
株式会社細⽥⼯務店 中期経営計画書
平成26年3⽉期〜平成28年3⽉期

平成25年3⽉
株式会社細⽥⼯務店



当社の概況と事業環境
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会社概要と沿⾰

社名 株式会社細⽥⼯務店
本社 東京都杉並区阿佐⾕南３－３５－２１
代表者 代表取締役社⻑ 阿部 憲⼀
創業 昭和22年１⽉
資本⾦ 68億2,059万円
年商 153億円（平成24年3⽉期実績）
上場市場 ⼤阪証券取引所（JASDAQスタンダード市場）
事業内容 ⼾建分譲住宅事業、法⼈受注事業、

注⽂住宅事業、リフォーム事業、賃貸事業ほか
事業エリア 東京、神奈川、千葉、埼⽟、茨城、宮城、福島
免許登録 建設業許可：国⼟交通⼤⾂許可(特-21)第3595号

宅地建物取引業者免許：国⼟交通⼤⾂(13)第483号
⼀級建築⼠事務所：東京都知事登録 第17524号

関連企業 細⽥資材流通株式会社、親和ファイナンス株式会社、
細⽥住宅管理株式会社

従業員 270名（平成24年3⽉31⽇現在）
⼀級建築⼠、⼀級建築施⼯管理技⼠、
インテリアコーディネーター、宅地建物取引主任者ほか

昭和22年 1⽉ 創業
32年 2⽉ 東京都新宿区に（株）細⽥⼯務店を設⽴

杉並区に東京⼯場を設置し、操業開始
35年 11⽉ 本社を東京都杉並区に移転
59年 8⽉ 東京都杉並区に（株）細⽥シティホームを設⽴

（平成4年12⽉に親和ファイナンス（株）に商号変更）
平成 元年 3⽉ 東京⼯場を分離し、細⽥資材流通（株）を設⽴

3年 11⽉ 株式を店頭公開
15年 7⽉ 株）細⽥住宅販売を設⽴
16年 12⽉ ⽇本証券業協会への店頭登録を取り消し、ジャスダック証券

取引所に株式を上場
17年 4⽉ D-ASSETアドバイザーズ（株）を設⽴
19年 10⽉ D-ASSETアドバイザーズ（株）が（株）⽇本建築企画の株式を取得

（翌11⽉にD-ASSETデベロップメント（株）に商号変更）
21年 2⽉ D-ASSETアドバイザーズ（株）が（株）細⽥住宅販売を吸収合併

4⽉ D-ASSETデベロップメント（株）が（株）ピュア企画を吸収合併し、
社名を（株）ピュア企画に変更

22年 7⽉ D-ASSETアドバイザーズ（株）を細⽥住宅管理（株）に商号変更
23年 8⽉ 阿佐ヶ⾕パールセンター街に「家と暮らしの相談所パールセンター館」を開設
24年 9⽉ 細⽥住宅管理（株）が有する（株）ピュア企画の全株式を譲渡
25年 3⽉ 細⽥資材流通（株）を吸収合併予定

会社概要（平成24年3⽉31⽇現在） 沿 ⾰

（平成25年3⽉15⽇現在）



事業内容
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注⽂住宅事業
「理想の住まいをカタチに」

⼆世帯住宅、都市型3階建て住宅など

多様なニーズに対応

法⼈受注事業
⼤⼿デベロッパーからの

受注・施⼯実績多数

官⺠共同事業にも参画

リフォーム事業
増改築や耐震診断など

きめ細やかなサービスを展開

当社は、「顧客第⼀主義」と「住まいづくりをとおした社会貢献」を理念に掲げ、以下の事業展開を通じ、
⾼品質な住まいの提供に⽇々取り組んでいる

⼾建分譲住宅事業
◆⾸都圏エリアを中⼼に⾃社ブランド

「グローイング・シリーズ」を展開
◆セミオーダーメイドの分譲住宅

「BY-CONCEPT」を展開



平成25年3⽉期の業績⾒通し（平成25年3⽉15⽇業績予想の修正を反映）

- 4 -

 分譲事業については、⾸都圏では前期末より繰越した住宅の販売について早期完売に向け精⼒的に販売し、
下期では新規物件の供給も開始したことにより、前期に⽐べ売上⾼は増加したものの、上期での繰越案件の早
期完売のための施策により計画は未達となったが、東北エリアの業績は順調に推移した

 建設事業の注⽂住宅については、売上、利益ともに計画を上回り、法⼈受注については、売上、棟数は未達で
あったものの、利益⾯ではコストダウンの効果もあり計画を上回った

 リフォーム事業では、各種の施策を実⾏したが、売上、利益計画ともに未達となった

 業績全体では、売上の約60％を占める⾃社分譲事業の不振を他の事業でまかなえず、2期連続の⾚字となる
⾒込である

 来期以降の負債および利息額圧縮のためD-ASSET宇⽥川町を710百万円で売却予定（売却損1,080百
万円）

売 上 ⾼ 営業利益 経常利益 当期純利益

平成25年3⽉期⾒通し ２１，５９５百万円 ▲１,３３９百万円 ▲１，７８１百万円 ▲１，３０９百万円

平成24年3⽉期実績 １５，３４７百万円 ▲３１０百万円 ▲７９２百万円 ▲８８２百万円

平成25年３⽉期 業績予想（個別）
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外部環境（サマリー）

出所：国⼟交通省 『建築着⼯統計年報』

出所：国⽴社会保障・⼈⼝問題研究所 『⽇本の世帯数の将来推計』

新設住宅着⼯⼾数（⾸都圏）

世帯総数の将来推計（⾸都圏）

（戸）

（
千

世
帯

）

■⼾建住宅市場 ＊右図参照
・ 近年、⾸都圏の新設住宅着⼯⼾数（⼾建て）は年12万⼾台の⽔準で推移
・ 住宅需要動向をはかる世帯数の将来推計において、世帯数は2030年まで安定

推移が⾒込まれている
■建売住宅市場
・ 建売住宅[⾸都圏]の発売⼾数は年5,000⼾前後（直近3年間はほぼ横ばい）
・ 2011年の平均価格は4,577万円（やや低下傾向）
■注⽂住宅市場
・ 東京都の着⼯⼾数（2011年度）は19,160⼾
・ 年平均成⻑率[2007年〜2011年]は4.6％
■リフォーム市場
・ ⾸都圏の延べ床⾯積ベースで全体の55％以上が築年数20年を経過
・ 政府新成⻑戦略では、2020年までに中古住宅流通・リフォーム市場の規模を倍増

することを⽬標とするなど今後成⻑が⾒込まれている

当計画年度内においては、消費税増税による駆け込み需要なども期待され、
既存の事業および営業エリアにて更なる収益機会が⾒込まれる



- 6 -

中期経営計画



中期経営計画基本⽅針

計画期間 平成26年3⽉期〜平成28年3⽉期（3ケ年）
⽬標数値（個別）
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基本⽅針
現事業規模における収益の安定確保を可能とする
ビジネスモデルの構築

平成25年3⽉期
⾒通し 平成26年3⽉期 平成27年3⽉期 平成28年3⽉期

売 上
分譲 12,961 13,230 11,163 12,645
法⼈ 3,981 3,719 3,726 3,729
注⽂ 941 1,035 1,265 1,380
リフォーム・アフター 1,139 1,287 1,547 1,764
東北営業所 934 1,267 995 921
その他 1,638 305 244 244

売上合計 21,595 20,845 18,942 20,685
売上総利益 1,645 3,167 3,210 3,632
販管費合計 2,984 2,674 2,629 2,665
営業利益 ▲ 1,339 492 581 967
営業外収⽀ ▲ 442 ▲ 334 ▲ 373 ▲ 297
経常利益 ▲ 1,781 157 207 669
経常利益率 ー 0.8% 1.1% 3.2%

単位：百万円
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中期経営計画概要

分譲事業の⿊字化

法⼈受注事業の安定受注

注⽂住宅事業の拡⼤

リフォーム事業の拡⼤

⼈員数の適正化

建築コストの圧縮

販管費の削減

ノンコア資産の売却

【計画期間にて取り組む課題】

事業ポートフォリオの構築 コスト構造の適正化 財務体質の改善

基本⽅針
現事業規模における収益の安定確保を可能とする
ビジネスモデルの構築
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事業ポートフォリオの構築

安定供給の維持

BY-CONCEPTの拡⼤

分譲事業

課 題
注⽂住宅事業ならびにリフォーム事業は、成⻑事業への転換期と位置づけ
るとともに、建設事業と不動産事業との事業バランスを取ることで、持続的
かつ安定的な事業構造を構築する

集客⼒・契約率の向上

商品性の確⽴

営業⼒の強化

注⽂住宅事業

提案型リフォームの拡販

アフターフォローの充実

営業効率の改善

リフォーム事業

安定受注の確保

法⼈受注事業

提案型リフォームの販売に注⼒し耐震
リフォームなどの受注増を狙う

営業⼈員を増加し、営業⼒の向上に
努めるとともに、⼯販分離などの営業
効率向上を⽬指す

安定した受注確保に努め、既存のお
取引先はもちろん、新規受注先の開
拓に努め、⼀定事業規模を維持する

通常のアフターフォローを始め、10年
保証期間を満了する当社住宅にお住
まいのお客様へのフォローを充実させ、
20年保証延⻑⼯事受注を獲得

本社⼀部を改装しモデルルームを設
営することにより、集客⼒を強化。また、
具体的な細⽥⼯務店の注⽂住宅を
体験してもらえるスペースの設置により
契約率の向上を図る

細⽥⼯務店の注⽂住宅のコンセプト
を明確化し、市場調査に基づいた商
品を開発

厳選した事業⽤地を確保し、安定供
給をおこなう

当社事業スキルを活かしたセミオーダー
形式の分譲住宅の販売に注⼒し、幅
広い顧客層に対応

営業⼈員を増員し、営業⼒の向上に
努める



- 10 -

コスト構造の適正化

組織の改編

⼈員数の適正化

課 題
⼈員数の適正化をはじめ、組織体制・建築原価・業務フローの⾒直しなど、
コスト構造の抜本的な改⾰をおこない、収益⼒を向上させる

設計業務の効率化

コストダウンプロジェクトの推進

建築コストの圧縮

販売費の低減

販管費の削減

プロジェクトの進捗状況に合わせた広告計画な
ど、販売費管理を実施し、収益の確保を図る

CADシステムを汎⽤性の⾼いシステムに更新し、
設計業務の効率を⾼めるとともに、外注も活⽤

⼦会社を含めた組織改編を実施、３本部制と
し、責任と権限を明確化。さらに部⾨横断的
なプロジェクトチーム制を導⼊

事業規模に⾒合った⼈員構成とすることで⼈件費を削減

コストダウンプロジェクトを推進し、資材・造成コ
スト・⼯事費⽤などの低減を図る

業務の効率化
⼈員減・組織改編と併せ、業務の⾒直しを実
施。適正⼈数による業務フローの再構築と、シ
ステム利⽤による効率的・スピーディな業務遂
⾏

希望退職制度の実施
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組織改編
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営業本部全体の営業推進・
企画⽴案をおこなう営業統括
部を新設

エリア毎に分かれていた分譲住
宅営業部⾨を統合

旧建築営業部内の注⽂住宅
部⾨と法⼈営業部⾨を業務に
合わせて明確に切り分け

旧カスタマーサポートセンターの
リフォーム部⾨はリフォーム営業
部へ、アフターメンテナンス部⾨
は⼯事部へ移⾏

⼦会社の細⽥資材流通の業
務を統合

 管理・営業・⽣産の3本部制に移⾏し、①部署間の連携強化、②マネジメント層の次世代育成強化、③業績管理の徹底および相互補完に
よる利益体質の強化を図る

 業務フローに合わせて部署を集約することで、⼈員削減後も業務に⽀障の無い体制を構築

組織の改編で狙う効果

現 ⾏ 新 体 制



グループ再編による原価削減効果
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細⽥⼯務店細⽥⼯務店 施⼯業者 等

資材メーカー 等

現在 グループ再編後

施⼯業者 等

発注 左官材等
売上

発注 資材納⼊

資材メーカー 等

資材等
売上

左官材等
代⾦⽴替

直接発注となるため資
材流通に送られていた
利益はなくなり当社単体
上の原価が低減

発注 資材納⼊

発注 発注

課 題
当社⼦会社である資材流通と当社との再編により商流を変化、
分譲・法⼈・注⽂の原価を低減

細⽥資材流通細⽥資材流通 新・細⽥⼯務店新・細⽥⼯務店
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財務体質の改善

ノンコア資産の売却

課 題 ノンコア資産の売却により有利⼦負債を圧縮し、財務の安定化を図る

ノンコア資産の売却により、有利⼦負債を約30億円削減

有利⼦負債圧縮による⽀払利息の低減と
経常利益の改善効果の向上

ノンコア資産リスト

⽻村市栄町⼟地

D-ASSET宇⽥川町

シティーホーム鷹の台

シティーホームみのわ

シティーホームみのわ第２

早稲⽥鶴巻町パークホームズ

ほか



本資料には、将来の業績予想に関する記述が含まれています
こうした記述は、本質的にリスクや不確実性を伴う将来に関する予想であり、

実際の業績は予想と異なる可能性があることにご留意ください

お問い合わせ
株式会社細⽥⼯務店 経営企画部

TEL：03-5397-7751
URL：http://www.hosoda.co.jp/hosoda/


