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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

(1) 連結経営指標等

　

回次 第38期中 第39期中 第40期中 第38期 第39期

会計期間

自　平成17年
　　11月１日
至　平成18年
　　４月30日

自　平成18年
　　11月１日
至　平成19年
　　４月30日

自　平成19年
　　11月１日
至　平成20年
　　４月30日

自　平成17年
　　11月１日
至　平成18年
　　10月31日

自　平成18年
　　11月１日
至　平成19年
　　10月31日

売上高 (百万円) 25,113 25,260 23,105 69,314 66,010

経常利益又は
経常損失(△)

(百万円) △ 2,429 △ 1,802 △ 1,626 2,898 2,199

中間(当期)純損失 (百万円) 4,791 3,022 1,692 6,279 77

純資産額 (百万円) 2,611 2,088 3,140 1,116 5,042

総資産額 (百万円) 65,511 58,178 49,726 63,275 56,295

１株当たり純資産額 (円) 10.93 △ 71.25 △ 53.85 △ 15.81 △ 20.96

１株当たり中間
(当期)純損失

(円) 89.98 55.30 32.77 115.03 5.14

潜在株式調整後
１株当たり中間
(当期)純利益

(円) ─ ─ ─ ─ ─

自己資本比率 (％) 4.0 3.6 6.3 1.8 8.9

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △ 6,092 △ 3,764 △ 537 647 1,648

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 1,828 360 1,061 1,223 235

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 5,240 △ 854 △ 4,430 3,785 △ 2,714

現金及び現金同等物
の中間期末(期末)残高

(百万円) 1,844 2,265 1,787 6,524 5,693

従業員数
〔外、平均臨時
雇用者数〕

(名)
1,830
〔596〕

1,773
〔508〕

1,782
〔672〕

1,781
〔556〕

1,711
〔553〕

(注) １　売上高には消費税及び地方消費税額は含まれておりません。

２　潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益については、中間（当期）純損失を計上しているため記載してお

りません。

３　純資産額の算定にあたり、第38期から「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」（企業会計基準適用指針第８

号）を適用しております。
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(2) 提出会社の経営指標等

　

回次 第38期中 第39期中 第40期中 第38期 第39期

会計期間

自　平成17年
　　11月１日
至　平成18年
　　４月30日

自　平成18年
　　11月１日
至　平成19年
　　４月30日

自　平成19年
　　11月１日
至　平成20年
　　４月30日

自　平成17年
　　11月１日
至　平成18年
　　10月31日

自　平成18年
　　11月１日
至　平成19年
　　10月31日

売上高 (百万円) 20,604 21,521 17,388 60,897 57,252

経常利益又は
経常損失(△)

(百万円) △ 2,487 △1,992 △ 2,055 2,530 1,413

中間(当期)純損失 (百万円) 4,811 2,966 2,345 7,149 177

資本金 (百万円) 5,873 3,873 3,873 5,873 3,873

発行済株式総数 (株)

普通株式     
45,964,842

Ａ種優先株式 
10,000,000

普通株式     
　 45,964,842
Ａ種優先株式
 　10,000,000　
Ｂ種優先株式
　　4,000,000

普通株式     
　 45,964,842
Ａ種優先株式
 　10,000,000　
Ｂ種優先株式
　　4,000,000

普通株式     
45,964,842

Ａ種優先株式 
10,000,000

普通株式     
　 45,964,842
Ａ種優先株式
 　10,000,000　
Ｂ種優先株式
　　4,000,000

純資産額 (百万円) 4,129 2,810 3,044 1,784 5,605

総資産額 (百万円) 60,881 52,252 47,326 58,128 51,351

１株当たり純資産額 (円) 38.09 △58.29 △ 55.38 △ 3.86 △ 10.80

１株当たり中間
（当期）純損失

(円) 90.35 54.29 44.46 130.98 6.93

潜在株式調整後
１株当たり中間
(当期)純利益

(円) ─ ─ ─ ─ ─

１株当たり配当額 (円) ─ ─ ─ ─

普通株式     
　　　　　 ─
Ａ種優先株式
 　　　　　─　
Ｂ種優先株式
　　　　52.36

自己資本比率 (％) 6.8 5.4 6.4 3.1 10.9

従業員数
〔外、平均臨時
雇用者数〕

(名)
1,321
〔246〕

1,308
〔230〕

1,293
〔240〕

1,293
〔247〕

1,243
〔229〕

(注) １　売上高には消費税及び地方消費税額は含まれておりません。

２　潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益については、中間（当期）純損失を計上しているため記載してお

りません。

３　純資産額の算定にあたり、第38期から「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」（企業会計基準適用指針第８

号）を適用しております。
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２ 【事業の内容】

当中間連結会計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。なお、関係会社の異動については、「３関係会社の状況」に記載のとおりであります。

　

３ 【関係会社の状況】

(1) 当中間連結会計期間において、以下の会社が新たに提出会社の連結子会社となりました。

名称 住所
資本金
(百万円)

主要な事業
の内容

議決権の所有
(又は被所有)
割合(％)

関係内容

(連結子会社)

㈱東日本ウッドワークス中部 三重県伊賀市 80住宅事業 100.0
当社への住宅部材の供給
資金貸付
役員の兼任・・・２名

(注) １　主要な事業の内容欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。

２　有価証券報告書または有価証券届出書を提出しておりません。

(2) 当中間連結会計期間において、持分法適用会社であった宝くじ神社株式会社は、当社が保有する

    株式をすべて売却したため、関係会社に該当しなくなりました。

　

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

平成20年４月30日現在

事業の種類別セグメントの名称 従業員数(名)

住宅事業 1,364〔252〕

ホテル事業 323〔417〕

その他事業 3　〔3〕

全社(共通) 92 〔─〕

合計 1,782〔672〕

(注)　従業員数は就業人員(当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出向者を

含んでおります。)であり、〔　〕内に当中間連結会計期間における臨時従業員(パートタイマー、アルバイト、契約

社員を含んでおります。)の平均雇用人員を外数で記載しております。

　

(2) 提出会社の状況

平成20年４月30日現在

従業員数(名) 1,293〔240〕

(注)　従業員数は就業人員(当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含んでおります。)であり、〔　〕

内に当中間会計期間における臨時従業員(パートタイマー、契約社員を含んでおります。)の平均雇用人員を外数

で記載しております。

　

(3) 労働組合の状況

当社グループには、労働組合はありません。
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第２ 【事業の状況】
以下の金額には消費税及び地方消費税額は含まれておりません。

　

１ 【業績等の概要】

(1) 業績

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、サブプライムローンに端を発した世界的な信用不安に

加え、原油価格の高騰による原材料価格の上昇や急激な円高などにより企業収益が押し下げられ、個

人消費も停滞感が強まるなど、これまで堅調であった景気も一転して、企業部門、家計部門とも先行き

に不透明感が強まる傾向で推移いたしました。住宅業界におきましては、改正建築基準法の施行に伴

う確認申請手続きの影響、住宅ローン金利先高観、雇用・所得環境の改善まで至らないなど、新設住宅

着工戸数は低水準で推移いたしました。

こうした厳しい経営環境の中、当社グループは経営資源を主力事業に集中し、お客様の満足度向上

に注力した経営を柱に、お客様ニーズの多様化に即した商品開発、営業力・提案力を強化するための、

社内研修・訓練などの人材育成に取組み、併せて収益力改善を図るため原価低減、経費削減に取組む

とともに競争力・営業力強化に努めてまいりました。

この結果、売上高は23,105百万円（対前年同期比8.5％減）となり、営業損失は1,059百万円、経常損

失1,626百万円、中間純損失1,692百万円となりました。

なお、当社グループの売上高は、上半期に比べ下半期に完成する工事の割合が多いため、季節的変動

があり、連結会計年度の上半期売上高と下半期売上高との間には大きな相違が生じます。

ちなみに、当中間連結会計期間の売上高は23,105百万円でありましたが、前中間連結会計期間の売

上高は25,260百万円、前連結会計年度における売上高は66,010百万円であります。

　

〈住宅事業〉

住宅事業におきましては、平成20年度を初年度とした「新未来３ヵ年計画」の推進に取組み、４事

業部体制の基盤を構築するために人材の採用・育成と組織力の強化を図るとともに、お客様満足経営

に努めてまいりました。創立40周年記念商品、環境に配慮した地球に優しい暮し方をテーマとしまし

た、新商品「スーパーエコイズム４０（フォーティ）」「Ｊ－エコイズム４０（フォーティ）」を平

成20年３月に発売するなど、受注拡大に努めてまいりました。収益においては、施工技術・施工能力・

品質向上を図り、工期短縮・原価低減に取組み、経営効率向上を図り、業績改善、企業体質強化に努め

てまいりました。

以上の結果、当中間連結会計期間の住宅事業の受注高は25,753百万円（対前年同期比8.5％増）と

なりました。

　なお、当事業の売上高は18,888百万円（対前年同期比10.7％減）となり、営業損失は910百万円とな

りました。
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〈ホテル事業〉

ホテル事業におきましては、お客様ニーズに合った新商品開発に注力し、積極的な営業展開の強化

に努め売上拡大に努めてまいりました。

以上の結果、ホテル事業の売上高は4,176百万円（対前年同期比2.8％増）となり営業利益は162百

万円（対前年同期比800.0％増）となりました。

　

〈その他事業〉

その他事業におきましては、当社グループ保有の不動産賃貸事業と清算中のビール・飲料事業で

す。連結子会社である銀河高原ビール株式会社は、清算手続きを進めており、生産・販売をしていない

ため売上高はありません。

以上の結果、その他事業の売上高40百万円（対前年同期比8.1％増）となり、営業利益は25百万円

（対前年同期比19.0％増）となりました。

　

(2) キャッシュ・フローの状況

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」）は、営業活動により537百万円

の資金の減少、投資活動及び財務活動により、3,368百万円の減少などにより、前連結会計年度末と比

較して3,906百万円減少し、当中間連結会計期間末は、1,787百万円（前連結会計年度末は、5,693百万

円）となりました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況と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)

当中間連結会計期間において営業活動による資金の減少は537百万円（前年同期は3,764百万円の

減少）となりました。この減少要因は、未成工事受入金3,780百万円の増加、また、税金等調整前中間純

損失1,643百万円、仕入債務1,839百万円の減少があったことによるものです。

　

 (投資活動によるキャッシュ・フロー)

当中間連結会計期間において投資活動による資金の増加は1,061百万円（前年同期は360百万円の

資金の増加）となりました。この増加要因は、有形・無形固定資産の売却による収入763百万円、投資

有価証券の売却による収入553百万円によるものです。

　

 (財務活動によるキャッシュ・フロー)

当中間連結会計期間における財務活動による資金の減少は4,430百万円（前年同期は854百万円の

資金の減少）となりました。この減少要因は、有利子負債4,221百万円の削減、Ｂ種優先株式の配当金

支払の実施209百万円によるものです。
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２ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

当社グループが営んでいる事業の大部分を占める住宅事業及びホテル事業は、生産実績を定義するこ

とが困難であるため記載を省略しております。

その他事業については、連結子会社である銀河高原ビール㈱が現在清算中であるため、生産をしており

ません。

　

　

(2) 受注状況

当社グループでは、当社の受注が大部分を占めているため、当社の受注状況を記載しております。

　

期別 部門別
期首繰越
工事高
(百万円)

期中受注
工事高
(百万円)

計
(百万円)

期中完成
工事高
(百万円)

期末繰越工事高(百万円) 期中
施工高
(百万円)

手持
工事高

うち施工高

前中間会計期間
(自平成18年11月１日
至平成19年４月30日)

建築部門 29,63121,80151,43218,92832,50416.6％5,39120,131

不動産
部門

774 1,9382,7131,6661,046 ─ ─ ─

計 30,40523,74054,14520,59533,550 ─ ─ ─

当中間会計期間
(自平成19年11月１日
至平成20年４月30日)

建築部門 26,83323,84650,67914,99035,68814.8％5,29618,017

不動産
部門

617 1,9072,5251,4781,046 ─ ─ ─

計 27,45125,75353,20416,46936,735 ─ ─ ─

前事業年度
(自平成18年11月１日
至平成19年10月31日)

建築部門 29,63148,58278,21451,38026,8338.5％ 2,26949,462

不動産
部門

774 3,8014,5763,958 617 ― ― ―

計 30,40552,38482,79055,33927,451 ― ― ―

(注) １　上記金額は全て販売価額により表示しております。

２　前期以前に受注した工事で契約の更改により請負金額に変更のあるものについては、期中受注工事高にその増

減額を含んでおります。従って期中完成工事高にも、かかる増減額が含まれております。

３　期末繰越工事高の施工高は、未成工事支出金により手持工事高の施工高を推定したものであります。

４　期中施工高は、(期中完成工事高＋期末繰越施工高－前期末繰越施工高)に一致します。

５　建築部門の完成工事高は、木造注文住宅の建築施工が冬季の積雪等の影響により下半期に集中する傾向にあり

ます。

　

(3) 販売実績

当中間連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりでありま

す。

　

区分 金額(百万円) 前年同期比(％)

住宅事業 18,888 △ 10.7

ホテル事業 4,176 2.8

その他事業 40 8.1

計 23,105 △ 8.5

（注）　 その他事業は、連結子会社である銀河高原ビール㈱が現在清算中のため、販売実績はなく、オフィスビルの賃貸

収入のみとなっております。
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３ 【対処すべき課題】

当中間連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について、重要な変更はありません。

　

４ 【経営上の重要な契約等】

特記事項はありません。

　

５ 【研究開発活動】

当社グループは日本の伝統文化を現代に生かした住まいづくり、さらにホテル事業など、多様な分野での

事業展開をしております。

こうした事業活動を通じて顧客ニーズに対応し、お客様満足度の向上に努めるとともに、品質、商品力、技

術力、提案力を追求してまいります。

なお、研究開発活動については住宅事業においてのみ行っており、主として当社の設計部において行って

おります。セグメント別研究開発活動の状況については住宅事業についてのみ記載しております。

　

（住宅事業）

当中間連結会計期間の主な商品開発としまして、国土交通省事業である200年住宅「超長期住宅先導的モ

デル事業」への応募の為、「館シリーズ超長期住宅モデル」を開発、申請準備を進めております。また、骨太

百年の家「館」シリーズの追加バージョンの開発、および「華」シリーズ（９タイプ、21バリエーション、

1,013プラン）リニューアルの為の見直しを進めております。

研究開発活動としまして、軸組パネル工法の性能整備の一環として床遮音性能を評価する為、各種床構成

による床衝撃音の比較測定を実施いたしました。

なお、当中間連結会計期間における研究開発費の総額は１百万円であります。
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第３ 【設備の状況】
以下の金額には消費税及び地方消費税額は含まれておりません。

　

１ 【主要な設備の状況】

(1) 提出会社

前連結会計年度末において計画中であった重要な設備の新設等のうち、当中間連結会計期間に取得し

た主なものは、次のとおりであります。

（住宅事業）

　建物　モデルハウス　７棟　220百万円

なお、上記のモデルハウス７棟220百万円の内、２棟66百万円はリース会社に売却し、当該モデルハウ

スのリースを受けております。

また、当連結会計年度中に、５棟154百万円もリース会社に売却し、当該モデルハウスのリースを受け

る予定であります。

　

２ 【設備の新設、除却等の計画】

当中間連結会計期間において、前連結会計年度末に計画中であった重要な設備の新設、除却等につい

て、重要な変更はありません。

　また、当中間連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 93,821,000

Ａ種優先株式 10,000,000

Ｂ種優先株式 4,000,000

計 107,821,000

　

② 【発行済株式】

　

種類
中間会計期間末
現在発行数(株)
(平成20年４月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成20年７月23日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 45,964,842同左
㈱ジャスダック
証券取引所

─

Ａ種優先株式 10,000,000同左 非上場 (注)

Ｂ種優先株式 4,000,000同左 非上場 (注)

計 59,964,842同左 ― ―

(注)　Ａ種優先株式及びＢ種優先株式の内容は、次のとおりであります。
　
　Ａ種優先株式の内容 

(１)　剰余金の配当 
　　　当会社は、定款第59条第１項に定める期末配当および同条第２項に定める剰余金の配当につき、Ａ種優先株式 
　　を有する株主(以下「Ａ種優先株主」という。)およびＡ種優先株式の登録株式質権者(以下「Ａ種優先登録株式
　　質権者」という。)に対して、普通株主および普通株式の登録株式質権者(以下「普通登録株式質権者」という。)
　　への配当と同額の配当を行う。 
(２)　中間配当 
　　　当会社は、定款第60条に定める中間配当を行うときは、Ａ種優先株主またはＡ種優先登録株式質権者に対し、 
　　普通株主または普通登録株式質権者への配当と同額の中間配当を行う。 
(３)　残余財産の分配 
　　　当会社は、当会社の解散に際して残余財産を分配するときは、Ａ種優先株主またはＡ種優先登録株式質権者に 
　　対して、Ａ種優先株式１株当たり200円を普通株主または普通登録株式質権者に先立って支払い、普通株式１株
　　当たりの残余財産分配額が200円を超える場合、Ａ種優先株主またはＡ種優先登録株式質権者に対し、普通株式と
　　同額になるまでの残余財産分配額をさらに支払う。 
(４)　議決権 
　　　Ａ種優先株主は、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会において、議決権を有しない。 
(５)　買入 
　　　当会社は、すべてのＢ種優先株式が当会社に取得された場合に限り、いつでもＡ種優先株式の全部または一部 
　　を買入れることができる。この買入価額は、Ａ種優先株式１株当たり、当会社の取締役会が買入れを決定した日 
　　に先立つ60取引日の株式会社ジャスダック証券取引所(当会社が株式会社東京証券取引所に上場した場合には株式
　　会社東京証券取引所を指すものとし、以下「株式会社ジャスダック証券取引所等」という。)における当会社の
　　普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値（終値のない日数を除く。円位未満小数第２位ま
　　で算出し、その小数第２位を四捨五入する。）とする。ただし、上記平均値が200円を下回る場合は、買入価額
　　は、Ａ種優先株式１株当たり200円とする。 
(６)　取得請求権 
　　①Ａ種優先株主は、平成20年11月１日以降、すべてのＢ種優先株式が当会社に取得された場合に限り、毎事業年
　　　度においていつでも、Ａ種優先株式の全部または一部を、Ａ種優先株式１株につき下記②で定める金額(以下
　　　「Ａ種優先株式償還請求対価」という。)を対価として取得することを当会社に請求すること(以下「Ａ種優先
　　　株式償還請求」という。)ができる。かかるＡ種優先株式償還請求に基づく取得は、法令の定める範囲内で、か
　　　つ、当該取得日の直前に開催された定時株主総会終結日の最終における当会社の分配可能額の２分の１相当額
　　　から、当該定時株主総会終結日の翌日(同日を含む。)から取得日(同日を含む。)までの期間中にＡ種優先株式
　　　の取得を既に行ったかまたは行う決定を行った分の価額および当該期間中に行われた当会社の株式(種類の如何
　　　を問わない。)にかかる剰余金分配金額の合計額を控除した金額を限度とする。 
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　　②「Ａ種優先株式償還請求対価」は、Ａ種優先株式償還請求のあった日に先立つ60取引日の株式会社ジャスダッ
　　　ク証券取引所等における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日
　　　数を除く。円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。)とする。 
(７)　普通株式への取得請求権 
　　　　Ａ種優先株主は、下記の条件によりその有するＡ種優先株式の当会社の普通株式への転換(取得と引換えに当
　　　会社の普通株式を交付することをいう。以下同じ。)を請求することができる。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記 

　　①転換請求期間　　　　　平成19年11月１日から平成27年10月30日まで 
　　②当初転換価額　　　　　200円とする。 
　　③転換価額の調整 
　　(ⅰ） 当会社がＡ種優先株式を発行後、次の(ア)から(ウ)のいずれかに該当する場合には、転換価額は、下記の 
　　　　　算式（以下「転換価額調整式」という。）により調整される。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記 
 

新規発行普通株式数×

既発行普通株式数＋
１株当たりの払込金額

調整後転換価額＝調整前転換価額×
１株当たり時価

既発行普通株式数＋新規発行普通株式数

　　　　　　　　転換後の調整価額は円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。 
　　(ア)　転換価額調整式で使用する時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行する場合 
　　(イ)　株式分割により普通株式を発行する場合 
　　(ウ)　転換価額調整式で使用する時価を下回る価額をもって普通株式に転換することができる株式または転 
　　　　　換価額調整式で使用する時価を下回る価額の払込をもって普通株式の発行を請求できる新株予約権ま 
　　　　　たは新株予約権付社債を発行する場合 
　　(ⅱ） 合併、会社分割、株式交換、株式移転、資本の減少または普通株式の併合等により転換価額の調整を必要 
　　　　　とする場合には、（ⅰ）に準じて適宜調整される。 
　　(ⅲ） 転換価額調整式で使用する時価は、上記（ⅰ）(ア)、(イ)、(ウ)の行為を行うことにつき当会社の取締役 
　　　　　会の決定がなされた日に先立つ60取引日の株式会社ジャスダック証券取引所等における当会社の普通株式 
　　　　　の普通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日数を除く。円位未満小数第２位ま 
　　　　　で算出し、その小数第２位を四捨五入する。）とする。 
　　(ⅳ） 転換の効力発生日に先立つ60取引日の株式会社ジャスダック証券取引所等における当会社の普通株式の普 
　　　　　通取引の毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日数を除く。円位未満小数第２位まで算 
　　　　　出し、その小数第２位を四捨五入する。）が②記載の当初転換価額または、上記（ⅰ）ないし（ⅲ）によ 
　　　　　り算出された転換価額を下回る場合、当該平均値を転換価額とする。ただし、当該転換価額は60円を下回 
　　　　　らないものとする。 
　　④転換により発行すべき普通株式数　Ａ種優先株式の転換により発行すべき当会社の普通株式数はＡ種優先株主 
　　　が転換請求のために提出したＡ種優先株式の発行価額の総額を転換価額で除した数とする。普通株式の数の算 
　　　出に当たって１株未満の端数が生じた場合には、会社法第234条に従う。 
　　⑤転換の効力発生　転換の効力は、転換請求書およびＡ種優先株式の株券が当会社または当会社の指定する者に 
　　　到着した日に発生する。 
(８)　一斉取得条項 
　　　当会社は、転換請求期間の末日の翌日(以下「Ａ種優先株式一斉転換基準日」という。)に残存するＡ種優先株 
　　式(なお、Ａ種優先株式一斉転換基準日の前日までに、Ａ種優先株式償還請求が行われたＡ種優先株式を除く。) 
　　を、同日の翌営業日以降の日で別途取締役会の定める日をもってすべて取得するものとする。当会社は、Ａ種優 
　　先株式と引換えに、Ａ種優先株式の発行価額の総額をＡ種優先株式１株当たり、転換請求期間の最終日に適用の 
　　あった転換価額で除して得られる数の普通株式を交付する。普通株式の数の算出に当たって１株未満の端数が生 
　　じた場合には、会社法第234条に従う。 
(９)　株式の分割または併合、募集株式の割当を受ける権利等 
　　　当会社は、法令に定める場合を除き、Ａ種優先株式についての株式の分割または併合を行わない。当会社は、 
　　Ａ種優先株主に対しては、募集株式または募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えず、また株式無償割当て 
　　または新株予約権無償割当ては行わない。 

　Ｂ種優先株式の内容 

(１)　剰余金の配当 
　　　　当会社は、Ｂ種優先株式を有する株主(以下「Ｂ種優先株主」という。)およびＢ種優先株式の登録株式質権 
　　　者(以下「Ｂ種優先登録株式質権者」という。)に対して、次に定める額の期末配当金(以下「Ｂ種優先配当金」
　　　という。)を金銭にて支払う。ただし、当該期末配当の基準日の属する事業年度において、下記④に定める中間
　　　配当金(以下「Ｂ種優先中間配当金」という。)を支払ったときは、当該Ｂ種優先中間配当金を控除した額とす
　　　る。 
　　①Ｂ種優先配当金 
　　　当会社が定款第59条第１項に定める期末配当を行うときは、普通株主または普通登録株式質権者およびＡ種優 
　　　先株主またはＡ種優先登録株式質権者に先立ち、Ｂ種優先株式１株につき、その払込金額に、当該期末配当の 
　　　基準日の属する事業年度における以下に定める配当年率(以下「Ｂ種優先株式配当年率」という。)を乗じて算 
　　　出した額(ただし、平成19年10月31日を基準日とするＢ種優先配当金については、この額に、払込期日(同日を 
　　　含む。)から平成19年10月31日(同日を含む。)までの期間につき１年365日として日割計算により算出される金 
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　　　額)(円位未満小数第３位まで算出し、その小数第３位を四捨五入する。)を支払う。 
　　　「Ｂ種優先株式配当年率」は、各事業年度について、次の算式により計算される年率とする。 
　　　・平成19年10月31日に終了する事業年度から平成21年10月31日に終了する事業年度の配当年率：7.00％ 
　　　・平成22年10月31日に終了する事業年度から平成24年10月31日に終了する事業年度の配当年率：8.00％ 
　　　・平成25年10月31日に終了する事業年度およびこれ以降の各事業年度の配当年率：9.00％ 
　　②累積条項 
　　　ある事業年度に属する日を基準日とする剰余金の配当において、Ｂ種優先株主またはＢ種優先登録株式質権者 
　　　に対して支払う剰余金の配当の額がＢ種優先配当金の額に達しないときは、その不足額は翌事業年度以降に累 
　　　積し、累積したＢ種未払配当金(以下「Ｂ種累積未払配当金」という。)については、当該翌事業年度以降に属 
　　　する日を基準日とする剰余金の配当に際して、Ｂ種優先配当金、普通株主または普通登録株式質権者およびＡ 
　　　種優先株主またはＡ種優先登録株式質権者に対する剰余金の配当に先立って、Ｂ種累積未払配当金をＢ種優先 
　　　株主またはＢ種優先登録株式質権者に対して支払う。 
　　③非参加条項 
　　　Ｂ種優先株主またはＢ種優先登録株式質権者に対しては、Ｂ種優先配当金の額を超えて剰余金の配当をしな
　　　い。 
　　④Ｂ種優先中間配当金 
　　　当会社が定款第60条に定める中間配当を行うときは、Ｂ種優先株主またはＢ種優先登録株式質権者に対し、普 
　　　通株主または普通登録株式質権者およびＡ種優先株主またはＡ種優先登録株式質権者に先立ち、Ｂ種優先株式 
　　　１株につき当該中間配当の基準日の属する事業年度に適用のあるＢ種優先株式配当年率を基準として算定した 
　　　Ｂ種優先配当金の額の２分の１に相当する金額を優先中間配当金として支払う。 
(２)　残余財産の分配 
　　　　当会社は、当会社の解散に際して残余財産を分配するときは、Ｂ種優先株主またはＢ種優先登録株式質権者 
　　　に対して、Ｂ種優先株式１株当たり1,000円(以下「Ｂ種残余財産分配額」という。)に残余財産分配の日までの
 　　 累積未払配当相当額を加算した金額を、普通株主または普通登録株式質権者およびＡ種優先株主またはＡ種優 
　　　先登録株式質権者に先立って、支払う。 
(３)　議決権 
　　　　Ｂ種優先株主は、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会において、議決権を有しない。ただし、Ｂ 
　　　種優先株主は、３事業年度連続してＢ種優先配当金を支払う旨の議案が定時株主総会に提出されない場合また 
　　　はその議案が否決された場合、当該３事業年度のうち最終事業年度に関する定時株主総会の終結のときよりＢ 
　　　種累積未払配当金相当額を含めたＢ種優先配当金の全部の支払いを受ける旨の剰余金処分議案決議がなされる 
　　　ときまで、株主総会における議決権を有する。 
(４)　取得請求権 
　　①Ｂ種優先株主は、払込期日の翌日以降、下記(６)に定める一斉転換基準日の前日(同日を含む。)までいつで
　　　も、Ｂ種優先株式の全部または一部を、Ｂ種優先株式１株につき下記②に定める金額(以下「Ｂ種優先株式償還　
　　　請求対価」という。)の金銭を対価として取得することを当会社に請求すること(以下「Ｂ種優先株式償還請
　　　求」という。)ができる。かかるＢ種優先株式償還請求に基づく取得は、法令の定める範囲内で、かつ、当該取
　　　得日の直前に開催された定時株主総会終結日の最終における当会社の分配可能額の２分の１相当額から、当該
　　　定時株主総会終結日の翌日(同日を含む。)から取得日(同日を含む。)までの期間中にＢ種優先株式の取得を既
　　　に行ったかまたは行う決定を行った分の価額および当該期間中に行われた当会社の株式(種類の如何を問わな
　　　い。) にかかる剰余金分配金額の合計額を控除した金額を限度とする。 
　　②「Ｂ種優先株式償還請求対価」は、Ｂ種優先株式１株当たり、(ⅰ)Ｂ種残余財産分配額、(ⅱ)累積未払配当金 
　　　相当額、および(ⅲ)払込金額相当額に取得日の直前に開催された定時株主総会が属する事業年度の初日(同日を
 　　 含む。)から取得日の前日(同日を含む。)までの期間に対して対応する事業年度に適用されるＢ種優先株式配当
 　　 年率の利率で計算される金額(かかる期間の実日数を分子とし365を分母とする分数を乗じることにより算出し 
　　　た額とし、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。)の和とする。 
(５)　随時取得条項 
　　①当会社は、Ｂ種優先株式の全部または一部を、払込期日の翌日以降、下記(６)に定めるＢ種優先株式一斉転換 
　　　基準日の前日(同日を含む。)までいつでも、当会社の取締役会決議に基づき、Ｂ種優先株式１株につき、下記 
　　　②に定める金額(以下「Ｂ種優先株式随時取得対価」という。)の金銭を支払うことと引換えに、Ｂ種優先株主 
　　　またはＢ種優先登録株式質権者の意思にかかわらず、取得することができる。一部を取得するときは、按分比 
　　　例の方法により行う。 
　　②「Ｂ種優先株式随時取得対価」は、Ｂ種優先株式１株当たり、(ⅰ)Ｂ種残余財産分配額、(ⅱ)払込金額相当額 
　　　に払込期日(同日を含む。)から取得日の前日(同日を含む。)までの期間に対して下記③に定める随時取得金額 
　　　算定利率の利率で計算される金額(１事業年度に満たない期間についてはかかる期間の実日数を分子とし365を 
　　　分母とする分数を乗じることにより算出した額とし、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨 
　　　五入する。)、(ⅲ)累積未払配当金相当額、および(ⅳ)払込金額相当額に取得日の直前に開催された定時株主総
 　　 会が属する事業年度の初日(同日を含む。)から取得日の前日(同日を含む。)までの期間に対して対応する事業 
　　　年度に適用されるＢ種優先株式配当年率の利率で計算される金額(かかる期間の実日数を分子とし365を分母と 
　　　する分数を乗じることにより算出した額とし、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入す 
　　　る。)の和とする。 
　　③「随時取得金額算定利率」は、払込期日から４年後の応当日以降に終了する事業年度の末日まで年率2.00％、 
　　　かかる事業年度の末日の翌日以降は年率3.00％とする。 
(６)　一斉取得条項 
　　　　当会社は、払込期日から７年後の応当日(以下「Ｂ種優先株式一斉転換基準日」という。)に残存するＢ種優 
　　　先株式(なお、Ｂ種優先株式一斉転換基準日の前日までに、Ｂ種優先株式償還請求が行われたＢ種優先株式また
 　　 は上記(５)に定める取得条項に基づく取得が行われたＢ種優先株式を除く。)を、Ｂ種優先株式一斉転換基準日
　　　の翌営業日以降の日で別途取締役会で定める日をもってすべて取得するものとする。当会社は、Ｂ種優先株式 
　　　の取得と引換えに、Ｂ種優先株式１株当たり、(ⅰ)Ｂ種残余財産分配額、(ⅱ)累積未払配当金相当額、および
　　　(ⅲ)払込金額相当額にＢ種優先株式一斉転換基準日の直前に開催された定時株主総会が属する事業年度の初日

EDINET提出書類

東日本ハウス株式会社(E00197)

半期報告書

12/66



　　　(同日を含む。)からＢ種優先株式一斉転換基準日の前日(同日を含む。)までの期間に対して対応する事業年度
　　　に適用されるＢ種優先株式配当年率の利率で計算される金額(かかる期間の実日数を分子とし365を分母とする
　　　分数を乗じることにより算出した額とし、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。)
　　　の和を、Ｂ種優先株式一斉転換基準日に先立つ45取引日に始まる30取引日の株式会社ジャスダック証券取引所
　　　等における当会社の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む。)の平均値(終値のない日数を除く。)
　　　の90％(ただし、当該価格が算定でききない場合は、当会社とＢ種優先株主が別途合意する第三者機関の算定す
　　　る時価の90％とする。なお、第三者機関の指名に関する協議開始後30日以内に合意に達しない場合は、当会社
　　　とＢ種優先株主がそれぞれ指名した第三者機関の算定する時価の平均値の90％とする。)(以下「一斉転換価
　　　額」という。)で除して得られる数の普通株式を交付する。ただし、平均値および一斉転換価額の計算は、円位
　　　未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。普通株式の数の算出に当たって１株未満の端数
　　　が生じた場合には、会社法第234条に従う。
(７)　株式の分割または併合、募集株式の割当を受ける権利等 
　　　　当会社は、法令に定める場合を除き、Ｂ種優先株式についての株式の分割または併合を行わない。当会社
　　　は、Ｂ種優先株主に対しては、募集株式または募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えず、また株式無償
　　　割当てまたは新株予約権無償割当ては行わない。 
(８)　優先順位 
　　①Ａ種優先株式にかかる残余財産の分配の順位は、普通株式に優先し、Ｂ種優先株式にかかる優先配当金の支払
　　　いおよび残余財産の分配の順位は、Ａ種優先株式および普通株式に優先する。 
　　②すべてのＢ種優先株式が当会社に取得されるまでの間は、すべてのＢ種優先株主の書面による事前の承諾があ 
　　　る場合を除き、当会社はＡ種優先株式を株主との合意により有償で取得せず、またＡ種優先株主はＡ種優先株 
　　　式償還請求できない。すべてのＡ種優先株式およびＢ種優先株式が当会社に取得されるまでの間は、すべての 
　　　Ａ種優先株主およびＢ種優先株主の書面による事前の承諾がある場合を除き、当会社は普通株式を株主との合 
　　　意により有償で取得しない。 

　

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　

(3) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。
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(4) 【発行済株式総数、資本金等の状況】
　

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額

(百万円)

資本金残高

(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

平成20年１月30日(注) ─ 59,964,842 ─ 3,873 △ 2,000 ─

(注) 会社法第448条第１項の規定に基づき、資本準備金を減少し、その他資本剰余金へ振替えたものであります。

　

(5) 【大株主の状況】

①普通株式

平成20年４月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(有)東日本ハウスホールディン
グス

東京都中央区日本橋二丁目６番５号 10,000 21.8

東日本ハウス社員持株会 岩手県盛岡市長田町２番20号 4,382 9.5

中　村　　　功 岩手県盛岡市 4,274 9.3

東日本ハウス互助会 岩手県盛岡市長田町２番20号 1,815 3.9

東友会持株会 岩手県盛岡市長田町２番20号 1,690 3.7

㈱みずほ銀行 東京都千代田区内幸町一丁目１番５号 1,323 2.9

みずほインベスターズ証券㈱ 東京都中央区日本橋茅場町一丁目13番16号 956 2.1

第一生命保険相互会社 東京都千代田区有楽町一丁目13番１号 442 1.0

㈱三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内２丁目７番１号 420 0.9

真　崎　克　彦 千葉県松戸市 415 0.9

計 ― 25,718 56.0

　

②Ａ種優先株式

平成20年４月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(有)東日本ハウスホールディン
グス

東京都中央区日本橋二丁目６番５号 10,000 100.00

計 ─ 10,000 100.00

　

③Ｂ種優先株式

平成20年４月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

ＭＨメザニン投資事業有限責任
組合

東京都千代田区丸の内１丁目１番２号 4,000 100.00

計 ─ 4,000 100.00
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(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成20年４月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式

Ａ種優先株式
10,000,000

― ―

Ｂ種優先株式
4,000,000

─ ─

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式

77,000
― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

45,609,000
45,601 ―

単元未満株式
普通株式

278,842
― ―

発行済株式総数 59,964,842― ―

総株主の議決権 ― 45,601 ―

(注) １　単元未満株式の欄の普通株式には、当社所有の自己株式903株が含まれております。

２　完全議決権株式(その他)の欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が8,000株含まれております。

３　完全議決権株式(その他)の欄の議決権の数には、証券保管振替機構名義の株式に係る議決権８個は含まれてお

りません。

４　Ａ種優先株式及びＢ種優先株式の内容は、１「株式等の状況」(1) 株式の総数等 ② 発行済株式の注記に記載

しております。

　

② 【自己株式等】

平成20年４月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
東日本ハウス㈱

岩手県盛岡市長田町
２番20号

77,000─ 77,000 0.2

計 ― 77,000─ 77,000 0.2
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２ 【株価の推移】

(1) 普通株式

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】

　

月別 平成19年11月 12月 平成20年１月 ２月 ３月 ４月

最高(円) 134 107 109 103 113 106

最低(円) 79 77 84 91 90 98

(注)　最高・最低株価は、ジャスダック証券取引所におけるものであります。

　

(2) Ａ種優先株式

当株式は、金融商品取引所に上場されておりません。

(3) Ｂ種優先株式

当株式は、金融商品取引所に上場されておりません。

３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までの役員の異動は、次のとおりであり

ます。

(1) 新任役員

該当事項はありません。

　

(2) 退任役員

該当事項はありません。

　

(3) 役職の異動

新役名及び職名 旧役名及び職名 氏名 異動年月日

取締役経理部長 取締役財務・総務担当兼人事部長 青　苅　雅　肥 平成20年３月１日

取締役業務統轄部長兼人事部長 取締役顧問 梅　田　欣　也 平成20年３月１日

(注)　当社では執行役員制度を導入しております。前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日まで

の執行役員の就任・退任については、次のとおりであります。

(1) 新任執行役員

該当事項はありません。

　

(2) 退任執行役員

役名及び職名 氏名 退任年月日

関東甲信ブロック
副統轄兼松本支店長

岩　渕　昭　彦 平成20年５月１日
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第５ 【経理の状況】

１　中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について

　(1) 当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成11年大

蔵省令第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。)に準拠して作成し、「建設業法施行規則」(昭和

24年建設省令第14号)に準じて記載しております。

　なお、前中間連結会計期間（平成18年11月１日から平成19年４月30日まで）は改正前の中間連結財務諸

表規則に基づき、当中間連結会計期間（平成19年11月１日から平成20年４月30日まで）は改正後の中間

連結財務諸表規則に基づいて作成しております。

　

　(2) 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令

第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)に準拠して作成し、「建設業法施行規則」(昭和24年建設

省令第14号)に準じて記載しております。

　なお、前中間会計期間（平成18年11月１日から平成19年４月30日まで）は改正前の中間財務諸表等規則

に基づき、当中間会計期間（平成19年11月１日から平成20年４月30日まで）は改正後の中間財務諸表等

規則に基づいて作成しております。

　

２　監査証明について

　当社は、前中間連結会計期間(平成18年11月１日から平成19年４月30日まで)及び前中間会計期間(平成

18年11月１日から平成19年４月30日まで)は証券取引法第193条の２の規定に基づき、また当中間連結会

計期間(平成19年11月１日から平成20年４月30日まで)及び当中間会計期間(平成19年11月１日から平成

20年４月30日まで)は金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、それぞれ中間連結財務諸表並

びに中間財務諸表について、優成監査法人により中間監査を受けております。
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１ 【中間連結財務諸表等】

(1) 【中間連結財務諸表】

① 【中間連結貸借対照表】

　

前中間連結会計期間末

(平成19年４月30日)

当中間連結会計期間末

(平成20年４月30日)

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
(平成19年10月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ　流動資産

　　現金預金 ※１ 2,697 2,524 6,456

　　受取手形・
　　完成工事未収入金等

1,964 1,264 1,969

　　有価証券 11 ─ ─

　　未成工事支出金 4,924 4,339 2,425

　　その他たな卸資産 6,778 4,914 5,440

　　繰延税金資産 1,616 1,287 1,261

　　その他 ※１ 1,578 1,326 1,580

　　貸倒引当金 △ 119 △ 119 △ 116

　　流動資産合計 19,45233.4 15,53831.2 19,01633.8

Ⅱ　固定資産

　１　有形固定資産

　　　建物・構築物 ※１ 42,215 40,047 41,353

　　　機械・運搬具・備品 ※１ 6,666 6,516 6,535

　　　土地 ※１ 12,876 11,525 12,598

　　　その他 250 119 35

　　　減価償却累計額 ※３ △ 27,669 △ 27,819 △ 27,402

　　　有形固定資産合計 34,338 30,389 33,120

　２　無形固定資産 396 757 503

　３　投資その他の資産

　　　投資有価証券 ※１ 443 177 389

　　　長期貸付金 ※１ 4,289 2,352 4,200

　　　破産債権・更生債権等 4,803 3,674 4,402

　　　その他 2,030 1,892 1,928

　　　貸倒引当金 △ 7,574 △ 5,057 △ 7,265

　　　投資その他の資産合計 3,991 3,039 3,655

　　固定資産合計 38,72666.6 34,18768.8 37,27966.2

　　資産合計 58,178100.0 49,726100.0 56,295100.0
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前中間連結会計期間末

(平成19年４月30日)

当中間連結会計期間末

(平成20年４月30日)

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
(平成19年10月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ　流動負債

　　工事未払金等 6,969 4,875 6,897

　　短期借入金 ※１ 11,625 9,385 10,205

　　一年内償還予定の社債 1,600 1,200 1,400

　　未成工事受入金 6,739 7,498 3,717

　　完成工事補償引当金 250 242 244

　　賞与引当金 412 454 563

　　その他 2,377 2,063 2,332

　　流動負債合計 29,97451.5 25,71851.7 25,36145.1

Ⅱ　固定負債

　　社債 1,200 ─ 600

　　長期借入金 ※１ 19,961 18,074 20,322

　　退職給付引当金 1,484 1,348 1,357

　　役員退職慰労引当金 509 468 524

　　事業整理損失引当金 2,217 ─ 2,212

　　その他 742 975 876

　　固定負債合計 26,11544.9 20,86642.0 25,89246.0

　　負債合計 56,09096.4 46,58593.7 51,25391.1

(純資産の部)

Ⅰ　株主資本

　　資本金 3,8736.7 3,8737.8 3,8736.9

　　資本剰余金 2,2673.8 1,5013.0 2,2674.0

　　利益剰余金 △ 4,068△7.0 △ 2,259△ 4.5 △ 1,123△ 2.0

　　自己株式 △ 15△0.0 △ 16△ 0.0 △ 16△ 0.0

　　株主資本合計 2,0563.5 3,0986.2 5,0008.9

Ⅱ　評価・換算差額等

　　その他有価証券
　　評価差額金

29 0.1 31 0.1 37 0.0

　　評価・換算差額等合計 29 0.1 31 0.1 37 0.0

Ⅲ　少数株主持分 2 0.0 10 0.0 4 0.0

　　純資産合計 2,0883.6 3,1406.3 5,0428.9

　　負債純資産合計 58,178100.0 49,726100.0 56,295100.0
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② 【中間連結損益計算書】

　

前中間連結会計期間

(自　平成18年11月１日
至　平成19年４月30日)

当中間連結会計期間

(自　平成19年11月１日
至　平成20年４月30日)

前連結会計年度の
要約連結損益計算書
(自　平成18年11月１日
至　平成19年10月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅰ　売上高 ※１ 25,260100.0 23,105100.0 66,010100.0

Ⅱ　売上原価 17,54269.4 15,81468.4 45,10768.3

　　売上総利益 7,71830.6 7,29131.6 20,90331.7

Ⅲ　販売費及び
　　一般管理費

※２ 8,77834.8 8,35136.1 17,46726.5

　　営業利益又は
　　営業損失(△)

△ 1,060△ 4.2 △ 1,059△ 4.6 3,4365.2

Ⅳ　営業外収益

　　受取利息 64 69 132

　　その他 111 175 0.7 69 139 0.6 212 345 0.5

Ⅴ　営業外費用

　　支払利息 529 512 1,038

　　持分法による
　　投資損失

110 75 152

　　株式交付費 104 ― 104

　　その他 173 918 3.6 117 705 3.1 286 1,5822.4

　　経常利益又は
　　経常損失(△)

△ 1,802△ 7.1 △ 1,626△ 7.0 2,1993.3

Ⅵ　特別利益

　　固定資産売却益 ※３ 2 16 39

　　投資有価証券売却益 3 354 3

　　その他 ― 6 0.0 6 378 1.6 ― 43 0.1

Ⅶ　特別損失

　　固定資産売却損 ※４ 1 38 24

　　固定資産除却損 ※５ 30 62 124

　　販売用不動産評価損 ― 36 129

　　貸倒引当金繰入額 986 ― 986

　　減損損失 ※７ ― ― 264

　　事業整理損失 ※６ 104 44 142

　　債権譲渡損 ─ 197 ─

　　その他特別損失 ─ 1,1224.5 15 395 1.7 110 1,7812.7

　　税金等調整前
　　当期純利益又は
　　税金等調整前中間
　　純損失（△）

△ 2,919△11.6 △ 1,643△ 7.1 461 0.7

　　法人税、住民税
　　及び事業税

25 75 103

　　法人税等調整額 75 100 0.4 △ 33 42 0.2 430 534 0.8

　　少数株主利益 2 0.0 6 0.0 4 0.0

　　中間(当期)純損失 3,022△12.0 1,692△ 7.3 77△ 0.1
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③ 【中間連結株主資本等変動計算書】

前中間連結会計期間(自　平成18年11月１日　至　平成19年４月30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

平成18年10月31日残高(百万円) 5,873 3,412 △ 8,190 △ 14 1,080

中間連結会計期間中の変動額

　新株の発行 2,000 2,000 4,000

  減資 △ 4,000 4,000 ─

　欠損補填による資本準備金の取崩 △ 3,144 3,144 ─

　中間純損失 △ 3,022 △ 3,022

　自己株式の取得 △ 1 △ 1

　株主資本以外の項目の中間連結
　会計期間中の変動額(純額)

中間連結会計期間中の変動額合計(百万円) △ 2,000 △ 1,144 4,122 △ 1 976

平成19年４月30日残高(百万円) 3,873 2,267 △ 4,068 △ 15 2,056

　

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
その他有価証券
評価差額金

評価・換算
差額等合計

平成18年10月31日残高(百万円) 36 36 ─ 1,116

中間連結会計期間中の変動額

　新株の発行 4,000

　減資 ─

　欠損填補による資本準備金の取崩 ─

　中間純損失 △ 3,022

　自己株式の取得 △ 1

　株主資本以外の項目の中間連結
　会計期間中の変動額(純額)

△ 6 △ 6 2 △ 3

中間連結会計期間中の変動額合計(百万円) △ 6 △ 6 2 972

平成19年４月30日残高(百万円) 29 29 2 2,088
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当中間連結会計期間(自　平成19年11月１日　至　平成20年４月30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

平成19年10月31日残高(百万円) 3,873 2,267 △ 1,123 △ 16 5,000

中間連結会計期間中の変動額

　剰余金の配当

　Ｂ種優先株式優先配当金 △ 209 △ 209

　欠損補填による資本準備金の取崩 △ 556 556 ─

　中間純損失 △ 1,692 △ 1,692

　自己株式の取得 △ 0 △ 0

　自己株式の処分 △ 0 0 0

　株主資本以外の項目の中間連結
　会計期間中の変動額(純額)

中間連結会計期間中の変動額合計(百万円) ─ △ 765 △ 1,136 △ 0 △ 1,901

平成20年４月30日残高(百万円) 3,873 1,501 △ 2,259 △ 16 3,098

　

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
その他有価証券
評価差額金

評価・換算
差額等合計

平成19年10月31日残高(百万円) 37 37 4 5,042

中間連結会計期間中の変動額

　剰余金の配当

　Ｂ種優先株式優先配当金 △ 209

　欠損填補による資本準備金の取崩 ─

　中間純損失 △ 1,692

　自己株式の取得 △ 0

　自己株式の処分 0

　株主資本以外の項目の中間連結
　会計期間中の変動額(純額)

△ 6 △ 6 6 △ 0

中間連結会計期間中の変動額合計(百万円) △ 6 △ 6 6 △ 1,901

平成20年４月30日残高(百万円) 31 31 10 3,140
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前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書(自　平成18年11月１日　至　平成19年10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

平成18年10月31日残高(百万円) 5,873 3,412 △ 8,190 △ 14 1,080

連結会計年度中の変動額

　新株の発行 2,000 2,000 4,000

　減資 △ 4,000 4,000 ─

　欠損填補による資本準備金の取崩 △ 3,144 3,144 ─

　当期純損失 △ 77 △ 77

　自己株式の取得 △ 1 △ 1

　自己株式の処分 △ 0 0 0

　株主資本以外の項目の当期変動額(純額)

連結会計年度中の変動額合計(百万円) △ 2,000 △ 1,144 7,066 △ 1 3,920

平成19年10月31日残高(百万円) 3,873 2,267 △ 1,123 △ 16 5,000

　

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
その他有価証券
評価差額金

評価・換算
差額等合計

平成18年10月31日残高(百万円) 36 36 ― 1,116

連結会計年度中の変動額

　新株の発行 4,000

　減資 ─

　欠損填補による資本準備金の取崩 ─

　当期純損失 △ 77

　自己株式の取得 △ 1

　自己株式の処分 0

　株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 1 1 4 5

連結会計年度中の変動額合計(百万円) 1 1 4 3,926

平成19年10月31日残高(百万円) 37 37 4 5,042
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④ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

前中間連結会計期間

(自　平成18年11月１日
至　平成19年４月30日)

当中間連結会計期間

(自　平成19年11月１日
至　平成20年４月30日)

前連結会計年度の
要約連結キャッシュ・
フロー計算書

(自　平成18年11月１日
至　平成19年10月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

Ⅰ　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

　　税金等調整前中間純損失(△)
△ 2,919 △ 1,643 461

　　減価償却費 793 687 1,474

　　減損損失 ─ ─ 264

　　貸倒引当金の増加(△減少)額 986 △ 8 675

　　完成工事補償引当金の増加

　　(△減少)額
─ △ 2 3

　　賞与引当金の増加(△減少)額 △ 174 △ 112 △ 23

　　退職給付引当金及び

　　役員退職慰労引当金の

　　増加(△減少)額

△ 39 △ 82 △ 152

　　受取利息及び受取配当金 △ 65 △ 69 △ 169

　　支払利息 529 512 1,038

　　投資有価証券売却損益 △ 3 △ 354 △ 3

　　持分法による投資損失 110 75 152

　　有形固定資産関連損益 29 84 108

　　債権譲渡損 ─ 197 ─

　　売上債権の減少(△増加)額 563 304 536

　　未成工事支出金の減少

　　(△増加)額
△ 1,219 △ 1,900 1,135

　　その他たな卸資産の減少

　　(△増加)額
△ 859 603 477

　　仕入債務の増加(△減少)額 △ 3,881 △ 1,839 △ 3,900

　　未成工事受入金の増加

　　(△減少)額
2,798 3,780 △ 223

　　未払消費税等の増加

　　(△減少)額
△ 88 △ 291 76

　　その他 237 122 723

　　　小計 △ 3,202 63 2,655

　　利息及び配当金の受取額 75 23 159

　　利息の支払額 △ 529 △ 506 △ 1,044

　　法人税等の支払額 △ 107 △ 116 △ 121

　　営業活動による

　　キャッシュ・フロー
△ 3,764 △ 537 1,648
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前中間連結会計期間

(自　平成18年11月１日
至　平成19年４月30日)

当中間連結会計期間

(自　平成19年11月１日
至　平成20年４月30日)

前連結会計年度の
要約連結キャッシュ・
フロー計算書

(自　平成18年11月１日
至　平成19年10月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

Ⅱ　投資活動による

　　キャッシュ・フロー

　　定期預金の純増減額 △ 39 42 △ 370

　　有形・無形固定資産の

　　取得による支出
△ 620 △ 502 △ 877

　　有形・無形固定資産の

　　売却による収入
902 763 1,258

　  投資有価証券の売却による

　　収入
8 553 8

　　貸付けによる支出 △ 234 △ 244 △ 332

　　貸付金の回収による収入 387 231 247

　　保険積立金解約収入 50 1 222

　　新規連結子会社の取得による

　　収入
─ 22 ─

　　その他 △ 94 194 78

　　投資活動による

　　キャッシュ・フロー
360 1,061 235

Ⅲ　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 △ 784 △ 1,428 △ 2,187

　　長期借入れによる収入 ─ 1,660 4,000

　　長期借入金の返済による支出 △ 3,164 △ 3,653 △ 6,820

　　社債の償還による支出 △ 800 △ 800 △ 1,600

　　株式の発行による収入 3,895 ─ 3,895

　　自己株式の取得による支出 △ 1 △ 0 △ 1

　　自己株式の売却による収入 ─ 0 ─

　　種類株式優先配当金の支払 ─ △ 209 ─

　　財務活動による

　　キャッシュ・フロー
△ 854 △ 4,430 △ 2,714

Ⅳ　現金及び現金同等物の

　　増加(△減少)額
△ 4,259 △ 3,906 △ 830

Ⅴ　現金及び現金同等物の

　　期首残高
6,524 5,693 6,524

Ⅵ　現金及び現金同等物の

　　中間期末(期末)残高
2,265 1,787 5,693
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項
　
　

項目
前中間連結会計期間
(自　平成18年11月１日
至　平成19年４月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年11月１日
至　平成20年４月30日)

前連結会計年度
(自　平成18年11月１日
至　平成19年10月31日)

１　連結の範囲に関す
る事項

(1) 連結子会社数　５社
　　連結子会社の名称
　　　㈱ホテル東日本
　　　銀河高原ビール㈱
　　　㈱東日本ウッドワーク

ス北海道
　　　東日本ハウスサービス

㈱
　　　㈱東京工務店

(1) 連結子会社数　６社
　　連結子会社の名称
　　　㈱ホテル東日本
　　　銀河高原ビール㈱
　　　㈱東日本ウッドワーク

ス北海道
　　　東日本ハウスサービス

㈱　　　　
　　　㈱東京工務店
　　　㈱東日本ウッドワーク

ス中部
　なお、㈱東日本ウッドワー
クス中部は、平成20年２月
29日付にて株式取得に伴
い、当中間連結会計期間よ
り連結の範囲に含めており
ます。中間連結財務諸表作
成については、中間貸借対
照表は連結しており、中間
損益計算書のみ持分法を適
用しております。

(1) 連結子会社数　５社
　　連結子会社の名称
　　　㈱ホテル東日本
　　　銀河高原ビール㈱
　　　㈱東日本ウッドワーク

ス北海道
　　　東日本ハウスサービス

㈱
　　　㈱東京工務店

(2) 主要な非連結子会社の
名称

　　　宝くじ神社㈱
　　　東日本テック㈱

(2) 主要な非連結子会社の
名称

　　　東日本テック㈱
　　　銀河交通㈱
  なお、宝くじ神社㈱は、平
成20年４月30日付にて全保
有株式を譲渡したため平成
20年３月まで持分法の範囲
に含めております。

(2) 主要な非連結子会社の
名称

　　　宝くじ神社㈱
　　　東日本テック㈱
　　　銀河交通㈱

(連結の範囲から除いた理
由)
　非連結子会社は、いずれも
小規模であり、合計の総資
産、売上高、中間純損益(持
分に見合う額)及び利益剰
余金(持分に見合う額)等
は、いずれも中間連結財務
諸表に重要な影響を及ぼし
ていないため連結の範囲か
ら除外しております。

(連結の範囲から除いた理
由)

同左

(連結の範囲から除いた理
由)
　非連結子会社は、いずれも
小規模であり、合計の総資
産、売上高、当期純損益(持
分に見合う額)及び利益剰
余金(持分に見合う額)等
は、いずれも連結財務諸表
に重要な影響を及ぼしてい
ないため連結の範囲から除
外しております。

２　持分法の適用に関
する事項

　非連結子会社と関連会社
に対する投資額について
は、小規模会社を除き、持分
法を適用しております。
(1) 持分法適用会社数
　　①非連結子会社　２社
　　　　宝くじ神社㈱
　　　　東日本テック㈱

　非連結子会社と関連会社
に対する投資額について
は、小規模会社を除き、持分
法を適用しております。
(1) 持分法適用会社数
　　①非連結子会社　１社
　　　　東日本テック㈱
　なお、宝くじ神社㈱は、平
成20年４月30日付にて全保
有株式を譲渡したため平成
20年３月まで持分法の範囲
に含めております。

　非連結子会社と関連会社
に対する投資額について
は、小規模会社を除き、持分
法を適用しております。
(1) 持分法適用会社数
　　①非連結子会社　２社
　　　　宝くじ神社㈱
　　　　東日本テック㈱

　　②関連会社　２社
　　　　東日本沢内総合開発㈱

　　　　㈱東日本ウッド
　　　　ワークス中部

　　②関連会社　１社
　　　　 東日本沢内総合開
　　　　 発㈱
　なお、㈱東日本ウッドワー
クス中部は、平成20年２月
29日付にて株式取得に伴
い、当中間連結会計期間よ
り連結の範囲に含めており
ます。中間連結財務諸表作
成については、中間貸借対
照表は連結しており、中間
損益計算書のみ持分法を適
用しております。

　　②関連会社　２社
　　　　東日本沢内総合開
　　　　発㈱
　　　　㈱東日本ウッド
　　　　ワークス中部
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項目
前中間連結会計期間
(自　平成18年11月１日
　至　平成19年４月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年11月１日
　至　平成20年４月30日)

前連結会計年度
(自　平成18年11月１日
　至　平成19年10月31日)

(2) 主要な持分法非適用会
社の名称

非連結子会社
　　　　銀河交通㈱

(2) 主要な持分法非適用会
社の名称

同左
 

(2) 主要な持分法非適用会
社の名称

同左
 

(3) 持分法を適用しない非
連結子会社及び関連会
社について持分法を適
用しない理由

(3) 持分法を適用しない非
連結子会社について持
分法を適用しない理由

(3) 持分法を適用しない非
連結子会社について持
分法を適用しない理由

 

　　上記の持分法非適用の非
連結子会社は、中間連結
純損益及び利益剰余金等
に及ぼす影響が軽微であ
り、かつ全体としても重
要性がないため、持分法
の適用範囲から除外して
おります。

同左 　　上記の持分法非適用の非
連結子会社は、それぞれ
連結純損益及び利益剰余
金に及ぼす影響が軽微で
あり、かつ全体としても
重要性がないため、持分
法の適用から除外してお
ります。

(4) 債務超過となっている
持分法適用関連会社につ
いては、「持分法会計に
関する実務指針につい
て」(会計制度委員会報
告第９号)に基づき、親会
社の実質負担額を計上し
ております。

　　なお、負担した債務超過
額は、貸付金等を減額し
ております。
　また、持分法適用会社の
うち、中間決算日が中間
連結決算日と異なる会社
については、各社の中間
会計期間にかかる中間財
務諸表を使用しておりま
す。

(4) 　　　同左 (4) 債務超過となっている
持分法適用関連会社につ
いては、「持分法会計に
関する実務指針につい
て」(会計制度委員会報
告第９号)に基づき、親会
社の実質負担額を計上し
ております。
　なお、負担した債務超過
額は、貸付金等を減額し
ております。

　　また、持分法適用会社の
うち、決算日が連結決算
日と異なる会社について
は、各社の事業年度にか
かる財務諸表を使用して
おります。

３　連結子会社の(中
間)決算日等に関
する事項

　連結子会社の中間決算日
は、すべて中間連結決算日
と異なっており、次のとお
りであります。

会社名
中間
決算日

銀河高原
ビール㈱

３月31日
※
１※
２

㈱東日本ウッド
ワークス北海道

２月28日 ※１

㈱ホテル
東日本

３月31日 ※１

東日本ハウス
サービス㈱

３月31日 ※１

㈱東京工務店 ３月31日 ※１

　連結子会社の中間決算日
は、すべて中間連結決算日
と異なっており、次のとお
りであります。

会社名
中間
決算日

銀河高原
ビール㈱

３月31日
※
１※
２

㈱東日本ウッド
ワークス北海道

２月29日 ※１

㈱ホテル
東日本

３月31日 ※１

東日本ハウス
サービス㈱

３月31日 ※１

㈱東京工務店 ３月31日 ※１

㈱東日本ウッド
ワークス中部

２月29日 ※１

　連結子会社の決算日は、す
べて連結決算日と異なって
おり、次のとおりでありま
す。

会社名 決算日

銀河高原
ビール㈱

９月30日
※
１※
２

㈱東日本ウッド
ワークス北海道

８月31日 ※１

㈱ホテル
東日本

９月30日 ※１

東日本ハウス
サービス㈱

９月30日 ※１

㈱東京工務店 ９月30日 ※１

※１：連結子会社の中間決
算日現在の中間財務
諸表を使用しており
ます。なお、連結子会
社の中間決算日から
中間連結決算日まで
に発生した重要な取
引については、連結
上必要な調整を行っ
ております。

※１：　　同左 ※１：連結子会社の決算日
現在の財務諸表を使
用しております。な
お、連結子会社の決
算日から連結決算日
までに発生した重要
な取引については、
連結上必要な調整を
行っております。　
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項目
前中間連結会計期間
(自　平成18年11月１日
　至　平成19年４月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年11月１日
　至　平成20年４月30日)

前連結会計年度
(自　平成18年11月１日
　至　平成19年10月31日)

※２：連結子会社である銀
河高原ビール㈱は平
成18年３月９日付東
京地方裁判所より特
別清算開始決定の許
可を受け清算手続を
進めております。

※２：　　同左 ※２：　　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
　　　満期保有目的の債券
　　　……償却原価法(定額

法)
　　　その他有価証券
　　　　時価のあるもの
　　　　　中間連結決算日の市

場価格等に基づ
く時価法(評価
差額は全部純資
産直入法により
処理し、売却原
価は移動平均法
により算定)

　　　　時価のないもの
　　　　　移動平均法による原

価法
②デリバティブ
　　　………時価法

①有価証券
─────

 
 
　　　その他有価証券
　　　　時価のあるもの

同左
　
　
　
　
　
　
　
　

　　　　時価のないもの
同左
　　

②デリバティブ
　　　　　同左

①有価証券
─────

 
 
　　　その他有価証券
　　　　時価のあるもの
　　　　　連結決算日の市場価

格等に基づく時
価法(評価差額
は全部純資産直
入法により処理
し、売却原価は
移動平均法によ
り算定)

 
　　　　時価のないもの

同左
　　

②デリバティブ
　　　　　同左

③たな卸資産
　　　住宅事業
　　　……主として個別法に

よる原価法
　　　ホテル事業
　　　……最終仕入原価法
 

③たな卸資産
同左

③たな卸資産
同左

　(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
　　　住宅事業
　　　……主として定率法
　　　住宅事業以外の事業
　　　……主として定額法
　　なお、主な耐用年数は以
下のとおりであります。

建物・構築物 ７～50年

機械・運搬具・
備品

２～20年

①有形固定資産
同左

①有形固定資産
同左

②無形固定資産

　　定額法を採用しておりま

す。なお、自社利用のソフ

トウェアについては、社

内における利用可能期間

(５年)に基づく定額法を

採用しております。

②無形固定資産

同左

②無形固定資産

同左

　(3) 重要な繰延資産
の処理方法

株式交付費

　支出時に全額費用処理し

ております。

───── 株式交付費

　支出時に全額費用処理し

ております。
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項目

 

前中間連結会計期間

(自　平成18年11月１日

　至　平成19年４月30日)

当中間連結会計期間

(自　平成19年11月１日

　至　平成20年４月30日)

前連結会計年度

(自　平成18年11月１日

　至　平成19年10月31日)

　(4) 重要な引当金の

計上基準

①貸倒引当金

　　売上債権、貸付金等の貸

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

能性を勘案し、回収不能

見込額を計上しておりま

す。

①貸倒引当金

同左

①貸倒引当金

同左

②完成工事補償引当金

　　完成工事に関する瑕疵担

保に備えるため、当中間

連結会計期間末に至る１

年間の完成工事高及び販

売用建物売上高に対し、

過去の補修実績に基づく

将来の見積補償額を計上

しております。

③賞与引当金

　　従業員の賞与の支給に充

てるため、支給見込額を

計上しております。

②完成工事補償引当金

同左

　

　

　

　

　

　

　

③賞与引当金

同左

②完成工事補償引当金

　　完成工事に関する瑕疵担

保に備えるため、期末前

１年間の完成工事高及び

販売用建物売上高に対し

過去の補修実績に基づく

将来の見積補償額を計上

しております。

　

③賞与引当金

同左

④退職給付引当金

　　従業員の退職給付に備え

るため、当連結会計年度

末における退職給付債務

及び年金資産の見込額に

基づき当中間連結会計期

間末において発生してい

ると認められる額を計上

しております。

　　数理計算上の差異につい

ては、親会社は発生額を

発生年度において、連結

子会社は発生時の従業員

の平均残存勤務期間以内

の一定の年数(５年)によ

る定額法により翌連結会

計年度から費用処理する

こととしております。

④退職給付引当金

同左

④退職給付引当金

　　従業員の退職給付に備え

るため、当連結会計年度

末における退職給付債務

及び年金資産の見込額に

基づき計上しておりま

す。

　　なお、数理計算上の差異

については、親会社は発

生額を発生年度におい

て、連結子会社は発生時

の従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数

(５年)による定額法によ

り翌連結会計年度から費

用処理することとしてお

ります。

⑤役員退職慰労引当金

　親会社は役員の退職慰

労金支給に充てるため、

内規に基づく中間期末要

支給額を計上しておりま

す。　

⑤役員退職慰労引当金

　　　　　同左

⑤役員退職慰労引当金

　親会社は役員の退職慰

労金支給に充てるため、

内規に基づく期末要支給

額を計上しております。

⑥事業整理損失引当金
　　ビール事業整理に伴い負
担することが見込まれる
損失に備えるため、合理
的に見積もられる金額を
計上しております。

─────

 

⑥事業整理損失引当金
　　ビール事業整理に伴い負
担することが見込まれる
損失に備えるため、合理
的に見積もられる金額を
計上しております。
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項目
前中間連結会計期間
(自　平成18年11月１日
　至　平成19年４月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年11月１日
　至　平成20年４月30日)

前連結会計年度
(自　平成18年11月１日
　至　平成19年10月31日)

　(5) 重要な外貨建資
産及び負債の本
邦通貨への換算
基準

　外貨建金銭債権債務は、中
間連結決算日の直物為替相
場により円貨に換算し、換
算差額は損益として処理し
ております。

───── ─────

　(6) 重要なリース取
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 同左

　(7) 重要なヘッジ会
計の方法

①ヘッジ会計の方法
　　特例処理の要件を満たし
ている金利スワップにつ
いては、特例処理によっ
ております。

①ヘッジ会計の方法
同左

①ヘッジ会計の方法
同左

②ヘッジ手段とヘッジ対象
　　ａ　ヘッジ手段
　　　　　金利スワップ
　　ｂ　ヘッジ対象
　　　　　借入金

②ヘッジ手段とヘッジ対象
同左

②ヘッジ手段とヘッジ対象
同左

③ヘッジ方針
　　職務権限規程に基づき代
表取締役の稟議決裁を受
け、金利変動リスクを一
定の範囲内でヘッジして
おります。

③ヘッジ方針
同左

③ヘッジ方針
同左

　 ④ヘッジ有効性評価の方法
　　特例処理の適用要件が充
足されているため、有効
性の評価は省略しており
ます。

④ヘッジ有効性評価の方法
同左

④ヘッジ有効性評価の方法
同左

　(8) その他(中間)連
結財務諸表作成
のための基本と
なる事項

　消費税等の会計処理
　　消費税及び地方消費税に相
当する額の会計処理は、税
抜方式によっております。

　消費税等の会計処理
同左

　消費税等の会計処理
同左

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

───── 　のれん及び負ののれんに
ついては、５年間の均等償
却を行っております。なお、
金額が僅少なものは発生年
度に全額償却しておりま
す。

同左

７　(中間)連結キャッ
シュ・フロー計算
書における資金の
範囲

　中間連結キャッシュ・フ
ロー計算書における資金
(現金及び現金同等物)は、
手持現金、随時引き出し可
能な預金、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
わない取得日から３ヶ月以
内に償還期限の到来する短
期投資からなっておりま
す。

同左 　連結キャッシュ・フロー
計算書における資金(現金
及び現金同等物)は手持現
金、随時引き出し可能な預
金、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
取得日から３ヶ月以内に償
還期限の到来する短期投資
からなっております。
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会計処理の変更

前中間連結会計期間
(自　平成18年11月１日
  至　平成19年４月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年11月１日
至　平成20年４月30日)

前連結会計年度
(自　平成18年11月１日
  至　平成19年10月31日)

───── (前中間連結会計期間と当中間連結

会計期間の首尾一貫性)

　前連結会計年度の下期から、法人税

法の改正に伴い、平成19年４月１日

以降取得の有形固定資産について

は、改正法人税法の規定する償却方

法により、減価償却費を計上してお

ります。

　前中間連結会計期間において、当中

間連結会計期間と同一の方法を適用

した場合であっても、中間連結財務

諸表に与える影響は軽微でありま

す。

(減価償却方法の変更)

　当連結会計年度から、法人税法の改

正に伴い、平成19年４月１日以降取

得の有形固定資産については、改正

法人税法の規定する償却方法によ

り、減価償却費を計上しております。

　なお、この変更に伴う営業利益、経

常利益及び税金等調整前当期純利益

に与える影響は軽微であります。

　また、この変更について法人税法が

平成19年４月１日以降取得の固定資

産に適用されましたが、平成19年４

月１日から４月30日迄の取得は、シ

ステムの対応が不十分であったため

当中間決算は従来の償却方法により

減価償却費を計上しており中間、年

度の首尾一貫性を欠いております。

　当中間連結会計期間において、当連

結会計年度と同一の方法を適用した

場合であっても、中間連結財務諸表

に与える影響は軽微であります。
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注記事項

(中間連結貸借対照表関係)

　
前中間連結会計期間末
(平成19年４月30日)

当中間連結会計期間末
(平成20年４月30日)

前連結会計年度末
(平成19年10月31日)

※１　このうち次のとおり借入金等

の担保に供しております。

現金・預金 249百万円

その他
流動資産

868

建物・構築物 17,551

機械・
運搬具・備品

1,554

土地 8,368

長期貸付金 349

計 28,941

　　担保提供資産に対応する債務

短期借入金 1,362百万円

長期借入金 99

計 1,461

※１　このうち次のとおり借入金等

の担保に供しております。

現金・預金 390百万円

建物・構築物 16,168

機械・

運搬具・備品
247

土地 10,552

投資有価証券 46

計 27,406

担保提供資産に対応する債務

短期借入金 7,666百万円

長期借入金 17,461

計 25,127

※１　このうち次のとおり借入金等

の担保に供しております。

現金・預金 249百万円

建物・構築物 15,333

機械・
運搬具・備品

118

土地 7,272

長期貸付金 340

投資有価証券 52

計 23,365

　　担保提供資産に対応する債務

短期借入金 6,542百万円

長期借入金 20,800

計 27,342

２　保証債務

　　下記の住宅購入者その他に対する

金融機関の融資等について保証を

行っております。

住宅購入者等 1,969百万円

　連結子会社以外の関係会社

㈱東日本ウッド
ワークス中部

236百万円

東日本テック㈱ 11

計 2,216

　なお住宅購入者等に係る保証の大

半は、保証会社が金融機関に対し保

証を行うまでのつなぎ保証でありま

す。

２　保証債務

　　下記の住宅購入者その他に対する

金融機関の融資等について保証を

行っております。

住宅購入者等 2,017百万円

　連結子会社以外の関係会社

東日本テック㈱ 8

計 2,025

　なお住宅購入者等に係る保証の大

半は、保証会社が金融機関に対し保

証を行うまでのつなぎ保証でありま

す。

２　保証債務

　　下記の住宅購入者その他に対する

金融機関の融資等について保証を

行っております。

住宅購入者等 2,550百万円

　連結子会社以外の関係会社

㈱東日本ウッド
ワークス中部

196百万円

東日本テック㈱ 10

計 2,756

　なお住宅購入者等に係る保証の大

半は、保証会社が金融機関に対し保

証を行うまでのつなぎ保証でありま

す。

※３　減価償却累計額には、減損損失

累計額を含めて表示しておりま

す。

※３　　　　　同左 ※３　　　　　同左
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(中間連結損益計算書関係)

前中間連結会計期間
(自　平成18年11月１日
至　平成19年４月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年11月１日
至　平成20年４月30日)

前連結会計年度
(自　平成18年11月１日
至　平成19年10月31日)

※１　当社グループの売上高は、通常

の営業の形態として、連結会計

年度の上半期の売上高と下半期

の売上高との間に著しい相違が

あります。

※１　　　　　同左

 

※１　　　 ―――――

※２　販売費及び一般管理費のうち

主要な費目及び金額は次のとお

りであります。

広告宣伝費 542百万円

従業員給料手当 2,970

賞与引当金
繰入額

278

退職給付費用 102

役員退職慰労
引当金繰入額

4

賃借料 1,497

減価償却費 680

※２　販売費及び一般管理費のうち

主要な費目及び金額は次のとお

りであります。

広告宣伝費 297百万円

従業員給料手当 2,712

賞与引当金
繰入額

306

退職給付費用 135

役員退職慰労
引当金繰入額

16

賃借料 1,334

減価償却費 656

※２　販売費及び一般管理費のうち

主要な費目及び金額は次のとお

りであります。

広告宣伝費 911百万円

従業員給料手当 5,100

賞与引当金
繰入額

373

退職給付費用 129

役員退職慰労
引当金繰入額

19

賃借料 2,913

減価償却費 1,356

手数料 1,790

貸倒引当金

繰入額
70

※３　固定資産売却益は、建物・構築

物の売却によるものでありま

す。

※３　固定資産売却益は、建物・構築

物、土地の売却によるものであ

ります。

※３　　　　　同左

※４　固定資産売却損は、建物・構築

物の売却によるものでありま

す。

※４　固定資産売却損は、建物・構築

物、機械・運搬具・備品、土地の

売却によるものであります。

※４　　　　　同左

※５　固定資産除却損の主なものは、

建物・構築物の除却によるもの

であります。

※５　固定資産除却損の主なものは、

建物・構築物、備品の除却によ

るものであります。

※５　　　　　同左

※６　　　 ―――――

 

※７　　　 ─────

※６　ビール事業整理に伴う損失で

あります。

※７　　　 ─────

※６　　　　　同左

 

※７　当連結会計年度において、当社

及び連結子会社は以下の資産に

ついて減損損失を計上いたしま

した。

用途 種類 場所 件数

支店
建物及び

構築物等

神奈川県

横浜市
１件

賃貸用資産
土地及び

建物等

岩手県

岩手郡他
６件

遊休資産 土地等
神奈川県

横浜市他
17件

事業用資産

(レジャー施設)

土地及び

建物等

岩手県

岩手郡
１件

　　　当社及び連結子会社は、管理会計

上の事業区分に基づく事業所単

位をキャッシュ・フローを生み

出す最小の単位とし、本社等の

全社資産を共用資産としてグ

ルーピングしております。なお、

賃貸用資産及び遊休資産は、個

別物件ごとにグルーピングして

おります。
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前中間連結会計期間
(自　平成18年11月１日
　至　平成19年４月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年11月１日
　至　平成20年４月30日)

前連結会計年度
(自　平成18年11月１日
　至　平成19年10月31日)

　　　一部の支店の売上減少、賃貸料収

入の減少、遊休資産の時価の下

落及び連結子会社の運営する一

部レジャー施設につき収益環境

が依然厳しい状況にあること等

により、上記資産または資産グ

ループの帳簿価額を回収可能価

額まで減額し、当該減少額を減

損損失(264百万円)として特別

損失に計上しております。その

内訳は、支店20百万円（建物・

構築物６百万円、リース資産8百

万円、その他５百万円）、賃貸用

資産145百万円(土地145百万

円)、遊休資産83百万円(土地83

百万円)、事業用資産14百万円

(建物・構築物10百万円、その他

３百万円)であります。

　なお、当該資産または資産グ

ループの回収可能価額は正味売

却価額により測定しておりま

す。正味売却価額は、主として不

動産鑑定評価基準に基づく評価

額に基づき算定し重要性の乏し

い物件については、主として公

示価格に基づく評価を適用して

おります。
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(中間連結株主資本等変動計算書関係)

前中間連結会計期間(自　平成18年11月１日　至　平成19年４月30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

株式の種類
前連結会計年度末
株式数　（株）

当中間連結会計期間
増加株式数（株）

当中間連結会計期間
減少株式数（株）

当中間連結会計期間末
株式数（株）

発行済株式数

　普通株式 45,964,842 ─ ─ 45,964,842

　Ａ種優先株式 10,000,000 ─ ─ 10,000,000

　Ｂ種優先株式(注)1 ─ 4,000,000 ─ 4,000,000

合計 55,964,842 4,000,000 ─ 59,964,842

自己株式

　普通株式    (注)2 65,544 6,265 ─ 71,809

合計 65,544 6,265 ─ 71,809
　

(変動事由の概要) 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。

(注)１ Ｂ種優先株式発行による増加4,000,000株は、第三者割当による新株発行による増加であります。

　　２　普通株式の自己株式の株式数の増加6,265株は、単元未満株式の買取によるものであります。　　　　　　　　　　

　
２　新株予約権等に関する事項
　　　該当事項はありません。
　

３　配当に関する事項

(1) 配当金支払額
　　該当事項はありません。　　

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

　　該当事項はありません。　　
　

当中間連結会計期間(自　平成19年11月１日　至　平成20年４月30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

株式の種類
前連結会計年度末
株式数　（株）

当中間連結会計期間
増加株式数（株）

当中間連結会計期間
減少株式数（株）

当中間連結会計期間末
株式数（株）

発行済株式数

　普通株式 45,964,842 ─ ─ 45,964,842

　Ａ種優先株式 10,000,000 ─ ─ 10,000,000

　Ｂ種優先株式 4,000,000 ─ ─ 4,000,000

合計 59,964,842 ─ ─ 59,964,842

自己株式

　普通株式(注)１.２ 76,653 1,750 500 77,903

合計 76,653 1,750 500 77,903
　

(注)１　普通株式の自己株式の株式数の増加1,750株は、単元未満株式の買取によるものであります。

　　２　普通株式の自己株式の株式数の減少500株は、単元未満株式の買増請求による売渡によるものでありま

　　　　す。

　
２　新株予約権等に関する事項
　　　該当事項はありません。
　
３　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
（百万円）

１株当たり

配当金(円)
基準日 効力発生日

平成20年１月29日
第39期定時株主総会

Ｂ種優先株式 209 52.36平成19年10月31日 平成20年１月30日

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

　　該当事項はありません。
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前連結会計年度(自　平成18年11月１日　至　平成19年10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

株式の種類
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 45,964,842 ─ ─ 45,964,842

　Ａ種優先株式 10,000,000 ─ ─ 10,000,000

　Ｂ種優先株式(注)１ ─ 4,000,000 ─ 4,000,000

合計 55,964,842 4,000,000 ─ 59,964,842

自己株式

　普通株式 (注)２.３ 65,544 11,609 500 76,653

合計 65,544 11,609 500 76,653

(注)１　Ｂ種優先株式発行の発行済株式総数の増加4,000,000株は、第三者割当による新株発行による増加であり

　　　　ます。

　　２　普通株式の自己株式の株式数の増加11,609株は、単元未満株式の買取によるものであります。

　　３　普通株式の自己株式の株式数の減少500株は、単元未満株式の買増請求による売渡によるものでありま

　　　　す。

　

２　新株予約権等に関する事項
　　該当事項はありません。　　

　

３　配当に関する事項

(1) 配当金支払額
　　該当事項はありません。　　

　

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり

配当金(円)
基準日 効力発生日

平成20年１月29日

第39期定時株主総会
Ｂ種優先株式 209 資本剰余金 52.36平成19年10月31日平成20年１月30日

　

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　
前中間連結会計期間
(自　平成18年11月１日
至　平成19年４月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年11月１日
至　平成20年４月30日)

前連結会計年度
(自　平成18年11月１日
至　平成19年10月31日)

　現金及び現金同等物の中間期末残
高と中間連結貸借対照表に掲記され
ている科目の金額との関係

(平成19年４月30日現在)

現金預金勘定 2,697百万円

預入期間が３ヶ月を
超える定期預金

△30

担保差入定期預金 △249

別段預金 △0

定期積金 △152

現金及び預金同等物
中間期末残高

2,265

　現金及び現金同等物の中間期末残
高と中間連結貸借対照表に掲記され
ている科目の金額との関係

(平成20年４月30日現在)

現金預金勘定 2,524百万円

預入期間が３ヶ月を
超える定期預金

△345

担保差入定期預金 △390

別段預金 △0

現金及び預金同等物
中間期末残高

1,787

 

　現金及び現金同等物の期末残高と
連結貸借対照表に掲記されている科
目の金額との関係

(平成19年10月31日現在)

現金預金勘定 6,456百万円

預入期間が３ヶ月を
超える定期預金

△320

担保差入定期預金 △249

別段預金 △0

定期積金 △192

現金及び預金同等物
期末残高

5,693
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(リース取引関係)

　
前中間連結会計期間
(自　平成18年11月１日
至　平成19年４月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年11月１日
至　平成20年４月30日)

前連結会計年度
(自　平成18年11月１日
至　平成19年10月31日)

　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

　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

　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

①　リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額及び中間期末

残高相当額

 

取得価額
相当額
(百万円)

減価償却
累計額
相当額
(百万円)

中間期末
残高
相当額
(百万円)

建物・
構築物

2,045 911 1,134

機械・
運搬具・
備品

1,031 576 455

合計 3,0771,4871,589

①　リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額、減損損失累

計額相当額及び中間期末残高相当

額

取得価額
相当額
(百万円)

減価償却

累計額

相当額

(百万円)

減損損失

累計額

相当額

(百万円)

中間期末

残高

相当額

(百万円)

建物・
構築物

1,833972 8 852

機械・

運搬具・

備品

545 378 ─ 166

ソフト
ウェア

543 392 ─ 151

合計 2,9221,7438 1,170

①　リース物件の取得価額相当額、減

価償却累計額相当額、減損損失累

計額相当額及び期末残高相当額

 

取得価額
相当額
(百万円)

減価償却

累計額

相当額

(百万円)

減損損失

累計額

相当額

(百万円)

期末残高

相当額

(百万円)

建物・
構築物

2,045991 8 1,045

機械・

運搬具・

備品等

1,051660 ─ 391

合計 3,0971,652 8 1,437

②　未経過リース料中間期末残高相

当額

 

 

 

１年以内 653百万円

１年超 970

合計 1,624

②　未経過リース料中間期末残高相

当額及びリース資産減損勘定中間

期末残高

　　未経過リース料中間期末残高相当

額

１年以内 579百万円

１年超 654

合計 1,233

リース資産

減損勘定の

中間期末残

高

2百万円

②　未経過リース料期末残高相当額

及びリース資産減損勘定期末残高

 

　　未経過リース料期末残高相当額

１年以内 614百万円

１年超 858

合計 1,473

リース資産

減損勘定の

期末残高

8百万円

③　支払リース料、減価償却費相当額

及び支払利息相当額

 

支払リース料 379百万円

減価償却費相当額 347百万円

支払利息相当額 29百万円

③　支払リース料、リース資産減損勘

定の取崩額、減価償却費相当額及

び支払利息相当額

支払リース料 352百万円

リース資産減損勘

定の取崩額
5百万円

減価償却費相当額 322百万円

支払利息相当額 29百万円

③　支払リース料、減価償却費相当

額、支払利息相当額及び減損損失

 

支払リース料 759百万円

減価償却費相当額 696百万円

支払利息相当額 59百万円

減損損失 8百万円

④　減価償却費相当額の算定方法

　　…リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法に

よっております。

④　減価償却費相当額の算定方法

同左

④　減価償却費相当額の算定方法

同左

⑤　利息相当額の算定方法

　　…リース料総額とリース物件の取

得価額相当額との差額を利息

相当額とし、各期への配分方

法については、利息法によっ

ております。

⑤　利息相当額の算定方法

同左

⑤　利息相当額の算定方法

同左
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(有価証券関係)

　前中間連結会計期間末(平成19年４月30日)

１　その他有価証券で時価のあるもの

取得原価
(百万円)

中間連結貸借
対照表計上額
(百万円)

差額
(百万円)

　　株式 26 77 50

計 26 77 50

２　時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間連結貸借対照表計上額

中間連結貸借対照表計上額(百万円)

(1) 満期保有目的の債券

　　　外国金融公社債 11

(2) その他有価証券

　　　非上場株式 25

　

　当中間連結会計期間末(平成20年４月30日)

１　その他有価証券で時価のあるもの

取得原価
(百万円)

中間連結貸借
対照表計上額
(百万円)

差額
(百万円)

　　株式 26 60 33

計 26 60 33

２　時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間連結貸借対照表計上額

中間連結貸借対照表計上額(百万円)

　その他有価証券

　　非上場株式 24

　
　

　前連結会計年度末(平成19年10月31日)

１　その他有価証券で時価のあるもの

取得原価
(百万円)

連結貸借
対照表計上額
(百万円)

差額
(百万円)

　株式 26 68 41

計 26 68 41

２　時価評価されていない主な有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額

連結貸借対照表計上額(百万円)

　その他有価証券

　　非上場株式 25
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(デリバティブ取引関係)

前中間連結会計期間末(平成19年４月30日)

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

（１）金利関連

種類 契約額等（百万円） 時価（百万円） 評価損益（百万円）

金利スワップ取引

　支払固定・受取変動 1,160 △1 3

合計 1,160 △1 3

　　　　　（注）１　時価の算定方法

　　　　　　　　　　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記載対象から除いております。

　

当中間連結会計期間末(平成20年４月30日)

　　　　　該当事項はありません。　　　　　　　　

　

前連結会計年度末(平成19年10月31日)

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

（１）金利関連

種類 契約額等（百万円） 時価（百万円） 評価損益（百万円）

金利スワップ取引

　支払固定・受取変動 590 0 4

合計 590 0 4

　　　　　（注）時価の算定方法

　　　　　　　　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。

　　　　　　　　

　

　

(ストック・オプション等関係)

　　　　前中間連結会計期間（自　平成18年11月１日　至　平成19年４月30日）

　　　　　該当事項はありません。

　

　　　　当中間連結会計期間（自　平成19年11月１日　至　平成20年４月30日）

　　　　　該当事項はありません。

　

　　　　前連結会計年度（自　平成18年11月１日　至　平成19年10月31日）

　　　　　該当事項はありません。
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(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

前中間連結会計期間(自　平成18年11月１日　至　平成19年４月30日)

　

住宅事業
(百万円)

ホテル事業
(百万円)

その他事業
(百万円)

計
(百万円)

消去
又は全社
(百万円)

連結
(百万円)

売上高

(1) 外部顧客に対する
　　売上高

21,160 4,062 37 25,260 ─ 25,260

(2) セグメント間の内部
　　売上高又は振替高

─ 5 ─ 5 (5) ─

計 21,160 4,068 37 25,266 (5) 25,260

営業費用 21,756 4,049 15 25,822 498 26,321

営業利益（又は営業損失) (596) 18 21 (556) (504) (1,060)

(注) １　事業区分の方法

　　 　　事業区分は事業の種類、販売市場等を考慮して決定しており、事業区分毎の主な内容は次のとおりであります。

事業区分 主要な内容

住宅事業
一般住宅、集合住宅の請負建築工事、建売住宅、住宅用宅地の販売、住宅部材の製造
販売、不動産売買等

ホテル事業 ホテル業、レストランの経営、披露宴・パーティー等の請負に関する事業

その他事業 オフィスビルの賃貸等、ビールの製造・販売、他

２　事業区分の変更

前連結会計年度の下期より「ビール・飲料事業」は、主要な子会社でありました銀河高原ビール㈱が平成17

年12月に清算手続を開始したことにより、金額的に重要性が乏しくなったため「その他事業」に含めて表示

しております。

なお、当中間連結会計期間において、従来の事業区分によって算出した「ビール・飲料事業」の売上高の金額

は0百万円となっております。

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の金額は、前中間連結会計期間634百円、当中

間連結会計期間504百万円、前連結会計年度1,109百万円であり、その主なものは親会社の総務部等管理部門に

係る費用であります。
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当中間連結会計期間(自　平成19年11月１日　至　平成20年４月30日)

　

住宅事業
(百万円)

ホテル事業
(百万円)

その他事業
(百万円)

計
(百万円)

消去
又は全社
(百万円)

連結
(百万円)

売上高

(1) 外部顧客に対する
　　売上高

18,888 4,176 40 23,105 ─ 23,105

(2) セグメント間の内部
　　売上高又は振替高

─ 4 ─ 4 (4) ─

計 18,888 4,180 40 23,109 (4) 23,105

営業費用 19,798 4,017 15 23,831 333 24,165

営業利益（又は営業損失) (910) 162 25 (721) (337) (1,059)

(注) １　事業区分の方法

　　 　　事業区分は事業の種類、販売市場等を考慮して決定しており、事業区分毎の主な内容は次のとおりであります。

事業区分 主要な内容

住宅事業
一般住宅、集合住宅の請負建築工事、建売住宅、住宅用宅地の販売、住宅部材の製造
販売、不動産売買等

ホテル事業 ホテル業、レストランの経営、披露宴・パーティー等の請負に関する事業

その他事業 オフィスビルの賃貸等、ビールの製造・販売、他

２　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の金額は、前中間連結会計期間504百円、当中

間連結会計期間337百万円、前連結会計年度743百万円であり、その主なものは親会社の総務部等管理部門に係

る費用であります。

　　　

前連結会計年度(自　平成18年11月１日　至　平成19年10月31日)

　

住宅事業
(百万円)

ホテル事業
(百万円)

その他事業
(百万円)

計
(百万円)

消去
又は全社
(百万円)

連結
(百万円)

売上高

(1) 外部顧客に対する
　　売上高

57,645 8,283 81 66,010 ─ 66,010

(2) セグメント間の内部
　　売上高又は振替高

─ 7 ─ 7 (7) ─

計 57,645 8,291 81 66,018 (7) 66,010

営業費用 53,763 8,042 32 61,839 735 62,574

営業利益（又は営業損失) 3,881 248 48 4,179 (743) 3,436

(注) １　事業区分の方法

　　 　　事業区分は事業の種類、販売市場等を考慮して決定しており、事業区分毎の主な内容は次のとおりであります。

事業区分 主要な内容

住宅事業
一般住宅、集合住宅の請負建築工事、建売住宅、住宅用宅地の販売、住宅部材の製造
販売、不動産売買等

ホテル事業 ホテル業、レストランの経営、披露宴・パーティー等の請負に関する事業

その他事業 オフィスビルの賃貸等、ビールの製造・販売、他

２　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の金額は743百万円であり、その主なものは親

会社の総務部等管理部門に係る費用であります。
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【所在地別セグメント情報】

前中間連結会計期間(自　平成18年11月１日　至　平成19年４月30日)

在外連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。

　

当中間連結会計期間(自　平成19年11月１日　至　平成20年４月30日)

在外連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。

　

前連結会計年度(自　平成18年11月１日　至　平成19年10月31日)

在外連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。

　

【海外売上高】

前中間連結会計期間(自　平成18年11月１日　至　平成19年４月30日)

海外売上高がないため、該当事項はありません。

　

当中間連結会計期間(自　平成19年11月１日　至　平成20年４月30日)

海外売上高がないため、該当事項はありません。

　

前連結会計年度(自　平成18年11月１日　至　平成19年10月31日)

海外売上高がないため、該当事項はありません。

　

(企業結合等関係)

　前中間連結会計期間(自　平成18年11月１日　至　平成19年４月30日)

　　　　該当事項はありません。

　

　当中間連結会計期間(自　平成19年11月１日　至　平成20年４月30日)

　　　　該当事項はありません。

　

　前連結会計年度(自　平成18年11月１日　至　平成19年10月31日)

　　　　該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

　
前中間連結会計期間
(自　平成18年11月１日
至　平成19年４月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年11月１日
至　平成20年４月30日)

前連結会計年度
(自　平成18年11月１日
至　平成19年10月31日)

１株当たり純資産額 △71円25銭１株当たり純資産額 △53円85銭１株当たり純資産額 △20円96銭

１株当たり中間純損失 55円30銭１株当たり中間純損失 32円77銭１株当たり当期純損失 5円14銭

　潜在株式調整後１株当たり中間純

利益金額については、中間純損失を

計上しているため記載しておりませ

ん。

　１株当たり純資産額については、期

末純資産からＡ種及びＢ種優先株主

に対する残余財産の分配額（１株に

つきＡ種200円、Ｂ種1,000円）及び

累積未払優先配当額を控除した金額

を普通株式及び普通株式と同等の株

式の中間期末発行済株式数（「自己

株式」を除く）で除して計算してお

ります。

　潜在株式調整後１株当たり中間純

利益金額については、中間純損失を

計上しているため記載しておりませ

ん。

　１株当たり純資産額については、当

中間連結会計期間末純資産からＡ種

及びＢ種優先株主に対する残余財産

の分配額（１株につきＡ種200円、Ｂ

種1,000円）及び累積未払優先配当

額を控除した金額を普通株式及び普

通株式と同等の株式の中間期末発行

済株式数（「自己株式」を除く）で

除して計算しております。

　潜在株式調整後１株当たり当期純

利益金額については、当期純損失を

計上しているため記載しておりませ

ん。

　１株当たり純資産額については、期

末純資産からＡ種及びＢ種優先株主

に対する残余財産の分配額（１株に

つきＡ種200円、Ｂ種1,000円）及び

累積未払優先配当額を控除した金額

を普通株式及び普通株式と同等の株

式の期末発行済株式数（「自己株

式」を除く）で除して計算しており

ます。

(注)　１株当たり中間（当期）純損失の算定上の基礎は以下のとおりであります。

　
前中間連結会計期間
(自　平成18年11月１日
至　平成19年４月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年11月１日
至　平成20年４月30日)

前連結会計年度
(自　平成18年11月１日
至　平成19年10月31日)

中間(当期)純損失　(百万円) 3,022 1,692 77

普通株主及び普通株主と同等
の株主に帰属しない金額
(注)　　　　　　　(百万円)

68 139 209

普通株式及び普通株式と同等
の株式に係る中間(当期)純損
失　　　　　　　　(百万円)

3,091 1,831 287

普通株式及び普通株式と同等
の株式の期中平均株式数の種
類別の内訳
　　普通株式   　　 　(株)
　　Ａ種優先株式　　　(株)

45,896,628
10,000,000

45,888,087
10,000,000

45,893,544
10,000,000

普通株式及び普通株式と同等
の株式の期中平均株式数(株)

55,896,628 55,888,087 55,893,544

　　　　(注)Ｂ種優先株式に係る累積未払配当金額又は配当金額であります。
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(重要な後発事象)

前中間連結会計期間
(自　平成18年11月１日
　至　平成19年４月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年11月１日
  至　平成20年４月30日)

前連結会計年度
(自　平成18年11月１日
　至　平成19年10月31日)

───── ───── １．資本準備金の額の減少
　当社は、平成20年1月29日開催の定時
株主総会において、資本準備金の額の
減少について決議いたしました。
(1)資本準備金の額の減少の目的
　Ｂ種優先株式に対する配当金の支
払、繰越損失の処理、その他今後の柔
軟な資本政策の展開を可能とするた
めの原資を確保する目的で、会社法第
448条第1項の規定に基づき資本準備
金を減少し、その他資本剰余金に振り
替えるものです。
(2)資本準備金の額の減少の要領
　平成19年10月31日現在の資本準備金
の全額2,000,000,000円を減少し、そ
の減少した全額をその他資本剰余金
に振り替えます。
(3)資本準備金の額の減少の日程
　①取締役会決議日
　　平成19年12月21日
　②債権者異議申述公告日
　　平成19年12月27日
　③債権者異議申述最終期日
　　平成20年１月28日
　④定時株主総会決議日
　　平成20年１月29日
　⑤効力発生日
　　平成20年１月30日

(2) 【その他】

該当事項はありません。
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２ 【中間財務諸表等】

(1) 【中間財務諸表】

① 【中間貸借対照表】

　

前中間会計期間末

(平成19年４月30日)

当中間会計期間末

(平成20年４月30日)

前事業年度の
要約貸借対照表
(平成19年10月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ　流動資産

　　　現金預金 ※２ 1,720 1,808 6,038

　　　受取手形 21 ─ 17

　　　完成工事未収入金 167 81 624

　　　有価証券 11 ─ ─

　　　未成工事支出金 4,013 3,894 1,637

　　　販売用不動産 6,387 4,605 5,094

　　　立替金 102 66 96

　　　未収入金 3,317 3,258 3,353

　　　繰延税金資産 1,610 1,254 1,254

　　　その他 ※４ 624 666 438

　　　貸倒引当金 △ 53 △ 47 △ 47

　　　　流動資産合計 17,92434.3 15,58832.9 18,50836.0

Ⅱ　固定資産

　　　有形固定資産
※
１※
２

27,752 26,465 26,753

　　　　建物 2,994 3,012 2,871

　　　　賃貸用建物 12,662 11,886 12,271

　　　　土地 10,886 10,582 10,659

　　　　その他 1,209 983 951

　　　無形固定資産 362 340 352

　　　投資その他の資産 6,213 4,931 5,736

　　　　投資有価証券 ※２ 1,168 494 1,159

　　　　長期貸付金 8,698 8,431 8,480

　　　　破産債権・更生債権等 15,145 14,740 14,675

　　　　その他 1,556 1,332 1,331

　　　　貸倒引当金 △ 20,355 △ 20,067 △ 19,909

　　　　固定資産合計 34,32865.7 31,73767.1 32,84264.0

　　資産合計 52,252100.0 47,326100.0 51,351100.0
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前中間会計期間末

(平成19年４月30日)

当中間会計期間末

(平成20年４月30日)

前事業年度の
要約貸借対照表
(平成19年10月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ　流動負債

　　　工事未払金 5,496 4,521 6,066

　　　短期借入金 ※２ 9,746 9,043 9,039

　　　一年内償還予定の社債 1,600 1,200 1,400

　　　未払法人税等 52 63 106

　　　未成工事受入金 6,719 7,351 3,623

　　　預り金 996 911 919

　　　完成工事補償引当金 243 201 220

　　　賞与引当金 405 443 550

　　　その他 946 835 905

　　　　流動負債合計 26,20550.2 24,56951.9 22,83144.5

Ⅱ　固定負債

　　　社債 1,200 ─ 600

　　　長期借入金 ※２ 19,895 17,813 20,322

　　　退職給付引当金 1,216 1,044 1,074

　　　役員退職慰労引当金 509 468 524

　　　その他 415 386 393

　　　　固定負債合計 23,23744.4 19,71241.7 22,91444.6

　　負債合計 49,44294.6 44,28193.6 45,74589.1

(純資産の部)

Ⅰ　株主資本

　１　資本金 3,8737.4 3,8738.2 3,8737.5

　２　資本剰余金

　   (1)資本準備金 2,000 ─ 2,000

　   (2)その他資本剰余金 267 1,501 267

　　　資本剰余金合計 2,2674.3 1,5013.1 2,2674.4

　３　利益剰余金

　   (1)その他利益剰余金 △ 3,344 △ 2,345 △ 556

　　　　　繰越利益剰余金 △ 3,344 △ 2,345 △ 556

　　　利益剰余金合計 △ 3,344△ 6.4 △ 2,345△ 5.0 △ 556△ 1.1

　４　自己株式 △ 15△ 0.0 △ 16△ 0.0 △ 16△ 0.0

　　　株主資本合計 2,7805.3 3,0126.3 5,56710.8

Ⅱ　評価・換算差額等

　１　その他有価証券
　　　評価差額金

29 0.1 31 0.1 37 0.1

　　　評価・換算差額等合計 29 0.1 31 0.1 37 0.1

　　純資産合計 2,8105.4 3,0446.4 5,60510.9

　　負債純資産合計 52,252100.0 47,326100.0 51,351100.0
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② 【中間損益計算書】

　

前中間会計期間

(自　平成18年11月１日
至　平成19年４月30日)

当中間会計期間

(自　平成19年11月１日
至　平成20年４月30日)

前事業年度の
要約損益計算書

(自　平成18年11月１日
至　平成19年10月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅰ　売上高 ※１

　　　完成工事高 18,928 14,990 51,380

　　　販売用不動産売上高 1,666 1,478 3,958

　　　その他売上高 925 919 1,913

　　　　売上高計 21,521100.0 17,388100.0 57,252100.0

Ⅱ　売上原価

　　　完成工事原価 14,093 10,904 37,075

　　　販売用不動産売上原価 1,622 1,398 3,657

　　　その他売上原価 783 792 1,502

　　　　売上原価計 16,49976.7 13,09575.3 42,23573.8

　　売上総利益

　　　完成工事総利益 4,835 4,086 14,305

　　　販売用不動産売上総利益 44 80 301

　　　その他売上総利益 142 126 410

　　　　売上総利益計 5,02123.3 4,29324.7 15,01626.2

Ⅲ　販売費及び一般管理費 6,27329.1 5,82533.5 12,38021.6

　　　営業利益又は
　　　営業損失(△)

△ 1,251△ 5.8 △ 1,531△ 8.8 2,6364.6

Ⅳ　営業外収益

　　　受取利息 90 105 195

　　　その他 55 38 118

　　　　営業外収益計 146 0.7 143 0.8 314 0.5

Ⅴ　営業外費用

　　　支払利息 497 497 983

　　　貸倒引当金繰入額 116 94 206

　　　株式交付費 104 ─ 104

　　　その他 168 75 242

　　　　営業外費用計 887 4.1 667 3.8 1,5372.6

　　　経常利益又は
　　　経常損失(△)

△ 1,992△ 9.2 △ 2,055△11.8 1,4132.5

Ⅵ　特別利益 ※３ 6 0.0 19 0.1 43 0.0

Ⅶ　特別損失
※
４※
５

883 4.1 272 1.6 1,1462.0

　　　税引前当期純利益又は
　　　税引前中間純損失（△）

△ 2,869△13.3 △2,308△13.3 310 0.5

　　　法人税、住民税及び
　　　事業税

14 0.1 37 0.2 50 0.1

　　　法人税等調整額 82 0.4 ─ ─ 438 0.7

　　　中間(当期)純損失 2,966△13.8 2,345△13.5 177△ 0.3
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③ 【中間株主資本等変動計算書】

前中間会計期間(自　平成18年11月１日　至　平成19年４月30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

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10月31日残高(百万円) 5,873 3,144 267 3,412△ 7,523△ 7,523△ 14 1,747

中間会計期間中の変動額

　新株の発行 2,000 2,000 2,000 4,000

　減資 △ 4,000 4,000 4,000 ―

　欠損填補による資本準備金の取崩 △ 3,144 △ 3,1443,144 3,144 ―

　中間純損失 △ 2,966△ 2,966 △ 2,966

　自己株式の取得 △ 1 △ 1

　株主資本以外の項目の中間
　会計期間中の変動額(純額)

中間会計期間中の変動額合計(百万円) △ 2,000△ 1,144 ― △ 1,1444,178 4,178 △ 1 1,033

平成19年４月30日残高(百万円) 3,873 2,000 267 2,267△ 3,344△ 3,344△ 15 2,780

　

評価・換算差額等
純資産合計

その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計

平成18年10月31日残高(百万円) 36 36 1,784

中間会計期間中の変動額

　新株の発行 4,000

　減資 ―

　欠損填補による資本準備金の取崩 ―

　中間純損失 △ 2,966

　自己株式の取得 △ 1

　株主資本以外の項目の中間
　会計期間中の変動額(純額)

△ 6 △ 6 △ 6

中間会計期間中の変動額合計(百万円) △ 6 △ 6 1,026

平成19年４月30日残高(百万円) 29 29 2,810
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当中間会計期間(自　平成19年11月１日　至　平成20年４月30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

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10月31日残高(百万円) 3,873 2,000 267 2,267△ 556 △ 556 △ 16 5,567

中間会計期間中の変動額

　剰余金の配当

　Ｂ種優先株式優先配当金 △ 209 △ 209 △ 209

　欠損填補による資本準備金の取崩 △ 1,7901,234△ 556 556 556 ─

　中間純損失 △ 2,345△ 2,345 △ 2,345

　自己株式の取得 0 0

　自己株式の処分 △ 0 △ 0 0 0

　株主資本以外の項目の中間
　会計期間中の変動額(純額)

中間会計期間中の変動額合計(百万円) ─ △ 2,0001,234△ 765△ 1,789△ 1,789 0 △ 2,555

平成20年４月30日残高(百万円) 3,873 ─ 1,501 1,501△ 2,345△ 2,345△ 16 3,012

　

評価・換算差額等
純資産合計

その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計

平成19年10月31日残高(百万円) 37 37 5,605

中間会計期間中の変動額

　剰余金の配当

　Ｂ種優先株式優先配当金 △ 209

　欠損填補による資本準備金の取崩 ─

　中間純損失 △ 2,345

　自己株式の取得 △ 0

　自己株式の処分 0

　株主資本以外の項目の中間
　会計期間中の変動額(純額)

△ 6 △ 6 △ 6

中間会計期間中の変動額合計(百万円) △ 6 △ 6 △ 2,561

平成20年４月30日残高(百万円) 31 31 3,044
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前事業年度の株主資本等変動計算書(自　平成18年11月１日　至　平成19年10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

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10月31日残高(百万円) 5,873 3,144 267 3,412△ 7,523△ 7,523 △ 14 1,747

事業年度中の変動額

　新株の発行 2,000 2,000 2,000 4,000

　減資 △ 4,000 4,000 4,000 ─

　欠損填補による資本準備金の取崩 △ 3,144 △ 3,1443,144 3,144 ─

　当期純損失 △ 177 △ 177 △ 177

　自己株式の取得 △ 1 △ 1

　自己株式の処分 △ 0 △ 0 0 0

　株主資本以外の項目の
　事業年度中の変動額(純額)

事業年度中の変動額合計(百万円) △ 2,000△ 1,144 △ 0 △ 1,1446,967 6,967 △ 1 3,820

平成19年10月31日残高(百万円) 3,873 2,000 267 2,267△ 556 △ 556 △ 16 5,567

　

評価・換算差額等
純資産合計

その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計

平成18年10月31日残高(百万円) 36 36 1,784

事業年度中の変動額

　新株の発行 4,000

　減資 ─

　欠損填補による資本準備金の取崩 ─

　当期純損失 △ 177

　自己株式の取得 △ 1

　自己株式の処分 0

　株主資本以外の項目の
　事業年度中の変動額(純額)

1 1 1

事業年度中の変動額合計(百万円) 1 1 3,821

平成19年10月31日残高(百万円) 37 37 5,605
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中間財務諸表作成の基本となる重要な事項

　

項目
前中間会計期間

(自　平成18年11月１日
至　平成19年４月30日)

当中間会計期間
(自　平成19年11月１日
至　平成20年４月30日)

前事業年度
(自　平成18年11月１日
至　平成19年10月31日)

１　資産の評価基準及

び評価方法

　(1) 有価証券

 

満期保有目的の債券

　償却原価法(定額法)

子会社株式及び関連会社株

式

　移動平均法による原価法

その他有価証券

　時価のあるもの

　　中間決算日の市場価格等

に基づく時価法(評価

差額は全部純資産直入

法により処理し、売却

原価は移動平均法によ

り算定)

─────

 

子会社株式及び関連会社株

式

同左

その他有価証券

　時価のあるもの

同左

─────

 

子会社株式及び関連会社株

式

同左

その他有価証券

　時価のあるもの

　　決算日の市場価格等に基

づく時価法(評価差額

は全部純資産直入法に

より処理し、売却原価

は移動平均法により算

定)

　時価のないもの

　　移動平均法による原

　　価法

時価のないもの

　　　　　同左

　時価のないもの

　　　　　同左

　(2) たな卸資産

 

未成工事支出金

　個別法による原価法

販売用不動産

　個別法による原価法

同左 同左

２　固定資産の減価償

却の方法

　(1) 有形固定資産

 

　重要な賃貸用資産及び平

成10年４月１日以降に取得

した建物(附属設備を除く)

については定額法、その他

の資産については定率法を

採用しております。

　なお、主な耐用年数は次の

とおりであります。

建物 ７～50年

賃貸用建物 10～50年

同左 同左

　(2) 無形固定資産

 

　定額法を採用しておりま

す。なお、自社利用のソフト

ウェアについては、社内に

おける利用可能期間(５年)

に基づく定額法を採用して

おります。

同左 同左

３　重要な繰延資産の

処理方法

株式交付費

　支出時に全額費用処理し

ております。

───── 株式交付費

　支出時に全額費用処理し

ております。
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項目
前中間会計期間

(自　平成18年11月１日
至　平成19年４月30日)

当中間会計期間
(自　平成19年11月１日
至　平成20年４月30日)

前事業年度
(自　平成18年11月１日
至　平成19年10月31日)

４　引当金の計上基準

　(1) 貸倒引当金

 

　売上債権、貸付金等の貸倒

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

収可能性を勘案し、回収不

能見込額を計上しておりま

す。

同左 同左

　(2) 完成工事補償引

当金

　完成工事に関する瑕疵担

保に備えるため、当中間会

計期間末に至る１年間の完

成工事高及び販売用建物売

上高に対し、過去の補修実

績に基づく将来の見積補償

額を計上しております。

同左 　完成工事に関する瑕疵担

保に備えるため、期末前１

年間の完成工事高及び販売

用建物売上高に対し、過去

の補修実績に基づく将来の

見積補償額を計上しており

ます。

　(3) 賞与引当金 　従業員の賞与の支給に充

てるため、支給見込額を計

上しております。

同左 同左

　(4) 退職給付引当金　従業員の退職給付に備え

るため、当事業年度末にお

ける退職給付債務及び年金

資産の見込額に基づき、当

中間会計期間末において発

生していると認められる額

を計上しております。

　数理計算上の差異につい

ては、発生額を発生年度に

おいて費用処理しておりま

す。

　　　　　同左

 

　従業員の退職給付に備え

るため、当事業年度末にお

ける退職給付債務及び年金

資産の見込額に基づき、計

上しております。

　なお、数理計算上の差異に

ついては、発生額を発生年

度において費用処理してお

ります。

　(5) 役員退職慰労引

当金

　役員の退職慰労金支給に

充てるため、内規に基づく

中間期末要支給額を計上し

ております。

同左 　役員の退職慰労金支給に

充てるため、内規に基づく

期末要支給額を計上してお

ります。

５　外貨建の資産及び

負債の本邦通貨へ

の換算基準

　外貨建金銭債権債務は、中

間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。

───── ─────

６　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 同左
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項目
前中間会計期間

(自　平成18年11月１日
　至　平成19年４月30日)

当中間会計期間
(自　平成19年11月１日
　至　平成20年４月30日)

前事業年度
(自　平成18年11月１日
　至　平成19年10月31日)

７　ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法
　　特例処理の要件を満たし
ている金利スワップにつ
いては、特例処理によっ
ております。

(1) ヘッジ会計の方法
同左

(1) ヘッジ会計の方法
同左

(2) ヘッジ手段とヘッジ対
象

　a ヘッジ手段　金利スワッ
プ

　b ヘッジ対象　借入金

(2) ヘッジ手段とヘッジ対
象

同左

(2) ヘッジ手段とヘッジ対
象

同左

(3) ヘッジ方針
　　職務権限規程に基づき代
表取締役の稟議決裁を受
け、金利変動リスクを一
定の範囲内でヘッジして
おります。

(3) ヘッジ方針
同左

(3) ヘッジ方針
同左

(4) ヘッジ有効性評価の方
法

　　特例処理の適用要件が充
足されているため、有効
性の評価は省略しており
ます。

(4) ヘッジ有効性評価の方
法

同左

(4) ヘッジ有効性評価の方
法

同左

８　その他(中間)財務
諸表作成のための
基本となる重要な
事項

　　消費税等に相当する
額の会計処理

　消費税及び地方消費税に
相当する額の会計処理は、
税抜方式によっておりま
す。

同左 同左

　

会計処理の変更

前中間会計期間
(自　平成18年11月１日
  至　平成19年４月30日)

当中間会計期間
(自　平成19年11月１日
  至　平成20年４月30日)

前事業年度
(自　平成18年11月１日
  至　平成19年10月31日)

───── （前中間会計期間と当中間会計期間

の首尾一貫性）

　前事業年度の下期から、法人税法の

改正に伴い平成19年４月１日以降取

得の有形固定資産については改正法

人税法の規定する償却方法により、

減価償却費を計上しております。

　前中間会計期間において、当中間会

計期間と同一の方法を適用した場合

であっても、中間財務諸表に与える

影響は軽微であります。

（減価償却方法の変更）

　当事業年度から、法人税法の改正に

伴い平成19年４月１日以降取得の有

形固定資産については改正法人税法

の規定する償却方法により、減価償

却費を計上しております。

　なお、この変更に伴う営業利益、経

常利益及び税引前当期純利益に与え

る影響は軽微であります。

　また、この変更について法人税法が

平成19年４月１日以降取得の固定資

産に適用されましたが、平成19年４

月１日から４月30日迄の取得はシス

テムの対応が不十分により当中間決

算は従来の償却方法により、減価償

却費を計上しており中間、年度の首

尾一貫性を欠いております。

　当中間会計期間において、当事業年

度と同一の方法を適用した場合で

あっても、中間財務諸表に与える影

響は軽微であります。

　

次へ
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注記事項

(中間貸借対照表関係)

摘要
前中間会計期間末
(平成19年４月30日)

当中間会計期間末
(平成20年４月30日)

前事業年度末
(平成19年10月31日)

※１ 有形固定資産減価
償却累計額

22,563百万円 23,341百万円 23,048百万円

※２ 担保提供資産
 

現金預金 240百万円
建物 2,758
賃貸用建物 12,646
土地 6,931
有形固定資産
その他

118

計 22,695

現金預金 390百万円
建物 2,722
賃貸用建物 12,132
有形固定資産
その他

112

土地 9,767
投資有価証券 46
計 25,171

現金預金 240百万円
建物 2,598
賃貸用建物 12,219
機械装置 118
土地 6,887
投資有価証券 52
計 22,116

担保提供資産に対応する債
務
短期借入金 193百万円
長期借入金 255
計 448

担保提供資産に対応する債
務
短期借入金 7,556百万円
長期借入金 17,349
計 24,905

担保提供資産に対応する債
務
短期借入金 6,001百万円
長期借入金 20,800
計 26,802

　３ 保証債務 　住宅購入者その他に対す
る金融機関の融資について
下記のとおり保証を行って
おります。

　住宅購入者その他に対す
る金融機関の融資について
下記のとおり保証を行って
おります。

　住宅購入者その他に対す
る金融機関の融資について
下記のとおり保証を行って
おります。

住宅購入者等 1,969百万円

関係会社

㈱ホテル東日本 76

㈱東日本ウッド
ワークス中部

236

㈱東日本ウッド
ワークス北海道

8

東日本テック㈱ 11

㈱東京工務店 1,050

計 3,353

　なお、住宅購入者等に係る
保証の大半は、保証会社が
金融機関に対し保証を行う
までのつなぎ保証でありま
す。

住宅購入者等 2,017百万円

関係会社

㈱東日本ウッド
ワークス中部

192

㈱ホテル東日本 54

㈱東京工務店 50

東日本テック㈱ 8

計 2,322

　なお、住宅購入者等に係る
保証の大半は、保証会社が
金融機関に対し保証を行う
までのつなぎ保証でありま
す。

住宅購入者等 2,550百万円

関係会社

㈱東京工務店 700

㈱東日本ウッド
ワークス中部

196

㈱ホテル東日本 65

東日本テック㈱ 10

計 3,522

　なお、住宅購入者等に係る
保証の大半は、保証会社が
金融機関に対し保証を行う
までのつなぎ保証でありま
す。

※４ 消費税等の取扱い 　仮払消費税等及び仮受消
費税等は相殺の上、流動資
産の「その他」に含めて表
示しております。

同左 ―――――
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(中間損益計算書関係)

摘要
前中間会計期間

(自　平成18年11月１日
至　平成19年４月30日)

当中間会計期間
(自　平成19年11月１日
至　平成20年４月30日)

前事業年度
(自　平成18年11月１日
至　平成19年10月31日)

※１ 過去１年間の
売上高

　当社の売上高は、通常の営
業の形態として、事業年度
の上半期の売上高と下半期
の売上高との間に著しい相
違があります。当中間期末
に至る１年間の売上高は次
のとおりであります。

前事業年度
下半期 40,292百万円

当中間期 21,521

計 61,813

　当社の売上高は、通常の営
業の形態として、事業年度
の上半期の売上高と下半期
の売上高との間に著しい相
違があります。当中間期末
に至る１年間の売上高は次
のとおりであります。

前事業年度
下半期 35,731百万円

当中間期 17,388

計 53,120

―――――

　２ 減価償却実施額
 

有形固定資産 578百万円

無形固定資産 15百万円

有形固定資産 528百万円

無形固定資産 11百万円

有形固定資産 1,158百万円

無形固定資産 28百万円

※３ 特別利益の
主要項目

　投資有価証券
売却益 3百万円　土地売却益 16百万円 建物売却益 24百万円

※４ 特別損失の
主要項目

貸倒引当金
繰入額 851百万円

固定資産
除却損 30百万円

投資有価証券
売却損 100百万円

固定資産
除却損 62百万円

貸倒引当金
繰入額 54百万円

販売用不動産
評価損 36百万円

貸倒引当金
繰入額 667百万円

減損損失 197百万円

販売用不動産
評価損 129百万円

固定資産
除却損 124百万円

※５ 減損損失 ―――――

 

───── 当事業年度において、当社
は以下の資産について減損
損失を計上いたしました。
用途 種類 場所 件数

支店
建物及び

構築物等

神奈川県

横浜市
１件

賃貸用

資産
土地

岩手県

岩手郡他
２件

遊休

資産
土地

神奈川県

横浜市他
17件

　当社は、管理会計上の事業
区分に基づく事業所単位を
キャッシュ・フローを生み
出す最小の単位とし、本社
等の全社資産を共用資産と
してグルーピングしており
ます。なお、賃貸用資産は、
個別物件ごとにグルーピン
グしております。
　一部の支店の売上減少、賃
貸料収入の減少及び遊休資
産の地価の下落等により、
上記資産または資産グルー
プの帳簿価額を回収可能価
額まで減額し、当該減少額
を減損損失(197百万円)と
して特別損失に計上してお
ります。その内訳は、支店20
百万円(建物・構築物６百
万円、リース資産８百万円、
その他５百万円)、賃貸用資
産93百万円(土地93百万
円)、遊休資産83百万円(土
地83百万円)であります。
　なお、当該資産または資産
グループの回収可能価額は
正味売却価額により測定し
ております。正味売却価額
は、主として不動産鑑定評
価に基づく評価額に基づき
算定し、重要性の乏しい物
件については、主として公
示価格に基づく評価を適用
しております。
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(中間株主資本等変動計算書関係)

前中間会計期間(自　平成18年11月１日　至　平成19年４月30日)

１　自己株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式(株) 65,544 6,265 ─ 71,809
　

　（注）普通株式の自己株式の増加6,265株は、単元未満株式の買取りによるものであります。

　

当中間会計期間(自　平成19年11月１日　至　平成20年４月30日)

１　自己株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式(株) 76,653 1,750 500 77,903
　

　（注）１　普通株式の自己株式の増加1,750株は、単元未満株式の買取りによるものであります。

　　　　２　普通株式の自己株式の減少500株は、単元未満株式の買増請求による売渡によるものであり

　　　　　  ます。

　

前事業年度(自　平成18年11月１日　至　平成19年10月31日)

１　自己株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 65,544 11,609 500 76,653

　（注）１　普通株式の自己株式の増加11,609株は、単元未満株式の買取りによるものであります。

　　　　２　普通株式の自己株式の減少500株は、単元未満株式の買増請求による売渡によるものであり

　　　　　  ます。
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(リース取引関係)

摘要
前中間会計期間

(自　平成18年11月１日
至　平成19年４月30日)

当中間会計期間
(自　平成19年11月１日
至　平成20年４月30日)

前事業年度
(自　平成18年11月１日
至　平成19年10月31日)

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
に係る注記

①　リース物件の取得価額
相当額、減価償却累計
額相当額及び中間期末
残高相当額

 

取得
価額
相当額
 (百万円)

減価
償却
累計額
相当額
 (百万円)

中間
期末
残高
相当額
 (百万円)

建物 2,0459111,134

その他 779 395 384

合計 2,8241,3061,518

 

①　リース物件の取得価額
相当額、減価償却累計
額相当額、減損損失累
計額相当額及び中間期
末残高相当額

取得
価額
相当額
(百万
円)

減価
償却
累計額
相当額
(百万
円)

減損
損失
累計額
相当額
(百万
円)

中間
残高
相当額
(百万
円)

建物 1,833972 8 852

車輌
運搬具

8 3 ─ 4

備品 219130 ─ 88

ソフト
ウェア

519379 ─ 140

合計 2,5801,48581,086

①　リース物件の取得価額
相当額、減価償却累計
額相当額、減損損失累
計額相当額及び期末残
高相当額

取得
価額
相当額
(百万
円)

減価
償却
累計額
相当額
(百万
円)

減損
損失
累計額
相当額
(百万
円)

期末
残高
相当額
(百万
円)

建物 2,045991 81,045

車輌
運搬具

9 2 ─ 6

備品等 755437 ─ 318

合計 2,8111,43281,371

 

②　未経過リース料中間期
末残高相当額

 

 

 

 

１年以内 626百万円

１年超 919

合計 1,546

②　未経過リース料中間期
末残高相当額及びリー
ス資産減損勘定の中間
期末残高

　　 未経過リース料中間期

　　 末残高相当額

１年以内 525百万円

１年超 616

合計 1,142

リース資

産減損勘

定の中間

期末残高

2百万円

②　未経過リース料期末残
高相当額及びリース資
産減損勘定の期末残高

 

　　 未経過リース料期末残

　　 高相当額

１年以内 591百万円

１年超 809

合計 1,401

リース資

産減損勘

定の期末

残高

8百万円

③　支払リース料、減価償却
費相当額及び支払利息
相当額

 

支払リース
料

357百万円

減価償却費
相当額

328百万円

支払利息
相当額

28百万円

③　支払リース料、リース資
産減損勘定の取崩額、
減価償却費相当額及び
支払利息相当額

支払リース
料

339百万円

リース資産
減損勘定の
取崩額

5百万円

減価償却費
相当額

311百万円

支払利息
相当額

27百万円

③　支払リース料、減価償却
費相当額、支払利息相
当額及び減損損失

 

支払リース
料

719百万円

減価償却費
相当額

662百万円

支払利息
相当額

56百万円

減損損失 8百万円

④　減価償却費相当額の算
定方法

④　減価償却費相当額の算
定方法

④　減価償却費相当額の算
定方法

　　…リース期間を耐用年数
とし、残存価額を零
とする定額法によっ
ております。

同左 同左

⑤　利息相当額の算定方法
　　…リース料総額とリース

物件の取得価額相当
額との差額を利息相
当額とし、各期への
配分方法について
は、利息法によって
おります。

⑤　利息相当額の算定方法
同左

⑤　利息相当額の算定方法
同左
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(有価証券関係)

前中間会計期間末(平成19年４月30日)

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

　

当中間会計期間末(平成20年４月30日)

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

　

前事業年度末(平成19年10月31日)

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

　

(企業結合等関係)

前中間会計期間(自　平成18年11月１日　至　平成19年４月30日)

　　　　該当事項はありません。

　

当中間会計期間(自　平成19年11月１日　至　平成20年４月30日)

　　　　該当事項はありません。　

　

前事業年度(自　平成18年11月１日　至　平成19年10月31日)

　　　　該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

前中間会計期間
(自　平成18年11月１日
至　平成19年４月30日)

当中間会計期間
(自　平成19年11月１日
至　平成20年４月30日)

前事業年度
(自　平成18年11月１日
至　平成19年10月31日)

１株当たり純資産額 △58円29銭１株当たり純資産額 △55円38銭１株当たり純資産額 △10円80銭

１株当たり中間純損失 54円29銭１株当たり中間純損失 44円46銭１株当たり当期純損失 6円93銭

　潜在株式調整後１株当たり中間純

利益金額については、中間純損失を

計上しているため記載しておりませ

ん。

　１株当たり純資産額については、期

末純資産からＡ種及びＢ種優先株主

に対する残余財産の分配額（１株に

つきＡ種200円、Ｂ種1,000円）及び

累積未払優先配当額を控除した金額

を普通株式及び普通株式と同等の株

式の中間期末発行済株式数（「自己

株式」を除く）で除して計算してお

ります。

　潜在株式調整後１株当たり中間純

利益金額については、中間純損失を

計上しているため記載しておりませ

ん。

　１株当たり純資産額については、当

中間会計期間末純資産からＡ種及び

Ｂ種優先株主に対する残余財産の分

配額（１株につきＡ種200円、Ｂ種

1,000円）及び累積未払優先配当額

を控除した金額を普通株式及び普通

株式と同等の株式の中間期末発行済

株式数（「自己株式」を除く）で除

して計算しております。

　潜在株式調整後１株当たり当期純

利益金額については、当期純損失を

計上しているため記載しておりませ

ん。

　１株当たり純資産額については、期

末純資産からＡ種及びＢ種優先株主

に対する残余財産の分配額（１株に

つきＡ種200円、Ｂ種1,000円）及び

累積未払優先配当額を控除した金額

を普通株式及び普通株式と同等の株

式の期末発行済株式数（「自己株

式」を除く）で除して計算しており

ます。

(注)　１株当たり当期（中間）純損失の算定上の基礎は以下のとおりであります。

　

前中間会計期間
(自　平成18年11月１日
至　平成19年４月30日)

当中間会計期間
(自　平成19年11月１日
至　平成20年４月30日)

前事業年度
(自　平成18年11月１日
至　平成19年10月31日)

中間(当期)純損失　(百万円) 2,966 2,345 177

普通株主及び普通株主と同等
の株主に帰属しない金額
(注)　　　　　　　(百万円)

68 139 209

普通株式及び普通株式と同等
の株式に係る中間(当期)純損
失　　　　　　　　(百万円)

3,034 2,484 387

普通株式及び普通株式と同等
の株式の期中平均株式数の種
類別の内訳
　　　　普通株式　　　(株)
　　　　Ａ種優先株式　(株)

45,896,628
10,000,000

45,888,087
10,000,000

45,893,544
10,000,000

期中平均株式数　　　　(株) 55,896,628 55,888,087 55,893,544

　　　(注)Ｂ種優先株式に係る累積未払配当金額又は配当金額であります。
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(重要な後発事象)

前中間会計期間
(自　平成18年11月１日
　至　平成19年４月30日)

当中間会計期間
(自　平成19年11月１日
至　平成20年４月30日)

前事業年度
(自　平成18年11月１日
　至　平成19年10月31日)

───── ───── １．資本準備金の額の減少
　当社は、平成20年1月29日開催の定時
株主総会において、資本準備金の額の
減少について決議いたしました。　
(1)資本準備金の額の減少の目的
　Ｂ種優先株式に対する配当金の支
払、繰越損失の処理、その他今後の柔
軟な資本政策の展開を可能とするた
めの原資を確保する目的で、会社法第
448条第1項の規定に基づき資本準備
金を減少し、その他資本剰余金に振り
替えるものです。
(2)資本準備金の額の減少の要領
　平成19年10月31日現在の資本準備金
の全額2,000,000,000円を減少し、そ
の減少した全額をその他資本剰余金
に振り替えます。
(3)資本準備金の額の減少の日程
　①取締役会決議日
　　平成19年12月21日
　②債権者異議申述公告日
　  平成19年12月27日
　③債権者異議申述最終期日
　  平成20年１月28日
　④定時株主総会決議日
　  平成20年１月29日
　⑤効力発生日
　  平成20年１月30日

　

(2) 【その他】

該当事項はありません。
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第６ 【提出会社の参考情報】

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

　

(１)

 

臨時報告書
 
 

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条
第２項第４号
（主要株主の異動）

平成19年12月26日
東北財務局長に提出。

(２)

 

臨時報告書
 
 
 

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条
第２項第12号及び第19号
（財政状態及び経営成績に著しい影響を与
える事象の発生）

平成19年12月28日
東北財務局長に提出。

(３)
 

有価証券報告書
及びその添付書類

事業年度
(第39期)

自　平成18年11月１日
至　平成19年10月31日

平成20年１月29日
東北財務局長に提出。

(４)
 

有価証券報告書の
訂正報告書

事業年度
(第39期)

自　平成18年11月１日
至　平成19年10月31日

平成20年２月６日
東北財務局長に提出。

(５)
 

臨時報告書の
訂正報告書

上記（２）に係る訂正報告書であります。
 

平成20年４月１日
東北財務局長に提出。

(６)

 

臨時報告書

 

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条
第２項第19号
（財政状態及び経営成績に著しい影響を与
える事象の発生）

平成20年４月18日
東北財務局長に提出。

 

(７)

 

臨時報告書

 

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条
第２項第12号及び第19号
（財政状態及び経営成績に著しい影響を与
える事象の発生）

平成20年６月13日
東北財務局長に提出。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

　

　

EDINET提出書類

東日本ハウス株式会社(E00197)

半期報告書

62/66



独立監査人の中間監査報告書

　

平成19年７月25日

東日本ハウス株式会社

取締役会　御中

優成監査法人

　

代表社員
業務執行社員

公認会計士　　須　　永　　真　　樹　　㊞

　

業務執行社員 公認会計士　　宮　　崎　　　　　哲　　㊞

　

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる東日本ハウス株式会社の平成18年11月１日から平成19年10月31日までの連結会計年度の中間連結会計期

間（平成18年11月１日から平成19年４月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照

表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中

間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間

連結財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法

人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なう

ような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等

を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結

果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表

の作成基準に準拠して、東日本ハウス株式会社及び連結子会社の平成19年４月30日現在の財政状態並びに同

日をもって終了する中間連結会計期間（平成18年11月１日から平成19年４月30日まで）の経営成績及び

キャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

　

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　
 ※　上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

す。
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独立監査人の中間監査報告書

　

平成20年７月23日

東日本ハウス株式会社

取締役会　御中

優成監査法人

　

指定社員
業務執行社員

公認会計士　　須　　永　　真　　樹　　㊞

　

指定社員
業務執行社員

公認会計士　　宮　　崎　　　　　哲　　㊞

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に

掲げられている東日本ハウス株式会社の平成19年11月１日から平成20年10月31日までの連結会計年度の中間

連結会計期間（平成19年11月１日から平成20年４月30日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結

貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書に

ついて中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場

から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法

人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なう

ような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等

を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結

果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表

の作成基準に準拠して、東日本ハウス株式会社及び連結子会社の平成20年４月30日現在の財政状態並びに同

日をもって終了する中間連結会計期間（平成19年11月１日から平成20年４月30日まで）の経営成績及び

キャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。

　

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　
 ※　上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

す。
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独立監査人の中間監査報告書

　

平成19年７月25日

東日本ハウス株式会社

取締役会　御中

優成監査法人

　

代表社員
業務執行社員

公認会計士　　須　　永　　真　　樹　　㊞

　

業務執行社員 公認会計士　　宮　　崎　　　　　哲　　㊞

　

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられて

いる東日本ハウス株式会社の平成18年11月１日から平成19年10月31日までの第39期事業年度の中間会計期間

（平成18年11月１日から平成19年４月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益

計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者に

あり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法

人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重

要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心と

した監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として

中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基

準に準拠して、東日本ハウス株式会社の平成19年４月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会

計期間（平成18年11月１日から平成19年４月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているもの

と認める。

　

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　
 ※　上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

す。

　

EDINET提出書類

東日本ハウス株式会社(E00197)

半期報告書

65/66



独立監査人の中間監査報告書

　

平成20年７月23日

東日本ハウス株式会社

取締役会　御中

優成監査法人

　

指定社員
業務執行社員

公認会計士　　須　　永　　真　　樹　　㊞

　

指定社員
業務執行社員

公認会計士　　宮　　崎　　　　　哲　　㊞

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に

掲げられている東日本ハウス株式会社の平成19年11月１日から平成20年10月31日までの第40期事業年度の中

間会計期間（平成19年11月１日から平成20年４月30日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照

表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任

は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法

人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重

要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心と

した監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として

中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基

準に準拠して、東日本ハウス株式会社の平成20年４月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会

計期間（平成19年11月１日から平成20年４月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているもの

と認める。

　

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　
 ※　上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

す。
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