、業績及び財政状態に影響を与える可能性があります。 

  



⑪ 新株予約権の行使による株式価値の希薄化 

 当社は、業績向上に対する意欲や士気を高めることを目的としてストックオプション制度を採用しており、旧商法

第280条ノ20及び旧商法第280条ノ21の規定に基づく新株予約権を当社の取締役に対して付与しております。当該付与

している新株予約権の行使が行われた場合、保有株式の株式価値が希薄化する可能性があります。期末日現在、スト

ックオプションによる潜在株式数は4,200株であり、期末発行済株式総数41,310株の10.2％に相当しております。 

 

⑫ ＢＥＳＳ・タイムシェア事業の育成 

 当社グループは、平成17年10月から別荘タイムシェアの販売及びその運営管理を行っております。本事業は当社初

の不動産事業を含み、他に先例の少ないビジネスモデルでもあることから、事前の事業検討にも係わらず、当初の計

画に比し販売進捗の遅れ等予期せぬ事態が生じることも考えられ、それにより円滑な事業運営に支障を来たした場

合、当社グループの業績及び財政状態に影響を与える可能性があります。 

  

⑬ たな卸資産（販売用不動産）の増加及びその評価 

 当社グループは、ＢＥＳＳブランドの自然派個性住宅による街区構想（個性豊かな本物の木の家による街並みづく

り）において、建売分譲販売をしております。当該分譲物件は、顧客への引き渡しを完了するまでは当社グループ所

有の販売用不動産として管理することとなります。よって、長期に亘りその販売先が決まらないなどの理由により滞

留在庫となった場合、当社グループの業績及び財政状態に影響を与える可能性があります。 

 

⑭ 固定資産の減損損失 

 当社グループにおいて保有する固定資産に関し、その時価の低下又は事業の収益性の低下により減損損失を計上す

ることとなった場合、当社グループの業績及び財政状態に影響を与える可能性があります。 

  

⑮ 短期運転資金借入 

 当社は、金融機関とのコミットメントライン契約により、短期運転資金（販売用不動産の取得資金を除く）として

借入を行っております。当該契約には担保・資産・財務制限条項を含むことから、それぞれの条項に抵触し借入債務

について期限の利益を失うこととなった場合、当社グループの業績及び財政状態に影響を与える可能性がありま

す。  

  



 当社グループは、当社（株式会社アールシーコア）及び連結子会社２社（ＢＦＭ社及びＢＰ社）で構成されており、

「ＢＥＳＳ・住宅事業」と「ＢＥＳＳ・タイムシェア事業」を行っております。 

 ＢＥＳＳ・住宅事業におきましては、当社がログハウス等の商品の企画、開発、設計を、ＢＦＭ社がログシェル

（注）の製造を、当社及びＢＰ社がログハウス等のキット販売・施工請負等を行っております。資材の調達は当社及び

ＢＦＭ社並びにＢＰ社で行っております。また、販売につきましては、日本国内のＢＥＳＳ販社及び本部直販の顧客向

けについては分譲住宅・宅地を含めて当社が行い、札幌地区の顧客向けについてはＢＰ社が行い、北米向けについては

ＢＦＭ社が行っております。 

 ＢＥＳＳ・タイムシェア事業においては、ＢＥＳＳ仕様のタイムシェア別荘を販売し、その運営管理を行っておりま

す。 

  （注）丸太又は成型された大断面の木材を用いたハンドヒューンログハウス、カントリーカットログハウス等の 

     構造躯体を指します。 

(1）事業系統図 

 当社グループにおける事業の系統図は、次の通りであります。 

 
(2）関係会社の状況 

（注）ＢＦＭ社は特定子会社に該当しております。 

   

２．企業集団の状況

名称 
（略称） 

住所 
資本金

  
主要な事業
の内容 

議決権の
所有割合 

関係内容

（連結子会社）           

BIG FOOT MANUFACTURING 

INC.（注） 

（ＢＦＭ社） 

カナダ ブリテ  

ィッシュコロン

ビア州 

 

(千CANドル)

7,250 ＢＥＳＳ・ 

住宅事業 

 

(％)

100.0
当社ログハウス等のキッ

トを製造販売している。 

役員兼務２名。 

株式会社ＢＥＳＳパート

ナーズ 

（ＢＰ社） 

  

（本社） 

 東京都渋谷区 

（展示場） 

 北海道江別市  

 

(千円)

10,000 ＢＥＳＳ・ 

住宅事業 

 

(％)

100.0

当社ログハウス等のキッ

ト販売、施工の請負をし

ている。 

役員兼務３名。   



(1）会社の経営基本方針 

 当社は、経営理念・経営基本方針を以下の通り掲げております。 

 

経営理念 

我々は信用を第一とし、情報の具現化によって、相互の利益を追求する。 

 

 経営基本方針 ※（ ）内は主な実践内容を示します。 

１．少数精鋭 

（売上総利益人件費率に着目した事業運営） 

２．顧客のクライアント化 

（顧客に迎合せず、商品力や営業システム、保証制度等で顧客の信頼を高める営業方針） 

３．ソフト化による高付加価値の実現 

（心豊かな暮らし＜ソフト＞を提案することで木の家＜ハード＞を拡販） 

４．ストレートシンキング 

（目的意識を常に自問しながら、プロとして 速かつ 効率の解決策を追求） 

５．貢献に報いる公平な配分 

（会社への貢献を重視した個人責任目標を設定し、その達成度を業績評価に直接反映） 

 

 以上の経営理念、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を提供する「ＢＥＳＳ・住宅事業」並びに、ＢＥＳＳの建物による別荘タイムシェア

分譲及びその運営管理を行う「ＢＥＳＳ・タイムシェア事業」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、

ＢＥＳＳが「オンリー・ワン」ブランドとして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。 

 
(2）目標とする経営指標 

当社グループでは、成長性、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、配当性向を重要な経営指標と認識しております。 

  

(3）中長期的な会社の経営戦略 

当社グループは企業価値の継続的増大を目指し、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り組むことを

経営戦略の基本としています。 

なお、近年の当社の生産性低下及び業態の複雑化に対応するため、今期より「収益ユニット制度」を導入し、収益

ユニット毎に経営責任者を任命し、計画立案、執行、予実管理及び業績評価を行う組織区分に変更しました。本制度

導入により、ユニット責任者の経営感覚を醸成すると同時に経営資源の配分を 適化（経営戦略を明確化）し、業績

の向上を目論見ます。 

  

(4）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．経営方針



４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,341,808 1,139,716

売掛金及び完成工事未収入金 359,315 362,147

リース債権 － 12,167

たな卸資産 1,062,201 －

商品及び製品 － 238,693

仕掛品 － 10,661

原材料及び貯蔵品 － 128,082

販売用不動産 － 605,716

仕掛販売用不動産 － 19,836

未成工事支出金 － 209,744

繰延税金資産 99,205 191,573

その他 121,892 124,993

貸倒引当金 △5,247 △4,505

流動資産合計 2,979,178 3,038,828

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 874,740 951,353

減価償却累計額 △271,125 △318,826

建物及び構築物（純額） 603,614 632,527

機械装置及び運搬具 433,618 457,947

減価償却累計額 △324,250 △291,451

機械装置及び運搬具（純額） 109,368 166,496

土地 3,008,194 2,985,890

リース資産 － 7,155

減価償却累計額 － △5,695

リース資産（純額） － 1,460

建設仮勘定 157,444 －

その他 97,689 70,768

減価償却累計額 △74,568 △56,640

その他（純額） 23,121 14,127

有形固定資産合計 3,901,742 3,800,502

無形固定資産   

リース資産 － 4,816

その他 52,278 38,006

無形固定資産合計 52,278 42,823

投資その他の資産   

投資有価証券 33,054 32,756

繰延税金資産 86,716 44,509

その他 193,573 241,345

貸倒引当金 △20,950 △20,963

投資その他の資産合計 292,393 297,647

固定資産合計 4,246,415 4,140,972

資産合計 7,225,593 7,179,801



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金及び工事未払金 876,984 677,100

短期借入金 200,000 1,300,000

1年内返済予定の長期借入金 255,400 249,780

リース債務 － 1,982

未払法人税等 173,995 －

前受金及び未成工事受入金 1,374,744 1,065,737

アフターサービス引当金 58,820 60,287

工事損失引当金 － 15,541

その他 433,054 422,149

流動負債合計 3,372,999 3,792,578

固定負債   

長期借入金 674,400 694,620

リース債務 － 5,227

繰延税金負債 22,343 14,506

退職給付引当金 28,832 33,448

役員退職慰労引当金 153,041 163,453

その他 109,470 150,625

固定負債合計 988,088 1,061,881

負債合計 4,361,088 4,854,460

純資産の部   

株主資本   

資本金 560,480 560,480

資本剰余金 618,925 618,925

利益剰余金 1,558,123 1,269,147

株主資本合計 2,737,528 2,448,552

評価・換算差額等   

繰延ヘッジ損益 5,800 △57,322

為替換算調整勘定 121,176 △65,888

評価・換算差額等合計 126,976 △123,210

純資産合計 2,864,505 2,325,341

負債純資産合計 7,225,593 7,179,801



（２）連結損益計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 10,229,241 7,930,025

売上原価 7,197,594 5,525,493

売上総利益 3,031,647 2,404,532

販売費及び一般管理費 2,431,295 2,398,605

営業利益 600,351 5,926

営業外収益   

受取利息 16,333 7,412

為替差益 － 14,290

販売協力金 54,389 43,408

その他 14,590 10,838

営業外収益合計 85,313 75,950

営業外費用   

支払利息 30,347 32,179

為替差損 52,178 －

支払手数料 － 12,385

その他 4,027 3,228

営業外費用合計 86,553 47,793

経常利益 599,111 34,084

特別利益   

固定資産売却益 － 201

特別利益合計 － 201

特別損失   

固定資産売却損 89 149

固定資産除却損 32,569 7,437

デリバティブ評価損 － 168,142

特別損失合計 32,658 175,728

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

566,453 △141,442

法人税、住民税及び事業税 283,111 20,377

法人税等調整額 △8,957 1,160

法人税等合計 274,153 21,538

当期純利益又は当期純損失（△） 292,299 △162,980



（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 560,480 560,480

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 560,480 560,480

資本剰余金   

前期末残高 618,925 618,925

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 618,925 618,925

利益剰余金   

前期末残高 1,384,589 1,558,123

当期変動額   

剰余金の配当 △118,766 △125,995

当期純利益又は当期純損失（△） 292,299 △162,980

当期変動額合計 173,533 △288,976

当期末残高 1,558,123 1,269,147

株主資本合計   

前期末残高 2,563,994 2,737,528

当期変動額   

剰余金の配当 △118,766 △125,995

当期純利益又は当期純損失（△） 292,299 △162,980

当期変動額合計 173,533 △288,976

当期末残高 2,737,528 2,448,552

評価・換算差額等   

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 82,755 5,800

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △76,955 △63,123

当期変動額合計 △76,955 △63,123

当期末残高 5,800 △57,322

為替換算調整勘定   

前期末残高 157,331 121,176

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △36,155 △187,064

当期変動額合計 △36,155 △187,064

当期末残高 121,176 △65,888

評価・換算差額等合計   

前期末残高 240,086 126,976

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △113,110 △250,187

当期変動額合計 △113,110 △250,187

当期末残高 126,976 △123,210



（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

純資産合計   

前期末残高 2,804,081 2,864,505

当期変動額   

剰余金の配当 △118,766 △125,995

当期純利益又は当期純損失（△） 292,299 △162,980

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △113,110 △250,187

当期変動額合計 60,423 △539,163

当期末残高 2,864,505 2,325,341



（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純
損失（△）

566,453 △141,442

減価償却費 113,973 174,498

貸倒引当金の増減額（△は減少） 4,102 △728

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,280 4,616

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 6,641 10,411

アフターサービス引当金の増減額（△は減少額） 3,332 1,467

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △12,000 －

賞与引当金の増減額（△は減少） － 535

受取利息及び受取配当金 △16,333 △7,412

支払利息 30,347 32,179

固定資産売却損益（△は益） 89 △52

固定資産除却損 28,689 7,437

デリバティブ評価損益（△は益） － 168,142

売上債権の増減額（△は増加） 42,989 △25,610

たな卸資産の増減額（△は増加） △36,435 12,716

仕入債務の増減額（△は減少） 25,721 △235,375

前受金及び未成工事受入金の増減額（△は減少
額）

△207,282 △481,105

その他 49,018 △98,554

小計 601,587 △578,277

利息及び配当金の受取額 16,331 7,410

利息の支払額 △31,239 △29,191

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △248,676 △218,526

営業活動によるキャッシュ・フロー 338,002 △818,585

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の取得による支出 △300 －

有価証券の売却による収入 1,815 －

有形固定資産の取得による支出 △247,436 △74,788

有形固定資産の売却による収入 215 3,205

無形固定資産の取得による支出 △7,613 △8,431

貸付けによる支出 △50,500 △8,000

貸付金の回収による収入 50,212 1,260

事業譲受による支出 － △12,947

その他 △46,136 △48,006

投資活動によるキャッシュ・フロー △299,743 △147,707

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 200,000 1,100,000

長期借入れによる収入 － 300,000

長期借入金の返済による支出 △262,000 △285,400

ファイナンス・リース債務の返済による支出 － △174

配当金の支払額 △118,048 △125,497

財務活動によるキャッシュ・フロー △180,048 988,928

現金及び現金同等物に係る換算差額 △10,886 △224,727

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △152,675 △202,092

現金及び現金同等物の期首残高 1,494,484 1,341,808

現金及び現金同等物の期末残高 1,341,808 1,139,716



  該当事項はありません。 

  

(5)継続企業の前提に関する注記

(6)連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目 

前連結会計年度 

（自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成20年４月１日 

至 平成21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 

 連結子会社１社を連結の範囲に含めて

おります。 

 連結子会社２社を連結の範囲に含めて

おります。 

  連結子会社の名称 

BIG FOOT MANUFACTURING INC. 

連結子会社の名称 

BIG FOOT MANUFACTURING INC. 

株式会社ＢＥＳＳパートナーズ  

 上記のうち、株式会社ＢＥＳＳパート

ナーズ については、当連結会計年度にお

いて新たに設立したため、連結の範囲に

含めております。 

(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。 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。 同左 

３ 連結子会社の事業年度等

に関する事項 

 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。 

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 

 償却原価法（定額法）によってお

ります。 

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 

  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 

  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 商品及び製品 

 主として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

基づく簿価切り下げの方法）によって

おります。 

  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 

 主として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

基づく簿価切り下げの方法）によって

おります。 

  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、ＢＥＳＳ・タイムシェア事

業（フェザント事業）に関する販売

用不動産については、販売見込収益

( 大３年間の見込)に対する当期販

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 

 主として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

基づく簿価切り下げの方法）によって

おります。 

なお、ＢＥＳＳ・タイムシェア事

業（フェザント事業）に関する販売

用不動産については、販売見込収益

( 大３年間の見込)に対する当期販

売実績の割合により原価配賦してお

ります。 



項目 

前連結会計年度 

（自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

  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 

 主として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

基づく簿価切り下げの方法）によって

おります。 

  ｅ 仕掛品、原材料 

 総平均法による原価法によってお

ります。 

ｅ 仕掛品 

 総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

簿価切り下げの方法）によっておりま

す。 

  ｆ 貯蔵品 

 総平均法による原価法によってお

ります。 

ｆ 原材料及び貯蔵品 

 総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

簿価切り下げの方法）によっておりま

す。  

    

  

（会計方針の変更） 

 当連結会計年度より「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日公表分）を

適用しております。 

 この変更による損益に与える影響は

ありません。 

(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 

① 有形固定資産（リース資産を除く） 

 定率法によっております。 

 ただし、当社及びＢＰ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

連結会計年度より、平成19年４月１日

以降に取得した有形固定資産につい

て、改正後の法人税法に基づく減価償

却の方法に変更しております。 

 こ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

額と備忘価額との差額を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。 

 この変更による損益に与える影響

は、軽微であります。 

  



項目 

前連結会計年度 

（自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

  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。 

② 無形固定資産（リース資産を除く） 

 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。 

         ―――― 

  

③ リース資産 

 リース期間を耐用年数とし、当社は

残存価額を零とする定額法を採用し、

ＢＦＭ社は定率法を採用しておりま

す。 

 なお、所有権移転外ファイナンス・

リース取引のうち、リース取引開始日

が平成20年３月31日以前のリース取引

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。  

(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。 

① 貸倒引当金 

同左 

  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 

 当社及びＢＰ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

間に対応する見積り費用を、過去の実

績値を勘案し計上しております。 

  ③      ―――― 

  

③ 工事損失引当金 

 当連結会計年度末手持工事のうち損

失の発生が見込まれるものについて、

将来の損失に備えるため、その損失見

込額を計上しております。 

  ④      ―――― 

  （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、当連結会計年度は確定債務として

流動負債の「その他」並びに販売費及

び一般管理費に含めて計上しておりま

す。 

④      ―――― 



項目 

前連結会計年度 

（自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成20年４月１日 

至 平成21年３月31日） 

  ⑤ 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。 

⑤ 退職給付引当金 

同左 

  ⑥ 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、内規による期末要支給額

を計上しております。 

⑥ 役員退職慰労引当金 

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。 

同左 

(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。 

―――― 

(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、特例処理の要件を満たす金利

スワップについては特例処理を採用し

ております。 

① ヘッジ会計の方法 

同左 

  ② ヘッジ手段とヘッジ対象 

イ）ヘッジ手段…為替予約、通貨オプ

ション 

ヘッジ対象…商品・原材料輸入の

予定取引 

ロ）ヘッジ手段…金利スワップ 

ヘッジ対象…借入金利息 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

イ）ヘッジ手段…為替予約、通貨オプ

ション、通貨スワッ

プ 

ヘッジ対象…商品・原材料輸入の

予定取引 

ロ）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 

 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、通貨オプション及び

通貨スワップ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。 



  

項目 

前連結会計年度 

（自 平成19年４月１日 

至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成20年４月１日 

至 平成21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。 

 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。 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

(7）その他連結財務諸表作

成のための重要な事項 

① 消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。 

① 消費税等の会計処理 

同左 

  ―――― ② 収益及び費用の計上基準 

 ファイナンス・リース取引に係る収

益の計上基準 

 売上高を計上せずに利息相当額を各

期へ配分する方法によっております。  

５ 連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項 

 連結子会社の資産及び負債の評価方法

は、全面時価評価法によっております。 

同左 

６ のれん及び負ののれんの

償却に関する事項 

 のれんの償却については、原則５年間

の定額法により行うこととしておりま

す。 

同左 

７ 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)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

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

―――――― （リース取引に関する会計基準） 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

おりましたが、当連結会計年度より「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））を適用し、通常の売買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、リース取引開始日が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。 

 この変更による損益に与える影響はありません。 

  

（連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関す

る当面の取扱い） 

 当連結会計年度より、「連結財務諸表作成における在

外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応

報告第18号 平成18年５月17日）を適用し、連結決算上

必要な修正を行っております。 

 この変更による損益に与える影響は軽微でありま

す。  

表示方法の変更

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

―――――― （連結貸借対照表） 

 「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則

等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日 内

閣府令第50号）が適用となることに伴い、前連結会計年

度において、「たな卸資産」として掲記されていたもの

は、当連結会計年度から「商品及び製品」「仕掛品」

「原材料及び貯蔵品」「販売用不動産」「仕掛販売用不

動産」「未成工事支出金」に区分掲記しております。な

お、前連結会計年度の「たな卸資産」に含まれる「商品

及び製品」「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」「販売用不

動産」「仕掛販売用不動産」「未成工事支出金」は、そ

れぞれ219,071千円、43,266千円、161,987千円、

269,318千円、216,111千円、152,445千円であります。 



  

(8)連結財務諸表に関する注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度 
（平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成21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。 

担保に供している資産 

※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   4,240千円

土地 2,402,428千円

計 2,406,669千円

建物及び構築物       3,118千円

土地   2,402,428千円

計   2,405,547千円

上記に対する債務 上記に対する債務 

一年以内返済予定の長期借入金 241,120千円

長期借入金 667,220千円

計 908,340千円

一年以内返済予定の長期借入金     202,600千円

長期借入金 564,620千円

計     767,220千円

 なお、利付国債9,984千円（「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9,986千円（「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        ――――― ※２ シンジケート方式によるコミットメントライン契約

 当社は運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀

行３行との間で総額12億円を借入れ枠とするシンジケ

ート方式によるコミットメントライン契約を締結して

おります。 

 当連結会計年度末におけるコミットメントライン契

約に係る借入金未実行残高等は下記の通りでありま

す。 

 コミットメントラインの総額 1,200,000千円 

 借入実行残高 1,200,000千円 

 差引額 －千円 

３ 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。 

３ 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（５件） 108,800千円 債務保証（１件）    15,000千円



  

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21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 

広告宣伝費及び販売促進費 521,234千円

アフターサービス引当金繰入額  53,624千円

給与手当及び雑給 870,890千円

退職給付費用 21,830千円

役員退職慰労引当金繰入額 9,725千円

貸倒引当金繰入額 4,102千円

減価償却費 59,818千円

広告宣伝費及び販売促進費 508,977千円

アフターサービス引当金繰入額 55,321千円

給与手当及び雑給 845,473千円

退職給付費用 21,449千円

役員退職慰労引当金繰入額 10,411千円

貸倒引当金繰入額 190千円

減価償却費 60,243千円

※２ 一般管理費に含まれる研究開発費は、92,034千円で

あります。 

※２ 一般管理費に含まれる研究開発費は、76,098千円で

あります。 

※３        ――――― ※３ 固定資産売却益の内容は次の通りであります。 

機械装置及び運搬具 76千円

その他 125千円

計 201千円

※４ 固定資産売却損の内容は次の通りであります。 ※４ 固定資産売却損の内容は次の通りであります。 

その他 89千円

計 89千円

その他 149千円

計 149千円

※５ 固定資産除却損の内容は次の通りであります。 ※５ 固定資産除却損の内容は次の通りであります。 

建物及び構築物 28,352千円

その他 336千円

解体撤去費用 3,880千円

計 32,569千円

建物及び構築物 322千円

その他 7,114千円

計 7,437千円



前連結会計年度（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に関する事項 

２ 配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(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 

  

（連結株主資本等変動計算書関係）

  
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  41,310  －  －  41,310

合計  41,310  －  －  41,310

  
（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 

平成19年11月13日 

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

  
（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20年６月26日 

定時株主総会 
普通株式  61,965 利益剰余金   1,500 平成20年３月31日 平成20年６月27日



当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

１ 発行済株式の種類及び総数に関する事項  

２ 配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(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 

  

  

  
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  41,310  －  －  41,310

合計  41,310  －  －  41,310

  
（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20年６月26日 

定時株主総会 
普通株式  61,965  1,500 平成20年３月31日 平成20年６月27日 

平成20年11月12日 

取締役会 
普通株式  64,030  1,550 平成20年９月30日 平成20年12月15日 

  
（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21年６月25日 

定時株主総会 
普通株式  35,113 利益剰余金   850 平成21年３月31日 平成21年６月26日

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

※１        ――――― ※１ 当連結会計年度に事業の譲受けにより増加した資産

及び負債の主な内訳  

  株式会社ＢＥＳＳ札幌からの事業の譲受けに伴う事

業譲受け時の資産及び負債の内訳並びに事業譲受けの

対価及び譲受けに伴う支出との関係は次の通りであり

ます。 

（平成20年７月25日現在）

 流動資産  246,338千円

 のれん 58,833千円

 流動負債 △289,419千円

  事業譲受けの対価 15,752千円

 同社の現金及び現金同等物 －

 差引 事業譲受けのための支出 15,752千円

※２ 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 

※２ 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20年３月31日）

現金及び預金 1,341,808千円

現金及び現金同等物 1,341,808千円

（平成21年３月31日）

現金及び預金 1,139,716千円

現金及び現金同等物 1,139,716千円



  

（デリバティブ取引関係）

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

１ 取引の状況に関する事項 

（1） 取引の内容 

 利用しているデリバティブ取引は、通貨関連では為

替予約取引、通貨オプション取引、金利関係では金利

スワップ取引であります。 

１ 取引の状況に関する事項 

（1） 取引の内容 

 利用しているデリバティブ取引は、通貨関連では為

替予約取引、通貨オプション取引、通貨スワップ取

引、金利関係では金利スワップ取引であります。 

（2） 取引に対する取組方針 

 デリバティブ取引は、将来の為替・金利の変動によ

るリスク回避を目的としており、投機的な取引は行わ

ない方針であります。 

（2） 取引に対する取組方針 

同左 

（3） 取引の利用目的 

 デリバティブ取引は、通貨関連では、外貨建取引

（商品・原材料の輸入取引）の為替レート変動による

リスクをヘッジするため、為替予約及び通貨オプショ

ン契約を締結しております。また、金利関連では借入

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。 

 なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行

っております。 

（3） 取引の利用目的 

 デリバティブ取引は、通貨関連では、外貨建取引

（商品・原材料の輸入取引）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、金

利関連では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。 

 なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行

っております。 

① ヘッジ会計の方法 

 繰延ヘッジ処理によっております。ただし特例処

理の要件を満たす金利スワップについては特例処理

を採用しております。 

① ヘッジ会計の方法 

同左 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

イ）ヘッジ手段……為替予約、通貨オプション 

ヘッジ対象……商品・原材料輸入の予定取引 

ロ）ヘッジ手段……金利スワップ 

ヘッジ対象……借入金利息 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

イ）ヘッジ手段……為替予約、通貨オプション、通

貨スワップ 

ヘッジ対象……商品・原材料輸入の予定取引 

ロ）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 

 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、通貨オプション及び通貨スワップ契

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。 

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。 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

同左 



  

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

(4）取引に係るリスクの内容 

 為替予約取引、通貨オプション取引は為替相場の変

動によるリスクを、金利スワップ取引は市場金利の変

動によるリスクをそれぞれ有しております。 

 なお、取引相手先は、高格付けを有する金融機関に

限定しているため信用リスクはほとんどないと認識し

ております。 

(4）取引に係るリスクの内容 

 為替予約取引、通貨オプション取引、通貨スワップ

取引は為替相場の変動によるリスクを、金利スワップ

取引は市場金利の変動によるリスクをそれぞれ有して

おります。 

 なお、取引相手先は、高格付けを有する金融機関に

限定しているため信用リスクはほとんどないと認識し

ております。 

(5）取引に係るリスク管理体制 

 デリバティブ取引の執行・管理については、取引権

限及び取引限度額等を定めた社内ルールに従い、資金

担当部門が決済担当者の承認を得て行っております。

(5）取引に係るリスク管理体制 

同左 

２ 取引の時価等に関する事項 

(1）通貨関連 

２ 取引の時価等に関する事項 

(1）通貨関連 

区分 種類 契約額等
（千円）

契約額等
のうち 
１年超 

（千円） 

時価
（千円）

評価損益
（千円）

市場取引 

以外の取引 

通貨オプショ

ン取引 

買建 

米国ドル 

283,305 30,885 4,619 4,619

市場取引 

以外の取引 

通貨オプショ

ン取引 

売建 

米国ドル 

849,915 92,655 △59,392 △59,392

区分 種類
契約額等 
（千円） 

契約額等
のうち 
１年超 

（千円） 

時価 
（千円）

評価損益
（千円）

市場取引 

以外の取引

通貨オプショ

ン取引 

買建 

加ドル 

101,897 － 199 199

市場取引 

以外の取引

通貨オプショ

ン取引 

売建 

加ドル 

305,692 － △49,125 △49,125

市場取引 

以外の取引

通貨オプショ

ン取引 

買建 

米国ドル

30,885 － 218 218

市場取引 

以外の取引

通貨オプショ

ン取引 

売建 

米国ドル

92,655 － △4,931 △4,931

（注）１ 時価については、取引先金融機関から提示され

た価格等に基づき算定しております。 

２ ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

は除いております。 

（注）１ 時価については、取引先金融機関から提示され

た価格等に基づき算定しております。 

２ ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

は除いております。 

(2）金利関連 

 ヘッジ会計を適用しておりますので注記の対象か

ら除いております。 

(2）金利関連 

同左 



前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

該当事項はありません。 

当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

 （パーチェス法適用関係） 

１．相手企業の名称及び事業の内容、企業結合を行った主な理由、企業結合日、企業結合の法的形式 

（1）相手先の名称及び事業の内容 

株式会社ＢＥＳＳ札幌 ログハウス等のキットの販売及び工事請負業  

（2）企業結合を行った主な理由 

事業継続が困難となった同社の事業を引き継ぐことにより、既存のＢＥＳＳ顧客との取引関係を維持・

継続し、当該顧客に不測の損害を与えないため、また、軌道に乗りつつある当地区の営業体制を維持する

ことによりＢＥＳＳブランドの毀損を 小限に止めるため、同社事業の譲受けを決定しました。 

（3）企業結合日 

平成20年７月25日  

（4）企業結合の法的形式 

事業の一部譲受け 

  

２．連結財務諸表に含まれている取得した事業の業績期間 

   自 平成20年７月25日 至 平成20年９月30日 

  

３．取得した事業の取得原価及びその内訳 

   取得原価  15,752千円 

   内訳    全額現金による支出 

   なお、上記の支払と同時に、債権債務の精算金25,945千円を、同じく全額現金にて支出しております。 

  

４．発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間 

（1）のれんの金額 

    58,833千円 

（2）発生原因 

    請負工事を引継いだ物件の、竣工引渡しにより見込まれる超過収益額であります。 

（3）償却方法及び償却期間 

   請負工事を引継いだ物件の売上計上により、収益の発生する期間において償却しております。なお、

終の竣工引渡時期は平成21年３月を予定しております。 

  

５．企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳 

    流動資産  246,338千円 

    流動負債   289,419千円 

  

６．企業結合契約に規定される条件付取得対価の内容及び当連結会計年度以降の会計処理方針  

   該当事項はありません。 

  

７．取得原価のうち研究開発費等に配分され、費用処理された金額及びその科目名  

   該当事項はありません。 

  

８．当該企業結合が当連結会計年度開始の日に完了したと仮定したときの当連結会計年度の連結損益計算書への

影響額 

   当該企業結合は、竣工予定の定まっている特定物件の請負工事を引き継いだものであるため、完了が当連

結会計年度開始の日であったと仮定した場合においても、当連結会計年度の連結損益計算書への影響はあり

ません。 

   なお、当注記情報８.につきましては、監査証明を受けておりません。  

  

（企業結合等関係）



（共通支配下の取引等） 

（会社分割） 

１．対象となった事業の名称及びその事業の内容、企業結合の法的形式、結合後企業の名称並びに取引の目的を

含む取引の概要 

(1) 対象となった事業の名称及びその事業の内容 

対象事業の名称   ＢＥＳＳ・住宅事業 

対象事業の内容   札幌地区におけるログハウス等のキットの販売及び工事請負並びに分譲住宅・宅地の

販売等 

(2) 企業結合の法的形式 

 当社を分割会社とし、株式会社ＢＥＳＳパートナーズ（当社の連結子会社）を承継会社とする吸収分割 

(3) 結合後企業の名称 

 株式会社ＢＥＳＳパートナーズ（当社の連結子会社） 

(4) 取引の目的を含む取引の概要 

① 会社分割の目的 

当社は、平成20年７月25日付にて譲り受けた札幌地区の住宅事業につきまして、地域における営業活

動の自立性、機動性を確保すると共に、地域特性を重視したより効率的で合理的な経営を行うため、新

設した100％連結子会社を受け皿とする会社分割を行ったものであります。  

 ② 承継した資産及び負債の状況 

  ③ 分割期日 

    平成21年１月１日 

  ④ 吸収分割に係る割当ての内容 

  株式の割当て交付は行っておりません。  

 ２．実施した会計処理の概要 

本会社分割は、「企業結合に係る会計基準」（企業会計審議会 平成15年10月31日）及び「企業結合会計

基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 終改正平成19年11月15

日公表分）に基づき、共通支配下の取引として会計処理を行っております。 

  

 流動資産 138,002千円  流動負債 148,678千円 

 固定資産  25,634千円  利益剰余金  14,958千円 

 合計 163,637千円  合計 163,637千円 



前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

   （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 

  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 

  ４ 事業の種類別セグメント名称の変更 

 当社グループが使用しておりましたブランド名称「ビッグフット」を、「ＢＥＳＳ（ベス）」に改める

ことに併せ、これまでビッグフット事業と称しておりました事業区分をＢＥＳＳ・住宅事業へ、フェザン

ト事業と称しておりました事業区分をＢＥＳＳ・タイムシェア事業へと変更いたしました。 

 なお、変更は名称のみでありますので、これによる事業の種類別セグメント情報の損益等に与える影響

はありません。 

  

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

  
ＢＥＳＳ・
住宅事業 
（千円） 

ＢＥＳＳ・
タイムシェア
事業（千円）

計
（千円） 

消去又は全
社 
（千円） 

連結
（千円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益                               

売上高                              

(1）外部顧客に対する売上高  10,135,591  93,649  10,229,241  －  10,229,241

(2）セグメント間の内部売上高又は

振替高 
 －  －  －  －  －

計  10,135,591  93,649  10,229,241  －  10,229,241

営業費用  8,678,352  322,400  9,000,752  628,136  9,628,889

営業利益又は営業損失（△）  1,457,239  △228,750  1,228,488 (628,136)  600,351

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本的支出                              

資産  5,019,795  838,935  5,858,731  1,366,862  7,225,593

減価償却費  94,235  14,559  108,795  5,178  113,973

資本的支出  210,506  44,898  255,405  －  255,405

事業区分 主要製品

ＢＥＳＳ・住宅事業 ログハウス等のキットの販売及び工事請負並びに分譲住宅・宅地の販売等 

ＢＥＳＳ・タイムシェ

ア事業 
別荘タイムシェアの販売及びその運営管理等 

  
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 
628,136 

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。 



当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

   （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 

  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 

  ４ 会計方針の変更 

（たな卸資産の評価に関する会計基準）  

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４（1）に記載の通り、当連結会計年度より「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日公表分）を適用しておりま

す。この変更による損益に与える影響はありません。 

（リース取引に関する会計基準）  

「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」 に記載の通り、当連結会計年度より「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））を適用してお

ります。この変更による損益に与える影響はありません。 

（連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い） 

「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」 に記載の通り、当連結会計年度より「連

結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第18号 平成18年

５月17日）を適用しております。この変更による損益に与える影響は軽微であります。 

  

  
ＢＥＳＳ・
住宅事業 
（千円） 

ＢＥＳＳ・
タイムシェア
事業（千円）

計
（千円） 

消去又は全
社 
（千円） 

連結
（千円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益                               

売上高                              

(1）外部顧客に対する売上高  7,816,648  113,372  7,930,020  5  7,930,025

(2）セグメント間の内部売上高又は

振替高 
       4,716  4,716  △4,716  －

計  7,816,648  118,089  7,934,737  △4,711  7,930,025

営業費用  7,134,368  277,112  7,411,481  512,617  7,924,098

営業利益又は営業損失（△）  682,279  △159,023  523,255 (517,328)  5,926

Ⅱ 資産、減価償却費及び資本的支出                              

資産  5,241,814  828,700  6,070,515  1,109,286  7,179,801

減価償却費  154,068  15,464  169,533  4,965  174,498

資本的支出  83,219  －  83,219  －  83,219

事業区分 主要製品

ＢＥＳＳ・住宅事業 ログハウス等のキットの販売及び工事請負並びに分譲住宅・宅地の販売等 

ＢＥＳＳ・タイムシェ

ア事業 
別荘タイムシェアの販売及びその運営管理等 

  
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 
 512,617 

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。 



前連結会計年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

 （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は、北米（カナダ）であります。 

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188,943千円の主なものは、当社の本社の

管理部門に係る費用であります。 

４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産21,000千円の主なものは、当社での長期投資資金「投資

有価証券」等であります。 

当連結会計年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

 （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は、北米（カナダ）であります。 

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161,278千円の主なものは、当社の本社の

管理部門に係る費用であります。 

４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産21,000千円の主なものは、当社での長期投資資金「投資

有価証券」等であります。 

５ 会計方針の変更 

（たな卸資産の評価に関する会計基準）  

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４（1）に記載の通り、当連結会計年度より「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日公表分）を適用しております。こ

の変更による損益に与える影響はありません。 

ｂ．所在地別セグメント情報

  
日本

（千円） 
北米

（千円） 
計

（千円） 
消去又は全社 
（千円） 

連結
（千円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益                              

売上高                              

(1）外部顧客に対する売上高  10,149,320  79,921  10,229,241  －  10,229,241

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  925,821  925,821 (925,821)  －

計  10,149,320  1,005,742  11,155,062 (925,821)  10,229,241

営業費用  9,417,170  956,120  10,373,291 (744,401)  9,628,889

営業利益  732,149  49,621  781,771 (181,419)  600,351

Ⅱ 資産  6,825,341  1,024,434  7,849,776 (624,183)  7,225,593

  
日本

（千円） 
北米

（千円） 
計

（千円） 
消去又は全社 
（千円） 

連結
（千円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益                              

売上高                              

(1）外部顧客に対する売上高  7,898,620  31,405  7,930,025  －  7,930,025

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 －  550,035  550,035 (550,035)  －

計  7,898,620  581,440  8,480,061 (550,035)  7,930,025

営業費用  7,744,299  563,605  8,307,905 (383,806)  7,924,098

営業利益  154,320  17,835  172,156 (166,229)  5,926

Ⅱ 資産  7,090,953  800,468  7,891,421 (711,619)  7,179,801



（リース取引に関する会計基準）  

「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」 に記載の通り、当連結会計年度より「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））を適用しております。

この変更による損益に与える影響はありません。 

（連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い） 

「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」 に記載の通り、当連結会計年度より「連結

財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第18号 平成18年５月

17日）を適用しております。この変更による損益に与える影響は軽微であります。 

  

 前連結会計年度及び当連結会計年度において、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。 

  

ｃ．海外売上高



 （注）１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。 

  

   前連結会計年度及び当連結会計年度において、該当事項はありません。 

  

 （開示の省略） 

リース取引、関連当事者、税効果会計、有価証券、退職給付、ストック・オプション等に関する注記事項について

は、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21年６月25日提出予定の有価証券報告書に記載しており、「金融商品 

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。 

  

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

１株当たり純資産額 69,341.69円

１株当たり当期純利益金額 7,075.76円

１株当たり純資産額 56,290.03円

１株当たり当期純損失金額 3,945.31円

 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。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式は存在するものの１株当たり当期純損失であ

るため記載しておりません。 

  
前連結会計年度

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

１株当たり当期純利益金額            

当期純利益又は当期純損失（△）（千

円） 
 292,299  △162,980

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） 

 292,299  △162,980

普通株式の期中平均株式数（株）  41,310  41,310

             

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額            

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）。 

 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）。 

（重要な後発事象）



５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,071,031 880,694

売掛金 349,146 305,513

完成工事未収入金 － 17,064

リース債権 － 12,167

商品 180,675 219,423

未成工事支出金 152,445 113,921

販売用不動産 269,318 608,087

仕掛販売用不動産 216,111 19,836

貯蔵品 54,177 50,076

前渡金 18,027 －

前払費用 23,059 21,859

繰延税金資産 93,857 179,956

その他 69,634 158,817

貸倒引当金 △5,247 △5,425

流動資産合計 2,492,239 2,581,995

固定資産   

有形固定資産   

建物 597,987 642,648

減価償却累計額 △184,055 △225,766

建物（純額） 413,931 416,881

構築物 106,408 107,170

減価償却累計額 △48,533 △56,823

構築物（純額） 57,874 50,347

工具、器具及び備品 71,680 65,127

減価償却累計額 △53,849 △53,245

工具、器具及び備品（純額） 17,830 11,881

土地 2,920,707 2,920,707

建設仮勘定 263 －

有形固定資産合計 3,410,606 3,399,818

無形固定資産   

商標権 2,296 2,036

ソフトウエア 44,571 31,276

リース資産 － 4,816

その他 5,410 3,742

無形固定資産合計 52,278 41,873

投資その他の資産   

投資有価証券 33,054 32,756

関係会社株式 615,363 625,363

破産更生債権等 21,981 21,900

長期前払費用 28,532 79,837

繰延税金資産 86,716 44,509

敷金及び保証金 100,702 100,821

その他 25,817 38,034

貸倒引当金 △20,950 △20,963

投資その他の資産合計 891,216 922,259

固定資産合計 4,354,102 4,363,950

資産合計 6,846,341 6,945,946



（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 644,758 592,462

工事未払金 185,178 135,683

短期借入金 200,000 1,200,000

1年内返済予定の長期借入金 255,400 249,780

リース債務 － 1,046

未払金 265,889 219,497

未払費用 82,918 62,712

未払法人税等 165,884 －

未払消費税等 24,292 －

前受金 956,025 705,579

未成工事受入金 418,719 292,988

預り金 11,675 15,262

アフターサービス引当金 58,820 52,767

為替予約 46,810 120,112

流動負債合計 3,316,373 3,647,894

固定負債   

長期借入金 674,400 694,620

リース債務 － 4,011

退職給付引当金 28,832 33,448

役員退職慰労引当金 153,041 163,453

長期前受金 106,770 150,625

固定負債合計 963,044 1,046,159

負債合計 4,279,418 4,694,053

純資産の部   

株主資本   

資本金 560,480 560,480

資本剰余金   

資本準備金 618,925 618,925

資本剰余金合計 618,925 618,925

利益剰余金   

利益準備金 23,280 23,280

繰越利益剰余金 1,358,437 1,106,529

利益剰余金合計 1,381,717 1,129,809

株主資本合計 2,561,122 2,309,214

評価・換算差額等   

繰延ヘッジ損益 5,800 △57,322

評価・換算差額等合計 5,800 △57,322

純資産合計 2,566,923 2,251,892

負債純資産合計 6,846,341 6,945,946



（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高   

商品売上高 6,405,306 4,820,905

完成工事高 2,656,111 2,165,936

その他の売上高 1,087,901 896,760

売上高合計 10,149,320 7,883,602

売上原価   

商品売上原価   

期首商品たな卸高 206,032 180,675

当期商品仕入高 4,865,096 3,616,108

合計 5,071,128 3,796,784

期末商品たな卸高 180,675 219,423

差引 4,890,452 3,577,360

完成工事原価 1,978,359 1,585,507

その他売上原価 398,216 375,384

売上原価合計 7,267,028 5,538,252

売上総利益 2,882,291 2,345,349

販売費及び一般管理費 2,339,085 2,292,334

営業利益 543,206 53,015

営業外収益   

受取利息 4,607 2,542

為替差益 － 14,290

販売協力金 54,389 43,408

その他 14,587 10,835

営業外収益合計 73,584 71,077

営業外費用   

支払利息 29,509 31,661

為替差損 52,179 －

支払手数料 － 12,385

その他 2,947 2,905

営業外費用合計 84,635 46,951

経常利益 532,155 77,141

特別利益   

固定資産売却益 － 117

特別利益合計 － 117

特別損失   

固定資産売却損 89 149

固定資産除却損 25,133 507

デリバティブ評価損 － 168,142

特別損失合計 25,222 168,798

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 506,932 △91,539

法人税、住民税及び事業税 275,000 20,000

法人税等調整額 △19,151 △586

法人税等合計 255,848 19,413

当期純利益又は当期純損失（△） 251,083 △110,953



（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 560,480 560,480

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 560,480 560,480

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 618,925 618,925

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 618,925 618,925

資本剰余金合計   

前期末残高 618,925 618,925

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 618,925 618,925

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 23,280 23,280

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 23,280 23,280

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金   

前期末残高 1,226,120 1,358,437

当期変動額   

剰余金の配当 △118,766 △125,995

当期純利益又は当期純損失（△） 251,083 △110,953

分割型の会社分割による減少 － △14,958

当期変動額合計 132,317 △251,907

当期末残高 1,358,437 1,106,529

利益剰余金合計   

前期末残高 1,249,400 1,381,717

当期変動額   

剰余金の配当 △118,766 △125,995

当期純利益又は当期純損失（△） 251,083 △110,953

分割型の会社分割による減少 － △14,958

当期変動額合計 132,317 △251,907

当期末残高 1,381,717 1,129,809

株主資本合計   

前期末残高 2,428,805 2,561,122

当期変動額   

剰余金の配当 △118,766 △125,995

当期純利益又は当期純損失（△） 251,083 △110,953

分割型の会社分割による減少 － △14,958

当期変動額合計 132,317 △251,907

当期末残高 2,561,122 2,309,214



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

評価・換算差額等   

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 82,755 5,800

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △76,955 △63,123

当期変動額合計 △76,955 △63,123

当期末残高 5,800 △57,322

評価・換算差額等合計   

前期末残高 82,755 5,800

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △76,955 △63,123

当期変動額合計 △76,955 △63,123

当期末残高 5,800 △57,322

純資産合計   

前期末残高 2,511,561 2,566,923

当期変動額   

剰余金の配当 △118,766 △125,995

当期純利益又は当期純損失（△） 251,083 △110,953

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △76,955 △78,081

当期変動額合計 55,361 △315,031

当期末残高 2,566,923 2,251,892



  該当事項はありません。 

  

(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 受注実績及び販売実績 

前連結会計年度(自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日) 

 （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、当期契約高に

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 各部門の「その他」(販促物販売収入等)は、契約高の繰越管理を行っておりませんので、「前期繰越高」

「当期契約高」及び「次期繰越高」の欄の記載は行っておりません。 

６  前連結会計年度より開始した住宅分譲販売の契約実績情報につきましては、「ＢＥＳＳ・住宅事業－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、当連結会計年度より「同事業－同部門－ログハウス等キット並びに分譲住宅・宅地販売」区分へ

含めることといたしました。 

この結果、当連結会計年度における「ＢＥＳＳ・住宅事業－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、当期契約高は340,425千円、当期売上高は392,838千円、次期繰越高は62,934千円、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並びに分譲住宅・宅地販売」区分

の各項目が、それぞれ同額増加しております。 

なお、前連結会計年度の受注実績情報には影響はありません。 

(4)継続企業の前提に関する注記

６．その他

セグメン
ト区分 部門名称 品目名称 

前期繰越
高 
（千円） 

当期契約
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） （％）

ＢＥＳＳ 
・住宅事

業 

直販部門 

ログハウス等 

キット販売 
291,010 515,571 806,581 591,310  215,271 ― ― ―

ログハウス等 

工事 
1,929,711 1,962,119 3,891,830 2,656,111  1,235,719  206,565 17.4 2,449,546

その他 ― ― ― 1,504 ― ― ― ―

（小計） 2,220,721 2,477,690 4,698,412 3,248,926  1,450,990  206,565 ― 2,449,546

販社部門 

ログハウス等 

キット販売 
2,758,238 5,409,148 8,167,386 5,813,996  2,353,390 ― ― ―

その他 ― ― ― 992,747 ― ― ― ―

（小計） 2,758,238 5,409,148 8,167,386 6,806,743  2,353,390 ― ― ―

 北米部門 

ログハウス等 

キット販売 
18,841 70,551 89,392 79,921  9,471 ― ― ―

（小計） 18,841 70,551 89,392 79,921  9,471 ― ― ―

  小計   4,997,801 7,957,390 12,955,192 10,135,591  3,813,852  206,565 ― 2,449,546

ＢＥＳＳ 

・タイム

シェア事

業 

  

フェザントプ

ロジェクト 

別荘タイムシェ

ア販売 
― 38,237 38,237 37,596  641 ― ― ―

その他 ― ― ― 56,053 ― ― ― ―

   小計       ― 38,237 38,237 93,649  641 ― ― ―

          合計      4,997,801 7,995,628 12,993,430 10,229,241  3,814,494  206,565 ― 2,449,546



当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

 （注）１ 前連結会計年度以前に契約したもので、契約の更改等により金額に変更のあるものについては、当期契約高

に含めております。 

２ 外貨建契約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 各部門の「その他」(販促物販売収入等)は、契約高の繰越管理を行っておりませんので、「前期繰越高」

「当期契約高」及び「次期繰越高」の欄の記載は行っておりません。 

セグメン
ト区分 部門名称 品目名称 

前期繰越
高 
（千円） 

当期契約
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） （％）

ＢＥＳＳ 

・住宅事

業 

直販部門 

ログハウス等 

キット並びに分

譲住宅・宅地販

売 

215,271 495,960 711,231 460,894  250,336 － － －

ログハウス等 

工事 
1,235,719 1,751,862 2,987,581 1,861,044  1,126,537  145,308 12.9 1,922,301

その他 － － － 759 － － － －

（小計） 1,450,990 2,247,823 3,698,813 2,322,699  1,376,874  145,308 － 1,922,301

販社部門 

ログハウス等 

キット販売 
2,353,390 3,857,753 6,211,144 4,254,510  1,956,634 － － －

ログハウス等 

工事 
   － 723,012 723,012 425,410  297,602  122,222 41.1 303,188

その他 － － － 782,622 － － － －

（小計） 2,353,390 4,580,766 6,934,156 5,462,543  2,254,236  122,222 － 303,188

 北米部門 

ログハウス等 

キット販売 
9,471 27,972 37,443 31,405  6,038 － － －

（小計） 9,471 27,972 37,443 31,405  6,038 － － －

  小計   3,813,852 6,856,562 10,670,414 7,816,648  3,637,149  267,531 － 2,225,489

ＢＥＳＳ 

・タイム

シェア事

業 

フェザント

プロジェク

ト 

別荘タイムシェ

ア販売 
641 49,975 50,617 48,708  1,908 － － －

その他 － － － 64,669 － － － －

   小計   641 49,975 50,617 113,377  1,908 － － －

          合計      3,814,494 6,906,537 10,721,031 7,930,025  3,639,057  267,531 － 2,225,489



(2）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（平成21年6月25日付予定） 

  退任予定取締役 

   取締役 笠井 輝久 （当社顧問に就任予定） 
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